
２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

～ 海の News（２月）～ 

２８（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、無許可で海底調査６３件…日本のＥＥＺ内（讀賣） 

  http://news.yahoo.co.jp/pickup/6231461 

○ 米、国防費１割増へ＝インフラ投資も拡大－大統領方針（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022800231&g=int 

○ 中国の多目的無人軍用機が初飛行（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170228/wor1702280069-n1.html 

○ 中国の戦略・安全保障上の利益の侵害は許さない（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0228/c94474-9183569.html 

○ 中国、海軍増強を加速 予測不能なトランプ政権に対抗か（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-7072.php 

２７（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ政権､北朝鮮への先制攻撃可能性は“50パーセント” そのとき我が国は

（デイリー新潮） 

  http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170227-00518285-shincho-soci 

○ 海軍長官候補も辞退＝米（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022700341&g=int 

○ 「行動規範」協議始まる 南シナ海で中国ＡＳＥＡＮ（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170227/wor1702270029-n1.html 

○ 正男氏事件、秘密警察関与か＝容疑者４人が出身－韓国情報機関（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022701128&g=int 

○ 海兵隊拠点を沖縄県外に＝辺野古移設の代替案提言－研究機関（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022701163&g=pol 

○ THAAD 配備用地の提供を決定 韓国ロッテ 国防省と契約へ 中国の反発不可避

（産経） http://www.sankei.com/world/news/170227/wor1702270076-n1.html 

２６（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、マッハ５～１０の次世代極超音速兵器を開発 高速で滑空、日韓ミサイル

防衛を突破 実験は米より先行（産経）  

  http://www.sankei.com/world/news/170226/wor1702260021-n1.html 

○ 旧ソ連のお古でもあなどれない？中国空母「遼寧」の潜在力（産経） 

  http://www.sankei.com/premium/news/170226/prm1702260009-n1.html 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○「マッド・ドッグ」が中国に送ったメッセージ 防衛省幹部「オーラが違う」（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170226/wor1702260001-n1.html 

○ 露、消える陶酔 米と対峙の構え トランプ政権から相次ぐ強硬発言 

 「取引」期待一転、軍拡競争も（産経） 

  http://www.sankei.com/world/world.html 

２５（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国国防部「北朝鮮崩壊すれば、すべての処置取る」（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/international/26626.html 

○ 国防予算の大幅増表明＝「史上最大規模に」と米大統領（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022500255&g=int 

２４（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国側が「尖閣４隻態勢」にとどまる保証なし すでに日中の１千トン級以上の 

巡視船数は２倍の開き（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170224/plt1702240005-n1.html 

○ 北方領土と露軍 「共存の島」とは相いれぬ（産経） 

  http://www.sankei.com/column/news/170224/clm1702240002-n1.html 

○ 中国にとって台湾は「統一すべき対象」のまま 米中衝突の可能性も継続 

 防衛研究所が「安全保障レポート」を公表（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170224/plt1702240032-n1.html 

○ 海上保安庁が５年ぶり総合訓練 尖閣警備で規模は縮小 観閲式は実施せず（産経） 

  http://www.sankei.com/life/news/170224/lif1702240068-n1.html 

○ 金正男氏殺害、ＶＸガスによるもの＝マレーシア警察（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/headlines/world/2017/02/187019.php 

２３（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプでも元に戻せない中国の南シナ海支配の現状 状況悪化を食い止めるた

めに日本は何をすべきなのか？（JB Press） 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49241 

○ 北方領土に新たな師団配備か＝国防相が方針－ロシア（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022201334&g=pol 

○ 米英の弱みつけ込んだソ連 “お墨付き”得て北方四島を占拠（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170223/wor1702230006-n1.html 

○ 露、北方領土に新師団 国防相表明 強硬に対日牽制へ（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170223/wor1702230004-n1.html 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 静かに広がる氷の世界 海自八戸、オホーツク上空で海氷観測（デイリー東北） 

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170223-00010003-dtohoku-l02 

○ 海自トップ 日本配属の米海軍士官候補生に講演（ＮＨＫニュース） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170223/k10010886871000.html 

○ 中国軍、人事に透けるトランプ政権対抗 南シナ海重視、意外にも若手登用（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170223/wor1702230064-n1.html 

○ トランプ政権のマクマスター新補佐官、安全保障に食い違い（ﾆｭｰｽﾞｳｲｰｸ日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-7040.php 

２２（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、ミサイル配備準備か＝米当局者「構造物完成近い」－南沙諸島（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022200480&g=int 

○ 中国海軍の新型訓練艦「威継光」が就役へ（人民網日本版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0222/c94474-9181254.html 

○ 米空母派遣 南中国海で中国を挑発？ 外交部コメント（人民網日本版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0222/c94474-9181264.html 

○ 北朝鮮大使館員関与か＝マレーシア警察､４人引き渡し要求－金正男氏事件（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022200615&g=int 

２１（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 仲裁裁定「中国順守を」 ＡＳＥＡＮ外相会議（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170221/wor1702210032-n1.html 

○ 国産空母、２０２０年就役か＝「能力向上」と強調－中国メディア(時事) 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017022100667&g=int 

○ GSユアサ、日本初の潜水艦搭載リチウムイオン電池を量産開始（レスポンス） 

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170221-00000021-rps-ind 

○ エアバスヘリと防衛装備庁、H225の包括契約継続（Aviation Wire） 

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170221-00000002-awire-bus_all 

○ トランプ、大統領補佐官に対ロ強硬派の陸軍中将を指名（News Week 日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-7023.php 

○ 「ペンス大統領」の誕生まであと 199日？（News Week日本版） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/199.php 

○ 武器取り引きが冷戦後最大に ２０１２～１６年のＳＩＰＲＩ報告  

中国の武器輸出３位堅持（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170221/wor1702210021-n1.html 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 韓国海軍参謀総長「北の挑発には容赦なく対応」（聯合ニュース）  

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/02/21/0200000000AJP201702

21004000882.HTML 

２０（月）――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国統一部「正男氏殺害の黒幕は北朝鮮政権」と公式規定（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/politics/26568.html 

○ 北朝鮮の核ミサイル開発が加速し始めた理由（JB Press） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49218 

○ 中国空母「遼寧」を大解剖…対米原子力空母「カール･ビンソン」では雲泥の差か 

“鈍足”で強度も不十分とも（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170220/wor1702200059-n1.html 

○ 米軍が空母派遣､中国の遼寧に対抗 南沙西沙諸島の１２カイリ内航行を検討（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170220/wor1702200062-n1.html 

○ 金正男殺害を中国はどう受け止めたか――中国政府関係者を直撃取材 

（News Week ジャパン） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-7010.php 

１９（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米空母、南シナ海に＝中国をけん制か（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021900029&g=int 

○ 「信じられない混迷」の船出＝次々と公約着手、失態続発－トランプ米政権 

発足１カ月（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021900321&g=int 

○ 海外初の邦人保護訓練＝タイで自衛隊（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021900353&g=pol 

１８（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮旅券の男を逮捕=正男氏暗殺､主犯格の可能性－数カ月前から準備か（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021800173&g=int 

○ ミュンヘン安保会議開幕＝米欧関係、北朝鮮が議題－独（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021700834&g=pol 

○ トランプ初の単独会見は大荒れ けんか腰の大統領に記者から反撃も（News Week

日本版） http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-7006.php 

○ 海上自衛隊、18 年度から 4年間で新型護衛艦 8隻建造へ（News Week日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/1848.php 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

１７（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 情報機関、トランプ氏に機密伝えず＝漏えい懸念、批判に反発も 

－米紙報道（時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021600857&g=int 

○ 旧海軍潜水艦の慰霊碑除幕 豪北部ダーウィンで式典（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170217/wor1702170063-n1.html 

○「マッド･ドッグ」が中国に送ったメッセージ 防衛省幹部「オーラが違う」（産経） 

  http://www.sankei.com/premium/news/170217/prm1702170008-n1.html 

○ 052D型ミサイル駆逐艦率いる中国艦艇編隊が三大海域で遠洋訓練（人民網） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0217/c94474-9179556.html 

○ 内閣支持増、５３．４％＝日米首脳会談影響か－防衛費増、反対７割（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021700905&g=pol 

１６（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米共同声明に仕込まれた対日要求 日本は口先だけの日米同盟強化から脱却で

きるのか（JB Press） http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49182 

○ 米空母艦隊南中国海諸島周辺海域に進入との報道に対する中国の反応（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0216/c94474-9178815.html 

○ 米、ＮＡＴＯ加盟国に負担増要求 関与抑制も示唆（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK2J2P8GK2JUHBI009.html 

○ 海上自衛隊鹿屋航空基地 最後の「掩体壕」解体へ（ＭＢＣ南日本放送） 

  http://www.mbc.co.jp/news/mbc_news.php?ibocd=2017021600021724 

○ トランプとロシアの接近に危機感、西側同盟国がアメリカをスパイし始めた 

  （News Week日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-6994.php 

１５（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 金正男氏､暗殺か=マレーシアの空港で－韓国メディア､毒殺？現地警察が死亡確認

（時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021401238&g=int 

○ 沖縄も射程、奇襲に特化した技術に衝撃…米韓戦略が無力化？（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170215/wor1702150012-n1.html 

○ 「正男氏毒殺、正恩氏が指示」＝北朝鮮「５年前から狙う」－韓国国情院（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021500520&g=int 

○ 加盟国の支出拡大確認＝関与継続を強調－米国防長官がＮＡＴＯ初参加（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021500763&g=int 

○ 基地に別れ、帰国の途に＝５８次夏隊と５７次越冬隊－南極観測（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021501213&g=soc 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 米大統領就任直後に先制パンチ“力量試す”中国の計略 海上民兵の対応、 

問われる危機管理能力（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170215/wor1702150033-n1.html 

○ 中国の軍拡でアジア全体の国防費前年比５・３％増 西太平洋、 

インド洋支配権確保も視野に（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170215/wor1702150022-n1.html 

１４（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 弾道ミサイル対処で日米合同訓練へ＝横須賀と佐世保で－海自（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021401204&g=pol 

○ 北方領土無人島の命名権主張＝ロシア（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021401300&g=pol 

○ 中国軍拡に日米同盟強化＝敵基地攻撃、今後の検討も－安倍首相 （時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021400848&g=pol 

○ 米安保担当補佐官が辞任＝トランプ側近のフリン氏－就任前、ロ大使と制裁協議 

（時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021400626&g=int 

○ 日米関係を楽観するのは早い 世界的広がりに目配りした外交戦略必要  

杏林大学名誉教授・田久保忠衛（産経） 

  http://www.sankei.com/column/news/170214/clm1702140007-n1.html 

１３（月）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ MUSDAN VS SM-3 Block 2A ムスダンに対応できる迎撃ミサイルが迎撃試験に成功 

（Ｙａｈｏｏ報道局） 

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170213-00010004-houdouk-int 

○ ミサイル発射映像公開＝空中でエンジン点火－北朝鮮（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021300997&g=int 

○ 北朝鮮ミサイル「決議違反」＝中国（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021300971&g=int 

○ 日米の尖閣防衛「深刻な懸念」＝「問題複雑化するな」－中国（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021300878&g=pol 

○ 北朝鮮が新型ミサイル試射 ＴＨＡＡＤ韓国配備への影響は？（聯合ニュース）

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/02/13/0200000000AJP201702

13004300882.HTML 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

１２（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ミサイル追加発射を警戒＝情報収集、分析―防衛省（時事） 

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170212-00000038-jij-soci 

○ 北朝鮮がミサイル発射＝日本海に落下、ノドンか－トランプ政権発足後初・ 

日米首脳「容認できず」（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021200199&g=pol 

○ Ｆ３５、垂直着陸訓練を開始＝佐世保の強襲艦搭載控え－岩国基地（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021200333&g=soc 

○ “最高の日米蜜月関係”でもなかった招待…アジア政策は「日本が軸の決意」と 

元ＮＳＣアジア上級部長 日米ウィン・ウィンの“秘策”は兵器開発（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170212/wor1702120007-n1.html 

○ 北朝鮮、トランプ政権をけん制＝日米会談直後にミサイル能力誇示（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021200396&g=int 

１１（土）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 昭和基地開設から 60年！今でも難しい南極の「電話」事情（ＤＩＭＥ） 

  http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20170211-00010001-dime-soci 

○ 分野横断で新経済対話＝トランプ氏、年内訪日－共同声明に尖閣防衛義務・日米

首脳（時事） http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021100143&g=pol 

○ 辺野古移設「唯一の解決策」 日米共同声明（産經） 

http://www.sankei.com/world/news/170211/wor1702110024-n1.html 

○ ロシア、北方領土無人島などに命名…グロムイコ旧ソ連外相や占領機関将軍 

にちなむ タス通信報道（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170211/wor1702110074-n1.html 

○ 中国、米国の「全軍事力で日本防衛」に警戒感 トランプ氏の「一つの中国」 

確認は歓迎（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170211/wor1702110063-n1.html 

１０（金）――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米軍機とのニアミス「合法措置」＝中国 （時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021000819&g=int 

○ 「一つの中国」堅持表明＝トランプ大統領、習主席と電話会談（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021001119&g=int 

○ 米と密接に連絡＝台湾、「想定内」と動揺なし（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017021001290&g=int 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

０９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、西沙の軍事化推進＝南沙３礁の先例か－米シンクタンク（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020900203&g=int 

 新型迎撃ミサイルの画像公開＝ハワイ沖試験で－日米（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020900134&g=soc 

○ 対印関係の強化方針伝える＝マティス米国防長官（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020900596&g=int 

○ 中国、西沙にヘリ基地建設か 昨年８月の画像を米解析（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170209/wor1702090044-n1.html 

○ 日米同盟をトランプから守るため、マティス国防長官はやって来た（ニューズウ

イーク日本版） 

  http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/02/post-6930.php 

○ 米国では酷評「マティス･稲田会談は成果なし」 日米同盟強化の具体的ビジョン

を期待するトランプ政権（JB Press） 

  http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/49126 

○ 米国務長官「軍事措置含む新たな対北朝鮮政策講じる」（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/02/09/0200000000AJP20170209

002700882.HTML 

○ 米軍駐留経費 韓国と日本は「すでに多額負担」＝米国務長官（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/02/09/0200000000AJP201702

09002500882.HTML 

０８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＮＡＴＯ「時代遅れ」説は誤りだ トランプ大統領の考えこそ「時代遅れ」 

 防衛大学校名誉教授・佐瀬昌盛（産経・正論） 

  http://www.sankei.com/world/news/170208/wor1702080008-n1.html 

○ 東アジアにおける米中の緊張…衝突と管理の分かれ道（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/international/26459.html 

○ 空母･遼寧艦の訓練ベストショット特集（人民網） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0208/c94658-9175549.html 

○ 来月の韓米合同軍事演習 過去最大規模に（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/02/08/0200000000AJP20170208

002600882.HTML 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

０７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 尖閣に安保、国務長官も明言＝日米外相が電話会談（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020700242&g=pol 

○ 横田のＣ１３０輸送機更新へ＝１４機新型に、基地機能強化－在日米軍（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020700149&g=soc 

○ 辺野古沖にブロック投下＝沖縄知事、即時中止要求－普天間移設（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020700903&g=pol 

○ 尖閣に安保適用 「外援に頼るのは徒労」と中国の陸慷報道官（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170207/wor1702070042-n1.html 

０６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 尖閣の日米安保適用確認、台湾が反発 （産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170206/wor1702060002-n1.html 

○ 政府、辺野古海上工事に着手＝ブロックを作業船に－普天間移設（時事） 

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020600265&g=pol 

○ 中国海軍護衛艦隊の新型ヘリが昼夜突撃訓練（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0206/c94474-9174346.html 

○ 米太平洋軍司令官 最新ステルス駆逐艦の韓国配備に言及（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/02/06/0200000000AJP

20170206002500882.HTML 

○ 中国、「ロケット軍」の動き活発 トランプ米政権牽制か（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170206/wor1702060031-n1.html 

０５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米艦載機、岩国移駐に理解要請＝菅長官、財政支援を検討（時事）  

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020500144&g=pol 

○ 稲田防衛相「自衛隊参加せず」 米軍の航行自由作戦（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170205/plt1702050012-n1.html 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

０４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「トランプ政権の安全保障の考えは非常に常識的」海自 元海将（NHK） 

  http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170204/k10010864951000.html 

○ 米長官、在日軍への負担評価＝中朝けん制、抑止力強化－普天間移設急ぐ・防衛

相会談（時事）http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020400308&g=pol 

○ 中国政府、米国に釣魚島主権問題への誤った発言停止を求める（人民網日本語版） 

  http://j.people.com.cn/n3/2017/0204/c94474-9173957.html 

○ マティス氏が駐留費負担を絶賛「日本は他国のモデルだ」日米共同会見詳報（産経） 

http://www.sankei.com/premium/news/170204/prm1702040031-n1.html 

○ 「尖閣も安保条約対象」と確認したことは強力な対中牽制となるが、実はリスク

もはらんでいる！（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170204/plt1702040003-n1.html 

○ 日米共同開発の迎撃ミサイル、海上発射に成功（讀賣） 

  http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170204-YT1T50118.html?from=ytop_ylist 

０３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米長官、尖閣に「安保条約適用」＝核抑止力提供も確約－安倍首相、日本の防衛

力強化（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020300910&g=pol 

○ 普天間移設見直しに期待＝国務長官にあいさつ－翁長沖縄知事（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020300273&g=pol 

○ 富士重工の訓練ほぼ完了＝オスプレイ整備、木更津施設－米海兵隊（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020300180&g=pol 

○ 防衛省、救難飛行艇「US2」後継機の検討本格化 低価格で輸出促進目指す（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170203/plt1702030004-n1.html 

○ 『海幹校戦略研究』第 1 巻第 2 号（通巻第 2 号） （2011 年 12 月） 

   http://www.mod.go.jp/msdf/navcol/SSG/review/1-2.html 

○ 「いつでも去る準備を」トランプ大統領の発言について 艦長を直撃 北海道小樽市（北

海道文化放送） 

  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170203-00000007-hokkaibunv-hok 

○ ３月の合同演習、強化へ＝北朝鮮挑発を警戒－米韓（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020300944&g=int 

０２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 早期警戒機Ｅ２Ｄが岩国到着＝空母艦載機、主力移駐前に訓練－米海軍（時事）  

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020200642&g=soc 
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２９．３．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 尖閣防衛に安保「トランプ政権に確認する」  官房長官（朝日）  

  http://www.asahi.com/articles/ASK2242V9K22UTFK002.html 

○ 米国防長官、北朝鮮「最優先課題」に＝ＴＨＡＡＤ計画通り－韓国大統領代行ら

と会談（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020200426&g=int 

○ 中国の国産空母名は「山東」か 大連で建造と台湾紙（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170202/wor1702020043-n1.html 

０１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 尖閣に安保適用確認へ＝稲田防衛相（時事） 

  http://www.jiji.com/jc/article?k=2017020100608&g=pol 

○ 米イージス巡洋艦が座礁 横須賀市沖、油流出（産経） 

  http://www.sankei.com/affairs/news/170201/afr1702010022-n1.html 

○ 自衛隊で第二の人生 北海道と本州をつないだフェリーの「はくおう」 

「ナッチャンＷｏｒｌｄ」（産経） 

  http://www.sankei.com/premium/news/170201/prm1702010002-n1.html 

○ 韓-米国防長官、電話会談で「ＴＨＡＡＤ配備、計画通り推進」（ハンギョレ） 

  http://japan.hani.co.kr/arti/politics/26392.html 

○ マッド・ドッグがやってくる！！ 日米同盟の命運握るマティス国防長官、 

日本政府は安定感に期待（産経） 

  http://www.sankei.com/politics/news/170201/plt1702010034-n1.html 

 

（了） 
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