
２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

～ 海のNews（９月）～ 
 

３０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 安倍内閣総括 長期政権の緩み打破できるか（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170929-OYT1T50150.html 

○ 伝統芸能で地域住民との「懸け橋」に 海自第２航空群第２整備補給隊・天摩譲

海曹長（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170930/plt1709300017-n1.html 

○ 島嶼奪還作戦でせっかく買った水陸両用装甲車が使えない！【自衛隊には突破で

きない法律の壁】（日刊 SPA） 

 https://nikkan-spa.jp/1377377 

○ 世界初、深度 1600 メートルの海底鉱床からの連続的な採鉱に成功（財経新聞） 

 http://www.zaikei.co.jp/article/20170930/402634.html 

○ 米中外相が会談、トランプ氏の訪中を調整（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM30H2A_30092017EA2000/ 

○ 安倍首相、舞鶴から地方遊説スタート 海自基地訪問も（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK9Z66HVK9ZUTFK00M.html 

○ 安倍晋三首相、ミサイル警戒のイージス艦乗員らを激励（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170930/plt1709300069-n1.html 

○ 中国軍爆撃機の飛行を台湾軍戦闘機が妨害、10 メートル近くまで接近か＝中国で

映像初公開（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b192145-s0-c10.html 

 

２９（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本が「陸上型イージス」配備を加速化 性能は「THAAD」以上（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-09/29/content_50028954.htm 

○ 日米が離島奪還訓練、陸自の水陸部隊の新設控え（REUTERS） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://jp.reuters.com/article/defense-jointtraining-us-japan-idJPKCN1C40IM 

○ IAF 会長、中国の航空宇宙産業を高く評価（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-09/29/c_136648305.htm 

○ 中国の海洋進出「実際にリスクが出ている」 対中政策再考の時期 東北大大学

院教授、阿南友亮氏（SankeiBiz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170929/mcb1709292139036-n1.htm 

 

２８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 辺野古に絶滅危惧サンゴ生息 防衛省、沖縄県に移植の許可申請へ（沖縄タイム

ス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/148794 

○ ベトナム、核兵器禁止条約に署名（VIETJO） 

 http://www.viet-jo.com/news/politics/170927155835.html 

○ 日本は世界の一流強国にはなれない？理由は中国がいるから―中国メディア

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b186663-s0-c60.html 

○ 日本の漁業が中国の乱獲に相乗りする事情（PRESIDENT） 

 http://president.jp/articles/-/23168 

○ 日本の艦船と航空機、中ロ海軍合同艦隊を追跡（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-09/28/content_50027911.html 

○ 「彩虹-5」無人機、実弾射撃に成功（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0928/c95952-9274825.html 

○ 北朝鮮外相が明らかにした「領空外でも撃墜する」に隠された意味は？（中央日

報） 

 http://japanese.joins.com/article/930/233930.html?servcode=500&sectcode=500 

○ 焦点：北朝鮮の旧式な対空装備、米爆撃機の撃墜は困難か（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/nk-us-bombers-idJPKCN1C208V 

○ 米戦略兵器...早ければ年末から韓国出動を定例化（MK NEWS） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://japan.mk.co.kr/view.php?category=30600004&year=2017&idx=6936 

 

２７（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 大規模災害備え救出の連携確認 横須賀（神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/280340 

○ 館山の小学校校庭で海自災害対応訓練…ヘリ離着陸も（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/local/chiba/news/20170927-OYTNT50061.html 

○ 「日本の一部は古い冷戦思考」 中国駐日大使が会見 日中国交正常化４５周年

（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170927/wor1709270015-n1.html 

○ 韓国海軍の次期護衛艦に相次いで欠陥見つかる、艦内への海水流入も＝「戦わず

して敗北寸前」「最初から廃船を造った？」―韓国ネット（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191753-s0-c10.html 

○ 中国大洋第 45 回科学観測、第 2 航行段階が終了（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0927/c95952-9274328.html 

○ 中国が初めて自主建造する砕氷船、「雪竜 2 号」と命名（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0927/c95952-9274327.html 

○ 中国大陸籍の漁船を拿捕 台湾海域内で違法操業（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201709270009.aspx 

○ 米下院外交委小委員長、軍事行動も選択肢と北朝鮮に警告（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170927/wor1709270054-n1.html 

○ 中国初の空母「遼寧」が就役 5 周年、「知っておくべき 10 の出来事」―中国メ

ディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191788-s0-c10.html 

 

２６（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 護衛艦「いずも」、清掃で１１人一酸化炭素中毒（読売） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170926-OYT1T50006.html 

○ 中国、初の北極海一周観測を無事終了（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-09/26/c_136639404.htm 

○ 中国、最新静止気象衛星・風雲 4 号の運用スタート（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0926/c95952-9273846.html 

○ 中国海警局、釣魚島の領海内を船隊巡航（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-09/26/content_50026481.htm 

○ 北朝鮮問題はクールダウン必要、6 者協議などを通じて平和的に解決すべき＝日

中関係改善へ相互信頼の醸成を―程永華・中国駐日大使（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191718-s136-c10.html 

 

２５（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本がやるべきは「ミサイルを撃ち落とすこと」 日本を守る体制、すでに整備

されている 元海将・伊藤俊幸氏（産経） 
 http://www.sankei.com/west/news/170925/wst1709250061-n1.html 

○ 中国初の北極海一周観測が無事終了（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0925/c95952-9273265.html 

 

２４（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「今世紀、最も北に」Ｂ１爆撃機、北朝鮮東方沖飛行（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170925/k00/00m/030/045000c 

 

２３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 反省」言及せず友好ムードも… 日中外相、互いに牽制（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170923/plt1709230007-n1.html 

○ 神奈川）横須賀の反基地デモ、２４日で通算５００回に（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK9L54BHK9LULOB00J.html 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 北朝鮮、「恥知らずのメディア」と中国メディアを猛批判（東亜日報） 

 http://japanese.donga.com/List/3/all/27/1070802/1 

○ 【社説】北朝鮮、太平洋上空の水素弾実験は自滅の道だ（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/751/233751.html?servcode=100&sectcode=110 

○ 南中国海の海底で初めてむき出しのメタンハイドレート発見（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0923/c95952-9272918.html 

○ 北の核保有固執は「政権維持のため」 ペトレイアス元ＣＩＡ長官一問一答（産

経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170923/wor1709230042-n1.html 

 

２２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 応酬から一転、日中外相会談和やかに 対北朝鮮で温度差（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK9Q32W8K9QUTFK007.html 

○ 「北朝鮮と断交を」河野太郎外相、世界に要求（ハフィントンポスト） 
http://news.ceek.jp/search.cgi?time=&kind=&q=%B3%A4%CD%CE+%B3%A4%BE

%E5%BC%AB%B1%D2%C2%E2+%A5%B7%A5%CA%B3%A4&notq=&way=1&titl

e=0&notkind=0&sort=0&summary=0&start=0 

○ 中国の巡視船、21 日に釣魚島の領海を巡航（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-09/22/content_50024010.htm 

○ 知事、原発のミサイル防衛緊急要請（福井新聞） 
 http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/241107 

○ シンガポール首相が突然の訪中、米国から中国重視に転換か―独メディア

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191305-s0-c60.html 

○ 海自と空母ロナルド・レーガンが共同訓練、日米で北朝鮮に圧力（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/japan-us-maritime-idJPKCN1BX0ZQ 

○ 米空母と海自が共同訓練（共同） 
 https://this.kiji.is/283901204307919969?c=39546741839462401 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 中露海軍、北海道沖のオホーツク海で合同軍事演習、中国メディア「将来的に突

破しなければならない海域」と日米けん制（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191251-s0-c10.html 

○ 海軍水上部隊は、基本的なシーマンシップに再び焦点を当てなければならない

（英文）（Heritage Foundation） 
 http://www.heritage.org/defense/commentary/surface-navy-must-refocus-basic-

seamanship 

○ 「インドは私たちの兄弟であり、中国は私たちの友人である」：南アジアにおけ

る強国の競争の舵取り（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2017/09/india-is-our-brother-china-is-our-friend-

navigating-great-power-rivalry-in-southern-asia/ 

 

２１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ国連演説 北の核阻止へ決意みせた（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/170921/clm1709210001-n1.html 

○ 日仏首脳、防衛協力の強化で一致（共同） 
 https://this.kiji.is/283342522578846817?c=39546741839462401 

○ 日中の尖閣めぐる争いが宮古島にも飛び火か―仏メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191201-s0-c10.html 

○ 「航行の自由」作戦こそ南シナ海の主権への脅威＝中国、トランプ米大統領の国

連演説に反発―中国メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191212-s0-c10.html 

○ 海自岩国史料を展示 徴古館で 100 点、体験コーナーも （山口新聞） 

 http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2017/0921/10p.html 

○ 中国共産党大会／新指導部を見極めたい（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1505958430622/index.html 

○ 【コラム】中国の縦長の国家地図（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/691/233691.html?servcode=100&sectcode=120 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 日米印が港の整備で中国をけん制？「日本の対抗意識は非理性的」―中国専門家

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191226-s0-c10.html 

○ 日本政府が韓国の海洋調査船の名前を問題視？日韓共同研究が中止に＝韓国ネッ

ト「日本は器が小さい」「もし逆の立場だったら…」（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b159357-s0-c10.html 

○ 中国の軍用機：中国空軍と海軍航空の戦闘機と部隊（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/chinese-warplanes-combat-aircraft-units-chinese-air-force-

naval-aviation/33638 

 

２０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国国防部、与那国島への自衛隊配備を批判「日本は偽善的」＝米国ネット「日

本を 100％支持」「最悪の隣国・中国は観光客・ビジネスパートナーだ」（Record 

China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b132352-s0-c60.html 

○ トランプ氏、横田さんの拉致非難「北朝鮮は世界の脅威」（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK9N00YYK9MUHBI035.html 

○ トランプ氏、北の拉致非難 初の国連演説、圧力強化呼び掛け（中日） 

 http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2017092002000104.html 

○ 安保関連法２年 「北朝鮮対処」を支える土台だ（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170919-OYT1T50114.html 

○ 日本が急接近するインドが「対中国」で頼りにならない理由（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8480.php 

○ 北朝鮮危機：トランプ氏「北を完全に破壊するしかない」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/20/2017092000734.html 

○ 北朝鮮危機：米日、中ロがそれぞれ合同演習（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/20/2017092000765.html 

○ 第 1 次大戦時の独潜水艦、ベルギー沖で発見 内部に乗組員か（AFP） 
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ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3143517 

○ 日米印が港湾建設で中国をけん制 仮想敵国の意識をむき出し（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-09/20/content_50021770.htm 

○ 日本があらゆる場面で中国を敵視する真の理由はこれだ！―中国メディア

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b191095-s0-c10.html 

○ 安倍晋三首相、太平洋島嶼国９カ国と北朝鮮に対する制裁履行を確認（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170920/plt1709200027-n1.html 

○ 今後 10 年で空母が 9 隻増加？ 中米印が各 2 隻建造か（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-09/20/content_50022017.htm 

○ 水平面の年間平均測定誤差がミリメートルレベル！中国で初めて海洋観測衛星

「海洋 2 号」にルビジウム原子時計を搭載へ（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-09/20/c_136624082.htm 

○ シンガポール首相、習近平氏と会談 関係修復へ思惑一致（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170920/wor1709200054-n1.html 

○ 日本が韓国の海洋調査船名に難癖、韓日共同研究を阻止（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/20/2017092003538.html 

○ 戦闘への新しい方法の探究（パート 1）（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/finding-new-ways-to-fight-part-1/33983 

○ スペンサー（海軍長官）：「行動に偏った」海軍文化（英文）（SEA POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20170920-SECNAV.html 

○ 海上法執行の隙間を埋める（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2017/09/filling-the-maritime-law-enforcement-gap/ 

 

１９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ インドが歴史的に親日的な理由（日経ビジネス） 
 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/226265/090500172/ 

http://www.afpbb.com/articles/-/3143517
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http://www.sankei.com/politics/news/170920/plt1709200027-n1.html
http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-09/20/content_50022017.htm
http://jp.xinhuanet.com/2017-09/20/c_136624082.htm
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 日米印外相会談、海洋安保で協力（共同） 
 https://this.kiji.is/282527779190522977?c=39546741839462401 

○ 時代の正体〈520〉声上げることが最後の砦 安保法成立２年（上） （神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/278541 

○ 横須賀、５種類グルメで周遊企画 神奈川（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/170919/rgn1709190046-n1.html 

○ 浮遊する海月のように基地迫る 横須賀で「平和の俳句」吟行会（東京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/national/list/201709/CK2017091902000113.html 

○ 中露合同軍事演習「海上連合 2017」第 2 段階の 3 つの注目点（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-09/19/content_50020863.htm 

○ 国会前に「今すぐ廃止」の声 安保法 2 年で 1 万人超が参加（神奈川）  

 http://www.kanaloco.jp/article/278736 

○ 第７艦隊のタスクフォース、駆逐隊指揮官の交代（英文）（SEA POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20170918-RELIEF.html 

 

１８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 対北朝鮮政策は､｢満州事変の教訓｣から学べ（東洋経済） 

 http://toyokeizai.net/articles/-/188321 

○ 米艦への給油 なぜ国民に説明しない（信濃毎日） 

 http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20170918/KT170914ETI090004000.php 

○ 中露海軍が日本海で演習 朝鮮半島周辺、米日韓を牽制（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170918/wor1709180010-n1.html 

○ 「トランプ大統領の狂人戦略、度を越せば災難」…元ＣＩＡ局長の警告（中央日

報） 

 http://japanese.joins.com/article/538/233538.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 中国初の有人潜水艇母船の建造が開始（人民網） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0918/c95952-9270355.html 

○ 日米印外相会談、中国を念頭に戦略的寄港増で一致 対北朝鮮の圧力強化も確認

（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170918/plt1709180051-n1.html 

○ 電磁的混獲の収穫（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/harvesting-electromagnetic-bycatch/34168 

 

１７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 迎撃ミサイル発射機など積み込み 海自呉基地で空自との訓練公開（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/170917/rgn1709170020-n1.html 

○ 砕氷艦しらせ長崎一般公開（長崎新聞） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/09/17090505052465.shtml 

○ 北朝鮮を牽制する米軍の訓練 使い古された手法で効果はない（NEWS ポスト

セブン） 

 http://www.news-postseven.com/archives/20170917_613301.html 

○ 米軍、常時監視態勢 日韓と情報共有（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170918/k00/00m/030/035000c 

○ 鈴木馨祐・自民党青年局長 「台湾は戦略的に重要」「日台とのパイプ役担う」

（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170918/plt1709180005-n1.html 

 

１６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 砕氷艦「しらせ」が６年ぶり長崎入港 [長崎県]（西日本新聞） 
 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/358989 

○ 米軍、対中衝突想定で日本に役割（共同） 
 https://this.kiji.is/281553990917833825?c=39546741839462401 

○ 北朝鮮メディア「ずる賢い日本がミサイル脅威を掲げた」（Daily NK） 

http://j.people.com.cn/n3/2017/0918/c95952-9270355.html
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://dailynk.jp/archives/95766 

○ 北メディア、日本「攻勢的な軍事行動」（Daily NK） 

 http://dailynk.jp/archives/95774 

○ 米海軍、見張りの勤務時間帯固定（共同） 
 https://this.kiji.is/281621559700046945?c=39546741839462401 

○ 日本がインド北東部への投資強化表明＝中国外交部「中印国境紛争への介入は控

えよ」（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b190819-s0-c10.html 

○ 対中衝突時 日本「第１列島線」防衛案を検討（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20170916/k00/00e/030/329000c 

 

１５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日印「対北、圧力最大化を」 首脳声明（中日） 

 http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2017091502000066.html 

○ 自衛隊の電磁波攻撃対策は本当に｢ない｣のか（東洋経済） 

 http://toyokeizai.net/articles/-/188717 

○ 「安保体制立て直しを」英国の勢力均衡モデルに 九州「正論」懇話会（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/170915/rgn1709150023-n1.html 

○ 米イージス艦に洋上給油 日米一体化把握できず 新任務非公表（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201709/CK2017091502000119.html 

○ 中国からのレアアースでもうけてきた日本、でもこの先はそうはいかない？―中

国メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b190621-s0-c20.html 

○ 伊５８潜水艦の双眼鏡発見 収集家が公開（岐阜新聞） 

 http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20170915/201709150950_30503.shtml 

○ J アラートが鳴ったあとの数分で生死が決まる（日刊 SPA） 

 https://nikkan-spa.jp/1394110 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 日本自衛隊が米軍艦に洋上給油 再び物議に（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-09/15/content_50018459.htm 

○ 安倍晋三首相「断じて容認できない」 インドから帰途途中に報告受け対応指示

（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170915/plt1709150047-n1.html 

○ 北朝鮮の弾道ミサイル、再び日本上空通過 グアムへ届く飛距離（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/suga-kp-idJPKCN1BP38T 

○ アジア欧州の戦略連携を促進する「一帯一路」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0915/c94474-9269424.html 

○ 港湾協力加速 中国・ASEAN の海上相互連携が一層緊密に（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2017-09/15/content_50018781.htm 

○ 米駆逐艦「マケイン」衝突事故、サイバー攻撃の疑いで捜査（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/---8.php 

○ 北朝鮮の弾道ミサイル、再び日本上空通過 グアムへ届く飛距離（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/09/28383.html 

○ 外務省、日印共同声明にコメントを発表（ＣＲＩ） 

 http://japanese.cri.cn/2021/2017/09/15/147s265269.htm 

 

１４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 習近平氏の礼賛番組に映し出された木造漁船に見覚えが…（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/170914/clm1709140004-n1.html 

○ 安倍首相を熱烈歓迎するインド、中国けん制で共同歩調（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/14/2017091400713.html 

○ 日印首脳会談で北朝鮮非難の声明発表へ インド高速鉄道建設へ１０００億円の

円借款供与（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170914/wor1709140012-n1.html 

○ 海自、北警戒の米イージス艦に給油 安保関連法の新任務（産経） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170914/plt1709140014-n1.html 

○ トランプ米大統領 11 月訪中、5 つの特殊要素―米メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b190573-s0-c10.html 

○ 非公表の安保法新任務把握できず（共同） 
 https://this.kiji.is/280990812111078497?c=39546741839462401 

○ 日本首相のインド訪問（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/japan-i34961 

○ 日印、北への圧力最大化訴え…航行の自由も確認（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170914-OYT1T50130.html 

○ 湯浅博本紙特別記者「対北、積極防衛に転じよ」（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170914/plt1709140045-n1.html 

○ ミサイル防衛を偏重しすぎている日本（JBPress） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51048 

○ 艦隊は、何をするか？（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2017/09/a-fleet-to-do-what/ 

○ 神以上のものによって：1783 年以降、アジア太平洋における壮大な戦略とアメ

リカの力（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/by-more-than-providenceby-more-than-providence-grand-

strategy-and-american-power-in-the-asia-pacific-since-1783/33064 

 

１３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 政府が国境離島の私有地調査へ 約１００年放置も…他国の不法利用を防止 有

識者会議で対応を検討、平成３０年度中の結論目指す（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170913/plt1709130003-n1.html 

○ 首相、インドに出発 北朝鮮決議の履行で一致の見通し（共同） 

 https://this.kiji.is/280514263952262645?c=39546741839462401 

○ 安倍首相 インドへ出発 北朝鮮への圧力強化確認へ（毎日） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://mainichi.jp/articles/20170913/k00/00e/010/227000c 

○ 海上保安機関の結束を確信と安倍総理祝辞（Economic News） 

http://economic.jp/?p=76535 

○ 警戒せよ！ 日本がタイに高性能レーダーを輸出しようとしている！＝中国報道

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1643914?page=1 

○ 地球観測に関する政府間会合、中国が連合議長国に再選される（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0913/c95952-9268505.html 

○ 安倍晋三首相、１４日にモディ印首相と会談 対北朝鮮、対中国で連携へ（産

経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170913/plt1709130044-n1.html 

○ 日印シャトル、狙うのは中国牽制 経済テコに防衛協力も（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK9F4WJ3K9FUTFK00J.html 

○ 台湾周辺の中国爆撃機飛行：何の目的？（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2017/09/chinese-bomber-flights-around-taiwan-for-

what-purpose/ 

○ 南アジアの加熱：インドの展望（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2017/09/southern-asia-is-heating-up-an-indian-

perspective/ 

○ NAVSEA は、即応海軍兵力の定時復帰を改善（英文）（SEA POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20170913-NAVSEA.html 

○ 人工知能は、我々の戦争の方法にとって破壊的か？（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/will-artificial-intelligence-disruptive-way-war/33747 

 

１２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 軍港めぐり「平和に」 横須賀、きょう定期運航１０年目（東京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/kanagawa/list/201709/CK2017091202000174.html 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 東南アジア、「中国依存」で払う高いツケ（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8422.php 

○ 「日本が核武装するかも」と思わせることで金正恩牽制も（NEWS ポストセブ

ン） 

 http://www.news-postseven.com/archives/20170912_611770.html 

○ 海上自衛隊の哨戒機、比海軍と南シナ海で訓練（REUTERS） 

  http://jp.reuters.com/article/japan-pilippines-p3c-idJPKCN1BN0RV 

○ 中国の党と軍の同期（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/chinas-synchronization-of-party-and-military/33839 

 

１１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ミサイル防衛 PAC3 の高知県へ配備続く どう見る“暴走”北朝鮮(上)（高知新

聞） 

 http://www.kochinews.co.jp/article/123747/ 

○ 首相、自衛隊幹部に訓示（佐賀新聞） 

 http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/462334 

○ 尖閣国有化５年 中国船の領海侵入常態化で海保、警戒強める １１日も機関砲

搭載船など４隻航行（産経） 
 http://www.sankei.com/west/news/170911/wst1709110020-n1.html 

○ 尖閣国有化５年／本格的な関係改善を（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1505096287640/index.html 

○ 中国が世界の港を「爆買い」して得るもの―米誌（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b190231-s0-c20.html 

 

１０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「しらせ」酒田寄港（荘内日報） 

 http://www.shonai-nippo.co.jp/cgi/ad/day.cgi?p=2017:09:10:8094 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 海保警備体制 適切な法執行で主権を守れ（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170909-OYT1T50139.html 

○ 日英地位協定 検討 共同訓練の円滑化目指す（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170910/k00/00m/010/100000c 

○ 海上自衛隊の砕氷艦「しらせ」１５年ぶりに酒田港へ 一般公開開始（河北新

報） 

 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201709/20170910_53034.html 

○ 尖閣周辺に中国船４隻 海保、国有化５年を前に警戒（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170910/plt1709100011-n1.html 

○ 国連事務総長が朝鮮半島危機を懸念（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i34817 

 

０９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 沈没戦艦「陸奥」を引き揚げ…半世紀前に大プロジェクト（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/170909/rgn1709090004-n1.html 

○ 第７艦隊乗員「訓練不足」３７％ 朝鮮半島緊迫化で任務増（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201709/CK2017090902000141.html 

○ 北朝鮮の「核ミサイル」は撃ち落とせるか（President） 

 http://president.jp/articles/-/23046 

○ 「警戒監視、念には念を」小野寺防衛相（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170909/k00/00e/010/282000c 

○ 八重山日報が「尖閣」の天気予報を独自掲載 国有化５年、要望に応え（産経） 
 http://www.sankei.com/life/news/170909/lif1709090020-n1.html 

○ 日本近海、中朝韓の違法操業横行 密漁封じに最新鋭船（東京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/economics/list/201709/CK2017090902000242.html 

○ 空自Ｆ１５戦闘機と米Ｂ１爆撃機が共同訓練（産経） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://www.sankei.com/politics/news/170909/plt1709090014-n1.html 

○ 東シナ海上空で訓練 北朝鮮の挑発けん制（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170910/k00/00m/010/044000c 

○ 空自と米空軍が共同訓練、Ｂ１爆撃機２機も参加（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20170909-OYT1T50107.html 

 

０８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「迅速に正す」米軍新司令官 事故受け横須賀市長に（神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/276261 

○ 新段階に来た中国人民解放軍の改革（WEDGE Infinity） 
 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/10480 

○ 米原子力空母ロナルド・レーガンが横須賀出港へ 朝鮮半島近くに展開か（産

経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170908/wor1709080004-n1.html 

○ 韓国海軍１８００トン級潜水艦を進水…「地上標的まで精密打撃」（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/192/233192.html?servcode=200&sectcode=200 

○ 中国が"東京爆撃"の飛行訓練を進める思惑（President） 

 http://president.jp/articles/-/23051 

○ 強力な戦略資産を望む韓国…米国、Ｆ－３５Ｂステルス機と海兵遠征部隊を派遣

か（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/200/233200.html?servcode=A00&sectcode=A20 

○ 米イージス艦事故「訓練不足が横行」 公聴会で米監査院（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK983209K98UHBI008.html 

○ 「日本が中国けん制を念頭にインドネシア支援」に中国専門家が反発―中国紙

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b189984-s0-c10.html 

○ 沖縄・与那国島周辺ＥＥＺに台湾調査船 ４日連続、ワイヤ垂らし航行（産経） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://www.sankei.com/west/news/170908/wst1709080051-n1.html 

○ 海外拠点の米軍艦、訓練やメンテナンスに問題 米監査院が懸念（ＡＦＰ） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3142164 

○ 日本、米軍艦との巡航をツイート（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-09/08/content_50013931.htm 

○ 「北朝鮮、建国記念日９日前後に…」 警戒を強める（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170909/k00/00m/010/072000c 

○ 「日本の実効支配崩した」 中国、巡視船の戦闘力を急速に増強（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170908/wor1709080046-n1.html 

○ 「中国やりたい放題」地元漁師や市議ら危機感、海保は「薄氷を踏む」警備（産

経） 
 http://www.sankei.com/west/news/170908/wst1709080101-n1.html 

○ 歯止めかからぬ中国公船の侵入 かすむ日本の有効支配（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/170908/plt1709080059-n1.html 

○ 海上打撃モードを含む海軍のトマホーク延命（英文）（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20170908-mst.html 

○ 米海軍は、AN/SPY-6(V)レーダー・ミサイル防御試験に成功（英文）

（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20170908-AMDR.html 

 

０７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南極の氷、邑知小に 自衛隊石川協力本部（北國新聞） 

 http://www.hokkoku.co.jp/subpage/H20170907105.htm 

○ 社説［軍拡進む東アジア］危機を転換の時とせよ（沖縄タイムス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/138944 

○ 【高論卓説】安全保障上重要な原発 暴挙繰り返す北への潜在的核抑止力

（SankeiBiz） 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170907/mca1709070500009-n1.htm 

○ ＯＤＡ予算 戦略的貢献で存在感を高めよ（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170906-OYT1T50129.html 

○ 中国海軍は日本の海上自衛隊に比肩、ただ足りないのは…―中国報告（Record 

China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b189728-s0-c10.html 

○ 米空母が朝鮮半島を巡回 米韓国防相確認、北挑発に圧力 日米、電子偵察機の

訓練公表（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170907/wor1709070010-n1.html 

○ 「尖閣問題で日中が衝突する可能性が高まる」、中国専門家が海自の訓練に言及

―中国メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b189848-s0-c10.html 

○ 「ソウル安保対話」きょうから本会議 北朝鮮核問題など議論（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/07/2017090701677.html 

○ ベトナム、中国に 1 週間に 2 度抗議、南シナ海で実弾演習―米メディア（Record 

China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b189844-s0-c10.html 

○ 潜水艦「伊５８」を特定 穴の分布など決め手 長崎・五島沖（静岡新聞） 

 http://www.at-s.com/news/article/topics/shizuoka/399473.html 

○ 日米の専門家率いて南シナ海・太平島で科学調査＝科技部／台湾（フォーカス台

湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201709070009.aspx 

○ 中国軍が「奇襲」に備えて演習、朝鮮半島で軍事的緊張高まる（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8401.php 

○ 海軍は、USS ジョン S.マケインを横須賀へ輸送する予定（英文）

（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20170908-McCain.html 
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２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

０６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ サイバー攻撃が戦争に発展するのは時間の問題（WEDGE Infinity） 
 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/10478 

○ 膨張する「安倍予算」（福井新聞） 
 http://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/235055 

○ 北核実験：米太平洋艦隊司令「艦艇 200 隻が待機状態」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/06/2017090601042.html 

○ 南シナ海の島に魚市場 日本、中国牽制で建設支援（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK965VYLK96UHBI02P.html 

○ 海軍は、海上で衝突している。それは、なぜ起きたか、何をしなければならない

か。（英文）（Heritage Foundation） 
 http://www.heritage.org/defense/commentary/the-navy-having-collisions-sea-

heres-why-its-happening-and-what-should-be-done 

 

０５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 不戦への誓い新たに 「対馬丸」犠牲者を追悼 （神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/275492 

○ 海自厚木 3 空隊の全哨戒機が P1 に（神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/275490 

○ 深海救難艇を１８年ぶり建造…川重神戸工場（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20170904-OYTNT50403.html 

○ 護衛艦「くらま」道の駅に備品 佐世保（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20170904-OYTNT50405.html 

○ 【社説】概算要求最大に 防衛費に再び「節度」を（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017090502000138.html 

○ 中国が海底版「万里の長城」を構築か、最強の水中探査技術で潜水艦に対応―英

誌（Record China） 
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 http://www.recordchina.co.jp/b189512-s0-c10.html 

○ 北核実験：「私が韓国に言った通り…」 米大統領のツイートにざわつく韓国政

界（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/05/2017090500799.html 

○ 岩国市と日本飛行機が進出協定調印 米軍機の整備へ（山口新聞） 

 http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2017/0905/5p.html 

○ メイ英国首相訪日の画期的意義（JBPress） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50972 

○ 「第４次産業革命の象徴」ドローン…中国は飛び、韓国は這う（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/060/233060.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 日本が対外武器無償譲渡を決定 狙いは中国けん制（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-09/05/content_50010102.htm 

〇 韓国国防相が米太平洋艦隊司令官と会談 北核実験受け対応協議（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/05/2017090502122.html 

○ 日印防衛相、共同訓練の拡大で一致 航空機を相互訪問（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/india-idJPKCN1BG189 

○ ＢＲＩＣＳ首脳会議 閉幕 中国は「大国外交」演出に腐心（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170906/k00/00m/030/050000c 

○ 日印防衛相会談 圧力強化で一致 対北朝鮮、共同訓練拡大（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170906/k00/00m/010/057000c 

○ 北・中国けん制、日米のデータ収集機共同訓練へ（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170905-OYT1T50077.html 

○ 「ワスプ」は、日本に前方展開させるために出発する。（英文）

（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20170905-WASP.html 

 

０４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

http://www.recordchina.co.jp/b189512-s0-c10.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/05/2017090500799.html
http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2017/0905/5p.html
http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2017/0905/5p.html
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50972
http://japanese.joins.com/article/060/233060.html?servcode=100&sectcode=120
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-09/05/content_50010102.htm
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/09/05/2017090502122.html
http://jp.reuters.com/article/india-idJPKCN1BG189
http://mainichi.jp/ch151142872i/%EF%BC%A2%EF%BC%B2%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%B3%E9%A6%96%E8%84%B3%E4%BC%9A%E8%AD%B0
http://mainichi.jp/articles/20170906/k00/00m/030/050000c
http://mainichi.jp/ch160609858i/%E6%97%A5%E5%8D%B0%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%9B%B8%E4%BC%9A%E8%AB%87
http://mainichi.jp/articles/20170906/k00/00m/010/057000c
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170905-OYT1T50077.html
http://seapowermagazine.org/stories/20170905-WASP.html


２９．１０．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 軽視できぬ 中国「 製造強国」の伝播力（日経ビジネス） 
 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/278202/090100069/ 

○ ミサイル発射、J アラートで嘘八百を垂れ流したテレビ（JBPress） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50956 

○ 北朝鮮問題をめぐる米中の駆け引き（WEDGE Infinity） 
 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/10464 

○ 【寄稿】北朝鮮核実験 軍事的オプションとは（BBC） 
 http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-41144422 

○ 米国、今月 20 日に北朝鮮へ軍事攻撃の可能性…北朝鮮、来年中に核搭載 ICBM

配備完了か（Business Journal） 

 http://biz-journal.jp/2017/09/post_20458.html 

○ 警戒せよ！ いずも型護衛艦はもはや「準空母」と呼べる脅威だ！＝中国

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1643283?page=1 

○ 特攻隊慰霊ツアー、本紙読者２３人参加 「語り継ぎたい」（産経） 
 http://www.sankei.com/life/news/170904/lif1709040041-n1.html 

○ 中国の新型総合補給艦の 1 番艦が就役（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-09/04/content_50009085.htm 

 

０３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北東アジアに日米韓の F35 戦闘機 100 機以上集結、中国メディア「ひそかに空

から外科手術のような攻撃できる」と警戒（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b189217-s0-c10.html 

○ 中国海軍、新型補給艦が就役 空母と連携 脅威に（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201709/CK2017090302000114.html 

○ ODA 戦略が中国の「一帯一路」構想と丸かぶり、頭抱える日本政府―中国メデ

ィア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b189413-s0-c10.html 
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○ 【防衛オフレコ放談】尖閣領空で中国ドローン撃墜する日 海保に白羽の矢が立

ったワケ、自衛隊との垣根消える？（産経） 

 http://www.sankei.com/premium/news/170903/prm1709030014-n1.html 

 

 

０２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、国歌法を制定 歌詞変更や侮辱は拘留、刑事責任も（朝日デジタル） 

 http://www.asahi.com/articles/ASK9152K8K91UHBI01S.html 

○ 【一筆多論】設立から５０年 緩いＡＳＥＡＮ流は変わるか 内畠嗣雅（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/170902/clm1709020005-n1.html 

○ 巡視船等整備に２２９億円／海上保安庁１８年度要求（宮古毎日） 

 http://www.miyakomainichi.com/2017/09/101911/ 

○ 南シナ海の航行の自由作戦、定期的に…米紙（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20170902-OYT1T50064.html 

○ 【コラム】軍事と IT 208 特別編・システム屋さんから見たイージス・アショ

アの利点（マイナビ） 

 http://news.mynavi.jp/column/military_it/208/ 

○ 探してます！昔の海図 関東大震災で焼失のため海保（神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/275044 

○ 南シナ海 「航行の自由」作戦を米強化 中国の反発必至（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170903/k00/00m/030/033000c 

○ 尖閣侵攻力さらに…中国、海兵隊を海軍直轄に格上げ 台湾の報告書指摘（産

経） 
 http://www.sankei.com/world/news/170902/wor1709020027-n1.html 

 

０１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 宮古島の陸自配備に 260 億円、石垣島も盛り込む 防衛省 2018 年度概算

要求（沖縄タイムス）  
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 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/135995 

○ 日英首脳会談 海洋国家の絆を強めたい（産経） 

 http://www.sankei.com/column/news/170901/clm1709010002-n1.html 

○ 首脳会談 日英「産業政策対話」を新設 安保・経済協力で共同宣言

（SankeiBiz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170901/mca1709010500002-n1.htm 

○ 中国、東・南シナ海の紛争海域にドローンを積極導入―米メディア（Record 

China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b189194-s0-c10.html 

○ 日本の防衛費が過去最大に 中国は行動を慎むよう警告（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-09/01/content_50006410.htm 

○ 防災の日 災害、その日に備え 小田原では合同訓練（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20170901/k00/00e/040/263000c 

○ 安倍氏がメイ首相を厚遇、双方の思惑とは？（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-09/01/content_50006498.htm 

○ 防衛予算／財政事情も考え精査を（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1504231328263/index.html 

○ 低軌道ブロードバンドネットワークシステム、来年に技術実証衛星打ち上げ（人

民網日本語版） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/0901/c95952-9263276.html 

○ 北極開発でロシアは誰よりも先へ（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8358.php 

○ 台湾初の有人潜水艇開発へ 5 年以内の完成目指す（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/aeco/201709010009.aspx 

○ アメリカはウクライナで「航行の自由」作戦をやるべきだ（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/89-2.php 

○ ベトナムは南シナ海問題で歴史教科書を改ざんし、墓穴を掘った―中国専門家

（Record China） 
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 http://www.recordchina.co.jp/b189186-s0-c10.html 

○ 海軍は、世界的な挑戦に対応するため、艦隊を修理し、拡大しなければならな

い。（英文）（Heritage Foundation） 
 http://www.heritage.org/defense/commentary/navy-must-repair-expand-its-fleet-

meet-mounting-global-challenges 

○ 方針訂正：海軍は、人（単にプラットホームだけでなく）に投資する必要があ

る。（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2017/09/course-correction-the-navy-needs-to-invest-

in-people-not-just-platforms/ 

 

（了） 
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