
２９．１．４ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（１２月）～ 

３１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 潜水艦に「2017」横須賀港、カウントダウンに２万人（横須賀経済新聞） 

 http://yokosuka.keizai.biz/headline/1316/ 

３０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ロシア、シリア停戦合意を発表 和平協議入りも（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35094456.html 

○ 北ミサイル、日米共同監視･･･海自艦の交代カバー（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20161230-OYT1T50031.html 

○ 海洋資源の開発出願、40 年保留が８割 競争遅れの懸念（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJDX6QRDJDXUTIL05G.html 

２９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 稲田防衛相が靖国参拝 真珠湾同行の翌日 中韓は批判（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS29H2M_Z21C16A2PE8000/ 

２８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米首脳が真珠湾で慰霊＝攻撃 75 年､「和解の力」訴え－同盟強化確認も（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016122800626&g=pol 

○ 日米首脳が真珠湾で慰霊、安倍首相「平和国家の歩み貫く」（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/abe-obama-hawaii-idJPKBN14G1TU?pageNumber=1 

○ 安倍氏の真珠湾訪問、歴史の清算は独りよがり＝外交部（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2016-12/28/content_39997270.htm 

２７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 政府、辺野古工事を再開 沖縄知事は移設阻止訴え（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS27H45_X21C16A2PP8000/ 

○ 中国空母が太平洋に－トランプ大統領の誕生と中国海軍の行動の活発化（Newsweek） 

小原凡司 中国戦略の裏を読む 

 http://www.newsweekjapan.jp/ohara/2016/12/post-5.php 

２６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国空母の航行「海上戦力の能力拡大を示す」 菅長官（朝日） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161226-00000033-asahi-pol 

○ 中国海軍空母艦隊が第一列島線突破 専門家「すでに戦力を形成」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1226/c94474-9159295.html 
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○ 中国大陸の空母「遼寧」台湾最南端沖 150 キロ地点を航行（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201612260008.aspx 

○ 中国の空母が太平洋を初航行（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/12/26/2016122600606.html 

○ 中国、人工島防御用に長距離ミサイル 500 基配備を推進（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 海南島に長距離ミサイル”紅旗-26”など搬入 

2017 年初、ウッディ島・スプラトリー人工島に配備予想 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/26056.html 

２５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国海軍艦艇等の動向について（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/js/Press/press2016/press_pdf/p20161225_02.pdf 

○ 中国の空母が初めて太平洋に 活動活発化の可能性も（NHK） 

 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161225/k10010819501000.html 

○ 中国空母、初の西太平洋進出＝沖縄本島と宮古間通過（時事） 

－米けん制か、自衛隊機緊急発進 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016122500037&g=soc 

○ 中国大陸の空母「遼寧」西太平洋に 国防部「動向を把握」／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201612250004.aspx 

○ 海洋協力で閣僚級協議 政府、インドネシアと（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H7Q_V21C16A2PE8000/ 

○ 海上警備、東南アジア各国を支援 海保が専従組織設置へ（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJD86TD4JD8UTIL06L.html 

○ ロシア軍用機が黒海に墜落、92 人搭乗４人の遺体を収容（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3112393?cx_part=txt_topics 

２４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国海軍空母編隊 海区を跨ぐ訓練任務を遂行（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1224/c94474-9158904.html 

○ 国連安保理、イスラエル入植地非難決議を採択 米国棄権（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38425927 

２３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 来年度予算案 防衛費５年連続増 5.1 兆円 トランプ氏当選考慮入れず（産經） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161223-00000071-san-bus_all 

○ 北方領土はロシア軍事戦略の要：「択捉・国後」両島返還が困難な理由（ﾌｫｰｻｲﾄ） 

 http://www.huffingtonpost.jp/foresight/northern-territories_b_13781126.html 
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○「風通しの良い海自に」 横須賀の新地方総監が着任（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/220778 

○ 58 次観測隊、南極に到着＝昭和基地にヘリ第 1 便（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016122300311&g=soc 

○ 中国、南シナ海の永興島に定期便を運航（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3112285 

○ 日本籍帆船の乗組員５人、台湾・墾丁沖で海巡隊に救助される（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201612230008.aspx 

○ 韓国取り巻く外交・安保情勢 米新政権発足で急変の可能性（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP2016122300170

0882 

２２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 沖縄の北部訓練場返還、日米正式合意 本土復帰後で最大（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJDP4QTXJDPUTFK008.html 

○ 米艦防護、政府が運用指針＝安保法で自衛隊に新任務（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016122200192&g=pol 

○ 海上保安体制強化へ過去最大 2100 億円計上 定員も 200 人純増 来年度予算（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/161222/plt1612220004-n1.html 

２１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北部訓練場の過半の返還についての日米共同発表（官邸） 

 http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201612/21happyo.html 

○ オバマ大統領、北極海の新規掘削を無期限禁止へ（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/usa/35094088.html?tag=top;mainStory 

○ 独島防衛訓練を実施 駆逐艦・哨戒機など参加＝韓国海軍（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/12/21/0900000000AJP201612210

00900882.HTML 

○ 韓中 海洋境界画定協議で溝埋まらず＝次官級に格上げし会談へ（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/12/21/0900000000AJP201612210

04500882.HTML 

○ 練習航海中に自衛官２人自殺か 海自が原因を調査（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJDP4WC1JDPUTIL025.html 

２０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ロシア駐トルコ大使、銃撃受け死亡 犯人は非番の警察官（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/global-forex-lira-shooting-idJPKBN1481WI 
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○ ドイツでクリスマス市にトラック突入、９人死亡 計画的犯行か（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/germany-truck-toll-idJPKBN1482AE 

○ 海上幕僚長に村川氏 「経理･補給」職出身から初（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJDN3F2RJDNUTIL00D.html 

○ 辺野古移設、沖縄県の敗訴確定＝前知事の埋め立て承認「適法」－最高裁（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016122000590&g=soc 

○ 中国、米潜水機を返還＝南シナ海の公海上（時事） 

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161220-00000085-jij-n_ame 

○ 海洋境界画定の韓中局長級協議開く（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/12/20/0900000000AJP201612200

04600882.HTML 

○ 仏 DCNS による豪潜水艦建造、両政府が正式契約（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/australia-france-submarines-idJPKBN1490C6 

○「鎮守府」生かし散歩道 佐世保市と海自が協定 防空指揮所など公開（長崎新聞） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2016/12/20091711049886.shtml 

○ 海自の習慣で地域活性化 舞鶴軍艦カレーパン発売 京都（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/161220/rgn1612200024-n1.html 

１９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ氏「前代未聞」 潜水機奪取で中国非難（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM18H0C_Y6A211C1FF8000/ 

○ 中国が米無人潜水機の返還に同意＝国防総省（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38362400 

○ 国防部、米無人潜水機の捕獲について（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1219/c94474-9156489.html 

○ 米国の接近偵察は中米の戦略的相互信頼強化の障害（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1219/c94474-9156601.html 

○ オスプレイ、午後に飛行全面再開＝沖縄知事「言語道断」（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121900119&g=pol 

○ オスプレイ、午後２時に全面飛行再開へ（沖縄ﾀｲﾑｽ） 

沖縄県幹部「ひどい。県民不在だ」 

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/76394 

○ ロシア海軍艦艇の動向について（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/js/Press/press2016/press_pdf/p20161219_01.pdf 

○ 宗谷沖 200 キロに流氷＝今季初観測、昨年より早く－北海道（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121900812&g=soc 
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○ 日産のアラウンドビューモニターを活用 探査機の海中実験成功（IT media） 

 http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1612/19/news119.html 

○ 北朝鮮船員を送還 海上で救助した８人＝韓国（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2016/12/19/0900000000AJP201612190

01700882.HTML 

○ 海自艦船カレー人気投票 護衛艦「くらま」１位（長崎新聞） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2016/12/19091832049878.shtml 

１８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、米潜水機返還へ＝回収の正当性主張－次期政権にらみ挑発強化（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121700254&g=int 

○ 慰安婦合意・THAAD 政策に変更なし＝韓国政府（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2016/12/18/0400000000AJP2016121800

0100882.HTML 

○ ヨルダンで銃撃戦、治安部隊が武装集団を制圧 民間人ら 10 人死亡（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/jordan-security-shooting-idJPKBN148059 

１７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国艦船､米海軍の無人潜水機奪う 国防総省が返還要求（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35093894.html 

○ 海自 UH-X 選定で、海幕長を訓戒処分はおかしい。 

実は内局の不合理な圧力（清谷信一 公式ブログ） 

 http://kiyotani.at.webry.info/201612/article_6.html 

１６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ プーチン･ロシア大統領の訪日（結果）（外務省） 

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/rss/hoppo/page4_002600.html 

○ ヘリ選定で不適切な言動、海上幕僚長らを処分（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20161216-OYT1T50114.html 

○「配慮欠く発言､反省」＝武居海上幕僚長が会見、圧力は否定（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121600910&g=soc 

○ 特別防衛監察の結果について（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/igo/inspection/pdf/special03_report.pdf 

○ 外交部、南中国海での中国側の国防施設配備は完全に正常（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1216/c94474-9155809.html 

○ 空母「遼寧艦」､実弾演習の写真が公開（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2016-12/16/content_39928461.htm 
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２９．１．４ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 中国初の海外衛星基地､「北極基地」が試験運用を開始（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2016-12/16/content_39927837.htm 

○ ＜佐世保港＞ 米原潜寄港最多タイ 今年 23 回目（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161216/k00/00e/040/210000c 

○ 戦没者の遺骨遺族らの元へ 横須賀で引き渡し式（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/219139 

○ 強姦で元海自隊員に懲役５年判決（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/219137 

○ 韓国と日本 北朝鮮の核関連情報共有＝軍事協定後初めて（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2016/12/16/0200000000AJP201612160

04500882.HTML 

○ 聯合ﾆｭｰｽが選んだ今年の韓国 10 大ニュース（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/society/2016/12/15/0800000000AJP20161215004

200882.HTML 

１５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ プーチン･安倍両首脳、クリル諸島での共同経済活動の声明文で合意（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/business/201612153139996/ 

○ 中国、南シナ海の人工島に兵器システムを配備（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35093779.html 

○ 中国軍事費、20 年には倍増の可能性 35 兆円規模か（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35093817.html 

１４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ シリア政府軍、アレッポを制圧へ 反政府勢力が撤退で合意（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38311661 

○ 米国、南シナ海めぐり中国との対決も辞さず＝太平洋軍司令官（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-usa-idJPKBN1430H4 

○ 外交部、日本側の中国軍機へのデコイ発射否定について（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1214/c94474-9154741.html 

○ 沖縄でオスプレイ「事故」米海兵隊５人負傷（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3111250?cx_part=txt_topics 

○ オスプレイの飛行停止要請=在日米軍司令官に防衛相－沖縄東海岸沖で不時着（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121400050&g=soc 

○ プーチン大統領の日本のマスコミとのインタビュー内容を読み取る（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201612143127826/ 
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２９．１．４ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 日欧 EPA 交渉が加速 TPP 無意味となり「次」を模索（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1214/c94476-9154427.html 

○ 海自の艦艇受注戦、連敗の三菱重工が不満爆発の理由（週刊ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ） 

 http://diamond.jp/articles/-/110896 

○ 韓国政府の中途半端な構造調整、海運６大強国から辺境に墜落（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/528/223528.html?servcode=300&sectcode=320 

１３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米艦防護、年内に運用開始＝政府、グレーゾーン事態で指針（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121400010&g=soc 

○ 日オランダ防衛相会談（概要）（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2016/12/13a_gaiyo.html 

○ サイバー攻撃への対処協議＝日オランダ防衛相が覚書署名（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121300797&g=pol 

○ アレッポ奪還作戦は「最終段階」シリア政府軍、ほぼ全域を制圧（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3111116?cx_part=txt_topstory 

○ 中国側は米国の新政権と指導者に台湾問題を慎重･適切に処理するよう促す（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2016-12/13/c_135901149.htm 

○ 中国、南シナ海に爆撃機派遣＝トランプ氏の台湾会談牽制か（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121300374&g=int 

○ 南京大虐殺犠牲者国家追悼式開催 午前 10時には街中でも多くの人が黙祷（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1213/c94474-9154219.html 

○ 新型ミサイル護衛艦「保定」と「力沢」が就役（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1213/c94474-9154194.html 

○ 尖閣警備強化へ海保予算最大に 概算要求超す 2100 億円（日經） 

 http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10577560S6A211C1EA1000/ 

○ 日本政府「韓中日首脳会議は来年に」（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/25946.html 

○ 次期指導要領､「海洋教育」が急浮上（Benesse） 

 http://benesse.jp/kyouiku/201612/20161213-1.html 

○ 和歌山･友ヶ島灯台が「恋する灯台」に認定 市役所で認定証授与（和歌山経済新聞） 

http://wakayama.keizai.biz/headline/767/ 

１２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ キリスト教教会で爆発、25 人死亡 エジプト首都（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35093538.html 

http://j.people.com.cn/n3/2016/1214/c94476-9154427.html
http://diamond.jp/articles/-/110896
http://japanese.joins.com/article/528/223528.html?servcode=300&sectcode=320
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121400010&g=soc
http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2016/12/13a_gaiyo.html
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121300797&g=pol
http://www.afpbb.com/articles/-/3111116?cx_part=txt_topstory
http://jp.xinhuanet.com/2016-12/13/c_135901149.htm
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121300374&g=int
http://j.people.com.cn/n3/2016/1213/c94474-9154219.html
http://j.people.com.cn/n3/2016/1213/c94474-9154194.html
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10577560S6A211C1EA1000/
http://japan.hani.co.kr/arti/international/25946.html
http://benesse.jp/kyouiku/201612/20161213-1.html
http://wakayama.keizai.biz/headline/767/
http://www.cnn.co.jp/world/35093538.html
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いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ トランプ氏､「１つの中国」政策に疑問 「縛られる必要なし」（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/usa/35093552.html?tag=cbox;usa 

○ 菅義偉官房長官「事実と明らかに異なる」「関係改善を損なう」 

中国国防省「自衛隊機の妨害弾発射」に強く抗議（産經） 

http://www.sankei.com/politics/news/161212/plt1612120012-n1.html 

○ 中日が第６回高級事務レベル海洋協議を開催（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1212/c94474-9153712.html 

○ 南スーダン自衛隊 PKO 駆け付け警護など可能に（NHK） 

 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161212/k10010803381000.html 

○【対談】第９航空団司令×八代弁護士 

2016 年､「防空最前線」に誕生した戦闘機部隊（乗物ﾆｭｰｽ） 

https://trafficnews.jp/post/61287/ 

○ 韓露中を結ぶ白頭山航路、来年７月運航再開（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/25931.html 

○ 海洋安保強化で合意＝インドネシア大統領が初訪問－インド（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121200781&g=int 

○「日本一」のアーケードで大乾杯＝長崎県佐世保市［地域］（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121200149&g=soc 

１１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イスタンブールのサッカー場付近で連続爆発、15 人死亡､69 人負傷（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35093520.html 

○ 米軍、シリアに 200 人増派 ISIS「首都」の奪回支援へ（CNN） 

 http://www.cnn.co.jp/world/35093532.html 

○ 中国軍機へ「妨害弾」発射、国防省が日本に厳正に申し入れ（新華網） 

http://jp.xinhuanet.com/2016-12/11/c_135896973.htm 

○ 平成 28 年 12 月 10 日の中国国防部の「日本軍機による中国軍機の正常な訓練への 

妨害について、重大な懸念を表明（仮訳）」との発表について（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2016/12/11a.html 

○ 隠岐沖で日韓合同捜索救助訓練 海保巡視船など参加（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/161211/rgn1612110022-n1.html 

○ 日本海上自衛隊､世界 2～3 位の戦力保有 

･･･戦力強化は平和憲法のおかげ？（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161211-00025896-hankyoreh-kr 

○ 朝鮮開港 140 周年､「近代化」「国権喪失」の二面性を振り返る（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/12/09/2016120901547.html 
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いわた たかあき（幹候 29 期） 

０９（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 蔡総統、南シナ海の領有権改めて強調 管轄権回復 70 周年で／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201612090006.aspx 

○ 虚偽書類で給与二重取りの２等海曹を懲戒免職 館山基地（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/161209/rgn1612090047-n1.html 

○ 新幹線キセル乗車 海自３佐懲戒免職（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/217684 

０８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自衛隊機飛行差し止め認めず 住民側逆転敗訴 厚木基地騒音訴訟で最高裁（産經） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/161208/afr1612080023-n1.html 

○ 墜落した米軍戦闘機のパイロットか、海自航空機が発見・搬送（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2933380.html 

○ 統合幕僚長・河野克俊が語る国防「任務は憲法の範囲内で遂行する」（excite／AERA） 

http://www.excite.co.jp/News/society_g/20161208/asahi_2016120700216.html?_p=2 

○ 大麻使用の海自３隊員に起訴猶予 京都地検舞鶴支部（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20161208000021 

０７（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 新政権に同盟継承＝軍属範囲縮小は現政権で－日米防衛相（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120700040&g=pol 

０６（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ シリア・アレッポ停戦の国連決議 ロシアと中国が拒否権発動（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38218192 

○ 安倍首相は真珠湾訪問で日米同盟強化を演出へ、米国も歓迎（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/japan-usa-pearlharbor-idJPKBN13V039 

○【米政権交代】ホワイトハウス､「一つの中国」支持をあらためて伝達（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38218506 

○ 米国防長官、横須賀基地で海自護衛艦「いずも」視察（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3110362 

○ 国産空母が塗装中、進捗状況が明らかに（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2016-12/06/content_39860625.htm 

０５（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ氏、為替操作や南シナ海めぐり中国を痛烈批判（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3110168?cx_part=txt_topstory 
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○ イタリア首相､辞意表明 敗北「極めて明確」：識者はこうみる（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/italia-renzi-idJPKBN13U06G 

○ 習近平総書記「精鋭で効率的な近代化常備軍を築く」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1205/c94474-9150751.html 

○ 王毅外交部長、トランプ氏と蔡英文氏の電話会談について（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1205/c94474-9150733.html 

○ 中国公船が領海侵入＝今年 34 回目－沖縄・尖閣沖（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120500292&g=soc 

○ 北極海で小型潜水機試験＝海氷下、観測成功－海洋機構（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120500031&g=soc 

０４（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 飛べる零戦、国内保存の道は？ 

日本人オーナーに聞く 「里帰り」の目指すところ（乗物ﾆｭｰｽ） 

 http://trafficnews.jp/post/60807/161128_zero_01/ 

０３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ラヴロフ外相、日本との領土紛争解決のための第一の条件は「平和条約」（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201612033081575/ 

○ 習近平国家主席がキッシンジャー元国務長官と会談（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2016/1203/c94475-9150379.html 

○ 蔡総統、トランプ氏と電話会談 関係強化に期待 断交後初／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/afav/201612030003.aspx 

○ 米下院、国防権限法案を可決 台湾との軍事交流推進が初めて明文化（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201612030004.aspx 

○ 東シナ海で中国の掘削船が移動 ガス田開発海域内で３隻停船（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/161203/wor1612030031-n1.html 

○ 北部方面隊を 12 次隊に想定 ５月派遣 南スーダン PKO で政府（北海道新聞） 

 http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0344694.html 

０２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 英、南シナ海で戦闘機飛行へ 20 年に空母も太平洋派遣（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/britain-southchinasea-fighters-idJPKBN13R0MQ 

○ 中国、スカボロー礁で比漁民救助＝関係改善の一環か－南シナ海（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120200911&g=int 

○ 政府、277 の離島を年度内に国有財産登録へ 領海管理を強化（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/161202/mca1612020740008-n1.htm 

http://jp.reuters.com/article/italia-renzi-idJPKBN13U06G
http://j.people.com.cn/n3/2016/1205/c94474-9150751.html
http://j.people.com.cn/n3/2016/1205/c94474-9150733.html
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120500292&g=soc
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120500031&g=soc
http://trafficnews.jp/post/60807/161128_zero_01/
https://jp.sputniknews.com/politics/201612033081575/
http://j.people.com.cn/n3/2016/1203/c94475-9150379.html
http://japan.cna.com.tw/news/afav/201612030003.aspx
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201612030004.aspx
http://www.sankei.com/world/news/161203/wor1612030031-n1.html
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0344694.html
http://jp.reuters.com/article/britain-southchinasea-fighters-idJPKBN13R0MQ
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120200911&g=int
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/161202/mca1612020740008-n1.htm


２９．１．４ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ ティルト･ローター機の役務の調達の相手方の決定について（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2016/12/02b.html 

○【米政権交代】国防長官にマティス退役大将 「狂犬」のあだ名も（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/38178720 

○「海兵隊が沖縄にいる理由ますます無くなる」 

SACO 合意 20 年、専門家に聞く－柳澤協二氏：元内閣官房副長官補（沖縄タイムス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/73825 

 ０１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 対北朝鮮制裁、米は全会一致の意義強調 安保理決議採択（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASJD124FHJD1UHBI007.html 

○ プーチン大統領、対日関係に関する意見を表明（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201612013073307/ 

○ 北海道の危機、ロシアが北方領土にミサイル配備（JB press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/48526 

○ 中国国防部：日韓の『軍事情報保護協定』調印に重大な懸念を表明（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2016-12/01/c_135872107.htm 

○ 日・コロンビア防衛協力・交流覚書の署名について（防衛省） 

 http://www.mod.go.jp/j/press/news/2016/12/01e.html 

○ 防衛費、過去最大の 5.1 兆円へ 29 年度予算案、中国・北朝鮮対応（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/161201/plt1612010039-n1.html 

○ 航空自衛隊の新たな飛行点検機の機種選定結果について（防衛省） 

http://www.mod.go.jp/j/press/news/2016/12/01a_1.pdf#search='%E3%82%B5%E3%

82%A4%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%EF%B

C%96%EF%BC%98%EF%BC%90%EF%BC%A1%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%

85%A5%E3%81%B8+%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9C%81' 

○ ＜海上自衛隊機＞ レーザー照射した男逮捕 神奈川県警（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20161201/k00/00e/040/159000c 

 

（了） 
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