
２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

～ 海の News（６月）～ 

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

〇 衝突の米艦と乗組員帰国へ…海保捜査、困難に（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170630-OYT1T50038.html 

〇 中国、南沙に近くミサイル配備可能に シンクタンク「設備の完工間際」（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3133942 

〇 ３千トン級潜水艦「張保皐３」３番艦の建造開始＝韓国軍（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/06/30/0900000000AJP2017063000

1500882.HTML 

〇 かつてイギリス海軍が「世界の覇者」になれたワケ（現代ビジネス） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52065 

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

〇 FONOP 参加よりはるかに効果的な「いずも」の活躍（JB Press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50363 

〇 中国海軍、「純国産」ミサイル駆逐艦を進水 １万トン級（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35103498.html 

〇 英国の新空母は「手頃な標的」、ロシア国防省が嘲笑で反撃（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3133915 

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

○ 旭日旗批判は韓国人にとって先祖の行いを批判･侮辱する行為（NEWS ポストセブン） 

http://www.news-postseven.com/archives/20170628_562368.html 

○ 幻の戦闘機「震電」を作った鉄工所のベンチャー精神（ニュースイッチ） 

 http://newswitch.jp/p/9520 

○ 中国の最新鋭ミサイル駆逐艦が進水 １万トン級の大型、完全自主開発（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170628/wor1706280046-n1.html 

○ 【緊迫･南シナ海】中国がベトナム漁船を攻撃か パラセル諸島近海､妨害が再活発化

（産経） http://www.sankei.com/world/news/170629/wor1706290010-n1.html 

○ 「東海」呼称が海外地図に増殖 韓国、官民挙げ日本海との併記呼びかけ 創氏改名

に触れ名称「改変された」とイメージ戦略（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170628/wor1706280039-n1.html 

○ 日本政府、尖閣・竹島めぐる中韓主張の矛盾突く資料発掘も生かし切れず 求められ

る反論の司令塔（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170628/plt1706280003-n1.html 

 

 

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170630-OYT1T50038.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3133942
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/06/30/0900000000AJP20170630001500882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/06/30/0900000000AJP20170630001500882.HTML
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52065
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50363
https://www.cnn.co.jp/world/35103498.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3133915
http://www.news-postseven.com/archives/20170628_562368.html
http://newswitch.jp/p/9520
http://www.sankei.com/world/news/170628/wor1706280046-n1.html
http://www.sankei.com/world/news/170629/wor1706290010-n1.html
http://www.sankei.com/world/news/170628/wor1706280039-n1.html
http://www.sankei.com/politics/news/170628/plt1706280003-n1.html


２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 北朝鮮との銃撃戦から１５年 飛躍的に高まった韓国の海軍戦力（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/06/28/0900000000AJP2017062800

1200882.HTML 

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

○ 海自最新鋭機、仏にたどり着けず 関係者「恥ずかしい」（朝日） 

http://www.asahi.com/articles/ASK6V4JD1K6VUTIL02H.html?iref=comtop_8_03 

○ インドのモディ首相と初の首脳会談 戦略的連携の強化を確認 ７月の日米印合同

海軍演習は「過去最大規模に」（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170627/wor1706270009-n1.html 

○ 中国の日本人拘束 背景に「ハリボテ空母」写真への怒りも（NEWS ポストセブン） 

 http://www.news-postseven.com/archives/20170627_566671.html 

○ トランプが中国に送った新たなメッセージ（WEDGE） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9954 

〇 英新空母クイーン・エリザベスが初の試験航海 「最大・最強」の軍艦（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/3133508?cx_tag=pc_rankday&cx_position=1#cxrecs_s 

〇 【米イージス艦衝突】米海軍横須賀基地で追悼式 「７人以上の犠牲者出ず、驚き」

司令官、被害拡大防止たたえる（産経） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/170627/afr1706270019-n1.html 

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

○ 英で海軍学んだ長州人・服部潜蔵（産経） 

 http://www.sankei.com/region/news/170626/rgn1706260020-n1.html 

○ 中小・大学軸に海底地形図作成 日本財団とリバネス、海洋探査技術開発で協業

（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/business/news/170626/bsl1706260500001-n1.htm 

○ 中台韓露が日本周辺の海を狙っている！ ４月から無許可調査急増なぜ？ 尖閣周辺

１週間居座る傍若無人 韓国は竹島で（産経） 

 http://www.sankei.com/life/news/170626/lif1706260005-n1.html 

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

○ アングル：海自の護衛艦いずも、九段線に接近 レーダーに機影（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/angle-izumo-idJPKBN19E0Z5 

○ 対中抑止･･･日米､初の地対艦弾訓練 来夏で調整､陸自ノウハウを南シナ海に援用

（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170625/plt1706250003-n1.html 

○ 海自ヘリ選定巡る下克上と内局 その１（Japan In-depth） 

 http://japan-indepth.jp/?p=34774 
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２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 海自ヘリ選定巡る下克上と内局 その２（Japan In-depth） 

 http://japan-indepth.jp/?p=34784 

○ 海自ヘリ選定巡る下克上と内局 その３（Japan In-depth） 

 http://japan-indepth.jp/?p=34792 

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

〇 「我々の任務は非常に特殊。他の艦船とは違う」強襲揚陸艦キアサージ（Business 

Insider） 

 https://www.businessinsider.jp/post-33936 

○ ミッドウェー海戦は、日本人が生んだ技術に日本が敗けた戦いだった（現代ビジネス） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52091 

○ 中国初の空母「遼寧」７月香港へ 愛国心高める狙いか（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK6R4K4BK6RUHBI00Q.html 

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

○ 【主張】米中安保対話 北朝鮮に時を稼がせるな（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170623/wor1706230010-n1.html 

○ 米空母「ニミッツ」西太平洋入り＝２隻態勢､北朝鮮､中国けん制か－第７艦隊（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017062300191&g=prk 

○ 岩国基地、極東最大級に＝米艦載機が来月以降移駐（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017062301137&g=prk 

〇 【米イージス艦衝突】「友よ許せ…」 艦を救うため苦渋の決断 浸水区を封鎖、仲

間取り残す恐れ知りつつ（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170623/wor1706230019-n1.html 

〇 日米、迎撃ミサイル試験に失敗 ハワイで実施（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35103228.html 

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

○ 拡散する IS の脅威 ASEAN 結束（Japan In-depth） 

 http://japan-indepth.jp/?p=34748 

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

○ 北朝鮮は米国に対する「相互抑止」を確立しつつある（現代ビジネス） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52043 

○ 地政学の「古典」を読めば、国際関係のいまが一発で分かる（現代ビジネス） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/52008 

○ 元戦艦乗員が語る、イージス艦衝突事件の謎と「船のインターネット」（WIRED） 

http://wired.jp/2017/06/21/internet-of-ships/ 
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２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

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

○ 大湊海自カレー「十店十色」／新ご当地グルメ食べ比べ（東奥日報） 

 http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2017/20170620026153.asp 

○ 米イージス艦事故と映画『バトルシップ』の意外な共通点（Newsweek 日本版） 
 http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2017/06/post-922.php 

○ 中国が北朝鮮を止められない 3 つの理由（Wedge） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9914 

○ パリは P-1哨戒機を買うか？（アゴラ） 

 http://agora-web.jp/archives/2026720.html 

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

○ マリアナ沖海戦～史上最大の機動部隊決戦。日本のアウトレンジ戦法は通用せず（歴

史街道） 

 http://shuchi.php.co.jp/rekishikaido/detail/4014 

○ 海自「いずも」にＡＳＥＡＮ10カ国の士官が乗艦、南シナ海を航行（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/jmsdf-izumo-idJPKBN19A0PU 

○ 米駆逐艦衝突、航行任務の実態は 元海軍将校が解説（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35102938.html?tag=top;topStories 

○ 【パリ航空ショー2017】マクロン フランス大統領が、海上自衛隊の哨戒機「P-1」を

表敬訪問（トラベル Watch） 

 http://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/event/1066129.html 

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

○ イージス艦、機動重視で弱い装甲 対北ミサイルに痛手も影響は限定的（産経） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/170618/afr1706180002-n1.html 

○ 自衛隊へ熱視線 誘致活発化（長崎） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/06/18090841051611.shtml 

○ 中ロ、日本海で合同演習へ＝日米けん制か（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017061800541&g=pol 

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

○ 「海自と協力 脅威軽減へ」 在日米海軍司令官が交代（神奈川） 

http://www.kanaloco.jp/article/258403 

○ 米海軍が発表 艦長の容体は安定 不明の７人は水兵（産経） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/170617/afr1706170011-n1.html 

○ 航行ラッシュ、現場は事故多発の「難所」 ルール策定も（産経） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/170617/afr1706170026-n1.html 
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２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 今後の捜査どうなる 地位協定、機密の艦体…米艦捜査に高いハードル（産経） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/170617/afr1706170027-n1.html 

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

○ 大戦末期の沖縄戦を戦った武士道の人 大田実中将をしのぶ 命日に慰霊顕彰式 千葉（産経） 

 http://www.sankei.com/region/news/170615/rgn1706150055-n1.html 

○ 韓国海軍、島根県・竹島の「防衛訓練」（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170615-OYT1T50070.html 

○ 世界の超大国になりきれない中国（Wedge） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9825 

○ 焦点：東南アジアのＩＳ掃討、「無法地帯」の海上制圧が鍵（ロイター） 

 http://jp.reuters.com/article/southeastasia-security-idJPKBN1960EA 

○ イラン軍艦艇、米軍ヘリにレーザー照射 ホルムズ海峡（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35102800.html 

○ 「武器輸出大国」を目指す安倍政権の野望と現実（現代ビジネス）  

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51986 

○ ガダルカナル島の戦い〜攻勢終末点を越えてしまった日本の悲劇（歴史街道） 

 http://shuchi.php.co.jp/rekishikaido/detail/4011 

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

○ 岩本徹三～最強戦闘機パイロットの矜持（歴史街道） 

 http://shuchi.php.co.jp/rekishikaido/detail/4002 

○ 米軍特殊部隊はシリア反体制派に軍事指導をしている。ただし、非公式に（Buzz Feed） 

https://www.buzzfeed.com/jp/bfjapannews/us-special-forces-are-secretly-training-sy

rian-rebels-and-1?utm_term=.wwAqeDqyn#.wuLoQ9olx 

○ 軍艦や巡視船が一般公開 イベント性高めて軍民交流を促進／台湾（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/asoc/201706140008.aspx 

○ 護衛艦「かが」金沢へ 来月の港フェスで一般公開（北國新聞） 
 http://www.hokkoku.co.jp/subpage/H20170615101.htm 

○ アメリカの北朝鮮｢先制攻撃｣情報に踊らされた日本 —— 榊原英資氏が語る「日本には

情報機関が必要」（Business Insider） 
 https://www.businessinsider.jp/post-34350 

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

○ 露、日本の同意なくＥＥＺで海洋調査か…宗谷沖（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170612-OYT1T50097.html 

○ 海自呉地方総監部の初公式キャラ 「くれこ」「やまと」お披露目 広島（産経） 

 http://www.sankei.com/region/news/170613/rgn1706130017-n1.html 
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２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 三重津海軍所跡の案内施設、２１年度までに整備（佐賀） 

 http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/437346 

○ 中国けん制か…海保巡視船、訓練でダナン入港（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170613-OYT1T50107.html 

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

○ 韓米海軍がグアムで潜水艦訓練 北朝鮮の挑発に対応（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/06/12/0900000000AJP2017061200

4600882.HTML 

○ 日米豪加が南シナで初の共同訓練（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170612/plt1706120018-n1.html 

○ 海自カレー味わって ７月から京都・舞鶴で（京都） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20170612000145 

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

○ 「Ｚ機」と呼ばれた幻の爆撃機・富嶽 編隊での米爆撃構想裏付ける護衛用「掃射機」

の設計図発見（動画付き）（産経） 

 http://www.sankei.com/premium/news/170609/prm1706090009-n1.html 

○ 蔡総統、海岸巡防署の革新に意欲／台湾（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201706110001.aspx 

○ 国防相に元海軍トップ＝北朝鮮艦艇撃退の実績－韓国（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017061100301&g=int 

○ カレーのプロに選ばれたご当地レトルトカレーBEST7（2017.06.11）（＠DIME） 

 https://dime.jp/genre/395403/ 

１０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 人命軽視は風評被害？ 零戦の評価の分かれ目「防弾板」、その実際のところとは（乗

りものニュース） https://trafficnews.jp/post/73053/ 

○ 北の新型巡航ミサイル、韓国海軍の哨戒艦には致命的脅威（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/06/10/2017061000545.html 

○ F-35は仮にレーダーに捕捉されても、ロシアにも中国にも撃ち落とせない —— 元パ

イロットが断言する理由（Business Insider） 

https://www.businessinsider.jp/post-33814 

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

○ 北朝鮮、新型対艦ミサイル発射実験を実施と発表 金正恩氏が立ち会い 「敵艦船を

思い通りに打撃できる」（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170609/wor1706090029-n1.html 
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２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 機雷敷設艦が韓国海軍に引き渡し 来年初め実戦配備（聯合） 
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/06/09/0900000000AJP2017060900

0800882.HTML 

○ むつ「大湊海自カレー」 １１日から提供開始（デーリー東北） 

 http://www.daily-tohoku.co.jp/kiji/201706080P175748.html 

○ 海自イージス艦「あしがら」と米海軍の原子力空母「ロナルド・レーガン」が共同訓

練 ヘリ搭載型護衛艦「ひゅうが」も参加（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170609/plt1706090046-n1.html 

○ 米海空軍が南シナ海で演習＝中国「主権守る」と反発（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017060901489&g=int 

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

○ 北朝鮮、日本海に地対艦ミサイルを数発発射、４週連続の挑発行為（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170608/wor1706080011-n1.html 

○ 北朝鮮が南東部から地対艦巡航ミサイル ２００キロ飛行（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/06/08/0300000000AJP20170608

001000882.HTML 

○ 不可解極まりない「時代遅れの AAV-7」大量購入（JB Press）  

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50203 

○ 韓中日が北極に関するハイレベル対話開催 協力事業発掘で合意（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/06/08/0400000000AJP20170608003

200882.HTML 

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

○ 自衛隊の階級（上）１６等級で２２万７０００人の秩序を保つ トップ「４つ桜」は

４人 「５つ桜」は…（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170607/plt1706070003-n1.html 

○ 【緊迫・南シナ海】中国、軍事拠点化は「正当な行為」 米報告書には断固とした反

対表明（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170607/plt1706070049-n1.html 

○ 【緊迫・南シナ海】中国、尖閣急襲も視野に部隊育成 米年次報告書 水陸戦力を増

強、南シナ海実効支配を強化（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170607/wor1706070017-n1.html 

○ 中国、海兵隊を強化＝尖閣占拠、「潜在的任務」か（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017060701179&g=pol 

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

○ 南シナ海で自制求める共同声明…日越首脳会談（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170606-OYT1T50120.html 
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２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 尖閣周辺に中国船４隻 ＥＥＺには海洋調査船（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170606/plt1706060056-n1.html 

○ ドゥテルテ大統領､金正恩委員長を「バカ者」 河井克行首相補佐官との会談で（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170606/plt1706060043-n1.html 

○ ボーイング、737 MAX 9飛行展示へ パリ航空ショー、787-10は地上展示（Aviation 

Wire） http://www.aviationwire.jp/archives/121543 

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

○ 国連で初の海洋会議＝米のパリ協定離脱も議論へ（時事） 

 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017060500637&g=int 

○ 房総沖に ＥＥＺ内分布、東京２３区の１．５倍（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170606/ddm/008/020/049000c 

○ 稲田防衛相 対北朝鮮で連携、ＮＺなどと確認（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170605/ddm/002/010/106000c 

○ 米国務長官、中国名指しで批判 南シナ海の軍事化を懸念（朝日）  

 http://www.asahi.com/articles/ASK6555H4K65UHBI01F.html 

○ 米海軍特殊部隊が実践する「部下を不安にさせないリーダーのあり方」（Business 

Insider）  

 https://www.businessinsider.jp/post-33974 

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

○ 横須賀・カレーフェスに 5万人 ご当地カレーグランプリに「黒部ダムカレー」（横

須賀経済新聞） 

 https://yokosuka.keizai.biz/headline/1339/ 

○ 米国、大陸間弾道ミサイルの迎撃試験に初めて成功。米国本土を守る迎撃ミサイルの

実力（Harbor Business Online） 

https://hbol.jp/141885 

○ 稲田朋美防衛相がマレーシアの国防相と会談 南シナ海情勢への懸念を共有 ＮＺ

国防相とも会談（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170604/plt1706040031-n1.html 

○ 「暴言王」ロドリゴ・ドゥテルテ大統領が海自の最新鋭空母型護衛艦「いずも」を視

察 日本の実力どう映った？（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170604/plt1706040021-n1.html 

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

○ 自衛隊の「存在感」強化へ 日米連携で中国への対抗姿勢を鮮明に 中国は護衛艦い

ずもにピリピリ（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170603/plt1706030025-n1.html 
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２９．７．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 日米豪防衛相が共同声明 「北朝鮮を最も強い表現で非難」 日米韓も「喫緊の脅威」

で認識を共有（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170603/plt1706030026-n1.html 

○ コウベリーズ 海上自衛隊から感謝状、フェスタの元気ステージ評価（スポニチ） 

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2017/06/03/kiji/20170604s000410000

16000c.html 

○ 日米韓防衛相会談 北朝鮮、喫緊の脅威 圧力強化一致（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170604/ddm/001/010/102000c 

○ 米国防長官「中国の行動を容認しない」  海洋進出問題で（朝日）  

 http://www.asahi.com/articles/ASK63347PK63UHBI00L.html 

○ 中国の新型空母「001A 型」、各国の空母と比較してみた（Business Insider） 

 https://www.businessinsider.jp/post-33190 

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

○ ２プラス２、米で７月中旬開催へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170602/k00/00m/010/042000c 

○ 「イージス・アショア」は百害あって一利なし（JB Press） 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50173 

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

○ 南シナ海問題、諸悪の根源は根拠のない「九段線」だ（JB Press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50147 

○ 国と乗員の命を預かる女性護衛艦艦長（プレジデント） 

 http://president.jp/articles/-/22173 

（了） 
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