
２８．１２．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

～ 海の News（１１月）～ 

２９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 東日本大震災 自衛隊基地を避難所に 青森・八戸航空基地（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20161129/k00/00e/040/195000c 

○ 米Ｆ３５事故､山口知事に説明＝ワイヤ固定器具の破損原因－外務・防衛省（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112900441&g=pol 

○ 太平島沖で捜索救援演習＝台湾（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112900863&g=int 

２８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプの懐刀が描く「米中戦争」の可能性 

沖縄の米軍基地は「非対称兵器」の標的に（東洋経済オンライン） 

  http://toyokeizai.net/articles/-/145773 

○ 米軍 佐世保に飛来、恒常化 施設利用へ地ならし？ 

「有事の効率的運用試行」指摘も（佐賀新聞） 

  http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/381039 

○ ２０世紀初め、１割大きい＝夏の南極海氷域－探検航海日誌を調査・英大学（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112800024&g=int 

２７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南極観測隊、成田から出発 

６０年の節目「蓄積の重み感じる」 昭和３１年に開始（産経） 

  http://www.sankei.com/life/news/161127/lif1611270032-n1.html 

２６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＴＨＡＡＤ、検討本格化＝北朝鮮対応で防衛省（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112600040&g=pol 

２５（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海上幕僚長ら、ヘリ選定に介入 防衛省が訓戒処分へ（朝日） 

  http://www.asahi.com/articles/ASJCT34J7JCTUTIL006.html 

○ 半島沖で大規模訓練＝北朝鮮の脅威に備え－韓国海軍（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112500559&g=int 

○ 独自の衛星､来年１月打ち上げ＝有事対処､Ｘバンド大容量通信－防衛省（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112500629&g=soc 
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２８．１２．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 中国軍制服トップ､ジブチに建設中の拠点を初視察 欧米は｢海外基地｣と警戒（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161125/wor1611250023-n1.html 

○ 専門家「空母『遼寧』はすでに一定の戦闘能力を形成」（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2016/1125/c94474-9147033.html 

○ トランプも南シナ海の「主導権」追求へ 中国政府系シンクタンクが分析 

 （News Week 日本語版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/post-6424.php 

２４（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 関門海峡の船衝突「海保管制も一因」 安全委が報告書（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASJCR6SXZJCRTIPE012.html 

○ 海自と露軍、連携強化へ 中国の北極海航路進出を牽制（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/161124/plt1611240006-n1.html 

○ ミサイル防衛ＴＨＡＡＤ導入も…検討委設置へ 防衛省（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20161125/k00/00m/010/090000c 

２３（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「韓日軍事情報協定」締結のために独島防御訓練も延期（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25735.html 

○ 韓日軍事情報保護協定締結 両国軍事協力の第一歩（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/11/23/0200000000AJP 

20161123002000882.HTML 

○【防衛最前線（９７）】韓国、政権が揺れても防衛は揺るがなかった 

 海自が誇るイージス艦「ちょうかい」が共同訓練（産経） 

  http://www.sankei.com/premium/news/161123/prm1611230013-n1.html 

２２（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 横須賀基地 原子力空母ロナルド・レーガン３カ月ぶり帰港（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20161122/k00/00e/040/198000c 

○ 【日本の源流を訪ねて】針尾送信所（佐世保市） 開戦の暗号電文中継？（産経） 

  http://www.sankei.com/region/news/161122/rgn1611220026-n1.html 

○ ロシアが北方領土に地対艦ミサイル配備、実効支配誇示狙いか（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161122/wor1611220041-n1.html 

２１（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 外資の基地周辺買収に歯止め＝土地所有把握へ法案－自民（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112100021&g=pol 
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２８．１２．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ スカボロー礁内を禁漁区に ドゥテルテ比大統領が習主席に提案（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161121/wor1611210056-n1.html 

○【正論】現実水準に達した集団的自衛権 防衛努力加速なら日米関係は強力になる 

ヴァンダービルト大学名誉教授 ジェームス・Ｅ・アワー（産経） 

  http://www.sankei.com/column/news/161121/clm1611210007-n1.html 

○ フィリピン海軍 操縦士２人が来日 海自が養成へ（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20161122/k00/00m/040/017000c 

○ 「大臣を辞めたから言えること」石破茂氏がトランプ政権と日米同盟を本音で語る 

 （Abema times） 

  https://abematimes.com/posts/1640697 

○ 台湾、南シナ海の太平島で今月末に救助訓練実施 

蔡総統就任で初（News Week 日本版）

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/post-6389.php 

２０（日）――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ソマリア沖で海賊対策 護衛艦「きりさめ」が佐世保出港（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASJCN3W4FJCNTIPE008.html 

○ 中国主席「協力の機会に」＝比大統領とペルーで会談－南シナ海問題（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016112000026&g=int 

１９（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自衛隊、豪軍へ弾薬提供＝物品協定を改定、来月署名（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111900255&g=pol 

○ 燃料電池船 水素を燃料、静か…実用間近（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20161119/k00/00e/040/279000c 

１８（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ オスプレイ 佐世保市長が搭乗…訓練視察、安全性ＰＲ（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20161118/k00/00e/040/265000c 

○ 台湾海軍が左営海軍基地を公開 旧日本軍基地に由来、中曽根康弘元首相も 

終戦直前に駐在（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161118/wor1611180002-n1.html 

○ ベトナム、南シナ海の島で滑走路を延伸 

輸送機や戦闘機の収容可能に（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/post-6366.php 
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２８．１２．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

１７（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ政権に“史上最強”の海軍長官が誕生か？海軍を中心に「強い米軍」

の復活を誓うトランプ新大統領（JB Press） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/48398 

○ トランプが米軍を撤退させても日本の防衛に穴は開かない（ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ･ｵﾝﾗｲﾝ） 

  http://diamond.jp/articles/-/108204 

○ 中国軍の海外展開活発化＝スパイ活動に危機感－米議会報告（時事通信） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111700009&g=int 

○ 中国､稲田朋美防衛相を批判 「日本は決してＡＳＥＡＮの代弁者ではない」（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161117/wor1611170054-n1.html 

○ 中米両軍の人道救援合同演習が開始（人民網日報） 

  http://j.people.com.cn/n3/2016/1117/c94474-9143081.html 

１６（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北極海観測、砕氷船検討＝「みらい」上回る性能－文科省（時事通信） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111600880&g=soc 

○ ロシア空母からシリア攻撃（時事通信） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111600020&g=int 

１５（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国海軍制服組トップ 海上軍事警戒態勢を点検（聯合ニュース ）   

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/11/15/0200000000AJP20161115

003700882.HTML 

○ 海自哨戒機を派遣＝ＮＺ地震（時事通信） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111500889&g=pol  

○ 中国製、初の潜水艦配備＝バングラ（時事通信） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016111500007&g=int 

１４（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 背景に中国の影 海自飛行艇導入検討など安全保障連携も強化（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/161114/wor1611140006-n1.html 

○ 【歴史戦】中国、尖閣に絡め日本の世界遺産登録に懸念（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/161114/wor1611140031-n1.html 

○ 特攻隊「零戦」翼の破片が里帰り… 

 ハワイのミズーリ記念館から新潟・長岡市に寄贈 乗組員が大切に保管（産経） 

http://www.sankei.com/life/news/161114/lif1611140025-n1.html 
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２８．１２．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 拡大 ASEAN国防相会議海洋安全保障演習 参加各国が協議（人民網日報） 

http://j.people.com.cn/n3/2016/1114/c94474-9141184.html 

○ 韓国 世論より「安保が優先」＝日本との軍事情報協定で（聯合ニュース）  

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/11/14/0200000000AJP2016111

4001600882.HTML 

１３（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 警察､海上保安庁､自衛隊の３機関 離島「グレーゾーン事態」想定で初の共同訓練 

尖閣の現状に危機感（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/161113/plt1611130004-n1.html 

○ 「単に島を奪うだけではない」ベトナム高官、激化する中国の横暴 

「日本が地域内のバランスを」（産経）  

  http://www.sankei.com/world/news/161113/wor1611130025-n1.html 

○ 「乗れば二度と帰れない」人間魚雷「回天」 山口・周南で追悼式（産経） 

http://www.sankei.com/west/news/161113/wst1611130036-n1.html 

１２（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 今こそ日米同盟再構築に踏み出せ 今後数日間に日本がやるべきこと 

 （Japan-in depth） 

   http://japan-indepth.jp/?p=31288 

○ 巨大地震 大阪市で実動訓練 負傷者搬送など手順確認（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20161112/k00/00e/040/208000c 

１１（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「しらせ」が南極へ出航＝昭和基地沖目指し―東京・晴海（時事通信） 

  http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-161111X750.html 

○ 稲田朋美防衛相、トランプ氏当選で自主防衛強化「考える機会」 

 在日米軍駐留経費は現行水準で「十分だ」（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/161111/plt1611110014-n1.html 

○ 旧軍港４市が「シンボルマーク」発表 デザインは松本零士氏（産経） 

  http://www.sankei.com/west/news/161111/wst1611110030-n1.html 

○ 安倍・モディ両首相が会談、「インド新幹線」23年に開業（ロイター） 

  http://jp.reuters.com/article/abe-modi-idJPKBN13616E 

○ 「韓国、在韓米軍の駐留費用の７０%を負担」（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25643.html 
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２８．１２．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

１０（木）――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 共同記者【トランプ氏に関する質問も】自衛隊と在日米軍トップ会見 

 【誰が大統領でも日米同盟は強固】 2016/11/10（You tube） 

  https://www.youtube.com/watch?v=ZOvR4OjrhMs 

○ トランプ氏当選と中国――尖閣問題は？（News Week 日本版）  

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/post-6251.php 

０９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米、新しい安保法制のもと初の軍事訓練（ハンギョレ韓国） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/international/25617.html 

○ 韓米日 きょうから北ミサイル探知・追跡訓練（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/11/09/0200000000AJP2016110

9001800882.HTML 

○ 海自の国産Ｐ１哨戒機 初の海外訓練に出発（ＮＨＫニュース） 

  http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161109/k10010761891000.html 

０８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ フィリピン、南シナ海・スカボロー礁に巡視船２隻派遣しパトロール開始（産経）  

  http://www.sankei.com/world/news/161108/wor1611080003-n1.html 

○ 違法中国漁船への火器使用 攻撃受ける前にも可能に＝韓国（聯合ニュース）            

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/11/08/0200000000AJP2016110

8004000882.HTML 

○ インド太平洋戦略で連携へ＝中国けん制、首脳会談で合意－日印（時事ニュース） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2016110800835&g=pol 

０７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 東南アジア各国、「日中てんびん」 フィリピンに続きミャンマーも（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161106/wor1611060032-n1.html 

○ 安保関連法想定した初の日米合同練を実施 自衛隊と米軍 沖縄県・浮原島（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/161107/plt1611070016-n1.html 

○ 安保関連法想定した初の日米合同練を実施 自衛隊と米軍 沖縄県・浮原島（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/161107/plt1611070016-n1.html 

○  南シナ海と引き換えに中国に急接近するマレーシア･ナジブ首相（News Week 日本版） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/post-6203.php 

○ 中国は米大統領選と中国に与える影響をどう見ているのか？（News Week 日本版） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/post-6200.php 
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２８．１２．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 中国海警局船隊が 6日釣魚島領海を巡航、日本側は抗議（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2016/1107/c94474-9138144.html 

０６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海保船舶の３５％が耐用年超過 更新進まず運用に不安 

中国船対応などで重要性は増すが…（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/161106/plt1611060007-n1.html 

○ 南シナ海の仲裁裁定は「なかったこと」？  

中国の棚上げ主張と「勝者」ドゥテルテ比統領の埋まらぬ溝（産経） 

 http://www.sankei.com/premium/news/161106/prm1611060014-n1.html 

０５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自の遠洋練習航海部隊が帰港 横須賀（神奈川新聞） 

  https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-210367/ 

○ テニアン島で初の上陸訓練へ 米軍と合同で（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20161106/k00/00m/040/060000c 

○ 米軍機訓練で馬毛島買収へ 政府最終調整 沖縄負担軽減も視野（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/161105/plt1611050009-n1.html 

０４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「南シナ海問題は対話で解決」 中国＆マレーシア首脳が（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161104/wor1611040004-n1.html 

○ 南シナ海巡り、 米豪と急接近するインドネシアの思惑（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/post-6189.php 

○ ブルックス韓米連合司令官「星州のＴＨＡＡＤ砲台を 8～10カ月以内に展開」 

（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25584.html 

○ 米軍と物品融通、改定案…今国会承認を断念（毎日） 

  http://mainichi.jp/articles/20161104/k00/00m/010/104000c 

０３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国海警､違法操業の中国魚船に初の機関銃 700発使用（News Week 日本語版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/11/700.php 

○ マレーシア首相 中国から軍艦初購入を表明（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161104/k00/00m/030/067000c 
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２８．１２．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

０２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国、中国漁船に射撃 違法漁船取り締まり（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161102/wor1611020002-n1.html 

○ 転機に立つ日米安全保障体制 

日本周辺パワーバランスの変化と安保体制のあり方（JB Press） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/48256 

○ 知られざる英雄、福島第１原発に向かった多用途支援艦「ひうち」（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/161102/plt1611020001-n1.html 

○ 南洋諸島に基地のない中国は第２列島線を守れない 

中国海洋進出の「脆弱性」はこれだ 東京国際大学教授・村井友秀（正論） 

  http://www.sankei.com/world/news/161102/wor1611020006-n1.html 

○ 米海兵隊、ついに 3D プリンター製砲弾を発射 「昨日の技術を明日 

買う」海兵隊が積極的な理由（JB Press） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/48266 

０１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国､東シナ海に新たな掘削施設 ガス田開発で１７基目設置か 日中中間線付近

（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/161101/wor1611010004-n1.html 

○ 豪とインドネシア、南シナ海で合同パトロール検討（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/161101/wor1611010026-n1.html 

○ ソマリア沖海賊対処、派遣自衛艦を１隻に縮小 出没海賊の減少で（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/161101/plt1611010015-n1.html 

 

（了） 
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