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～ 海の News（８月）～
０１（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 海自練習艦、ロンドン寄港…タワーブリッジ通り（讀賣）
http://www.yomiuri.co.jp/world/20160801-OYT1T50044.html
０２（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 防衛白書 中国海洋進出「強い懸念」 北朝鮮の脅威強調（毎日）
http://mainichi.jp/articles/20160802/k00/00e/010/178000c
○ ＜概算要求基準＞閣議了解 成長戦略、特別枠に４兆円（毎日）
http://mainichi.jp/articles/20160803/k00/00m/020/129000c
○ 櫻井よしこ氏が中国軍艦領海侵入で取るべき対応提案（ニュース ポストセブン）
http://www.news-postseven.com/archives/20160802_429403.html
○ ついに領海侵犯した中国の「灰色の船」。日本は「言うだけ番長」でいいのか（Voice）
http://shuchi.php.co.jp/voice/detail/3127
○ 日本の独島領有権主張に遺憾…日本武官呼び強く抗議＝韓国（WoW! Korea）
http://www.wowkorea.jp/news/korea/2016/0802/10171199.html
０３（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 安倍首相「許し難い暴挙」＝政府、北朝鮮に抗議―弾道ミサイル回収へ（時事通信）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016080300174&g=prk
○ 北朝鮮ミサイル 菅義偉官房長官｢EEZ 内に着弾､極めて危険な行為｣と非難（産経）
http://www.sankei.com/politics/news/160803/plt1608030033-n1.html
○ 北朝鮮ミサイル 攻撃力を誇示…ノドンか秋田沖落下（毎日）
http://mainichi.jp/articles/20160804/k00/00m/030/082000chttp://mainichi.jp/articl
es/20160804/k00/00m/030/082000c
０４（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ リムパックで海上自衛隊を露骨に侮辱した中国海軍
海軍の信義を再びないがしろに（JPpress）
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47516
０５（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 見よ、この迫力！海自巨大艦船を総力特集･･･
空母いずも、輸送艦くにさき、オスプレイ訓練も公開（産經 WEST）
http://www.sankei.com/west/news/160805/wst1608050003-n1.html
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○ 稲田朋美防衛相、捜索打ち切りを発表（産経新聞）
http://www.sankei.com/politics/news/160805/plt1608050018-n1.html
０７（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 韓国海軍士官候補生ら航海実習で来月日本へ 5 年ぶり（yonhap news）
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/08/07/0900000000AJP20160807
001000882.HTML
０８（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 中国公船、最多 14 隻が同時航行 尖閣接続水域（讀賣オンライン）
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160808-OYT1T50161.html?from=ytop_ylist
○ 破壊措置を「常時発令」＝北朝鮮ミサイル警戒で（時事ドットコムニュース）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016080800874&g=pol
０９（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 中国はなぜ尖閣で不可解な挑発行動をエスカレートさせるのか（ﾆｭｰｽﾞｳｲｰｸ 日本版）
http://www.newsweekjapan.jp/ohara/2016/08/post-4.php
○ 傍若無人の中国、尖閣奪取作戦をついに始動（JBPress）
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47567
○ 中国船領海侵入の実態を公表…政府、異例の対応（讀賣オンライン）
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160809-OYT1T50121.html?from=ytop_ylist
○ 中国公船、岸田外相抗議後も領海侵入＝尖閣沖、緊張収まらず（時事コム）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016080900691&g=pol
○ 尖閣諸島周辺海域における中国公船及び中国漁船の活動状況について（外務省）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000179981.pdf
○ 海自練習艦隊がリトアニアに初めて寄港（ＮＨＫニュース Web）
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160809/k10010628411000.html
１０（水）―――――――――――――――――――――――――――――――
○「日本の安全保障体制の隙間を突く中国」 東海大学教授、山田吉彦氏（産経）
http://www.sankei.com/world/news/160810/wor1608100016-n1.html
１１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ ベトナムが中国・人工島射程にスプラトリー諸島でロケット弾を配備
インドからミサイル購入も（産経）
http://www.sankei.com/world/news/160810/wor1608100014-n1.html
○【動画付き】中国漁船大量出没の尖閣沖で大型貨物船が漁船と衝突
海上保安庁が６人救助 中国公船は接続水域から姿消す（産経）
http://www.sankei.com/world/news/160811/wor1608110012-n1.html
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１２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 中国海軍、海上自衛官の最新鋭ミサイル駆逐艦「西安」見学を拒否
「極めて異例で非礼」 米ハワイのリムパックで（産経）
http://www.sankei.com/world/news/160812/wor1608120012-n1.html
○ 稲田防衛相 あすからジブチの海自視察 １６日までの日程（ＮＨＫニュース）
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160812/k10010633101000.html
１３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 護衛艦「かが」初公試、完成秒読みに
浮き彫りになる課題
http://trafficnews.jp/post/55956/

海自ヘリ空母、4 隻体制化の大きな意味、

１５（月）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 終戦 71 年の夏『海の防人の母港・呉』 潜水艦と暮らすまちで見た“今と昔”
（ THE PAGE）
https://thepage.jp/detail/20160810-00000002-wordleaf?pattern=6&utm_expid=90
592221-68.khjKIXhXTzC_PQMEqzynXA.6&utm_referrer=https%3A%2F%2Fthe
page.jp%2Fcategory%2Fsociety%2F
○ 尖閣諸島周辺海域にひしめく中国漁船や公船 海上保安庁が動画を公開（産経）
http://www.sankei.com/world/news/160815/wor1608150050-n1.html
○ 中国衝撃、尖閣漁船衝突（ニューズウイーク日本版）
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/08/post-5654.php
１７（水）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 中国漁船の違法操業に監視・拘束施設 インドネシアが開設
「水産資源盗む海域にしてはならない」（産経ニュース）
http://www.sankei.com/world/news/160817/wor1608170037-n1.html
１８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 比に日本供与の巡視船到着、対中国 南シナ海での警備強化（産経ニュース）
http://www.sankei.com/world/news/160818/wor1608180017-n1.html
○「中国だろうが爆破だ」インドネシアの対中国強行派とは私のことよ！！
異彩放つ女性閣僚、スシ海洋大臣 国民が熱烈支持（産経ニュース）
http://www.sankei.com/world/news/160818/wor1608180014-n1.html
１９（金）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 中国海軍、日本海で演習＝安倍政権けん制か（時事ニュース）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081900522&g=pol
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○ ＭＤ対応イージス艦導入も＝韓国、北朝鮮にらみ防衛強化－日本との情報共有課題
（時事ニュース）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081900511&g=pol
○ 防衛費、過去最大５．１兆円要求＝ミサイル対処能力強化へ（時事ニュース）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081900251&g=pol
○ 中国、新たに軍艦用ふ頭建設 尖閣３００キロの南木列島（産経ニュース）
http://www.sankei.com/world/news/160819/wor1608190016-n1.html
２０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――
○「海の人民戦争だ」中国漁船に乗り込んだ海上民兵の実態とは
１００人超動員、日本への憎しみ教育受ける（産経ニュース）
http://www.sankei.com/world/news/160816/wor1608160038-n1.html
○ 韓国イージス艦３隻に迎撃能力 北の潜水艦発射ミサイルに対抗、
米ロッキード・マーチン社と契約（産経ニュース）
http://www.sankei.com/world/news/160820/wor1608200052-n1.html
○「中国への対応は日本が決めること」と米専門家
エスカレートする中国の尖閣侵入、米国はどう見ているのか（JBPress）
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47658
２１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 合同演習に報復示唆＝韓国は挑発警戒－北朝鮮（時事ニュース）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016082100148&g=int
○ 防衛省、尖閣防衛で新型潜水艦建造へ 沖縄の空自部隊も格上げ
来年度概算要求（産経ニュース）
http://www.sankei.com/politics/news/160821/plt1608210011-n1.html
２２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 超速射・レールガン（電磁加速砲）を日本独自で開発へ 中露ミサイルを無力化
防衛省が概算要求（産経ニュース）
http://www.sankei.com/politics/news/160822/plt1608220009-n1.html
○【南シナ海】スカボロー礁での中国の出方が焦点――
加茂具樹・慶應義塾大学教授に聞く（ニューズウイーク日本版）
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/08/post-5682.php
○ 海保の精神は「正義仁愛」――タジタジの中国政府（ニューズウイーク日本版）
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/08/post-5689.php
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２３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 安倍首相、北朝鮮・中国牽制で史上最高の防衛費を投入（ハンギョレ新聞）
http://japan.hani.co.kr/arti/international/24979.html
○ 中国、南シナ海での日米軍事的一体化「容認できない」（ハンギョレ新聞）
http://japan.hani.co.kr/arti/international/24982.html
○ 稲田朋美防衛相、中国と北朝鮮を念頭に「緊張感をもって取り組んで」と
海上自衛隊を激励（産経）
http://www.sankei.com/politics/news/160823/plt1608230018-n1.html
○ 原子力空母を視察 横須賀基地（毎日）
http://mainichi.jp/articles/20160824/k00/00m/010/069000c
２４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ レールガンは役立たず？米国ですでに失敗作の烙印
兵器にロマンはいらない、日本も現実的な技術開発を（JBPress）
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47673
○「許し難い暴挙だ」 安倍晋三首相、北ミサイル初の防空識別圏着弾に
万全態勢を指示（産経）
http://www.sankei.com/world/news/160824/wor1608240038-n1.html
○ 北朝鮮の潜水艦弾道ミサイル発射 その意図に見方さまざま（Yonhap news）
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/08/24/0200000000AJP20160824
002800882.HTML
○ 仏企業から潜水艦の機密情報が大量流出、豪調達にも影響か（ＡＦＰ＝時事）
http://www.afpbb.com/articles/-/3098473
○ 領海侵入の沈静化要求＝岸田氏「首脳会談の前提」－日中外相会談（時事ニュース）
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016082400685&g=pol
２５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 海自とアメリカ第 7 艦隊の戦力分散を画策する中国
中国軍がこの時期に日本海で軍事演習を行った理由（JBPress）
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/47692
○「ＳＬＢＭ技術を完璧に完成」｢成功中の成功」金正恩委員長が発射実験視察（産経）
http://www.sankei.com/world/news/160825/wor1608250020-n1.html
２７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――
○「白い貴婦人」、東京にお立ち寄り チリ軍の帆船が寄港（朝日新聞）
http://www.asahi.com/articles/ASJ8V2SQPJ8VUHBI00V.html
○ 中国、尖閣での法執行規定 刑事罰明文化 日本船「摘発」根拠に（産経）
http://www.sankei.com/politics/news/160827/plt1608270003-n1.html
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○ インドの新型潜水艦導入で深刻な情報漏出 豪州も導入（CNN.co.jp）
http://www.cnn.co.jp/world/35088109.html
２８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 韓米両軍 北朝鮮海域の情報共有へ＝対潜作戦強化（Yonhan News）
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/08/26/0900000000AJP20160826
004800882.HTML
２９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 尖閣海域 中国公船が減少 ２８日は接続水域進入ゼロに（毎日）
http://mainichi.jp/articles/20160830/k00/00m/030/058000c
○ 人生を変えた海軍と日本
米ヴァンダービルト大学名誉教授 ジェームス･E･アワー
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160830-00000501-san-soci
３０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ １７年度予算 海域警備強化に、海保１９％増要求（毎日）
http://mainichi.jp/articles/20160830/ddm/002/010/059000c
３１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――
○ 防衛予算概算要求５年連続増 中国の尖閣侵略阻止に重厚な布陣 地対艦ミサイル
など離島防衛強化（産経）
http://www.sankei.com/politics/news/160831/plt1608310018-n1.html
○ フィリピンに続け！ 仲裁裁定がベトナムの背中押す…中国の人工島軍事拠点化
に外交攻勢活発化（産経）
http://www.sankei.com/world/news/160830/wor1608300047-n1.html
（了）

