
２９．１１．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

 

～ 海の News（10 月）～ 

３１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ マンハッタンでトラック暴走、８人死亡 ＮＹ市長「テロ行為」（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35109681.html?tag=top;subStory 

○ 首相、NATO 事務総長と会談 対北朝鮮で圧力強化確認へ（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22913330R31C17A0EAF000/ 

○ 北朝鮮、大宇造船にサイバー攻撃 軍艦艇の設計図入手＝韓国議員（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-cybercrime-idJPKBN1D00JG 

○ 中国と関係回復で合意 「双方の立場をバランス良く反映」＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/10/31/0900000000AJP2017103100

3500882.HTML 

○ 外交部、THAAD 問題で韓国側に約束実行を望む（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1031/c94474-9286844.html 

○ 慰安婦資料のユネスコ記憶遺産登録 日本の阻止でかなわず（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/10/31/0400000000AJP20171031002

200882.HTML 

○ 元選対本部長､無罪主張  ロシア疑惑で起訴､トランプ氏は猛反発（AFP）  

 http://www.afpbb.com/articles/ -/3148675?cx_part=topstory&cx_position=1  

３０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日比首脳会談、中国念頭に南シナ海で協力一致 北の核・拉致に国際圧力（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/171030/wor1710300037-n1.html 

○ 対北朝鮮 情報共有・対応態勢で協力＝韓米日制服組トップ（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/10/30/0400000000AJP20171030002

500882.HTML 

○ 習近平中央軍事委員会主席、軍高官に 6 つの「しなければならない」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1030/c94474-9286446.html 

２９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 防衛技術「日米協力進展を」 富士山会合閉幕（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22854390Z21C17A0FF8000/ 

○ 日本政府：陸自の中古ヘリ部品 フィリピンに無償譲渡へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20171029/k00/00m/030/131000c 

○ 荒天で航空観閲式中止 初の米 B2 爆撃機参加“幻”に（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/171029/plt1710290014-n1.html 
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○ 海自音楽隊と中学生のコンサートで幕開け 葉山町文化祭（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/171029/rgn1710290033-n1.html 

○ 黒潮が１２年ぶりに大蛇行 高潮の被害誘発、シラス漁に打撃（産經） 

 http://www.sankei.com/life/news/171029/lif1710290006-n1.html 

２８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 首相「犠牲、無にしない」…自衛隊殉職隊員追悼（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20171028-OYT1T50051.html 

○ 国防次官補にシュライバー氏＝対中強硬派を指名－米大統領（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102800627&g=use 

○ 北朝鮮、拿捕した韓国漁船を６日後に送還（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/28818.html 

２７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 千島列島を軍事要塞化？ロシアが新たに海軍基地を建設（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/10/post-8768.php 

○ 海自ヘリ事故、2遺体発見＝不明1人の捜索打ち切り―青森（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102700391&g=soc 

○ 北東アジアの平和構築に向けた多国間協議の第一歩が始まった（言論NPO） 

～「日米中韓４カ国対話」公開フォーラム 報告～ 

http://www.genron-npo.net/world/archives/6813.html 

２６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 太平洋上の水爆実験､「文字通り受け止めるべき」 北朝鮮高官（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35109383.html?tag=top;mainStory 

○ 日米艦船、イラン漁船を救助＝海賊襲撃に駆け付ける（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102600765&g=soc 

○ 殉職海自隊員の冥福祈る 京都・舞鶴で追悼式（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171026000150 

○ 岩国・女性隊舎に侵入の20代の海上自衛官を停職処分（TV山口） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171026-00000007-tys-l35 

２５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自練習機、比海軍に無償譲渡 改正自衛隊法を初適用（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22683130V21C17A0PP8000/ 

○ 来年早々に米印2プラス2＝国務長官、対中念頭（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3148088 
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○ Nimitz Strike Group Exits Persian Gulf;  

3 U.S. Carrier Strike Groups Now Operating in 7th Fleet（USNI） 

（ 現在､３個空母打撃群が第７艦隊隷下で行動中） 

https://news.usni.org/2017/10/25/nimitz-strike-group-exits-persian-gulf-3-u-s-carrie

r-strike-groups-now-operating-7th-fleet 

○ 青森沖･海自ヘリ墜落：機体発見 海底 2600 メートル､機内に人影（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20171025/ddm/041/040/068000c 

○ 全 30種類の海自カレーが一堂に＝広島県呉市（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102500393&g=soc 

○ 韓国､「独島の日」迎え国内外でさまざまな行事を開催（中央日報） 

http://japanese.joins.com/article/738/234738.html?servcode=A00&sectcode=A10 

２４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」が党規約に（人民網） 

 中国共産党第 19 全国代表大会が閉幕 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1024/c94474-9284198.html 

○ 2017 共産党大会：習氏､２期目へ主導権握る 最高指導部７人固まる（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO22617770U7A021C1EA2000/ 

○ 習近平が３時間超を費やして語った「あまりに強大な夢」の中身（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53296 

○ 海洋安保で軍事協力強化＝米国防長官、ASEAN と会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102400225&g=int 

○ 韓米日のイージス艦 北ミサイル探知・追跡訓練（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/10/24/0200000000AJP20171024001100882.

HTML 

○ ４年ぶりで三菱重工に艦船を受注させた防衛省の狙い（Wedge） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/10862 

○ イスラエル、ドイツから潜水艦３隻購入＝イラン脅威に対抗（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102400226&g=int 

２３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自民が圧勝 立民が躍進し野党第１党に（NHK） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171023/k10011193141000.html?utm_int=ne

ws-politics_contents_list-items_020 

○ 日米首脳が電話会談、北朝鮮への圧力で一致 衆院選結果に祝意も（ﾛｲﾀｰ） 

 http://jp.reuters.com/article/abe-trump-idJPKBN1CS0BP 
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○ 続投を決めた安倍氏、日本の戦略的な突破を促すか（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-10/23/content_50043158.htm 

○ 蔡総統、安倍首相に祝意 日本との関係深化に期待／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201710230003.aspx 

○ 安倍政権、総選挙で圧勝…改憲発議線の確保も可能に（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/28766.html 

○ 王岐山氏、退任へ＝反腐敗統括、趙氏が後任か－党大会が２４日閉幕・中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102300999&g=int 

○ インドネシア国軍司令官、米入国を拒否される（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35109193.html?tag=cbox;world 

２２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 創業 100 年目、社名から「造船」外し覚悟示す（日刊工業新聞） 

三井造船が来年に粋持ち株会社制へ 護送船団で他事業に頼らず 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171022-00010000-newswitch-ind 

○ 京都・舞鶴のご当地グルメ堪能 赤れんがフェスタ開幕（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20171022000051 

○ 宮城県知事選、現職の村井嘉浩氏が新人破り４選（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/election/local/20171022-OYT1T50164.html 

２１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 航空自衛隊が「もう限界」事故続発、観閲式もぶっつけ本番で!?（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53269 

１９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国共産党第十九回全国代表大会 習主席の報告､中国の新時代告げる（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-10/19/content_50040679.htm 

○ 19 フレーズで早読み！ 十九大報告（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1019/c94474-9281986.html 

○ 韓国海兵隊 「独島」防衛の部隊創設へ＝戦略島嶼防衛司令部も（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2017/10/19/0200000000AJP2017101900

1300882.HTML 

○ 米国務長官、中国への対抗でインドに連携呼びかけ（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/41676358 

○ スペイン政府、カタルーニャ州の自治権を停止へ（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/41676363 
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１８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○【中国共産党大会】尖閣､南シナ海…海洋強国アピール 台湾独立｢断じて許さぬ｣（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/171018/wor1710180048-n1.html 

○ 北朝鮮への圧力強化確認＝ソウルで日米韓次官協議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017101800827&g=pol 

○ トランプ、金正恩の斬首部隊を韓国へ 北朝鮮に加え中国にも圧力か？（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/10/post-8679.php 

○ 空自ヘリ墜落で乗員４人捜索 浜松沖、海保も合流（産經） 

 http://www.sankei.com/affairs/news/171018/afr1710180007-n1.html 

○ 百里基地：F4 戦闘機から出火 乗員２人脱出し無事 茨城（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20171018/k00/00e/040/276000c 

○ カンニングで海自隊員を減給処分 京都 「赤点いやだった」（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171018000143 

○ 海上自衛隊那覇基地で 15 人食中毒疑い（沖縄ﾀｲﾑｽ） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/157624 

１７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自：ミサイルの不具合放置 無償の修理期間経過（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20171017/k00/00m/040/099000c 

○ 中国海軍遠洋航行訪問艦隊、20 カ国歴訪を終え凱旋（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-10/17/content_50038989.htm 

○ イラク軍がキルクーク市を掌握 クルド人勢力は退却（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/41647835 

１６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米軍の戦略兵器、朝鮮半島に続々集結（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/10/16/2017101600588.html 

○ 米空母が 16 日中に日本海へ、海自との訓練終了＝関係者（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/us-carrier-sdf-idJPKBN1CL0ZH 

○ 中印国境、再び緊張＝「中国軍撤退せず」報道も（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017101600229&g=int 

○ オーストリア総選挙 世界最年少の 31 歳首相誕生へ（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/41632000 

○ GM の燃料電池車に米国陸軍・海軍が注目（MONOist） 

静粛性や走行距離の長さが軍事での強みに 

http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1710/16/news030.html 
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○ 不倫相手から現金“盗む” 海自隊員を懲戒免職に（ANN News） 

 https://www.asahi.co.jp/webnews/ann_s_000112264.html 

１５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北京で中国共産党第 18 期中央委員会第 7 回全体会議開催（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-10/15/content_50037576.htm 

○ 京都・舞鶴市民ら防災への意識新た 大規模地震想定し訓練（産經） 

 http://www.sankei.com/region/news/171015/rgn1710150017-n1.html 

○ 四日市港で海上自衛隊護衛艦「いせ」公開（CBC News） 

 http://hicbc.com/news/detail.asp?id=00044FCF 

○ ソマリア首都の連続爆発、死者 230 人 過去最悪規模（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35108796.html 

１４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本の海自護衛艦がウラジオストック入港 歓待を受ける（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201710144184339/ 

１３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イスラエルもユネスコ脱退へ＝米国に追随（AFP）  

 http://www.afpbb.com/articles/ -/3146544 

○ 平成２９年度上半期の緊急発進実施状況について（統幕） 

 http://www.mod.go.jp/js/Press/press2017/press_pdf/p20171013_05.pdf 

○ 沖縄県、環境汚染調査を開始 米軍ヘリ炎上事故（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKBF5K3TKBFTIPE027.html 

○ 陸自富士学校に新訓練施設 統合火力誘導員を養成（静岡新聞） 

 http://www.at-s.com/news/article/politics/shizuoka/414736.html 

１２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本人 96 人が独島訪問･･･11 人に独島名誉住民証を発行（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/295/234295.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 有事作戦統制権「米軍から速やかに移管」＝韓国国防相が方針（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/10/12/0900000000AJP2017101200

1200882.HTML 

○ 横須賀配属の米ミサイル巡洋艦、目立つ士気低下 艦内調査（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35108692.html?tag=top;subStory 

○ イージス艦事故の黒幕は北朝鮮か？ 最強の軍艦の思わぬ弱点（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/10/post-8642.php 
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○ 米国がユネスコ脱退へ、反イスラエル姿勢など理由に（ﾛｲﾀｰ） 

 http://jp.reuters.com/article/unesco-election-usa-idJPKBN1CH2BN 

○ 安倍官邸が怒る“小池寵愛”防衛相エリートの出馬（ﾃﾞｲﾘｰ新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2017/10180558/?all=1 

○ 金井さん「宇宙に行く実感、一日一日強く」（讀賣） 

 http://www.yomiuri.co.jp/science/20171012-OYT1T50060.html 

○ 女性にわいせつで海自隊員懲戒 京都・舞鶴（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171011000149 

１１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○「米朝の緊張状態」元自衛隊幹部２人に聞く（NEWS 24） 

 http://www.news24.jp/articles/2017/10/11/10374849.html 

○ 海自艦、米空母と共同訓練＝沖縄周辺など、北朝鮮けん制（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017101101026&g=prk 

○ 米艦が西沙諸島の中国領海に進入、中国側は警告（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-10/12/content_50035789.htm 

○ ロシア軍、北方領土と千島列島などで軍事演習（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3180886.html 

○ 米 B1B 戦略爆撃機２機また朝鮮半島飛行 韓国軍と合同訓練（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/10/11/0900000000AJP2017101100

0700882.HTML 

○ 中韓通貨交換協定、期限切れ 韓国中銀「継続交渉中」（日經） 

６兆円規模、THAAD 配備影響か 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22128510R11C17A0FF2000/ 

１０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本版 GPS 衛星打ち上げ成功、本格運用へ４機態勢整う（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22051200Q7A011C1000000/ 

○ 各党公約要旨【公約比較】（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017101001093&g=pol 

○ 前代未聞！今度の選挙で自衛隊が心底、困っている裏事情（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/53134 

○ 米軍、南シナ海で航行の自由作戦 中国の進出けん制＝米当局者（ﾛｲﾀｰ） 

 http://jp.reuters.com/article/usa-china-military-idJPKBN1CF36J 

○ 韓国軍の機密文書 1500 万枚相当が北朝鮮に流出（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/10/10/2017101000882.html 
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○ 韓国軍潜水艦「張保皐３」の頭脳 戦闘システムが完成間近（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/pgm/9810000000.html?cid=AJP20171010000900

882 

○ 北朝鮮船籍含む船舶４隻に入港禁止措置、制裁決議違反で 国連（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3146074?cx_part=top_block&cx_position=4 

○ シリアでのロシア航空宇宙軍による作戦の２年（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201709294136688/ 

０９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ パキスタンが中国製新型護衛艦を輸入へ 最終契約を締結（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-10/09/content_50033689.htm 

○ 安全な海へ誓い 舞鶴・海保学校で入学式（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171009000036 

０８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 宮古島に警備ミサイル部隊＝石垣､奄美にも､南西防衛強化－防衛省配備計画（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100800308&g=soc 

○ 国際海洋法裁判所長に白珍鉉氏、韓国人初（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/10/08/2017100800448.html 

０７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 安倍首相「9 条に文民統制を明記する」 党首討論で（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKB76QJJKB7ULFA003.html 

０６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国は軍事基地を世界に建設の公算､米国と利害衝突も－米情報当局者（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-10-06/OXDQ2O6TTDS101 

０５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米海軍・太平洋艦隊司令官の退役を笑って喜ぶ中国（JB press） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51232 

○ 北朝鮮の脅威と米国の激怒のもとでの「ガラスの家」に住む日本（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201710054154239/ 

○ USS John S. McCain Leaves Singapore for Repairs in Japan（USNI） 

（ USS ジョン･S･マッケイン、日本での修理のため､シンガポール発） 

https://news.usni.org/2017/10/05/uss-john-s-mccain-leaves-singapore-repairs-japan#

more-28619 
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０４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自教育隊式典 112 人が精練誓う 横須賀（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/281956 

○ 海自佐世保教育隊で始業式（長崎新聞） 

 http://www.nagasaki-np.co.jp/news/kennaitopix/2017/10/04090200052624.shtml 

○ 速度超過と欠勤で３等海曹を停職 海自第 21 整備補給隊（千葉日報） 

 https://www.chibanippo.co.jp/news/national/443180 

○ 海自隊員がキャラグッズ万引 京都・舞鶴総監部が処分（京都新聞） 

 http://kyoto-np.co.jp/politics/article/20171004000130 

０３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ラスベガス銃乱射、59 人死亡 米史上最悪の犠牲者数（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35108175.html?tag=top;mainStory 

○ 米空母「ロナルド・レーガン」､香港に寄港（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3174234.html 

○ 米・タイ首脳が会談 中国にらみ関係修復（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/171003/wor1710030050-n1.html 

０２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 改憲発議を明記、自衛隊論議「党内外で」 自民公約の全容判明（ﾛｲﾀｰ） 

 http://jp.reuters.com/article/japan-constitution-election-idJPKCN1C70LO 

○ 谷垣氏引退の京都５区に小池氏元部下 自衛隊票の行方は（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKB23PQ3KB2PTIL008.html 

○ 海自、米空母と訓練＝沖縄から台湾南方（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100200524&g=soc 

○ 海保、東南アジアを支援 中国の南シナ海進出で要請相次ぐ（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/171002/plt1710020105-n1.html 

○ カタルーニャは「独立国家となる権利を獲得」 独立投票で州政府（BBC） 

 http://www.bbc.com/japanese/41464293 

０１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 平和条約推進へ意欲＝安倍首相、ロシア副首相と会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100100338&g=pol 

○ 希望「踏み絵」､リベラル動かす＝野党共闘､新党で再構築【17 衆院選】（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100100623&g=pol 
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