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いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（南シナ海仲裁判断）～ 

南シナ海への中国の海洋進出を巡り フィリピンが提訴していた国際裁判で、ハーグの仲裁

裁判所は、７月１２日（火）に、国連海洋法条約に基づく判断を示した。その内容は、中国が   

南シナ海のほぼ全域に主権が及ぶとして設定していた「九段線」を「法的に根拠がない」と  

断定するもので、国際法に準拠すれば当然の帰結であるが、中国にとっては、かなり厳しい  

結果となった。 

海洋を巡る国際情勢がどのように変化していくのか、今の時点では分からないことも多いが、

本件は、海を職場とする者にとって紛れもない重大な News であり、「海の News」の特別編

として、前後一週間（７月５日～１９日）の関連記事等を以下に取り纏めた。 

０５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国不利の見方強まる＝南シナ海仲裁判決まで１週間（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070500454&g=int 

○「南シナ海での軍事衝突に備えよ」､中国政府系有力紙が論説（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-china-idJPKCN0ZL09S 

○ 南中国海における中国の主権と権益は不法な裁定の影響を受けない（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0705/c94474-9081679.html 

○ 日本は南中国海でどのような役割を演じたいのか（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0705/c94474-9081776.html 

○「仲裁判断を楽観視している」と比ドゥテルテ大統領（産經／共同） 

中国には協議呼び掛ける 

http://www.sankei.com/world/news/160705/wor1607050020-n1.html 

○ 南シナ海で軍事演習開始＝実効支配を誇示－中国（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070500662&g=int 

○ 南シナ海演習「深刻な主権侵害」ベトナム､中国を非難（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ754Q1PJ75UHBI00R.html 

０６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本人所長の公平性に疑義＝仲裁人選定は「意図的」－中国次官（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070600002&g=pol 

○ 外交部、仲裁裁判所の権限乱用に各国が懸念（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0706/c94474-9082235.html 

○ 米国は南中国海問題で譲れぬ一線に衝突すべきでない（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0706/c94474-9082302.html 

○「米軍との衝突視野」中国三大艦隊、最大級の軍事演習を開始（産經） 

仲裁裁定前に海軍力を誇示 

http://www.sankei.com/world/news/160705/wor1607050034-n1.html 
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０７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 王毅外交部長とケリー国務長官が電話会談（人民網） 

「仲裁裁判所の茶番は終わりにすべき」 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0707/c94474-9082847.html 

○ 米中外相電話協議：南シナ海、中国「裁定受け入れ拒否へ」（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160707/k00/00e/040/284000c 

○ 南シナ海、平和解決訴え＝中国外相と会談－国連総長（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070700730&g=int 

○ 戴秉国氏「南中国海仲裁の結果は紙くずに過ぎない」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0707/c94474-9082918.html 

○ 米空母ロナルド･レーガンなど第７艦隊南シナ海を航行（産經） 

仲裁裁定前に中国牽制 

http://www.sankei.com/world/news/160707/wor1607070034-n1.html 

○ 中国、南シナ海問題での意外な思考原理と日本への本音（ダイヤモンド） 

 http://diamond.jp/articles/-/94699 

○ 焦点：南シナ海の仲裁裁定を控え､中国のプロパガンダが過熱（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-ruling-idJPKCN0ZM0J2 

０８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 外交部、中国の領土主権と海洋権益は南中国海仲裁の影響を受けず（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0708/c94474-9083431.html 

○「南沙諸島は一体」＝岩礁でも権益と主張－中国（時事） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160708-00000126-jij-cn 

○ 南シナ海問題 中国､主権が侵害された場合は対応措置（FNN／フジ TV） 

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160708-00000919-fnn-int 

○ 仲裁裁の判決控え、焦る中国が小国取り込み･･･「敗訴」想定し世論戦（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/160707/wor1607070049-n1.html 

○ 南シナ海、中国と共同開発も＝判決後の早期対話目指す－比外相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070800809&g=int 

○ 中国に判決受諾説得へ＝南シナ海仲裁裁判で米高官（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070800238&g=int 

○ 中国が独自開発の軍用輸送機、南シナ海に配備（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/08/2016070800570.html 

○［ニュース分析］韓米日･朝中ロの対立を固定化させる THAAD 配備（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24588.html 
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○ 中国、南シナ海にミサイル配備 米国防総省が明らかに（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ784WMZJ78UHBI01K.html 

０９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国軍、南シナ海で実弾演習＝艦艇 100 隻、航空機数十機（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070900151&g=int 

○「中国の主張認めれば無秩序に陥る」（産經） 

仲裁裁判所の裁定を前にフィリピンの最高裁判事が警告 

http://www.sankei.com/world/news/160709/wor1607090011-n1.html 

○ 台湾、領有権の正当性改めて強調 南シナ海仲裁判決前に（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607090005.aspx 

１０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 12 日に仲裁判決＝南シナ海、比に有利な判断か－対中早期交渉狙う（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071000059&g=int 

○ 台湾、南シナ海・太平島周辺海域に巡視船派遣 国土警備で（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607100007.aspx 

１１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 傳瑩氏「中国は南中国海の寸土も失うことを認めない」（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0711/c94474-9084258.html 

○ 西側諸国は国際法を旗印に掲げた違法行為を止めるべき（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0711/c94474-9084286.html 

○ 中国海軍が南中国海で実兵実弾対抗演習（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0711/c94474-9084242.html 

○ 南中国海で中国の大型灯台５基が総合航行支援サービスを提供（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0711/c94474-9084313.html 

○ ７･１２ハーグ仲裁裁判所の裁定前に中国が多数派工作に躍起となっている（産經） 

「支持は 60 カ国超」と豪語するが･･･ 

 http://www.sankei.com/premium/news/160711/prm1607110003-n1.html 

○「南シナ海」討論しない＝ASEM、日本を牽制－中国高官（時事） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160711-00000170-jij-cn 

○ ASEAN は共同声明断念か 中国､カンボジアなど加盟国に分断工作展開（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/160711/wor1607110029-n1.html 

○ あす「南シナ海判決」･･･もう一度試される韓国外交（中央日報） 

「米中間等距離戦略」 

 http://japanese.joins.com/article/105/218105.html 
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１２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 人民日報論説、フィリピン南中国海仲裁裁判の事実と法理を分析（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0712/c94474-9084867.html 

○ 仲裁裁判で注意喚起＝比大使館が「議論するな」－北京（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071200519&g=int 

○ 南シナ海：きょう仲裁案裁定、試される朴槿恵外交（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/12/2016071200537.html 

○ ＜速報＞ フィリピン南中国海仲裁裁判所、 

不法で無効な いわゆる「最終裁定」を下す（人民網／新華社）  

http://j.people.com.cn/n3/2016/0712/c94474-9085044.html 

○ 南シナ海､中国の主張認めず＝「九段線」に法的根拠なし－初の司法判断（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071200745&g=int 

○ 外相「仲裁裁判の判断には拘束力 平和解決を」（NHK） 

 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160712/k10010592211000.html 

○ ハーグ裁判、判決後の東シナ海の動向注視したい＝中谷防衛相（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/nakatani-east-china-sea-idJPKCN0ZS0AB 

○ 仲裁裁判所前に中国・フィリピン人 50 人 オランダ（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7D6CRXJ7DUHBI02S.html 

○ 南シナ海であらわになる中国外交の「本性」（現代ビジネス） 

～国際法など知ったことか！東アジアの安保は冷戦時代に逆戻り 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49151 

１３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の南シナ海領有権主張、法的根拠なし 常設仲裁裁判所（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/36771192 

○ 習近平主席「南中国海諸島は古来中国領」（人民網）  

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0713/c94474-9085298.html 

○ 南中国海の領土主権と海洋権益に関する中華人民共和国政府の声明（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0713/c94474-9085365.html 

○ 王毅外交部長、南中国海仲裁裁判に関する談話発表（人民網） 

「裁判は法律の衣をまとった政治的茶番劇」 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0713/c94474-9085572.html 

○ フィリピン共和国の申し立てに応じて設置された 

南中国海仲裁裁判所の裁定に関する中華人民共和国外交部の声明（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0713/c94474-9085416.html 
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○ 中国国務院新聞弁公室が『中国は中国とフィリピンの南中国海での関連紛争を交渉

で解決することを堅持する』白書を発表（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2016-07/13/c_135509490.htm 

○ 南中国海の領土主権と海洋権益を守る中国の決意は断固として揺るがない（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0713/c94474-9085562.html 

○ 仲裁裁判 「核心的利益」譲れぬ中国 習指導部に痛手 国内政治に飛び火も（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20160713/ddm/007/030/063000c 

○ 南シナ海判決、中国が批判に躍起「日本人裁判長が･･･」（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7F5WTWJ7FUHBI01J.html 

○ 中国、南シナ海に防空識別圏を設定する権利ある＝外務次官（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-ruling-airzone-idJPKCN0ZT0AB 

○ 中国、きょうも南沙諸島で試験飛行（日テレ） 

 http://www.news24.jp/articles/2016/07/13/10335290.html 

○ 国際社会が南海問題における中国の立場を引き続き支持（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2016-07/13/c_135508616.htm 

○ 中国、比に協議要求 南シナ海仲裁判決「棚上げを」（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM13H1T_T10C16A7MM0000/ 

○ ＜南シナ海＞ 台湾､仲裁裁判決に反発「主張は変わらない」－李外相（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607130011.aspx 

○ 台湾、南シナ海に軍艦派遣「国益守る決意示すもの」＝蔡総統（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607130005.aspx 

○ 仲裁判断は法的拘束と見なすべき 米見解､中国は不快感表明（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-ruling-usa-idJPKCN0ZS2Q2 

○ 南シナ海の仲裁判決に「平和的な解決期待する」＝韓国外交部（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/07/13/0900000000AJP20160713

001500882.HTML 

○ 韓国政府、「南シナ海判決」16 時間後に短く曖昧な声明（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24630.html 

○【社説】中国は南シナ海で軍事的緊張をあおる行為をやめよ（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/13/2016071300753.html 

○ 南シナ海仲裁：THAAD に続き選択迫られる韓国（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/13/2016071300757.htm

l?ent_rank_news 

○ 南シナ海主権問題、EU は特定の立場をとらず＝外相（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-ruling-eu-idJPKCN0ZT0RM 
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○ EU・中国首脳会議、溝目立つまま閉幕 共同声明もなく（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7F635YJ7FUHBI01S.html 

○ 論点：「南シナ海」判決の波紋（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160713/ddm/004/070/027000c 

○ 国際法上の「島」の要件を厳格化 仲裁裁定 専門家が注目（産經） 

沖ノ鳥島にも影響の可能性 

http://www.sankei.com/world/news/160713/wor1607130065-n1.html 

○ NATO サミットは南シナ海での緊張より 

世界の安全保障にとって大きな脅威（Sputnik） 

http://jp.sputniknews.com/politics/20160713/2481307.html 

１４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 外交部、日本が誤った道を突き進まないことを望む（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0714/c94474-9085977.html 

○ 外交部、南中国海問題で波風を立てないよう米側に忠告する（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0714/c94474-9085993.html 

○ 日本には南中国海仲裁問題でとやかく言う権利はない（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/0714/c94474-9086041.html 

○ 人民日報､「南中国海仲裁裁判所」は外部勢力の代弁者だと批判（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0714/c94474-9086171.html 

○ 南シナ海裁判「裁判官は公正に選んだ」柳井俊二氏（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7G5K1XJ7GUHBI01N.html 

○ 中国民用航空機、美済礁・渚碧礁の空港へのテスト飛行に成功（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0714/c94475-9086100.html 

○ 中国の試験飛行中止を＝ベトナム（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071400805&g=int 

○ 中国首相､「立場明確」とけん制＝仲裁判決歓迎の越と会談－南シナ海（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500001&g=int 

○＜南シナ海＞仲裁裁判決､「台湾は日米に売られた」＝野党議員が怒り（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

http://japan.cna.com.tw/search/201607140001.aspx?q=%E5%8D%97%E3%82%B

7%E3%83%8A%E6%B5%B7 

○＜南シナ海＞海巡署「太平島の井戸水は良質」､島の条件強調／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607140002.aspx 

○ フィリピン、南シナ海裁定の「尊重」を中国に要求（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3093940?cx_part=txt_topstory 
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○ 中国、豪外相の航行の自由めぐる発言に正式抗議（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-ruling-idJPKCN0ZU14V 

○ 南シナ海判決、マレーシアは歓迎も静観の構え（共同） 

 http://www.nna.jp/articles/show/1479396 

○ 日本・フィリピン、マニラで海上合同訓練実施（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/260/218260.html 

○ 南シナ海仲裁：全面敗訴の中国、天安門以来最大の外交的打撃（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/14/2016071400599.htm

l?ent_rank_news 

○ 南シナ海判決を歓迎する日本、沖ノ鳥島はどうなる（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/24635.html 

○ 南シナ海仲裁：少女時代ユナに飛び火（朝鮮日報） 

「中国で稼ぎたければ早く立場を示せ」 

 http://ekr.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/14/2016071401543.html 

○ 社説［南シナ海判決］「法の支配」を尊重せよ（沖縄タイムス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=178287 

○ コラム：仲裁判断を拒否する中国、影響は南シナ海にとどまらず（ロイター） 

http://jp.reuters.com/article/southchinasea-ruling-breakingviews-idJPKCN0ZT00

C?pageNumber=1 

○ ハーグ採決後の米国の課題は中国の急激な行動の挑発（Sputnik） 

 http://jp.sputniknews.com/opinion/20160714/2487039.html 

１５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ASEM 首脳会議 安倍首相、南シナ海情勢をめぐり中国をけん制（FNN／フジ TV） 

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00330547.html 

○ 南シナ海、判決遵守迫る＝中国・李氏「介入するな」（時事） 

－対テロ、経済で協力・安倍首相 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500726&g=pol 

○ 南シナ海「平和的解決を」首相、中国首相と会談（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160715-OYT1T50236.html 

○ 日中首脳、南シナ海問題は平行線 モンゴルで会談（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7H5KB4J7HUTFK00R.html 

○「法の支配への挑戦」と非難＝岸田外相－南シナ海仲裁裁判（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500439&g=pol 

○ 日印で海洋戦略協議 対中協力へ創設合意 防衛相会談（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160715/plt1607150008-n1.html 
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○ 英離脱で連携確認＝南シナ海「国際社会の懸念」－日 EU 首脳（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500526&g=pol 

○ 南シナ海問題、連携確認＝中国・カンボジア首相会談（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500593&g=int 

○ 中国の立場支持＝南シナ海問題「国際化に反対」－ロシア首相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500905&g=int 

○ 比外相「画期的判決を尊重」＝中国に自制呼び掛け（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500600&g=int 

○ 仲裁裁判判決の順守を＝安倍首相、比外相と一致（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500578&g=pol 

○ 中国は仲裁判決順守を＝日越首脳が一致（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071500958&g=pol 

○ 台湾･太平島の「岩」認定 沖ノ鳥島等にも国際法適用を＝謝駐日代表（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607150002.aspx 

○ 岸田外相：沖ノ鳥島への影響否定 仲裁裁の判決受け（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160716/k00/00m/010/025000c 

○ 米副大統領、中国に南シナ海判決の尊重促す 日米韓協議（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7H2JTQJ7HUHBI00D.html 

○ 中国、南沙諸島に海上原発の建設計画か 国営紙報じる（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3094105 

○ 中国軍招待、米ジレンマ リムパック、最多 26 カ国参加（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/DA3S12460912.html 

○ 中国が完敗、言い渡された「５つのダメ出し」南シナ海境界線（with news） 

http://withnews.jp/article/f0160715002qq000000000000000G00110101qq000013

692A 

１６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日中、立場の違い鮮明 中国、強行姿勢貫く 南シナ海（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/DA3S12462897.html 

○ 南シナ海仲裁：中・日首相、ASEM で舌戦（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/07/16/2016071600516.html 

○ 先着の安倍首相待たせ、中国「ホスト」演出（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160716-OYT1T50028.html 

○ ASEM 首脳会議 日中、水面下で多数派工作の「暗躍」（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/160716/plt1607160009-n1.html 
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○ アジア欧州会議：安倍首相、南シナ海で「平和的解決期待」（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20160716/k00/00e/030/205000c 

○「法に基づく解決」明記＝南シナ海問題で中国けん制（時事） 

－議長声明採択し閉幕・ASEM 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071600055&g=pol 

○ ASEM 議長声明、南シナ海問題の具体的言及なし（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2823105.html 

○ 中国海洋進出、懸念盛り込みに成功 ASEM 議長声明「海洋法に従った紛争解決を」

参加のうち 27 カ国が南シナ海言及（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/160716/wor1607160064-n1.html 

○ 仲裁判決で理解求める＝安倍首相、中国寄りカンボジアに（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071600028&g=pol 

○ 仲裁裁判決､「一切認めない」立法院が抗議声明／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607160006.aspx 

○ 日米「南シナ海判決に法的拘束力」･･韓国は「平和的解決を」３回反復（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/329/218329.html 

○［記者手帳］南シナ海で米中が見せる「帝国の素顔」（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24655.html 

○ 韓米日３カ国外務次官協議 THAAD で共感、南シナ海で異見（ハンギョレ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24656.html 

○ 鳩山元首相、AIIB 顧問就任要請受諾へ 北京で明言（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7J53XGJ7JUHBI01R.html 

１７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○［主張］ASEM 首脳会議 中国の異様さ印象付けた（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/160717/wor1607170009-n1.html 

○ 中国軍高官「軍事力を強化」表明 南シナ海判決に不満（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7J76C2J7JUHBI049.html 

○ 南中国海問題を紹介する「中国南海網」サイトが開設 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0719/c94475-9088206.html 

１８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 駐米中国大使「南中国海の争いが中米間の問題になるべきでない」（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0718/c94474-9087595.html 

○ 各国の専門家「臨時の仲裁裁判所は国際法違反の悪い典型」（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0718/c94474-9087612.html 

http://mainichi.jp/articles/20160716/k00/00e/030/205000c
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071600055&g=pol
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2823105.html
http://www.sankei.com/world/news/160716/wor1607160064-n1.html
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071600028&g=pol
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607160006.aspx
http://japanese.joins.com/article/329/218329.html
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24655.html
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24656.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ7J53XGJ7JUHBI01R.html
http://www.sankei.com/world/news/160717/wor1607170009-n1.html
http://www.asahi.com/articles/ASJ7J76C2J7JUHBI049.html
http://j.people.com.cn/n3/2016/0719/c94475-9088206.html
http://j.people.com.cn/n3/2016/0718/c94474-9087595.html
http://j.people.com.cn/n3/2016/0718/c94474-9087612.html


２８．７．２０ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 中国を支持する正義の声は国際社会の主旋律（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0718/c94474-9087669.html 

○ 南シナ海上空に爆撃機派遣＝軍事演習も、けん制狙う－中国（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071800183&g=int 

○ 中国空軍航空兵が南中国海で常態化戦闘巡航（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0719/c94474-9088098.html 

○ 中国軍、南シナ海で再び演習へ 実効支配のアピール狙う（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJ7L5F89J7LUHBI00R.html 

○ 中国は「ﾃﾞﾞｭｱﾙ･ﾄﾗｯｸ･ｱﾌﾟﾛｰﾁ」による南中国海問題の処理を堅持（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0719/c94474-9088169.html 

○ 南シナ海「軍事挑発恐れず」＝中国海軍司令官、米側トップと会談（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071800364&g=int 

○ 南中国海に干渉して東中国海での圧力を軽減しようとする日本（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0719/c94474-9088258.html 

○ 有人深海科学調査母船「張謇号」、南中国海で調査を開始（人民網） 

 http://j.people.com.cn//n3/2016/0718/c95952-9087596.html 

○ ＜南シナ海＞ 太平島周辺海域、今後も継続して安全維持へ／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607180011.aspx 

○ 日中首脳会談と鳩山元首相の中国支持表明－米元国防長官も（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/07/post-5505.php 

１９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の対話提案拒否＝南シナ海問題で－比外相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071900295&g=int 

○ 米豪、軍事訓練強化を協議＝南シナ海で中国けん制（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071900734&g=isk 

○ 南シナ海で意見交換＝日中次官（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071900836&g=pol 

○ 立法委員、20 日に太平島へ＝与野党で主権誇示－台湾（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016071900771&g=int 

○ 人民解放軍はもはや「一戦」も辞さない！（現代ビジネス） 

「南シナ海判決」を前に習近平が準備作戦命令 国内では外国排斥運動も 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/49203 

 

（了） 
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