
２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

～ 海の News（８月）～ 

 

 

３１（木）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米、制裁強化へ調整活発化＝対北朝鮮、石油禁輸念頭に－首脳・閣僚が電話協議 

  （時事）  

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017083001315&g=pol 

○ 迎撃能力強化へ５．２兆円＝無人機導入も推進－防衛省概算要求（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017083100921&g=pol 

○ 爆撃機に反発必至＝北朝鮮、米韓演習後も挑発か－ミサイル・核実験警戒（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017083100928&g=pol 

○ 日本の防衛予算の増加に警戒（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0831/c94474-9262823.html 

○ 米爆撃機、朝鮮半島展開＝日韓と訓練、抑止力顕示（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017083100846&g=int 

○ 海保、北朝鮮の違法船に「海水の大雨」 大和堆１カ月で平穏に（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170831/wor1708310051-n1.html 

○ 米海軍で事故続発の原因、サイバー攻撃はありえない（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50917 

 

３０（水）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 金正恩氏「日本人驚がくさせる」＝火星１２「成功」、米グアムへの前奏曲－北朝鮮 

  （時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017083000217&g=int 

○ 最新迎撃ミサイルの実験成功＝北朝鮮に能力誇示－米軍（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017083001117&g=int 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 王毅外交部長 中国の特色ある大国外交の 3つの特色（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0830/c94474-9262337.html 

○ 日本、北朝鮮に打つ手なし？（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8344.php 

○ 北朝鮮のミサイル発射は日本の軍事力増強に油を注ぐか（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/28328.html 

○ 来年の国防予算案６.９%増額…過去９年間で最大（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28322.html 

○ 露軍、千島列島で訓練…北方領でも実施の可能性（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/world/20170830-OYT1T50003.html 

○ オスプレイが緊急着陸＝エンジントラブルか－コックピットで警告・大分空港（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082901151&g=soc 

○ 北朝鮮問題で中国依存は逆効果、漁夫の利与えるだけ 日本海を「中国の海」

化する狙いからも北朝鮮を手放さない（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50918 

 

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

○ 北朝鮮ミサイル、北海道上空を通過＝太平洋に落下、０９年以来（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082900233&g=pol 

○ 安倍晋三首相 発言全文「いかなる状況にも対応できるよう、万全を期す」（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170829/wor1708290019-n1.html 

○ 露は「米韓演習が誘因」と認識 対北制裁強化を牽制（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170829/wor1708290092-n1.html 

○ 現行のＭＤ強化限界に 敵基地攻撃能力、迎撃態勢強化の早期検討も（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170829/plt1708290079-n1.html 

○ 「米国と同盟国への挑発」米政権の態度硬化必至（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170829/wor1708290059-n1.html 

○ 「列島越え発射続く恐れ」元海上自衛隊自衛艦隊司令官・香田洋二氏（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170829/wor1708290098-n1.html 

○ 北朝鮮を止めるには、制裁以外の新たなアプローチが必要だ（ニューズウイーク日本

版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8324.php 

○ 北朝鮮、次は 9 月 9 日建国記念日（Japan in Depth） 

   http://japan-indepth.jp/?p=35828 

○ 北朝鮮に忍耐の限界か 「強力な報復」に方針転換＝文大統領（聯合ニュース）） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/08/29/0200000000AJP20170829004

000882.HTML 

○ 安保理、３０日に緊急会合＝日本、制裁強化要求へ－北朝鮮ミサイル（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082900739&g=pol 
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○ 中国国営メディアが速報 対話による解決で一致の露と連携し対応へ（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170829/wor1708290063-n1.html 

○ 要求額１割増、過去最大＝尖閣対応船２隻新造へ－海保（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082900499&g=soc 

○ 北朝鮮、寧辺で核活動継続＝監視能力強化へ専門チーム－ＩＡＥＡ（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082900017&g=int 

○ ＡＳＥＡＮの海上交通管制官育成＝日本の援助で訓練センター－マレーシア（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082900886&g=int 

 

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

○ 北朝鮮、核実験の準備完了＝新たな挑発警戒－韓国情報機関（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082800814&g=int 

○ 「侵略戦争なら米国水葬」、海軍創設記念日で北朝鮮（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170828/wor1708280024-n1.html 

○ 比沖海賊対策で協力 日本と国連薬物犯罪事務所（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170828/wor1708280049-n1.html 

○ エイの形の潜水艦 ウナギの形の探査船 英海軍が５０年後を予測（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170828/wor1708280008-n1.html 

○ 強すぎる米国が作り出してしまった“ウイルス”（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50901 

 

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

○ 海自ヘリ墜落か、３人不明＝夜間訓練中、機体一部を発見－青森沖（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082700046&g=soc 

○ 中国：北朝鮮ミサイル抑制は中朝軍事同盟の脅威（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/826.php 

○ 韓国軍が原子力潜水艦の建造巡る研究開始 北朝鮮の脅威拡大で（ハンギョレ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/08/25/0200000000AJP20170825000

900882.HTML 

○北朝鮮が航空ショー中止＝米国との緊張で集客困難か（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082700394&g=int 

○ 北朝鮮発射は新型飛翔体？ 弾道ミサイルより低高度（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/08/27/0200000000AJP20170827000500882

.HTML 

○ 軍参謀長に李作成氏＝中国（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082700032&g=int 

 

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

○ 米「北朝鮮がミサイル３発」＝短距離、いずれも失敗－東部から日本海に（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082600231&g=int 

○ 「２発は失敗せず」と訂正＝ミサイルの見方は維持－米軍（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082600414&g=int 
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○ ＴＨＡＡＤ追加配備強行する理由とは？訪韓米軍首脳部の圧迫か？（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28293.html 

○ 旧軍潜水艦「伊５８」か＝水中ロボで発見－長崎・五島沖（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082600295&g=soc 

 

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

○ 北朝鮮の「先軍節」で厳戒＝米韓演習に「超強硬措置」（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082500212&g=int 

○ 中国爆撃機が紀伊半島沖に＝政府、警戒強める（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082500662&g=pol 

○ 米軍海外展開、過去６０年で最低＝国別では日本が最多－調査機関（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082500296&g=int 

○ 習近平、苦々しい思い：米韓合同軍事演習（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8305.php 

○ 米国防長官がウクライナへの支持表明、武器供与を検討（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8306.php 

○ 対北朝鮮偵察衛星開発へ ２３年までに５基戦力化＝韓国軍（ハンギョレ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/08/25/0200000000AJP20170825003

800882.HTML 

 

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

○ 新迎撃ミサイルで対立続く＝中韓国交から２５年（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082400682&g=int 

○ 中国がベトナム漁船を相次ぎ襲撃、１隻は沈没「魚を奪われ漁具壊された…」（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170824/wor1708240032-n1.html 

○ 中国爆撃機６機が紀伊半島沖まで飛来 防衛省幹部「特異な動き、注視する」（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170824/plt1708240023-n1.html 

○ マリアナ海溝で魚を撮影＝海洋機構など「最深記録」（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082400881&g=soc 

 

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

○ ＩＣＢＭ弾頭の増産指示＝金正恩氏が研究所視察－北朝鮮（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082300263&g=int 

○ 諸君はわが国防衛の要だ」 日本海展開中のイージス艦を小野寺五典防衛相が視察 

  （産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170823/plt1708230017-n1.html 

○ 中国初の国産空母、秋に試験航海か…予定前倒し（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/world/20170823-OYT1T50096.html?from=ycont_top_txt 

○ 中国ステルス爆撃機、年内にも試験飛行…香港紙（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/world/20170823-OYT1T50094.html?from=ycont_top_txt 

○ 第７艦隊司令官解任へ＝相次ぐイージス艦衝突で－米報道（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082300378&g=int 
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２９．９．１ 
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○ 「普通の国」日本の戦争できない未来（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8274.php 

○ 韓中、長くて暗いＴＨＡＡＤトンネル…「戦略的協力」の出口はあるのか 

（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28262.html 

 

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

○ 陸上イージス導入、防衛省が過去最大予算要求へ（讀賣） 

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170822-YT1T50084.html?from=ycont_top_txt 

○ 米司令官ら３人が異例の同時訪韓 「米戦略軍保有のすべての物資を朝鮮半島に注ぐ」 

 北「無慈悲な報復と懲罰」と反発（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170822/wor1708220060-n1.html 

○ 米イージス艦衝突不明１０人捜索＝また第７艦隊所属－シンガポール東部沖（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082100832&g=int 

○ 米海軍、艦隊運用停止と安全徹底命令＝乗員１０人不明の艦船事故（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082200190&g=int 

○ 国防予算削減が影響か＝任務増加も艦船・訓練不足－事故相次ぐ米海軍（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082200753&g=soc 

○ ミサイル防衛「穴あけぬ態勢を」＝米艦事故続発で海自トップ（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082201116&g=soc 

○ 米、南アジア新戦略を発表、４千人規模の増派と米報道 米軍史上最長の戦争を 

終結に導くと表明（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170822/wor1708220030-n1.html 

○ アフガン撤退から一転、増派へ トランプはなぜ変心したのか 

（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8271.php 

○ 韓米軍事演習で朝鮮半島に再び緊張（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0822/c94474-9258644.html 

○ 中国、「海上原発」開発へ新会社 南シナ海の実効支配強化 原子力空母建造へ 

技術支援も（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170822/wor1708220001-n1.html 

○ 無人偵察機の導入費、見積もりより１２０億円増（讀賣） 

   http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170822-OYT1T50039.html 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

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

○ 防衛省、無人偵察機導入中止も＝費用２割増で計画見直し（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082101049&g=pol 

○ 中国が新たな埋め立て？ フィリピンで警戒感強まる（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170821/wor1708210043-n1.html 

○ きょう米韓演習 北の韓国攻撃で先制想定 韓国軍約５万人、 

米軍約１万７５００人が参加 

   http://www.sankei.com/world/news/170821/wor1708210006-n1.html 

○ 韓米合同軍事演習に合わせ米主要指揮官らが相次いで来韓（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28241.html 

○ 米イージス艦がタンカーと衝突＝乗組員１０人不明、マラッカ海峡で（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082100307&g=int 

○ 相次ぐ米艦事故… オバマ政権の国防予算削減で即応能力低下か  

対北ミサイル防衛に影響も（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170821/wor1708210048-n1.html 

 

２０（日）――――――――――――――――――――――――――――― 

○ グアム沖発射計画は脅威を演出する金正恩氏の“芝居”？ 狙いは戦略爆撃機の 

飛来中止（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170820/wor1708200004-n1.html 

 

○ 米太平洋司令官 韓国への強固な防衛公約強調＝対北朝鮮で（聯合ニュース）

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/08/20/0200000000AJP20170820001

300882.HTML 

○ 米重巡洋艦、７２年ぶりに発見＝原爆運搬後に日本軍撃沈（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017082000213&g=soc 

○ 新旧砕氷艦「しらせ」６年ぶりそろい踏み 船橋港で一般公開 千葉（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170820/plt1708200006-n1.html 

 

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

○ トランプ大統領 サイバー軍を格上げ（毎日） 

   http://mainichi.jp/articles/20170819/k00/00e/030/298000c 

○ 米日は釣魚島・南中国海問題での誤った言説をやめよ（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0819/c94474-9257624.html 

○ みちびき３号、打ち上げ成功＝日本版ＧＰＳ衛星－鹿児島（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081900384&g=soc 

 

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

○ 共同発表の要旨＝日米２プラス２（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081800096&g=pol 

○ 海洋安全保障支援に５５０億円＝河野外相（時事） 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081800241&g=pol 

○ 安保協力拡大へ日本の役割具体化 北の脅威増大、米依存脱却へ（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170818/plt1708180007-n1.html 

○ 日本の役割拡大の限界も浮き彫りに 「国民の支持次第」（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170818/plt1708180033-n1.html 

○ 習近平国家主席が米統合参謀本部議長と会談（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0818/c94474-9257150.html 

○ 日米制服組トップが会談 対北連携強化で一致（産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170818/plt1708180021-n1.html 

○ イージス艦事故、直後の様子生々しく＝米海軍が報告書公表（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081800728&g=soc 

○ グアムを狙ったミサイルより日本向けを真剣議論せよ  北朝鮮の核の脅威に

「虚空に吠える」議論は有害無益（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50819 

 

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

○ ハガティ新駐日アメリカ大使が着任 日本防衛に関与を表明 

（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8237.php 

○ 北朝鮮「レッドライン近づく」＝戦争回避に自信も－平和的解決目指す・韓国大統領 

  （時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081700564&g=int 

○ 合同演習縮小を否定＝米統参議長、中朝の要求はねつける（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081700924&g=int 

○ 外交部、中比は南中国海を平和・友情の海にできる（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0817/c94474-9256610.html 

○ 防衛省、地上配備型イージス導入へ 対ステルス機レーダー試作に１９６億円 

 平成３０年度概算要求（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170817/wor1708170021-n1.html 

○ 空自に宇宙監視レーダー 衛星破壊兵器など対策 専門部隊新設へ準備要員配置も 

  （産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170817/plt1708170018-n1.html 

○ 日本海呼称問題 韓国がまた「東海」との併記主張、日本は反論（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170817/wor1708170030-n1.html 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 海自岩国基地 ヘリ横転で４人けが 輸送訓練バランス崩し（毎日） 

   http://mainichi.jp/articles/20170817/k00/00e/040/243000c 

 

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

○ 米長官、対話は金委員長次第＝北朝鮮核、外交が解決策（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081600203&g=int 

○ トランプ米大統領、金委員長は「賢い決断」＝他の選択なら北朝鮮「壊滅」（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081600845&g=int 

○ ロシアから北朝鮮へ技術流出とウクライナ示唆（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170816/wor1708160032-n1.html 

○ 北の譲歩は中国の中朝軍事同盟に関する威嚇が原因（ニューズウイーク日本版） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8221.php 

○ 米、同盟国防衛を強調 きょう２プラス２ 日本の防衛努力にも期待（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170816/wor1708160056-n1.html 

○ 原子力潜水艦の導入「検討する時期が来た」＝韓国首相（聯合ニュース） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/08/16/0200000000AJP20170816003

500882.HTML 

 

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

○ 米統合参謀本部議長「平和的解決を望んでいる」（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28185.html 

○ 天皇陛下のお言葉＝全国戦没者追悼式（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081500553&g=soc 

○ ＩＣＢＭはウクライナ製か ロシアの関与も 米紙報道（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170815/wor1708150056-n1.html 

○ 中国、南シナ海で新たな領有権を主張しないと保証＝フィリピン国防相 

（ニューズウイーク日本版） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8220.php 

 

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

○ 軍事衝突「差し迫っていない」＝北朝鮮情勢で米ＣＩＡ長官（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081400682&g=int 

 

○ 米軍制服組トップの東アジア歴訪、日韓とミサイル防衛などで連携強化 

中国には圧力要請へ 

   http://www.sankei.com/world/news/170814/wor1708140042-n1.html 

○ 中国、シンガポールに圧力 南シナ海問題で ASEANの軟化狙う（News Week日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/asean-10.php 

○ 戦争秘話、日独往復に成功した潜水艦の奇跡（東洋経済オンライン） 

   https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170814-00183522-toyo-bus_all 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 船の｢盲点｣を突くサイバー攻撃が増えている  ハッカーが海運業界にもたらす 

脅威は甚大だ（東洋経済オンライン） 

   http://toyokeizai.net/articles/-/184473 

 

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

○ グアム沖発射の要警戒は１５日？２５日？９月９日？ 米軍制服組トップ訪韓、 

大統領と協議へ（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/170813/wor1708130025-n1.html 

 

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

○ 米朝威嚇応酬、緊張続く＝トランプ氏「臨戦態勢」外交解決方針も糸口見えず（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081200452&g=int 

 

○ トランプ氏、米領攻撃なら「北朝鮮は後悔」＝追加制裁も検討－中国主席と電話会談 

   （時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081200135&g=int 

○ 米朝紛争に中共機関紙は「中立」強調 朝鮮半島勢力図に変化なら「米韓と対決 

辞さず」（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170812/wor1708120045-n1.html 

○ トランプ、「対北朝鮮交渉」取り上げた翌日には「軍事解決策を完璧に準備」 

（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/28168.html 

○ 対北ミサイル ＰＡＣ３、中四国４県の陸自駐屯地に到着（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170812/wor1708120008-n1.html 

○ グアム、北朝鮮から核攻撃受けた場合の緊急対応策発表（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8196.php 

○ 北朝鮮のミサイルを撃墜せよ（Japan in Depth） 

   http://japan-indepth.jp/?p=35473 

○ 中国がマレーシアにミサイル・レーダー導入を打診 南シナ海で主導権強める可能性も 

 シンガポール紙報じる（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170812/wor1708120048-n1.html 

 

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

○ 米大統領、軍事報復を示唆＝北朝鮮のグアム威嚇に警告－「見たことない事態起きる」 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

   （時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081100169&g=int 

○ 台湾海峡有事で米軍に圧力？西太平洋で覇権？中国が爆撃機「轟６」宮古海峡通過で 

狙うもの（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170811/wor1708110003-n1.html 

○ 南中国海の安定の破壊は許さない（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0811/c94474-9254248.html 

○ 中国「強烈な不満」表明 米海軍「航行の自由」作戦実施で（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170811/wor1708110014-n1.html 

○ 中国、西沙諸島さらに埋め立て＝港湾建設も－米シンクタンク（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081100287&g=int 

○ 日本海呼称、国連会議で韓国が「東海」議題のセミナー資料提出 日本は徹底反論 

  （産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170811/wor1708110017-n1.html 

 

１０（木）――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 弾頭重量増加、Ｆ３５Ａ配備…「北核、韓・日武器競争を招く」（中央日報） 

   http://japanese.joins.com/article/213/232213.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 北朝鮮、体制崩壊につながる＝「米にかなわず」と警告－米国防長官（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081000199&g=int 

○ 北朝鮮、米韓演習に力で対抗＝「グアム沖へミサイル」と威嚇（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081000860&g=int 

○ 米向け弾道ミサイル、集団的自衛権で迎撃も＝防衛相（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081000937&g=pol 

○ 中四国にＰＡＣ３展開へ＝上空飛行、不測の事態備え－北朝鮮ミサイル計画で防衛省 

  （時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017081001337&g=soc 

○ グアムに度重なる脅し 背景に空軍基地配備のＢ１爆撃機の存在（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170810/wor1708100050-n1.html 

○ グアムの米戦略爆撃機、北朝鮮へ先制攻撃の準備整う 米ＮＢＣテレビ報道（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170810/wor1708100018-n1.html 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ ［社説］北朝鮮は破局を招く「グアム包囲射撃」威嚇をやめよ（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/28145.html 

○ 強力な国連決議で近づいた「北朝鮮先制攻撃の日」（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50739 

○ 米が中国造成の人工島１２カイリ内で「航行の自由作戦」（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170810/wor1708100043-n1.html 

○ 自衛隊装備、初の無償供与 フィリピンにヘリ部品と航空機＝関係者（ロイター） 

   http://jp.reuters.com/article/sdf-ph-idJPKBN1AQ118 

○ 川重 潜水艦ドック６０年ぶり大規模改修進む（神戸新聞）  

   https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201708/0010449495.shtml 

○ 韓国・文大統領、北朝鮮の脅威をテコに念願の原潜建造？（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8144.php 

 

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

○ 北朝鮮、「グアム周辺への発射検討」＝ミサイルで米軍けん制（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080900262&g=int 

○ 米空母、初のベトナム寄港へ＝中国の軍事拠点化けん制－国防相会談（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080900737&g=int 

○ 北朝鮮が「グアム周辺に火星１２を発射」と米トランプ政権に警告 小野寺防衛相 

名指しで「日本列島を焦土化できる」とも（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170809/wor1708090022-n1.html 

○ トランプ氏「北は炎と怒りに見舞われる」 異例発言に米国内で疑問の声（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170809/wor1708090028-n1.html 

○ 「グアム包囲射撃」「炎と怒り」…米朝“言葉の戦争”最高潮（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28135.html 

○ 空母艦載機の岩国移駐開始＝厚木から第１陣到着－米軍再編極東最大級基地に（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080900622&g=soc 

○ 新護衛艦建造に三菱重工＝下請け三井造船、１８年度以降－防衛装備庁（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080901373&g=soc 

 

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

○ 中国軍、黄海・渤海で大規模演習＝統合運用力を誇示（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080800817&g=int 

○ 北朝鮮ＩＣＢＭ「新たな脅威」＝中国軍の日本海進出警戒－防衛白書（時事） 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080800376&g=pol 

○ 米韓、韓国の弾道ミサイルの性能向上へ 指針改定で弾頭重量増図る（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170808/wor1708080010-n1.html 

○ 北朝鮮へ軍投入、米で６割支持 シンクタンクの世論調査で（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170808/wor1708080024-n1.html 

 

○ 北脅威を「新たな段階」中国に対しても表現強める「安全保障環境に与える影響、 

強く懸念」（産経） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170808/plt1708080021-n1.html 

○ 南中国海の安定局面を共に守る（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0808/c94474-9252505.html 

○ 中国海軍が黄海、渤海で実弾演習（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0808/c94474-9252461.html 

○ 中国が北朝鮮沖で軍事演習、米朝を威嚇（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8164.php 

○ 日米豪、南シナ海行動規範に法的拘束力求める 一方的行動に反対（ニューズウイーク

日本版） 

http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/post-8157.php 

 

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

○ 北朝鮮制裁決議、履行を確認＝米中外相が会談 （時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080700022&g=int 

○ 北朝鮮「最終手段辞さず」＝安保理決議に反発、米をけん制（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080700768&g=int 

○ 中国、南シナ海問題で米国の干渉を非難 域内の軍事拠点化へ時間稼ぎも（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170807/wor1708070039-n1.html 

○ 南シナ海軍事化に反対＝河野氏、中国に仲裁判決順守要求－東アジアサミット外相会議 

  （時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080700634&g=pol 

○ 米ホワイトハウス国家安保補佐官「対北朝鮮予防戦争などすべての軍事オプションを 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

用意」（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28110.html 

○ 海自哨戒機も参加へ 日米初の地対艦弾訓練 遠方の目標捕らえる（産経） 

http://www.sankei.com/politics/news/170807/plt1708070009-n1.html 

○ 中国とインドがかつてない軍事緊張関係に（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50680 

○ 陸海空の統合運用強化 政府、計画策定へ（毎日） 

   http://mainichi.jp/articles/20170807/k00/00m/010/111000c 

○ 熱くなるアジア海…スーパー原子力空母、中国・インドも１０年以内に運用へ（１）（中央日報） 

   https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170807-00000038-cnippou-kr 

○ 熱くなるアジア海…原子力スーパー空母、中国・インドも１０年以内に運用へ（２）（中央日報） 

   https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170807-00000039-cnippou-kr 

○ 「北朝鮮ミサイル・中国を牽制」日本、自衛隊強化に拍車（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/international/28118.html 

 

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

○ オスプレイ墜落、３人不明＝沖縄駐留の米海兵隊所属－豪東部沖（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080500579&g=int 

○ 南シナ海「行動規範」枠組み承認＝中国・ＡＳＥＡＮ外相会議（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080600291&g=int 

○ 南シナ海「非軍事化」強調＝中国けん制－ＡＳＥＡＮ外相共同声明（時事） 

  https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080600495&g=int 

○ 中国の時間稼ぎ奏功 ＡＳＥＡＮ会議 軍事拠点を既成事実化、南下食い止め手立て 

なく（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170806/wor1708060055-n1.html 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ ロシアは中国と歩調あわせ賛同か 対北制裁決議 「露側の損失ない」 

   http://www.sankei.com/world/news/170806/wor1708060043-n1.html 

○ 南シナ海安定へ「枠組み」…中国・ＡＳＥＡＮ（讀賣） 

http://www.yomiuri.co.jp/world/20170806-YT1T50134.html?from=ycont_top_txt 

○  韓国のＴＨＡＡＤ臨時配備決定に中国が遺憾表明 外相会談で（ハンギョレ） 

   

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/08/06/0200000000AJP2017080600220

0882.HTML 

○ 北朝鮮制裁決議を採択＝石炭全面禁輸、原油は見送り－全会一致国連安保理（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080600074&g=int 

 

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

○ 自民党政権のある防衛相のとき尖閣上空視察中止のナゾ「中国を刺激しない」では 

尖閣失う（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170805/wor1708050001-n1.html 

○ 一瞬の蜜月関係が終わった米国と中国北朝鮮を制裁しない中国に米国は「失

望」（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50724 

○ 米軍トップ、日中韓歴訪へ＝今月中旬、北朝鮮問題が焦点（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080500281&g=pol 

○ 豪沖でオスプレイ墜落、米軍、３人行方不明 沖縄海兵隊所属（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170805/wor1708050043-n1.html 

○ 韓国国民の７２％が「ＴＨＡＡＤ追加配備、よくやった」（ハンギョレ） 

   http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28092.html 

 

０４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

○ 小野寺五典防衛相「風通しのよい組織文化を醸成する」 対北圧力へ日米韓の連携強化 

  （産経） 

   http://www.sankei.com/politics/news/170804/plt1708040083-n1.html 

○ 「南シナ海」中国ペースに＝５日からＡＳＥＡＮ関連会議（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080400688&g=int 

○ 防衛大綱の見直し指示＝安倍首相－小野寺氏、敵基地攻撃能力も検討（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080400018&g=pol 

 

○ 米艦載機、６日にも移駐開始＝警戒機、厚木から岩国へ－在日米軍（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080401094&g=soc 

○ 中国軍が大規模演習か、黄海の航行禁止を通告 「重大な軍事活動」のため（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170804/wor1708040034-n1.html 

○ 「日本海」表記支持表明、６割弱にとどまる 外務省１９５カ国調査（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170804/wor1708040002-n1.html 

○ 北朝鮮が日本にミサイルを撃ち込む可能性「極めて低い」（News Post ７） 

  https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170804-00000001-pseven-kr 

 

０３（木）―――――――――――――――――――――――――― 

○ 米太平洋軍司令官が語ったアジア太平洋の 3 つの脅威強固な日米同盟で北朝

鮮、中国、IS に対抗を（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50675 

○ 米、安定重視と好意的 小野寺五典防衛相に期待（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170803/wor1708030050-n1.html 

○ 中国紙「海自潜水員が中国艦に接近」  自衛隊は否定（朝日） 

   http://www.asahi.com/articles/ASK835S0GK83UHBI01V.html 

○ 中国が衛星破壊兵器実験 ＴＨＡＡＤ標的のミサイル実験を相次ぎ実施 米国との 

軍事対決姿勢を鮮明に（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170803/wor1708030040-n1.html 
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２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

 

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

○ 米、ＩＣＢＭに強まる危機感＝対話用意も選択肢に限り－北朝鮮包囲は進まず（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080200997&g=int 

○ 米、ＩＣＢＭ発射実験＝北朝鮮の脅威念頭（時事） 

   https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080201131&g=int 

○ ＩＣＢＭ落下直前に旅客機 東京－パリ便３００人搭乗「危険及ぶ可能性も」と米報道 

  （産経） 

http://www.sankei.com/world/news/170802/wor1708020047-n1.html 

○ 米空母2隻 再び朝鮮半島近海へ＝韓国軍と合同訓練で北に圧力（聯合ニュース） 

   https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170802-00000002-yonh-kr 

○ 自主防衛力強化に傾く文在寅政権 ＩＣＢＭ米本土射程入りで「トランプ政権に 

見放される」…危機感も（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170802/wor1708020029-n1.html 

○ 中国初の海外補給基地が運用開始（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0802/c94474-9249974.html 

○ 建軍 90 周年記念活動から読み解く習近平の軍事戦略（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/90-8.php 

○ 外洋に出る中国海軍：新しい砲艦外交（ＪＢ Ｐｒｅｓｓ） 

   http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50679 

 

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

○ 中国人民解放軍建軍 90周年祝賀大会、習近平総書記が重要談話（人民網日本語版） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0801/c94474-9249486.html 

○ 中国人民解放軍軍事パレードの装備は新にして全 武力誇示ではない（同上） 

   http://j.people.com.cn/n3/2017/0801/c94474-9249234.html 

○ 習近平氏、建軍９０周年大会で「重要講話」 戦争への備え強調（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170801/wor1708010031-n1.html 

○ 中国軍創設９０年式典始まる 求心力向上へ習氏演説（産経） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080200997&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017080201131&g=int
http://www.sankei.com/world/news/170802/wor1708020047-n1.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170802-00000002-yonh-kr
http://www.sankei.com/world/news/170802/wor1708020029-n1.html
http://j.people.com.cn/n3/2017/0802/c94474-9249974.html
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/90-8.php
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50679
http://j.people.com.cn/n3/2017/0801/c94474-9249486.html
http://j.people.com.cn/n3/2017/0801/c94474-9249234.html
http://www.sankei.com/world/news/170801/wor1708010031-n1.html


２９．９．１ 

そが しんじ（幹候２８期） 

 

   http://www.sankei.com/world/news/170801/wor1708010027-n1.html 

○ ＩＣＢＭ発射「弾頭部分の再突入技術は未確立」米分析サイトで専門家が指摘（産経） 

   http://www.sankei.com/world/news/170801/wor1708010017-n1.html 

○ 北朝鮮初の ICBMは日本の領海を狙っていた？（ニューズウイーク日本版） 

   http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/icbm-10.php 

○ 東シナ海に中国掘削船 昨年１０月以来 ガス田開発試掘の可（産経） 

  http://www.sankei.com/world/news/170801/wor1708010010-n1.html 

 

 

（了） 

 

http://www.sankei.com/world/news/170801/wor1708010027-n1.html
http://www.sankei.com/world/news/170801/wor1708010017-n1.html
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/08/icbm-10.php
http://www.sankei.com/world/news/170801/wor1708010010-n1.html

