
２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

～ 海のNews（１１月）～ 
 

３０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮問題の解決を本音では望まない習近平「次の一手」（ダイヤモンド） 
 http://diamond.jp/articles/-/151270 

○ 北ＩＣＢＭ読めぬ発射 強い憤り（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/local/shimane/news/20171129-OYTNT50215.html 

○ 【主張】ＩＣＢＭ発射 北は自滅への道急ぐのか 「核完成」阻止へ手立て尽く

せ（産経） 

 http://www.sankei.com/column/news/171130/clm1711300002-n1.html 

○ 西海・佐世保両市に温度差 米ＬＣＡＣ夜間訓練 米海軍「制限ない航行目指

す」 米海軍「長年の目標」 西海「断じて許せぬ」 [長崎県]（西日本新聞） 
 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/376812 

○ 金井宇宙飛行士 最終試験に合格 来月 宇宙での長期滞在へ（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171130/k10011240671000.html 

○ J−11B 戦闘機を南シナ海・領有紛争の島に配備、恒温格納庫も建設―中国メディ

ア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b224125-s0-c10.html 

○ 中国海警の艦隊、29 日に釣魚島領海内を巡航（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-11/30/content_50078499.htm 

○ 日本が撮影 中国海軍の軍艦 3 隻が逆時計回りに台湾を迂回（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-11/30/content_50078521.htm 

○ 豪議員が中国人と通じていた？豪首相までが非難する事態に―中国メディア

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b224107-s0-c10.html 

○ なぜ米中の対テロ協力が鈍るのか（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/u-s-china-counterterrorism-cooperation-falters/34793 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 新たな米露冷戦と韓国の危機（英文）（JAMESTOWN FOUNDATION） 
 https://jamestown.org/program/new-russian-us-cold-war-korean-crisis/ 

 

２９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米国務長官が北朝鮮のミサイル発射非難、国際社会に新たな措置促す

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/tillerson-idJPKBN1DS30M 

○ 海自元海将「火星１４型の公算が高い」（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171129/k10011239291000.html 

○ 北朝鮮がミサイル発射、高度 4000 キロ超 ＩＣＢＭ級と推定（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/11/29830.html 

○ 【湯浅博の世界読解】米中動かすインド太平洋戦略 「中国の台頭と米国の無気

力」に対処する安倍首相の包囲網づくり（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171129/wor1711290053-n1.html 

○ 北朝鮮ミサイル 「着実に開発進めている」防衛省警戒（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171129/k00/00e/040/271000c 

○ 首相 日米共同訓練「北朝鮮に同盟の絆示した」（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171129/k10011239571000.html 

○ 北朝鮮「発射」に対峙する、日本のミサイル防衛の要「PAC-3」の実像

（BUSINESS INSIDER） 
 https://www.businessinsider.jp/post-107850 

○ 北朝鮮、新型 ICBM「火星 15」発射成功と表明 「米全土到達可能」

（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/icbm15.php 

○ 北が弾道ミサイル 到達高度 過去最高４５００キロ（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201711/CK2017112902000249.html 

○ 北朝鮮がＩＣＢＭ級の弾道ミサイル、米本土への到達能力も（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-icbm-1129-idJPKBN1DS2SH 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 北朝鮮が ICBM 級ミサイル発射 米科学者「米国のどの都市にも届く」

（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/4000icbm.php 

○ 海上自衛隊元海将「米本土に届くＩＣＢＭか」（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171129/k10011240061000.html 

○ 米国 迎撃ミサイルを拡充 年内に新戦略公表へ（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171130/k00/00m/030/082000c 

○ トランプ政権、対北圧力極大化へ 海上臨検も（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171129/wor1711290095-n1.html 

○ オーストラリア、アジアにおけるアメリカのシフトを考える（英文）（WAR ON 

THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2017/11/16270/ 

○ バルカン半島の予期しない地域プレーヤー：中国（英文）（WAR ON THE 

ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2017/11/unexpected-regional-player-balkans-china/ 

 

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

○ 陸自祭に 6600 人 離島奪還の訓練展示も（八重山日報） 

 https://www.yaeyama-

nippo.com/2017/11/28/%E9%99%B8%E8%87%AA%E7%A5%AD%E3%81%AB6600

%E4%BA%BA-%E9%9B%A2%E5%B3%B6%E5%A5%AA%E9%82%84%E3%81%A

E%E8%A8%93%E7%B7%B4%E5%B1%95%E7%A4%BA%E3%82%82/ 

○ 〔政治スポットライト〕豪が中国に警戒感、米政府は支持（NNA ASIA） 

 https://www.nna.jp/news/show/1693156 

○ 日英の密着…自衛隊が英軍協力、ミサイルも共同開発（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/920/235920.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ インド洋に対する中国の海洋戦略（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/chinese-maritime-strategy-indian-ocean/34771 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ ジブチにおける中国の基地：ドイツのアジア植民地主義からの教訓（英文）

（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/chinas-base-djibouti-lessons-germanys-asian-colonialism/34828 

○ 中国は世界的な強国になるために海の方を見る（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/china-looks-seaward-become-global-power/34834 

○ 最初の日本配備の CVW-5 ジェット飛行隊が、岩国基地に到着（英文）

（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20171128-CVW.html 

 

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

○ 日英「地位協定」に向け協議へ…共同訓練を強化（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20171127-OYT1T50006.html 

○ 「日本の地位は低下」中国人教授が語るアジア太平洋の地政学（WEDGE 

Infinity） 
 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/11217 

○ トランプの無策が中国の追い風に（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/post-8990.php 

○ 海上自衛隊、装備総動員の大規模演習を実施（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-11/27/content_50071678.htm 

○ 深海救助装置にロボット…アルゼンチン潜水艦捜索、米ロが技術支援（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3153094 

○ ＜浮上する自衛隊＞（５）自衛隊も「人手不足」…「背広組」ｖｓ「制服組」の

葛藤も深く（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/867/235867.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 動画：深海救助装置にロボット…アルゼンチン潜水艦捜索、米ロが技術支援

（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3153155 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 中国の宇宙ステーションが「もうすぐ地球に落ちてくる」──科学者たちが予測

した被害の中身（WIRED） 
 https://wired.jp/2017/11/27/how-scientists-predict-if-a-spacecraft-will-fall/ 

○ 豪政府、外国白書で「中国はすでに世界一」との認識―米華字メディア（Record 

China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b209429-s0-c10.html 

○ 中国、朝鮮族実業家を逮捕 北朝鮮と取引企業の摘発続く（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171127/wor1711270051-n1.html 

○ 韓国が中国にいじめられるのは「小さい」からか―米華字メディア（Record 

China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b222398-s0-c10.html 

○ 陸上型イージスを導入、「日本の意図に警戒すべき」＝中国メディアが神経尖ら

せる（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b222552-s0-c10.html 

○ PLA 海軍の進化と中国の国家安全保障利益（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/evolution-pla-navy-chinas-national-security-interests/34782 

 

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

○ 【主張】米国の慰安婦像 歴史戦の構図に目向けよ（産経） 

 http://www.sankei.com/column/news/171126/clm1711260002-n2.html 

○ 若狭湾に眠る沈船伝説 終戦直後「証拠隠滅」図り…（産経） 
 http://www.sankei.com/west/news/171126/wst1711260007-n1.html 

○ 李承晩ラインを考える／「竹島問題１００問１００答」再批判に対して（山陰中

央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1511670187326/index.html 

 

２５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 米大統領から頼りにされる指導者 兄・安倍晋三の外交戦略が日本を守る 岸信

夫（産経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/171125/prm1711250010-n1.html 

○ 「戦わずして敵を屈服させる」孫子の教えを実践し国際秩序に対抗する中国を米

国はどう見ているか（ダイヤモンド） 
 http://diamond.jp/articles/-/150828 

○ 在韓米軍高官は韓国を信用せず 文在寅氏＆習近平氏＆キッシンジャー氏の夢

「在韓米軍撤退」（産経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/171125/prm1711250012-n1.html 

○ 中国空軍の遠洋訓練「常態化、体系化、実戦化を実現」 軍機が宮古海峡など

「第１列島線」越境（ZAKZAK） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/171125/soc1711250014-n1.html 

○ 太平洋艦隊と海上自衛隊が日本海で捜査救難演習「SAREX-2017」実施

（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201711254312788/ 

 

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

○ ＜浮上する自衛隊＞（４）日米同盟を名分に防衛費「１％ルール」廃止？（中央

日報） 

 http://japanese.joins.com/article/793/235793.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 米国は強力なアジア関与を、中国の影響力拡大に懸念＝豪外交白書

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/australia-defence-idJPKBN1DO0AR 

○ 海上自衛隊、装備総動員の大規模演習を実施（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-11/24/content_50069189.htm 

○ 米国は強力なアジア関与を、中国の影響力拡大に懸念＝豪外交白書（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/11/29756.html 

○ 南シナ海問題で「無責任な発言」 中国、豪外交白書を批判（BBC） 
 http://www.bbc.com/japanese/42106023 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 米海軍輸送機墜落 行方不明３人の捜索打ち切り（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171124/k10011234211000.html 

○ ロシア軍機、日本海上空で演習（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/post-8980.php 

○ 米海軍輸送機墜落、不明の３人の捜索打ち切り（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35110919.html 

○ 中国空軍の遠洋訓練は「常態化、実戦化」と中国紙 西太平洋までの越境が活発

に（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171124/wor1711240030-n1.html 

○ 豪大使 中国の海洋進出「日米豪印で連携強化を」（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171124/k10011234511000.html 

 

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

○ 墜落は嘉手納を飛び立った１機か 米輸送機事故、３人の行方捜す（沖縄タイム

ス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/174286 

○ 米軍機また墜落 １時間半前、嘉手納離陸 沖ノ鳥島沖（琉球新報） 

 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-618305.html 

○ 社説［米軍機海上に墜落］事故多発、米軍に何が…（沖縄タイムス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/174337 

 

○ けっこう当たってる？ 自衛隊の特徴を捉えた四字熟語──元陸上自衛隊トップ

が指摘する「軍事のリアル」（3）（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2017/11230601/?all=1 

○ ＜浮上する自衛隊＞（３）刃を研ぐ航空自衛隊（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/752/235752.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 飛行訓練の中国大陸軍機、台湾の防空識別圏にわずかに侵入（フォーカス台湾） 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171124/k10011234211000.html
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/post-8980.php
https://www.cnn.co.jp/usa/35110919.html
http://www.sankei.com/world/news/171124/wor1711240030-n1.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171124/k10011234511000.html
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/174286
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-618305.html
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/174337
https://www.dailyshincho.jp/article/2017/11230601/?all=1
http://japanese.joins.com/article/752/235752.html?servcode=A00&sectcode=A10


２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201711230003.aspx 

○ 南シナ海問題「地域秩序に亀裂」 豪、外交白書で牽制（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCR4HBCKCRUHBI00K.html 

○ 中国、ジブチと関係強化で一致（共同） 
 https://this.kiji.is/306410903988225121?c=39546741839462401 

○ 日本、国産巡航ミサイル開発に意欲（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201711234306494/ 

○ 中国軍機 5 機、沖縄本島と宮古島間を通過 台湾周辺空域での活動活発化（大紀

元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/11/29746.html 

○ オーストラリア、外交白書で中国の台頭牽制 連携必要は「日本、インド、イン

ドネシア、韓国」（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171124/wor1711240012-n1.html 

 

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

○ 北朝鮮の米国向けミサイル迎撃なんて出来るわけがない──元陸上自衛隊トップ

が指摘する「軍事のリアル」（2）（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2017/11220601/?all=1 

○ トランプ氏のアジア歴訪 「開かれた海」戦略に賛否 防衛力を拡充せよと産経

（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/171122/clm1711220005-n1.html 

○ 長崎・佐世保の災害拠点病院、ミサイル攻撃想定し訓練（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/171122/rgn1711220061-n1.html 

○ 日本の潜水艦は世界トップクラス、英専門家も「中国は到底及ばない」＝中国報

道（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1648365?page=1 

○ トランプ大統領の孤立主義で東南アジアに空白 それを埋める中国

（NewSphere） 

http://japan.cna.com.tw/news/achi/201711230003.aspx
http://www.asahi.com/articles/ASKCR4HBCKCRUHBI00K.html
https://this.kiji.is/306410903988225121?c=39546741839462401
https://jp.sputniknews.com/opinion/201711234306494/
http://www.epochtimes.jp/2017/11/29746.html
http://www.sankei.com/world/news/171124/wor1711240012-n1.html
https://www.dailyshincho.jp/article/2017/11220601/?all=1
http://www.sankei.com/column/news/171122/clm1711220005-n1.html
http://www.sankei.com/region/news/171122/rgn1711220061-n1.html
http://news.searchina.net/id/1648365?page=1


２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://newsphere.jp/world-report/20171122-2/ 

○ ＜浮上する自衛隊＞（２）旭日旗を翻してインド洋まで…海上自衛隊の戦力は？

（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/704/235704.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ ウラジオ寄港中の海自護衛艦「はまぎり」が一般公開（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201711224300649/ 

○ 中国 5 ヶ所目の南極基地建設で極地観測強国へ邁進（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1122/c95952-9295705.html 

○ 米軍輸送機墜落、３人不明 空母に艦載、沖ノ鳥島沖 エンジン不調が原因か

（産経） 
 http://www.sankei.com/affairs/news/171122/afr1711220034-n1.html 

○ 米空母艦載機が墜落＝乗員３人不明－日米共同演習中・沖ノ鳥島沖（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112200967&g=soc 

○ 静かに進む中国の南シナ海開発 北朝鮮問題の裏で「行動規範」も隠れ蓑か

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20171122-4/ 

○ 米中首脳会談、経済的な政治手腕へのシフトに向かう（英文）（JAMESTOWN 

FOUNDATION） 
 https://jamestown.org/program/u-s-china-summits-point-shift-toward-economic-

statecraft/ 

○ 海軍は、墜落した C-2A COD 機から 11 名中 8 名を救出（英文）

（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20171122-C2A.html 

 

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

○ ＡＳＥＡＮ設立５０周年、タイで国際観艦式（newsclip.be） 

 http://www.newsclip.be/article/2017/11/21/34708.html 

○ 元海将が明かす、核戦争前提で北を先制攻撃する「5015 作戦」の全貌（上）

（ダイヤモンド） 

https://newsphere.jp/world-report/20171122-2/
http://japanese.joins.com/article/704/235704.html?servcode=A00&sectcode=A10
https://jp.sputniknews.com/russia/201711224300649/
http://j.people.com.cn/n3/2017/1122/c95952-9295705.html
http://www.sankei.com/affairs/news/171122/afr1711220034-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017112200967&g=soc
https://newsphere.jp/world-report/20171122-4/
https://jamestown.org/program/u-s-china-summits-point-shift-toward-economic-statecraft/
https://jamestown.org/program/u-s-china-summits-point-shift-toward-economic-statecraft/
http://seapowermagazine.org/stories/20171122-C2A.html
http://www.newsclip.be/article/2017/11/21/34708.html


２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://diamond.jp/articles/-/150271 

○ 元海将が明かす、核戦争前提で北を先制攻撃する「5015 作戦」の全貌（下）

（ダイヤモンド） 
 http://diamond.jp/articles/-/150371 

○ 外国で「自衛隊」と名乗ると笑われる?! 英訳すると「護身隊」──元陸上自衛

隊トップが指摘する「軍事のリアル」（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2017/11210601/?all=1 

○ 造船不況 免れぬ再編、川重、三井造が「台風の目」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2370677020112017X13000/ 

○ 北朝鮮メディア「日本の全てのものがこっぱみじん」…安倍首相を非難（Daily 

NK） 

 http://dailynk.jp/archives/99894 

○ 不明アルゼンチン潜水艦、「物音」探知不発 酸素尽きる恐れも（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35110733.html 

○ ＜浮上する自衛隊＞（１）戦争ができる日本…核心は陸上自衛隊１３万人（中央

日報） 

 http://japanese.joins.com/article/668/235668.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 南シナ海問題「懸念」議論（共同） 
 https://this.kiji.is/305563951061812321?c=39546741839462401 

○ 宇宙監視レーダー、海自施設へ 山口・山陽小野田 年度内に地質調査契約（産

経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171121/plt1711210040-n1.html 

○ 東アジアサミット議長声明 南シナ海問題で日米中に配慮（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171121/k10011231161000.html 

○ 北朝鮮非難が草案より軟化 東アジア首脳会議議長声明（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2375184021112017FF1000/ 

○ 東アジアサミット議長声明 南シナ海への懸念盛り込む（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171121/wor1711210048-n1.html 

http://diamond.jp/articles/-/150271
http://diamond.jp/articles/-/150371
https://www.dailyshincho.jp/article/2017/11210601/?all=1
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2370677020112017X13000/
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https://www.cnn.co.jp/world/35110733.html
http://japanese.joins.com/article/668/235668.html?servcode=A00&sectcode=A10
https://this.kiji.is/305563951061812321?c=39546741839462401
http://www.sankei.com/politics/news/171121/plt1711210040-n1.html
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171121/k10011231161000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2375184021112017FF1000/
http://www.sankei.com/world/news/171121/wor1711210048-n1.html


２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 中国の内政干渉に対抗 豪政府、外国人政治献金など禁止へ（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171121/wor1711210058-n1.html 

○ インド海軍の主要防衛計画（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/indian-navys-master-defense-plan/34741 

 

２０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ウォールストリート・ジャーナル（米国） 対北朝鮮政策「つながりを断たない

限り罰せられるという脅しが説得力を持つかどうかだ（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171120/wor1711200015-n1.html 

○ 中国軍機 6 機が宮古海峡通過、中国は「いちいち大げさに驚く必要はない」との

姿勢―中国メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b219146-s0-c10.html 

○ 宮古島陸自配備へ着工 南西諸島の防衛力強化 
 http://www.sankei.com/politics/news/171120/plt1711200024-n1.html 

○ 海自護衛艦「はまぎり」、ウラジオ到着【写真】（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/russia/201711204293208/ 

 

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

○ 韓国、北朝鮮情報以外は共有拒否 日韓締結の防衛協力（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCB3RNBKCBUHBI00F.html 

○ 「朝鮮半島危機」めぐり元ソウル支局長講演 飯田（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/171119/rgn1711190048-n1.html 

○ 日本人も知らない穴場も？「無料で楽しめる日本の観光地ＴＯＰ２０」＝香港メ

ディア（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1648189?page=1 

○ 南シナ海問題／原則をおろそかにせずに（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1511054888479/index.html 

http://www.sankei.com/world/news/171121/wor1711210058-n1.html
http://cimsec.org/indian-navys-master-defense-plan/34741
http://www.sankei.com/world/news/171120/wor1711200015-n1.html
http://www.recordchina.co.jp/b219146-s0-c10.html
http://www.sankei.com/politics/news/171120/plt1711200024-n1.html
https://jp.sputniknews.com/russia/201711204293208/
http://www.asahi.com/articles/ASKCB3RNBKCBUHBI00F.html
http://www.sankei.com/region/news/171119/rgn1711190048-n1.html
http://news.searchina.net/id/1648189?page=1
http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1511054888479/index.html


２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ さぁ、憲法の話を（堂々と）しよう（ハフィントンポスト） 
 http://www.huffingtonpost.jp/shota-maeda/constitution-

conversation_a_23281917/ 

○ 王外相、バングラ外相と会談（CRI） 

http://japanese.cri.cn/2021/2017/11/19/141s267128.htm 

○ 中国軍機、沖縄本島と宮古島の間の上空を往復（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/national/20171119-OYT1T50107.html 

○ 中国軍爆撃機４機が宮古海峡通過 ８月以来、再び活発化（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171119/plt1711190017-n1.html 

○ 中国、南シナ海全域の領有権を主張…米中軍事衝突なら最速 5 時間で米国の勝利

確定（Business Journal） 

 http://biz-journal.jp/2017/11/post_21412.html 

 

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

○ 韓国軍、中止をめぐり問題になっていたＭ-ＳＡＭの量産を決定（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/29008.html 

○ 人気の舞鶴湾遊覧船、特別運航 京都、１２月と１月（京都） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20171118000054 

○ 河野外相「いきなり説教された」 中国の批判振り返る（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCL44RCKCLUTFK004.html 

○ 「中国の一帯一路、世界経済に非常にメリットも」 河野太郎外相 「オープン

な形でやれば…」（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171118/plt1711180012-n1.html 

○ 海自護衛艦、訓練のためウラジオ寄港へ（ＳＰＵＴＮＩＫ） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201711184289757/ 

 

１７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ （人物クローズアップ）習近平、新時代の先導者（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-11/17/c_136759273.htm 

○ 【グローバルフォーカス】強大国の角逐をあおる韓国の「均衡外交」（１）（中

央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/543/235543.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 【グローバルフォーカス】強大国の角逐をあおる韓国の「均衡外交」（２）（中

央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/544/235544.html?servcode=100&sectcode=120 

○ モルディブ外相が会見 中国進出を例に「日本も投資を」（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCJ6HM8KCJUHBI025.html 

○ 対北朝鮮は中韓ロに主導権が移った。日米の圧力路線は後退（BUSINESS 

INSIDER） 
 https://www.businessinsider.jp/post-107342 

○ 【最新国防ファイル】自衛隊、総合演習で北と中国に見せつけた「日本の覚悟」 

喫緊課題の島嶼防衛がテーマ （ＺＡＫＺＡＫ） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/171117/soc1711170005-n1.html 

○ 中国は「重大な安保上の課題」 米次期国防次官補証言（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCK3WN5KCKUHBI00N.html 

○ 王毅外相、モロッコ外相と会談（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/2021/2017/11/17/181s267108.htm 

○ 米国防次官候補が対北で日韓協力の重要性を強調 指名公聴会で（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171117/wor1711170049-n1.html 

○ 【コラム】中国が帰ってきたのがそんなにうれしいのか（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/17/2017111701871.html 

 

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

○ フィリピン大統領、「中国は南シナ海の権利独占の停止を受け入れている」

（Pars Today） 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i36738 

○ 【電子版】論説室から／動き出すか「インド太平洋戦略」―日米印豪が合意（日

刊工業） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00450807 

○ インド太平洋戦略 中国止める海洋国連合に（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/171116/clm1711160002-n1.html 

○ 中国首相 フィリピン大統領と会談 巨額支援で関係強化へ（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171116/k10011225211000.html 

○ 米議会の諮問機関「中国が一帯一路で影響力拡大」（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171116/k10011225201000.html 

○ そうりゅう型新潜水艦が進水 日本は引き続き海上自衛隊の力を増強（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-11/16/c_136756213.htm 

○ 中国 覇権主義隠した“微笑外交” 「一帯一路」で共存共栄唱え着々（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171116/wor1711160021-n1.html 

○ 中国を意識か、日本がアジア諸国への援助を拡大―米メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b217276-s0-c10.html 

○ 安倍首相 米司令官と会談 同盟の対処力など強化へ連携（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171116/k10011225491000.html 

○ 北朝鮮懸念、中国には配慮＝ASEAN 首脳会議声明発表（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3150803 

○ 南シナ海「懸念」の文言が消える ASEAN 首脳会議声明を発表（共同） 

 https://this.kiji.is/303748861649798241?c=39546741839462401 

○ 南シナ海問題「懸念」消えた？ ＡＳＥＡＮ議長声明発表（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCJ446SKCJUHBI00W.html 

○ ロナルド・レーガンはフィリピン海での演習開始 海上自衛隊と 朝鮮半島海域

離脱（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171116/wor1711160043-n1.html 
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○ 日中関係が改善の兆し 人民日報の記事にも変化（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/11/29619.html 

○ 中国の気象衛星が世界最多に（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1116/c95952-9293552.html 

○ ＡＳＥＡＮ 北朝鮮に厳しく南シナ海問題は中国配慮（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171116/k10011225681000.html 

○ 日米の対処力向上を＝安倍首相と米太平洋軍司令官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111600164&g=pol 

○ 対中国で描くインド太平洋戦略 日米印関係は深化するか（産経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/171116/prm1711160008-n1.html 

○ 南シナ海「懸念」消える ASEAN 議長声明、中国に譲歩 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2356367016112017FF1000/ 

○ 首相、米太平洋軍トップと会談「一層緊密な連携を」（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCJ52SJKCJUTFK00M.html 

○ 【朝鮮半島情勢】安倍晋三首相がハリス米太平洋軍司令官と会談 北朝鮮問題め

ぐり日米の連携強化を確認（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171116/plt1711160041-n1.html 

○ ＡＳＥＡＮ議長声明、南シナ海「懸念」の文言盛り込まず 中国に配慮か（産

経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171116/wor1711160051-n1.html 

○ ＡＳＥＡＮ 議長声明を発表 中国に配慮「懸念」盛らず（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171117/k00/00m/030/077000c 

○ 安倍首相 米太平洋軍司令官と会談「日米連携深めたい」（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171117/k00/00m/010/084000c 

○ 大国としての中国の基準（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/radio/programs-i36756 
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１５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ インド太平洋戦略、３分野で支援表明 ＥＡＳで「地域の安全かつてなく厳し

い」安倍晋三首相（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171115/plt1711150003-n1.html 

○ 首相「ＴＰＰ発効へ議論主導」 日中関係「新段階に」 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2348376014112017PP8000/ 

○ トランプ大統領 アジア歴訪の成果強調 課題も（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171115/k10011223661000.html 

○ ＡＳＥＡＮ関連首脳会議 北朝鮮に厳しい姿勢で一致（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171115/k10011223751000.html 

○ もし尖閣を奪われたら… 北朝鮮だけじゃない難題、自衛隊が緊迫訓練（with 

news） 

https://withnews.jp/article/f0171115004qq000000000000000W06k10101qq0000162

59A 

○ 日中関係改善のために、日本が超えなければならない「3 つの山」―中国専門家

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b216318-s0-c10.html 

○ 横須賀「軍港めぐり」の乗客が、どんどん増えている理由（IT media 

ビジネス） 

 http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1711/15/news018.html 

○ 【日中首脳会談】関係改善へ対話広げよ（高知） 

 http://www.kochinews.co.jp/article/139276/ 

○ 【コラム】米中首脳会談の成果と問題点（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1647932?page=1 

○ トランプとドゥテルテを安倍首相が仲裁？日本人に受け継がれた真っ当な”外交

感覚”（Daily News） 

 http://dailynewsonline.jp/article/1375993/ 

○ 社説：ＡＳＥＡＮ会議 中国への傾斜に危惧も（京都） 

http://www.sankei.com/politics/news/171115/plt1711150003-n1.html
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 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171115000082 

○ 軍事均衡崩れれば衝突も＝中国の影響力拡大に警鐘－米議会報告（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111500764&g=pol 

○ 李克強総理が東アジアサミット出席（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1115/c94474-9293009.html 

○ 「インド太平洋戦略」、異なる日米の認識=日本人学者（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-11/15/content_50061090.htm 

○ トランプ氏のアジア歴訪、注目すれば当惑（BBC） 
 http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-41967168 

○ トランプ氏、正恩氏に亡命促す？ 異例ツイートで“真意”注目、識者「行き着く

先はロシアのプーチン大統領」（ZAKZAK） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/171115/soc1711150004-n1.html 

○ 防衛相 在韓米軍司令官と会談 連携して警戒監視を（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171115/k10011224691000.html 

○ 米 バノン前首席戦略官 中国に圧力で北朝鮮の非核化を（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171115/k10011224791000.html 

○ 中国の首相が比大統領と会談（共同） 
 https://this.kiji.is/303481729803502689?c=39546741839462401 

○ 比大統領、中国首相と会談 復興支援で合意 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2352293015112017FF2000/ 

○ 安倍外交、対中けん制を抑制 南シナ海、トーンダウン （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2351232015112017PP8000/ 

○ 中国を比較検討：米国とそのパートナーが中国海軍の拡大をどう確認するか（英

文）（WAR ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2017/11/balancing-china-united-states-partners-can-

check-chinese-naval-expansion/ 

○ トランプの「インド太平洋の夢」のつまずき - しかし、中国だけが穴を埋めるこ

とはない（英文）（WAR ON THE ROCKS） 
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 https://warontherocks.com/2017/11/trumps-indo-pacific-dream-stumbles-china-

alone-wont-fill-void/ 

 

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

○ 安倍首相と習主席は相互訪問へ準備を（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO2343666014112017EA1000/ 

○ 米・日・印・豪 高位官僚「マニラで４カ国会合」（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/28963.html 

○ 日比の防衛協力を確認（共同） 
 https://this.kiji.is/302839496163460193?c=39546741839462401 

○ 南シナ海「安定維持を」（共同） 
 https://this.kiji.is/302841764283171937?c=39546741839462401 

○ 安倍首相と中国首相 日中韓首脳会議の早期開催へ調整などで一致（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011222231000.html 

○ 首相 ＡＳＥＡＮとの首脳会議で北朝鮮への圧力の徹底に協力要請（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011222261000.html 

○ 政府 東南アジア諸国と安保関係強化へ あす首相補佐官派遣（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171114/k10011222331000.html 

○ 安倍首相 比大統領に”対北朝鮮で力強いメッセージを”（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171114/k10011222431000.html 

○ きょう東アジアサミット 首相 “北朝鮮へ圧力強化を”（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171114/k10011222371000.html 

○ 日中韓、早期会談調整へ 首相、中国首相と一致（中日） 

 http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2017111402000063.html 

○ 日比首脳が会談、自衛隊機の無償譲渡など決定（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3210986.html 

○ トランプはインド太平洋戦略を曲解している（東洋経済） 
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 http://toyokeizai.net/articles/-/197307 

○ 日中首脳会談 相互訪問で地域の安定を図れ（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20171113-OYT1T50096.html 

○ クアン国家主席、トランプ米大統領と会談―共同声明を採択（VIETJO） 

 http://www.viet-jo.com/news/politics/171113235830.html 

○ 習近平「われわれは龍の子孫」に「いいね！」が吹き荒れた（NEWS ポストセ

ブン） 

 http://www.news-postseven.com/archives/20171114_628978.html 

○ 日中韓 早期会談へ調整 日中首相会談 李氏「歩み寄りたい」（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201711/CK2017111402000115.html 

○ 米「仲介」関係国は慎重 ＡＳＥＡＮ南シナ海問題（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201711/CK2017111402000131.html 

○ 日中首脳、異例の「連続会談」 朝鮮半島非核化の認識共有（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171114/plt1711140009-n1.html 

○ ＡＳＥＡＮ、対立より実利 中国、経済支援で取り込み（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCF5QWCKCFUHBI00Y.html 

○ 日中首脳会談 小さな一歩を「実り」に（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111402000158.html 

○ トランプ氏ツイートに異変「いつか金正恩と友人に」 北沈黙６０日、水面下で

接触か （ZAKZAK） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/171114/soc1711140006-n1.html 

○ 米空母３隻が登場すると…中国、対艦ミサイル射撃訓練（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/399/235399.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 米空母３隻が集結、日本海で軍事演習（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35110314.html 

○ 安倍晋三首相、ＡＳＥＡＮ＋３などに出席 日比首脳会談では防衛協力を確認

（産経） 
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 http://www.sankei.com/politics/news/171114/plt1711140012-n1.html 

○ 社説：日中首脳会談 関係改善を進めたいが（京都） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171114000077 

○ 日中首脳会談／関係改善へ指導力発揮を（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1510622947944/index.html 

○ ＡＳＥＡＮ＋３ 北朝鮮の核などで重大懸念表明へ 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171114/k10011222711000.html 

○ 18 カ国首脳、北朝鮮非難へ（共同） 
 https://this.kiji.is/302995274438132833?c=39546741839462401 

○ 李克強総理、第 20 回中国・ASEAN 首脳会議出席 運命共同体の構築強調（新

華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-11/14/c_136751019.htm 

○ 李克強総理、第 20 回中国・ASEAN 首脳会議で重要演説発表 南中国海問題で

直接当事国との協議強調（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-11/14/c_136751082.htm 

○ 東アジア首脳会議、開会へ 対北朝鮮で協調焦点 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2344108014112017MM0000/ 

○ ＡＳＥＡＮ事務局長、南シナ海規範に拘束力必要との認識示す（読売） 
 http://www.sankei.com/world/news/171114/wor1711140032-n1.html 

○ 南シナ海問題、行動規範に拘束力を…事務局長（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171114/k00/00e/030/187000c 

○ 安倍晋三首相が対北圧力を強調「今意味のある対話は期待できない」日中韓・Ａ

ＳＥＡＮの会議で表明（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171114/plt1711140021-n1.html 

○ チョン書記長、中国の習近平国家主席と会談（VIETJO） 

 http://www.viet-jo.com/news/politics/171114082125.html 

○ 自衛隊に敵ドローンを撃ち落とす権限なし（President） 

http://www.sankei.com/politics/news/171114/plt1711140012-n1.html
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 http://president.jp/articles/-/23604 

○ トランプ米大統領、南シナ海問題の仲裁に意欲＝中国は冷ややかに突き放す―米

華字メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b216514-s0-c10.html 

○ 韓日中訪問で「小切手外交」のトランプ大統領、米国ソフトパワー失墜の信号？

（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/428/235428.html?servcode=A00&sectcode=A20 

○ ＡＳＥＡＮと中国が声明 南シナ海の環境保護に協力（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171114/k10011223181000.html 

○ 日本・中国・アメリカ、対北朝鮮でＡＳＥＡＮ諸国との足並みは（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3211592.html 

○ ドゥテルテ大統領 北朝鮮問題で「常に日本を支持」 安倍晋三首相と会談（産

経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171114/plt1711140033-n1.html 

○ 日印首脳会談 「インド太平洋戦略」実現へ連携（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171115/k00/00m/010/017000c 

○ インド太平洋戦略で連携 日印首脳会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2346211014112017PP8000/ 

○ 文大統領が東アジア首脳会議出席 北核問題で連携強化訴え（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2017/11/14/0900000000AJP2017111400

6000882.HTML 

○ 中国首相、南シナ海の航行の自由守ると表明＝新華社（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-china-idJPKBN1DE1G0 

○ トランプ氏、開始遅れてドタキャン 東アジアサミット（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCG5VCNKCGUHBI01T.html 

○ 北朝鮮へ非難相次ぐ＝安倍首相「圧力最大限に」－東アジアサミット（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111400974&g=int 
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○ ＡＳＥＡＮ外交舞台、中国は各個撃破効果？…南シナ海で中国地位強化（ハンギ

ョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/28970.html 

○ 北朝鮮包囲網を強化 関連会議閉幕（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171115/k00/00m/010/144000c 

○ 米国第一、共鳴乏しく トランプ氏がアジア歴訪終える（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2346863014112017EA2000/ 

○ 東アジアサミット 首相 北朝鮮への圧力強化など理解求める（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171114/k10011223171000.html 

○ 北朝鮮の核兵器開発を非難 東アジアサミット、トランプ米大統領は一転欠席

（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171114/wor1711140071-n1.html 

○ トランプ氏、アジア外遊で南シナ海にほとんど言及せず…攻防は水面下へ、見え

ぬ米の戦略（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171114/wor1711140074-n1.html 

○ 「インド－太平洋」コンセプト：回顧と展望（英文）（ＣＩＭＳＥＣ） 

 http://cimsec.org/indo-pacific-concept-retrospect-prospect/34710 

 

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

○ 北朝鮮メディア「平和の破壊者、売国逆賊の群れ」…韓国を糾弾（Daily NK） 

 http://dailynk.jp/archives/99271 

○ 北朝鮮・南シナ海で連携 首相、東南アジア２カ国と会談（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCD76JYKCDULFA118.html 

○ 北朝鮮への圧力強化焦点＝ＡＳＥＡＮ関連首脳会議開幕へ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111300127&g=pol 

○ 中国・ベトナム首脳会談 南シナ海問題解決へ行動規範策定確認（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011221491000.html 
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○ 安倍首相 対北朝鮮でＡＳＥＡＮ諸国に緊密連携呼びかけへ（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011221401000.html 

○ トランプ大統領 ＡＳＥＡＮ首脳会議で北朝鮮対応など協議へ（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011221451000.html 

○ 【野口裕之の軍事情勢】在韓米軍高官は韓国を信用せず 文在寅氏＆習近平氏＆

キッシンジャー氏の夢「在韓米軍撤退」（産経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/171113/prm1711130003-n1.html 

○ 南シナ海問題、「対話のルート作る必要」比大統領（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCD632GKCDUHBI11F.html 

○ 南シナ海問題「適切に」 中越首脳会談 共同開発は促進（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCD7SVQKCDUHBI11T.html 

○ 比大統領、ＡＳＥＡＮ首脳会議に先立ち友好強調 南シナ海問題に蓋

（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/asean-summit-idJPKBN1DC14G 

○ 「中国けん制網」インド太平洋ライン、北核解決に暗礁になるかテコになるか

（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/349/235349.html?servcode=500&sectcode=500 

○ 対北朝鮮「深刻な懸念表明」 ＡＳＥＡＮ議長声明案（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2339293012112017EAF000/ 

○ ＡＳＥＡＮ関連首脳会議開幕 北の核、南シナ海を協議（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171113/wor1711130018-n1.html 

○ ＡＳＥＡＮ開会 首脳会談で北朝鮮問題など議論か（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011221671000.html 

○ 日中で「肯定的側面を拡充、強化」菅官房長官（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCF3T1ZKCFUTFK006.html 

○ 日米豪、北朝鮮圧力確認へ（共同） 
 https://this.kiji.is/302658177315406945?c=39546741839462401 
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○ 防衛省、Ｆ３戦闘機の開発決定先送り検討＝関係者（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/self-defence-f3-idJPKBN1DD0DC 

○ トランプ氏、金正恩氏を「チビでデブ」と なぜ自分を「年寄り」呼ばわり

（BBC） 
 http://www.bbc.com/japanese/41964647 

○ 日米豪、対北朝鮮圧力強化へ連携 首脳会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2339595013112017MM0000/ 

○ 北朝鮮批判強める声明案 ＡＳＥＡＮ首脳会議開幕（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201711/CK2017111302000070.html 

○ 「高句麗」化する北朝鮮：北朝鮮による対中国牽制（夷を以て夷を制す）は可能

か？（ハフィントンポスト） 
 http://www.huffingtonpost.jp/tetsuo-shibata/north-korea-goguryeo_a_23274076/ 

○ 訪越の安倍首相、ホイアンで御朱印船を視察―フック首相と夕食会も

（VIETJO） 

 http://www.viet-jo.com/news/social/171113165046.html 

○ 北朝鮮に最大限の圧力 日米豪首脳が確認（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2340459013112017000000/ 

○ 日米豪首脳「揺るぎない結束」＝インド太平洋戦略を推進（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111300109&g=pol 

○ 潜水艦の２億円魚雷、誤って海に落とし壊す 広島・呉、海曹ら処分（産経） 
 http://www.sankei.com/west/news/171113/wst1711130049-n1.html 

○ 陸、海自が上陸手順を確認 沼津で初の統合訓練（静岡） 

 http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/426287.html 

○ 安倍首相 異例の日中会談、なぜ急接近？（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3210555.html 

○ トランプ氏、アジア関与の姿勢表明＝米ＡＳＥＡＮ首脳会議に初参加（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111300898&g=int 
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○ フック首相、中国の習近平国家主席と会談―南シナ海問題の解決方針で一致

（VIETJO） 

 http://www.viet-jo.com/news/politics/171113184311.html 

○ トランプ大統領 ＡＳＥＡＮとの首脳会議で中国けん制（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011222121000.html 

○ 南シナ海、「平和と安定」へ協調＝友好強化を重視－中越首脳会談 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111300933&g=int 

○ 南シナ海行動規範、交渉開始で合意＝中ＡＳＥＡＮ首脳会議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111300946&g=int 

○ 米大統領がフィリピン大統領と会談 関係改善を演出（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011221891000.html 

○ 空自、米空母と共同訓練 戦闘機と艦載機 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2341216013112017PP8000/ 

○ トランプ氏、東南アにも貿易で圧力 「公平な経済協力を模索」 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2341482013112017FF2000/ 

○ 安倍晋三首相、マレーシア、インドネシア首脳と相次いで会談（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171113/plt1711130036-n1.html 

○ 日米豪首脳会談「揺るぎない結束」 インド太平洋戦略を確認（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171113/plt1711130035-n1.html 

○ 安倍晋三首相、ＡＳＥＡＮ首脳に対北圧力訴え（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171113/plt1711130037-n1.html 

○ 米中、ASEAN で綱引き（共同） 
 https://this.kiji.is/302781613933380705?c=39546741839462401 

○ ＡＳＥＡＮ、中国に南シナ海で配慮 首脳会議議長声明案（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCF5QTYKCFUHBI00X.html 

○ 日中首脳会談 早期の日中韓会談調整 首相、李氏と確認（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171114/k00/00m/010/052000c 
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○ 自衛隊が米空母と連日の共同訓練 北朝鮮を牽制 １３日は空自戦闘機が空母と

（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171113/plt1711130041-n1.html 

○ ＡＳＥＡＮ首脳会議、北朝鮮の「深刻懸念」表明へ 南シナ海行動規範は来年３

月協議開始（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171113/wor1711130036-n1.html 

○ トランプ氏、比・越首脳と会談 南シナ海問題で強い姿勢打ち出さず（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171113/wor1711130037-n1.html 

○ ＡＳＥＡＮ関連首脳会議 北朝鮮問題などを議論（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171113/k10011222051000.html 

○ 中国「ベトナムは兄弟」 南シナ海、米の影響力排除に躍起（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171113/wor1711130039-n1.html 

○ インド太平洋戦略、歓迎へ（共同） 
 https://this.kiji.is/302796601791923297?c=39546741839462401 

○ 中国が、南シナ海に対するアメリカの不干渉を要請（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i36690 

○ 北朝鮮の核開発懸念＝南シナ海、中国に配慮－ＡＳＥＡＮ首脳会議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111300683&g=int 

○ 対北朝鮮「圧力を最大限に」＝ＡＳＥＡＮに連携呼び掛け－安倍首相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111300613&g=pol 

○ 日米豪印 インド太平洋で結束 中国をけん制（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171114/k00/00m/010/077000c 

○ トランプとの合意を 1 日で破り、変造した文在寅（日経ビジネス） 
 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/226331/111200137/ 

○ アメリカとインド太平洋同盟国は、地域安全保障をどのように再定義するか（英

文）（Heritage Fountation） 

 http://www.heritage.org/asia/commentary/how-america-and-its-indo-pacific-

allies-will-redefine-regional-security 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ トランプのインド太平洋における大冒険を採点する（英文）（Heritage 

Foundation） 

 http://www.heritage.org/asia/commentary/scoring-trumps-big-adventure-the-

indo-pacific 

 

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

○ 日中、対北朝鮮で連携深める 会談は「日中関係の新たなスタート」

（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201711124267997/ 

○ 日中首脳会談要旨（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111200003&g=pol 

○ 日中首脳往来へ足掛かり＝実現にはハードルも（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111100463&g=pol 

○ 中比首脳会談 経済協力など通じ関係強化で一致（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171112/k10011220681000.html 

○ 日中、関係改善推進 首相、相互訪問を提案（中日） 

 http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2017111202000069.html 

○ 日中首脳 双方が関係改善に意欲（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171112/k10011220651000.html 

○ 日中改善、推進で一致 首脳会談 対北朝鮮でも連携（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201711/CK2017111202000136.html 

○ 南極氷床掘削点を選定へ＝観測船「しらせ」出航－東京（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111200195&g=soc 

○ 米越首脳会談で航行や飛行の自由を確認 貿易・投資の促進も議題に（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171112/wor1711120012-n1.html 

○ 米越首脳 北朝鮮への圧力最大限強化で一致か 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171112/k10011220821000.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ ならず者国家に最大圧力 米原子力空母３隻が軍事演習、海自護衛艦３隻も合流

へ（ZAKZAK） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/171112/soc1711120005-n1.html 

○ トランプ大統領 北朝鮮問題解決でロシアと関係改善に意欲（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171112/k10011220941000.html 

○ インド太平洋戦略で局長級協議＝日米豪印（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111200292&g=pol 

○ 海自艦と米３空母、日本海で共同訓練 韓国は参加見送り（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/SDI201711127118.html 

○ 米空母３隻と共同訓練＝海自護衛艦、日本海で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111200307&g=soc 

○ 南シナ海問題「必要なら仲裁」 トランプ氏が意欲 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2339286012112017000000/ 

○ 海自と米空母３隻共同訓練 北朝鮮けん制、日本海で（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171112/wor1711120024-n1.html 

○ 米空母３隻と自衛隊 共同訓練を実施（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171112/k10011221021000.html 

○ 米、南シナ海問題の仲裁に意欲（共同） 
 https://this.kiji.is/302368891991180385?c=39546741839462401 

○ トランプ氏「南シナ海問題で仲裁の用意」 現実は困難か（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171112/wor1711120026-n1.html 

○ 中国主席、ベトナムを公式訪問 社会主義国の連帯訴え（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171112/wor1711120030-n1.html 

○ トランプ大統領 アジア歴訪最後のフィリピンに到着（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171112/k10011221161000.html 

○ トランプ大統領、ベトナム支援に意欲 中国の台頭背景に（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCD5X2ZKCDUHBI119.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 南シナ海問題仲介に意欲＝米越首脳、北朝鮮問題など協議（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3150255 

○ トランプ大統領、南シナ海問題の「仲介」を提案（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201711124269422/ 

○ 北朝鮮批判強める声明案 南シナ海問題は「空白」 ＡＳＥＡＮ首脳会議（産

経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171112/wor1711120038-n1.html 

○ フィリピン大統領、南シナ海問題「触れない方がいい」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2339328012112017000000/ 

○ 南シナ海「触れずにおくのがいい」 ドゥテルテ比大統領が意向（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171112/mcb1711122255004-n1.htm 

○ 観測船「しらせ」、南極へ出発 過去最多の女性乗組員（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCB4HJZKCBUTIL021.html 

○ ＴＰＰ１１、早期発効呼び掛け＝日・マレーシア首脳会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111200234&g=pol 

○ 日・インドネシア、北朝鮮や南シナ海問題で連携 首脳会談 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2339349012112017000000/ 

○ ベトナム、米中と相次ぎ首脳会談 バランス外交に腐心（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2339350012112017000000/ 

○ 日本とマレーシアの首相 北朝鮮問題や南シナ海情勢で緊密連携（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171112/k10011221231000.html 

 

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

○ クアン国家主席と安倍首相がダナンで会談、北朝鮮問題など（VIETJO） 

 http://www.viet-jo.com/news/politics/171110234859.html 

○ トランプ大統領 中国に対抗も協力が欠かせず 難しいかじ取り（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171111/k10011219651000.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ トランプ演説 具現化が問われるアジア戦略（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20171110-OYT1T50114.html 

○ 戦艦「比叡」探索のＮＰＯ法人「日本人としてのけじめ」（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/171111/rgn1711110020-n1.html 

○ 米大統領 アジアの軍拡競争を煽る（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201711114266039/ 

○ 米大統領「インド太平洋戦略」表明 中国批判控える（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201711/CK2017111102000141.html 

○ 米空母中心の韓米日合同訓練、韓国の反対で白紙に（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/11/2017111100365.html 

○ 安倍外交の成功ねたむ韓国 アンフェアな政治利用をトランプさんは嫌うはず

（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171111/wor1711110005-n1.html 

○ 韓日米「空母」連合訓練、韓国が拒否（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/314/235314.html?servcode=A00&sectcode=A20 

○ 日本海で米空母３隻の演習開始 北朝鮮の反発で緊迫必至（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171111/wor1711110007-n1.html 

○ アメリカ外交の定石に回帰した「トランプ日韓訪問」--村上政俊（ハフィントン

ポスト） 
 http://www.huffingtonpost.jp/foresight/trump-korea-relationship_a_23272794/ 

○ 秋田、山口が地上イージス候補地（共同） 
 https://this.kiji.is/301902197885551713?c=39546741839462401 

○ 軍事と IT ソフトウェアと動作ロジック(2)艦載防空システム(その 2)（マイナ

ビ） 

 http://news.mynavi.jp/column/military_it/218/ 

○ きょう日中首脳会談 安倍晋三首相、対北で協力要請へ（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171111/plt1711110011-n1.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ トランプ氏歴訪 フィリピン「反米」政策を軌道修正 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2338012011112017NNE000/ 

○ 北朝鮮、南シナ海など協議＝１３日からＡＳＥＡＮ関連首脳会議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111100361&g=pol 

○ 米軍、日本海で演習開始＝空母 3 隻、日韓と合同（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3150187 

○ ＡＰＥＣ首脳会議閉幕 安倍首相はＴＰＰなど積極推進を主張（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171111/k10011220411000.html 

○ 中国、海洋進出で「北朝鮮を利用」 国際政治学者の藤井厳喜氏ら講演で警鐘

（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171111/wor1711110019-n1.html 

○ 米空母３隻が日本海で演習開始、海自と共同訓練へ（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3209148.html 

○ ドゥテルテ比大統領、南シナ海問題で中国牽制（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171111/wor1711110026-n1.html 

○ 安倍首相「ハイレベルの往来を通じて日中関係を新たな段階に押し上げていく」 

安倍首相の発言詳報（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171111/plt1711110019-n1.html 

○ 日中首脳会談 関係改善、往来に意欲 対北朝鮮連携で一致（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171112/k00/00m/030/109000c 

 

１０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、海洋問題の焦点化回避要求（共同） 
 https://this.kiji.is/301268413811197025?c=39546741839462401 

○ 南シナ海安定へ連携＝対北朝鮮、圧力を強化－日越首脳（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111000186&g=pol 

○ 【主張】米中首脳会談 動かぬ習主席に失望した（産経） 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://www.sankei.com/column/news/171110/clm1711100002-n2.html 

○ 「呉海自カレーフェア」を有楽町で開催、呉の味・魅力ＰＲ（スポニチ） 

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2017/11/10/kiji/20171110s00042000078000c

.html 

○ 米中首脳会談 「北」への危機感にズレがある（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20171109-OYT1T50106.html 

○ 貿易不均衡是正に米中協調 トランプ氏、さらなる取り組み要求（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171110/mcb1711100500006-n1.htm 

○ 貿易・対北・南シナ海… 中国、くすぶる難題を「札束」で蓋 米中首脳会談

（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171110/mcb1711100645018-n1.htm 

○ 黒潮の蛇行さらに拡大 関東で雪降りやすく？（産経） 
 http://www.sankei.com/life/news/171110/lif1711100002-n1.html 

○ 新海洋戦略、韓国同意せず 中国刺激避ける狙いか（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171110/wor1711100015-n1.html 

○ 【社説】米中首脳会談 確実な「北」制裁実行を（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017111002000134.html 

○ 中国も…夕食会に南シナ海の魚料理 もてなしで「主権」主張（ZAKZAK） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/171110/soc1711100020-n1.html 

○ 印、日米と協力深化へ インド太平洋戦略で一帯一路に対抗（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171110/wor1711100017-n1.html 

○ 韓国戦争後初めて米空母３隻が韓半島に…日本・韓国と相次いで訓練（中央日

報） 

 http://japanese.joins.com/article/274/235274.html?servcode=A00&sectcode=A20 

○ ＡＰＥＣ首脳会議開幕へ ドゥテルテ比大統領、南シナ海問題で「中国の真意を

問う」（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171110/wor1711100021-n1.html 

○ トランプ大統領、ベトナムへ出発 新アジア政策発表へ（朝日） 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKCB1FK1KC9UHBI02H.html 

○ 中国船、尖閣諸島周辺で航行 ４日連続（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/asia/201711104262919/ 

○ 米中首脳会談／核阻止へ多国間の連携を（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1510279448809/index.html 

○ 安倍晋三首相、ＴＰＰ首脳会議前に加盟国と２国間会談重ねる 午後に日露首脳

会談（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171110/plt1711100020-n1.html 

○ 社説：米中首脳会談 対北朝鮮で温度差残る（京都） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171110000092 

○ 米空母 3 隻の合同演習、日本自衛隊の護衛艦も参加予定（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-11/10/content_50057090.htm 

○ 米原子力空母“7 隻”が数年ぶりに同時に海へ —— 各艦の最新状況（Business 

Insider） 
 https://www.businessinsider.jp/post-107047 

○ 米空母３隻集結で日米共同訓練 海自護衛艦 日本海へ（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171110/k10011218941000.html 

○ 航空祭へ行こう！超望遠ズーム&高倍率ズームで航空機の撮影に挑戦（デジカメ

Watch） 

 https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/1090517.html 

○ 「家康公の時計」ゆかり 沈没スペイン帆船砲弾か 千葉沖で発見（静岡） 

 http://www.at-s.com/news/article/topics/shizuoka/425420.html 

○ トランプ氏、ベトナムで演説（共同） 
 https://this.kiji.is/301632291143205985?c=39546741839462401 

○ 日ＮＺ首脳「自由で開かれたインド太平洋」へ協力確認（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171110/plt1711100027-n1.html 

○ 米大統領が新しいアジア政策表明、２国間関係を重視（TBS） 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3208383.html 

○ 「インド太平洋戦略」に慎重＝中国刺激を回避か－韓国高官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111001174&g=pol 

○ アジアへの積極関与継続＝南シナ海に触れず－米大統領（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017111001236&g=int 

○ 習近平氏、世界第２位の「責任」を強調 米国横目に覇権拡大（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171110/wor1711100048-n1.html 

○ 韓国軍 米空母３隻の演習にあわせ日本海で共同訓練へ（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171110/k10011219051000.html 

○ 肩すかしのトランプ演説 ビジネス偏重 安保でツケも（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171110/wor1711100051-n1.html 

○ ５カ国首脳と相次ぎ会談 ベトナム、ペルーなど（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171111/k00/00m/010/080000c 

○ 文在寅政権がインド太平洋戦略で迷走…安倍晋三首相提唱に不満？ 中国を恐

れ？（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171110/wor1711100056-n1.html 

○ トランプ大統領 「自由で開かれたインド太平洋地域を」（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171111/k00/00m/030/083000c 

○ 【ＡＰＥＣ】米中の狭間で…東南アジア諸国が苦慮 （Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171110/mcb1711102058028-n1.htm 

○ トランプ氏「米はインド太平洋地域のパートナー」 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2335499010112017MM8000/ 

○ トランプ大統領 多国間ではなく２国間で貿易協定目指す（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171110/k10011219271000.html 

○ 河野太郎外相、習近平主席の「米中で太平洋二分」発言に不快感「中国は太平洋

と接していない」（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171110/plt1711100036-n1.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 一帯一路と東アフリカ：中国の影響を超えて（英文）（JAMESTOWN 

FOUNDATION） 

 https://jamestown.org/program/one-belt-one-road-east-africa-beyond-chinese-

influence/ 

 

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

○ イージス衝突、トップ 3 者で初の情報交換 横須賀市、米海軍、海自（神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/289884 

○ トランプ訪日最大の成果は「中国包囲網」の合意だ（ダイヤモンド） 
 http://diamond.jp/articles/-/148743 

○ 不発弾発見相次ぐ 旧海軍が投棄？ 盗んだ物資を捨てた？ 軍港・佐世保負の

遺産 [長崎県]（西日本） 
 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/372160 

○ 【半島有事 起こりうる危機】対馬海峡、波高し（産経） 

 http://www.sankei.com/region/news/171109/rgn1711090016-n1.html 

○ 小野寺防衛相、米原子力空母を視察へ 日米訓練最終日の２６日、ロナルド・レ

ーガンで（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171109/plt1711090007-n1.html 

○ 米空母３隻が韓半島海域で連合訓練…史上初（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/234/235234.html?servcode=200&sectcode=200 

○ 米空母 3 隻、日本海で演習へ（共同） 
 https://this.kiji.is/301172512670418017?c=39546741839462401 

○ 巡視船、日韓合同救助訓練に参加へ 舞鶴海保の「だいせん」出港（京都） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20171109000049 

○ 韓経：【コラム】「同盟とは何か」慎重に悩まなくては＝韓国（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/248/235248.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 米大統領、対北朝鮮「解決策ある」 中国に圧力要求 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2328005009112017MM0000/ 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 南シナ海で衛星打ち上げへ＝来年にも、実効支配強化－中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110900763&g=int 

○ 中国政府、各国間でブルーパートナーシップの構築を提唱（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-11/09/c_136731731.htm 

○ 第 34 回南極科学調査隊が出発（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/2021/2017/11/09/141s266853.htm 

○ 中国が 5 ヶ所目の南極観測基地を建設する理由とは？（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1109/c95952-9290677.html 

○ 日本の女性自衛官、日常的作業に注目（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-11/09/content_50056320.htm 

○ 南シナ海巡り中国と率直なやり取り、トランプ氏訪中で＝米国務長官

（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/trump-asia-china-southchinasea-idJPKBN1D916G 

○ 習近平国家主席、プーチン大統領と首脳会談 安倍晋三首相、ベトナムへ出発

（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171109/plt1711090029-n1.html 

○ ［社説］北東アジアの平和協力は米中時代の責務だ（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/28932.html 

○ 安倍晋三首相、ベトナムに到着 １０日にプーチン大統領と会談（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171109/plt1711090034-n1.html 

 

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

○ 自衛隊、「陰の実質的指揮官」に初の空自か…知られざる自衛隊内部の熾烈な人

事争い（Business Journal） 

 http://biz-journal.jp/2017/11/post_21263.html 

○ 北朝鮮圧力強化で一致 日越外相が会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2322968008112017PP8000/ 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 建設中の波止場が来年にも完成。開発の足がかりに。滑走路補修も進む（まにら

新聞） 

 http://www.manila-shimbun.com/category/society/news234073.html 

○ 北朝鮮の危機対応に失敗すれば米中関係は危うい 不可測事態が怖い「トゥキデ

ィデスの罠」【船橋洋一氏寄稿 Vol.1】（ダイヤモンド） 
 http://diamond.jp/articles/-/148057 

○ 日豪外相、インド太平洋で連携＝対北朝鮮協力を確認（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110800168&g=pol 

○ 日豪外相 インド太平洋地域の海洋秩序維持（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171108/k10011215171000.html 

○ 日本の積極的平和主義 それは戦争と資源枯渇への道か、それとも平和と繁栄へ

の道か（スプートニク日本） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201711084256245/ 

○ 日米首脳、韓半島有事の米国の軍事行動を議論（東亜日報） 

 http://japanese.donga.com/List/3/all/27/1120300/1 

○ 中国共産党大会 「中国こそ最大の脅威」と産経、毎日は「強権」に期待寄せる

（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/171108/clm1711080006-n1.html 

○ 韓経：【社説】同盟確認したが、米国の「アジア新秩序」への立場明確にしなく

ては（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/193/235193.html?servcode=100&sectcode=110 

○ 中国・北朝鮮抑止のためにも憲法９条改正 日々高まる、沖縄・尖閣が侵略され

る危機（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171108/plt1711080011-n1.html 

○ 胸突き八丁のプーチン体制（十字路）（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2319086007112017SHH000/ 

○ ミン外相、APEC 閣僚会議で訪越の河野外相と会談（VIETJO） 

 http://www.viet-jo.com/news/politics/171108154759.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 自衛隊５部隊・チームを表彰 安倍晋三首相「さらなる高みを」（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171108/plt1711080016-n1.html 

○ 日本はよくトランプを手なずけた 中国に勝ち目はあるか？（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/post-8866.php 

 

○ フィリピン、南シナ海での漁民の避難所建設を中止 中国の反発受け（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3149800 

○ 中国が世界最大の海洋掘削装置を建造、「未来のエネルギー」を開発へ（新華

網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-11/08/c_136737483.htm 

○ 米中首脳会談、米中がそれぞれ望む３項目（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/28919.html 

○ 水上艦隊において何かがおかしく、我々はそれについて話していない（英文）

（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2017/11/somethings-wrong-surface-fleet-arent-

talking/ 

 

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

○ 北朝鮮へ圧力最大化、普天間の辺野古移設「唯一の解決策」確認 日米首脳会談

（沖縄タイムス） 

http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/167096 

○ 日米首脳会談／２国間貿易の議論継続、「インド太平洋戦略」推進（日刊工業） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00449628 

○ 日米首脳会談 同盟の絆で国難突破せよ 中国念頭に海洋戦略一致も大きい（産

経） 
 http://www.sankei.com/column/news/171107/clm1711070001-n1.html 

○ 日米首脳会談 強固な同盟を対「北」で示した（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20171106-OYT1T50078.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 日米貿易不均衡の是正要求 首脳会談 トランプ氏、武器大量購入期待（Sankei 

Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171107/mca1711070500006-n1.htm 

○ 川崎重工による海上自衛隊の潜水艦「しょうりゅう」、進水式が行われる（財経

新聞） 

 http://www.zaikei.co.jp/article/20171107/410273.html 

○ 首脳会談こう見る「同盟重視の米外交復権」と宮家邦彦氏（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171107/wor1711070011-n1.html 

○ 訪問控え米大統領 対中貿易赤字を批判 習氏を称賛後、けん制（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201711/CK2017110702000116.html 

○ 中国初の海上浮動式原発、世界の注目を集める―中国紙（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b204898-s10-c20.html 

○ 【日米首脳会談】圧力の先の「共存」描け（高知） 

 http://www.kochinews.co.jp/article/137398/ 

○ 米大統領のアジア歴訪 戦略的外交を展開せよ（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017110702000157.html 

○ 日米首脳会談 「北非核」へ対話の重要性認識を（愛媛） 

 https://www.ehime-np.co.jp/article/news201711074523 

○ 新基地阻止へ「全力で戦う」 辺野古護岸工事・翁長知事コメント全文（沖縄タ

イムス） 

 http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/167137 

○ 【ニュース分析】「北核」で同じ船に乗った安倍・トランプ、通商は足並みに乱

れ（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/133/235133.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 韓米で食い違う「韓米日軍事協力」のあり方（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/07/2017110700753.html 

○ 「ダイアモンド」と「真珠の首飾り」に挟まれた韓国外交（東亜日報） 

 http://japanese.donga.com/List/3/all/27/1119087/1 
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○ トランプ訪問に対する韓国の複雑な反応とは？（JBPress） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51543 

○ 【時視各角】トランプ大統領の訪韓日に考える韓国の外交（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/144/235144.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 中国は「人民解放軍」から見よ--阿南友亮（ハフィントンポスト） 
 http://www.huffingtonpost.jp/foresight/china-peoples-liberation-

army_a_23262870/ 

○ 中国第 34 回南極科学観測隊が 8 日に出港（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1107/c95952-9289557.html 

○ 日米印が日本海で 6 日まで共同訓練、米空母レーガンも参加（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/us-japan-india-navy-idJPKBN1D70FP 

○ 海上自衛隊、米空母 3 隻との共同訓練に参加へ＝関係者（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/idJPL3N1ND2CO 

○ 米空母と海自艦、インド艦艇が日本海で対北訓練（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20171107-OYT1T50051.html 

○ 日米印が日本海で 6 日まで共同訓練、米空母レーガンも参加（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/11/29407.html 

○ 海自の護衛艦も参加へ、米空母 3 隻が西太平洋で演習＝関係者（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/11/29409.html 

○ 海自の護衛艦も参加へ、米空母 3 隻が西太平洋で演習＝関係者（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/us-japan-navy-training-idJPKBN1D70GL 

○ 「韓国、強大国の隙間で生き残りたいなら国際法の人材を育成するべき」（中央

日報） 

 http://japanese.joins.com/article/167/235167.html?servcode=400&sectcode=400 

○ 山陽小野田市に宇宙監視レーダー （宇部日報） 

http://ubenippo.co.jp/admini/%E5%B1%B1%E9%99%BD%E5%B0%8F%E9%87%8

E%E7%94%B0%E5%B8%82%E3%81%AB%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%9B%A

3%E8%A6%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/ 
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○ 日米印３カ国が日本海で初の共同訓練 北朝鮮・中国を牽制（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171107/plt1711070028-n1.html 

○ 米空母と演習調整＝北朝鮮けん制、西太平洋－海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110700963&g=pol 

○ 南シナ海の環境保護で協力＝中国・ＡＳＥＡＮ首脳会議宣言案（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110701221&g=int 

○ 米空母３隻と海自が訓練 西太平洋 北朝鮮をけん制（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2321835007112017PP8000/ 

○ ベトナム外相、インド太平洋戦略を支持＝河野外相と協力確認（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110701282&g=pol 

○ インドと日本－より緊密な海洋関与を切望（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/india-japan-yen-closer-maritime-engagement/34674 

 

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

○ ［ニュース分析］安倍首相、トランプ大統領との“２１度目の蜜月”を予告（ハ

ンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/28890.html 

○ 日米首脳会談 日本は独自制裁拡大の方針伝える意向（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171106/k10011211841000.html 

○ トランプ米大統領、横田基地で演説「われわれは空、海、陸、宇宙を支配する」

（サンスポ） 

 http://www.sanspo.com/geino/news/20171106/pol17110605010007-n1.html 

○ 北朝鮮へ圧力強化＝インド太平洋戦略を推進－通商も焦点・日米首脳会談（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110600141&g=eco 

○ 小康社会の全面的完成の決戦に勝利し、新時代の中国の特色ある社会主義の偉大

な勝利をかち取ろう ——中国共産党第十九回全国代表大会における報告（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-11/06/c_136730403.htm 
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○ 韓経：日米「ゴルフ会談・食事４回」共助誇示…「北核抑制が主要イシュー」

（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/103/235103.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 中国初の海上浮動式原発、世界の注目を集める（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1106/c95952-9289044.html 

○ 北朝鮮に最大限の圧力かける方針を確認へ 安倍首相とトランプ米大統領が午後

に会談（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171106/plt1711060015-n1.html 

○ 北朝鮮に最大限の圧力確認 南シナ海情勢協議も 安倍首相とトランプ大統領が

会談（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171106/plt1711060020-n1.html 

○ 不況造船に「官の恵み」 潜水艦や護衛艦の建造・改修（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2313898006112017000000/ 

○ 安倍首相とトランプ米大統領が会談 北朝鮮に最大限の圧力確認か（Sankei 

Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171106/mca1711061446014-n1.htm 

○ 日米首脳 北朝鮮への圧力 最大限まで高めることで一致（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171106/k10011212691000.html 

○ 北朝鮮情勢に隠された真の安全保障問題（JBPress） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51524 

○ 安倍首相とトランプ氏が「自由で開かれたインド太平洋地域」の実現に向けて協

力強化を確認（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171106/plt1711060027-n1.html 

○ 日米首脳会談、北朝鮮に最大限の圧力確認 南シナ海情勢協議も（ZAKZAK） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/171106/soc1711060026-n1.html 

○ 富士通研究所、船舶性能推定技術の実証実施、燃料消費が削減できる航路を予測

（日経 BP） 

 http://business.nikkeibp.co.jp/atclemf/15/238719/110603016/ 
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○ 日米首脳、対北「最大限の圧力」で一致 安倍晋三首相、３５団体・個人の資産

凍結表明 中国念頭に「インド太平洋」戦略共有（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171106/plt1711060034-n1.html 

○ 宇宙ベンチャーQPS 研究所が 23.5 億円を調達。世界初の 24 時間観測可能な小型

SAR 衛星開発に目処。（Biz/Zine） 
 https://bizzine.jp/article/detail/2541 

○ 【全文 1/3】「北への圧力を最大限まで高める」「松山英樹選手とのゴルフはデ

ッドヒート」 安倍首相、日米首脳（ログミー） 

 http://logmi.jp/245722 

○ 【全文 2/3】トランプ大統領「横田夫妻の悲劇を繰り返してはならない」 日米

首脳共同会見で北朝鮮への姿勢を明かす（ログミー） 

 http://logmi.jp/246009 

○ 【全文 3/3】トランプ大統領「米製武器を日本は購入するべき」 安倍首相は

「さらに購入する」と応じる（ログミー） 

 http://logmi.jp/246116 

○ 日米首脳会談 北朝鮮への圧力 抑止力強化などを確認（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171106/k10011213251000.html 

○ 足元揺らぐトランプ外交 ロシア疑惑が再燃 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2315176006112017FF2000/ 

○ 中国外務省は「不快感」 受け入れ準備は着々...（FNN） 

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00375604.html 

○ 日米首脳共同記者会見の要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2315082006112017M10600/ 

○ 北朝鮮問題、問われる結果＝日米首脳会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110601071&g=pol 

○ 潜水艦「しょうりゅう」進水式 川重神戸工場で（神戸新聞 NEXT） 

 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201711/0010710217.shtml 

○ 「インド太平洋」日米両国で主導 日本、米戦略の礎石に（産経） 
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 http://www.sankei.com/world/news/171106/wor1711060063-n1.html 

○ 日米、北朝鮮へ圧力最大限（共同） 
 https://this.kiji.is/300165126462669921?c=39546741839462401 

○ 日米主導でアジア安定への道筋を（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO2317058006112017EA1000/ 

○ 日米「北朝鮮に最大限圧力」 対日赤字削減へ協議 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2315171006112017MM8000/ 

○ ポンプ浚渫船「天鯤号」、進水に成功（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-11/06/content_50053216.htm 

○ USS Coronado、東南アジアに展開した後シンガポールを出発（英文）（SEA 

POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2017116-Coronado.html 

○ 海兵隊は対艦沿岸防衛ミサイルに関する情報を要求（英文）（SEA POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2017116-Missiles.html 

○ 北朝鮮はトランプのアジア歴訪に不気味に迫る（英文）（Heritage 

Foundation） 
 http://www.heritage.org/asia/commentary/north-korea-looms-over-trumps-asia-

trip 

○ 南シナ海における米国沿岸警備隊：戦略か愚行か？（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/u-s-coast-guard-south-china-sea-strategy-folly/34648 

○ 東京におけるトランプ：日米安全保障関係は厳しい挑戦に直面（英文）（WAR 

ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2017/11/trump-in-tokyo-u-s-japan-security-ties-

confront-tough-challenges/ 

 

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

○ アジア安定 日米関与強く 豪印交え防衛協力 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2311563004112017EA2000/ 
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○ ハワイの地上型イージスを視察へ（共同） 
 https://this.kiji.is/299589355324245089?c=39546741839462401 

○ 海自カレー 食べて景品…むつシールラリー（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/local/aomori/news/20171106-OYTNT50213.html 

○ 韓国の EEZ で不法操業する中国の「偽造漁船」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/02/2017110202078.html 

○ 「漁獲量ゼロ」のはずがイシモチ満載 違法操業中国漁船の拿捕現場（朝鮮日

報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/02/2017110202079.html 

○ 中国人船長「韓国の取り締まりが厳しくなった」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/02/2017110202082.html 

○ 習氏の対日政策 関係改善へ指導力を発揮せよ（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20171104-OYT1T50122.html 

○ トランプ氏が来日、６日首脳会談 対北朝鮮・中国で本気度探る （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2309371003112017000000/ 

○ UPDATE 2-米大統領、対北朝鮮強硬姿勢の正当性主張 アジア歴訪では貿易も

焦点（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/idJPL3N1NB02T 

○ 中国、大型の浚渫船を進水（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3149343 

○ 米の陸上イージス視察へ＝小野寺防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110500346&g=pol 

○ 米大統領来日、両首脳は松山選手同伴でゴルフ外交 北朝鮮議論へ（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2017/11/29355.html 

○ 米大統領来日、両首脳は松山選手同伴でゴルフ外交 北朝鮮議論へ

（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/trump-japan-visit-idJPKBN1D503G 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ トランプ米大統領、初来日＝安倍首相と実質会談スタート－北朝鮮、テロ支援国

言及か（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110500145&g=int 

○ Ｐ３Ｃ供与へ推進チーム 防衛省、マレーシア向け 海洋安保で （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2312394005112017PE8000/ 

○ トランプ・安倍両首脳は松山選手同伴でゴルフ外交 北朝鮮議論へ

（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/post-8833.php 

○ 「シンゾー・ドナルド」蜜月演出＝ゴルフ外交、日米同盟強化狙う（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110500471&g=pol 

○ 日米首脳、同盟結束で北朝鮮に抑止力誇示（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2312426005112017FF8000/ 

○ トランプ氏来日 北朝鮮や通商問題議論 首相と会談（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20171106/k00/00m/010/049000c 

○ トランプ米大統領、初来日＝安倍首相と実質会談スタート－北朝鮮、テロ支援国

言及か（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110500145&g=pol 

○ 河野外相とティラーソン米国務長官が会談し、対北圧力「効果出ている」との認

識で一致 河野外相、ライトハイザーＵＳＴＲ代表とはＦＴＡ協議（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171105/wor1711050054-n1.html 

○ 中国、海上浮動式原発を日本近海に建設の可能性…トランプ訪問前に韓国を取り

込み米国を牽制（Business Journal） 

 http://biz-journal.jp/2017/11/post_21210.html 

 

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

○ フィリピン大統領、安倍首相との会談では中国に言及せず＝日中を“両天秤”―

独メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b199719-s0-c10.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 【コラム】中国とは交渉者の格さえ揃えられない韓国外交（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/02/2017110201939.html 

○ 安全保障関連法、駆け付け警護も可能に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2305487002112017TM1000/ 

○ トランプ大統領の訪問、日本と韓国は不安＝共同歩調を取れるか？―仏メディア

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b199720-s0-c10.html 

○ 「気候変動の原因は人間の活動」、トランプ政権が科学報告書を承認（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3149271 

○ いよいよ来日へ トランプ大統領が拉致問題を重要視する理由とは？（ハフィン

トンポスト） 
 http://www.huffingtonpost.jp/abematimes/trump-visit-to-japan_a_23266494/ 

○ 日本と海洋安保強化目指す ＮＡＴＯ、海自護衛艦視察（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171104/plt1711040018-n1.html 

○ 米、温暖化認める報告書 「トランプ氏政策と矛盾」批判も（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201711/CK2017110402000236.html 

○ 日米同盟強化を確認へ＝トランプ氏、５日に初来日（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110400395&g=pol 

○ 日米豪印 4 カ国戦略対話に神経とがらす中国メディア、新たな対中包囲網、「傲

慢、偏見、嫉妬と敵視」隠す（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b194135-s0-c10.html 

○ 「世界最先端」中国の大型浚渫船が進水 南シナ海の人工島造成に利用か（産

経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171104/wor1711040026-n1.html 

○ 日本の戦闘機トラブル相次ぎ報道、東シナ海上空でにらみ合う航空戦力「過小評

価」の思惑も―中国メディア（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b196926-s0-c10.html 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 軍事と IT ソフトウェアと動作ロジック(1)艦載防空システム(その 1)（マイナ

ビ） 

 http://news.mynavi.jp/column/military_it/217/ 

 

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

○ 中国初の遠海漁業資源調査船「淞航」が完成（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171103/mcb1711030500014-n1.htm 

○ 偶然や不確実性が戦争突入を加速させる！新旧大国の関係と米中両国の今後を考

える（ダイアモンド） 

 http://diamond.jp/articles/-/148131 
○ トランプ氏の来日 今こそ同盟の真価発揮を（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/171103/clm1711030001-n1.html 

○ トランプ大統領 アジアでの予定と政策の変遷（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171103/k10011209321000.html 

○ ブルーインパルスが曲技飛行の演習披露 きょう入間航空祭（東京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/saitama/list/201711/CK2017110302000150.html 

○ トランプ大統領 アジア訪問を識者はこう見る（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171103/k10011209341000.html 

○ 米海軍「第７艦隊の配備艦船増やす必要」（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171103/k10011209371000.html 

○ 中国、強硬外交時代に突入か 2 期目の習主席の大きなビジョン（New 

Sphere） 

 https://newsphere.jp/politics/20171103-1/ 

○ 日米首脳、インド太平洋戦略確認へ…中国けん制（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20171103-OYT1T50020.html 

○ 中国の新「人工島造成の神器」が進水 長距離輸送能力は世界一（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/life/2017-11/03/content_50051699.htm 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 中国海警船隊が 2 日、釣魚島の領海を巡航（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-11/03/content_50051799.htm 

○ 中国の習近平国家主席、ベトナムやラオス歴訪 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2310575003112017FF8000/ 

 

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

○ 海自の遠洋練習航海部隊 世界一周終え横須賀に帰港 （神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/288422 

○ 横須賀基地 ６００人出迎え（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20171102-OYTNT50185.html 

○ “中国版ノーベル平和賞”今年はフン・セン氏に 南シナ海裁定を批判「偉大な

範例」（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171102/wor1711020004-n1.html 

○ 西太平洋に米空母、牽制の相手は北朝鮮だけではない（JBPress） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51485 

○ 米イージス艦の衝突事故、「回避可能」だった 報告書を公表（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3149053 

○ トランプ氏の「いずも」乗艦、幻に 海自最大の護衛艦（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKC23T3JKC2UTFK006.html 

○ 米イージス艦衝突２件、「回避可能」だった 海軍が報告書（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35109802.html 

○ 三菱重、船舶事業などを会社分割 子会社に承継（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL02HTB_02112017000000/ 

○ 北極 3 航路の航行を終えた中国、「氷上シルクロード」の建設を促進（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2017/1102/c95952-9288046.html 

○ 米イージス艦事故「回避可能だった」 調査報告書を公表（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKC2262XKC2UHBI005.html?iref=pc_extlink 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 乗組員、レーダー使用法知らず イージス艦事故報告書（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKC2446BKC2UHBI01F.html 

○ 南シナ海で橋頭堡の建設進める中国 より強硬に領有権主張も（Newsweek） 

 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/post-8824.php 

○ 政府 ソマリア沖での海賊対策１年延長を決定（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171102/k10011208651000.html 

○ 台湾総統がソロモン諸島で演説、関係維持を訴え（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKC252HCKC2UHBI020.html 

○ 安倍首相、インド太平洋戦略提起へ＝米大統領来日時、中国に対抗（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110201281&g=pol 

○ 中国はトランプ大統領を「国賓を上回る基準」で対応 大国外交推進へ対米協調

演出（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/171102/wor1711020038-n1.html 

○ 第３の一帯一路「氷上シルクロード」推進へ ロシアと共同開発（Sankei Biz） 

 http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171102/mcb1711022240038-n1.htm 

○ トランプ、日本で中国牽制用の「インド太平洋外交戦略」発表の見込み（ハンギ

ョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/28864.html 

○ ［コラム］トランプ-安倍政権のよく似たアジア戦略（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/28865.html 

○ 海賊対処派遣を１年延長（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/171102/plt1711020057-n1.html 

○ 海軍サイバー任務部隊チームが完全作戦能力（FOC）を達成（英文）（SEA 

POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2017112-Cyber.html 

○ CNO：事故調査で提示された課題に取り組むため海軍は「即時行動」をとる（英

文）（SEA POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2017112-CNO.html 

http://www.asahi.com/articles/ASKC2446BKC2UHBI01F.html
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/11/post-8824.php
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171102/k10011208651000.html
http://www.asahi.com/articles/ASKC252HCKC2UHBI020.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017110201281&g=pol
http://www.sankei.com/world/news/171102/wor1711020038-n1.html
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171102/mcb1711022240038-n1.htm
http://japan.hani.co.kr/arti/international/28864.html
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/28865.html
http://www.sankei.com/politics/news/171102/plt1711020057-n1.html
http://seapowermagazine.org/stories/2017112-Cyber.html
http://seapowermagazine.org/stories/2017112-CNO.html


２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ カスピ海におけるロシアの軍事プレゼンス：国益防護か、軍事力誇示か？（英

文）（JAMESTOWN FOUNDATION） 

 https://jamestown.org/program/russian-military-presence-in-caspian-sea-

protection-of-national-interests-or-military-muscle-flexing/ 

○ 海軍の衝突調査から学んだこと（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2017/11/what-we-learned-from-the-navys-collision-

inquiries/ 

 

 

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

○ 南シナ海問題 「海洋強国」抑える外交を（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/171101/clm1711010002-n1.html 

○ [FT]米「インド太平洋」戦略にいらだつ中国 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2292205031102017000000/ 

○ 日比首脳会談 アジア安定へ米国含む連携で（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20171031-OYT1T50135.html 

○ トランプ氏のアジア歴訪 安倍首相は北をめぐる米中妥協にクサビを（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/171101/wor1711010017-n1.html 

○ 北朝鮮ハッカー集団、韓国軍艦の設計図など入手か 韓国議員（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/tech/35109690.html 

○ 北が昨年大宇造船をハッキング、韓国海軍の軍事機密 60 件流出（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/01/2017110101167.html 

○ 【社説】大韓民国のどこかに大きな穴があいている（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2017/11/01/2017110101168.html 

○ 中国、新しい海洋石油探鉱・地震探査データ採集設備の初テストに成功（新華

網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2017-11/01/c_136719553.htm 

○ 中国、南北極観測基地をアップグレードへ 5 番目の基地建設（中国網） 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2017-11/01/content_50049877.htm 

○ 皇帝になった習近平：内に統制強化、外に覇権的拡大（JBPress） 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51495 

○ 日印の対潜哨戒機、合同演習の矛先は中国に？（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-11/01/content_50049987.htm 

○ 中国海警船 4 隻、尖閣沖の接続水域に＝「日本側が不当に警告」と中国メディア

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b195700-s0-c10.html 

○ 焦点：南シナ海で建設進める中国、より強硬な領有権主張も（REUTERS） 

 http://jp.reuters.com/article/southchinasea-china-idJPKBN1D13M5 

○ 商船三井／誤差 1.5％以下の精度で船舶性能を推定（LNEWS） 

 https://lnews.jp/2017/11/j110110.html 

○ 日本産哨戒機、尾翼の部品が落下 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2017-11/01/content_50050184.htm 

○ 日米「インド太平洋戦略」表明へ 中国の権益拡大を牽制（朝日） 

 http://www.asahi.com/articles/ASKC15CN3KC1UTFK00X.html 

○ 海軍は「回避可能な」McCain、Fitzgerald 衝突における当直員の過失を言及

（英文）（SEA POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2017111-Collisions.html 

○ BAE Systems、艦艇用長距離ミサイルセンサーの生産を開始（英文）（SEA 

POWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2017111-LRASM.html 

○ トランプの物事を正す機会となるアジア歴訪（英文）（Heritage Foundation） 

 http://www.heritage.org/asia/commentary/asia-trip-chance-trump-set-things-right 
○ 2013 年から 2017 年の間のロシアの軍事戦略的認識の変化（英文）

（JAMESTOWN FOUNDATION） 
 https://jamestown.org/program/russias-changing-military-strategic-perceptions-

kaliningrad-oblast-2013-2017/ 
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２９．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 戦うのか、戦わないのか？我々の時代の中核的問題としての米中関係（英文）

（WAR ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2017/11/to-war-or-not-to-war-u-s-chinese-relations-

as-the-central-question-of-our-times/ 

 

（了） 
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