
３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

～ 海のNews（３月）～ 
 

 

３１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 広島）海自呉総監考案の「愚直たれ」、提供期間を延長（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASL3Q43GNL3QPITB00W.html 

○ 海自 米軍に補給１７件 食料や燃料 昨年４～１２月（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180331/ddm/002/010/021000c 

○ ベトナムで中国映画打ち切り 領有権問題を想起させ反発（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASL3X4DKYL3XUHBI01J.html 

○ 呉の名物｢海自カレー｣は､なぜ成功したのか（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/214040 

○ 「まいづる海自カレー」スタンプラリー 中尾・舞鶴地方総監ら隊員４人が“完

全制覇” 京都（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/180331/rgn1803310022-n1.html 

○ 騒音、どこまで減るの？ 厚木艦載機の岩国移駐きょうにも完了（東京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/kanagawa/list/201803/CK2018033102000130.html 

○ 「中国は対北攻撃を絶対に座視しない」 中国・天津外国語大 朝鮮半島研究セ

ンター主任・姜龍範氏（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180331/wor1803310021-n1.html 

○ 呉は現存する旧日本海軍史跡の宝庫なり。カーマニア集団「MJ 戦略参謀本部」

伊達軍曹が往く！（SPA） 
 https://nikkan-spa.jp/1464675 

○ ステルス技術(1)対レーダー・ステルスとコンピュータの関わり（マイナビ） 

 https://news.mynavi.jp/article/military_it-238/ 

○ もし米中が衝突したら、最初の地点は？ 使われる兵器は？ 日本は？｜『米中戦

争前夜』をアリソン教授が語った（COURRIER） 
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 https://courrier.jp/news/archives/117223/ 

○ 中国が南シナ海で大規模演習、空母「遼寧」も参加か 衛星写真（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3169486 

○ 北朝鮮船籍の船舶への「瀬取り」で制裁対象を追加指定 安保理（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180331/k10011386651000.html 

○ 「日本に軍事大国化の野望」北朝鮮メディアが非難（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/107968 

○ 日中間の「海空連絡メカニズム」ようやく構築へ、東シナ海で偶発的な軍事衝突

回避なるか（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b587850-s0-c10.html 

○ 中国国防省、アメリカに警告（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i41730 

○ 防衛省 空自機に「共同交戦能力」搭載検討 米軍と連携（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180401/ddm/002/010/061000c 

 

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

○ 国防費の増額に憲法改正、ますます進む中国の軍事強国化（WEDGE Infinity） 
 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/12275 

○ 海自の食事がおいしいワケ プロ料理人養成、艦隊勤務を後方支援 海自「第４

術科学校」（ZAKZAK） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180330/soc1803300006-n1.html 

○ 南シナ海で中国空母群が「異例」の演習、衛星画像で確認（大紀元） 

 http://www.epochtimes.jp/2018/03/32170.html 

○ 海警局の武装警察編入は日本海自への対抗？ 国防部がコメント（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/30/content_50777528.htm 

○ 北朝鮮の“瀬取り”、警戒監視の部隊に密着（日テレ） 

 http://www.news24.jp/articles/2018/03/30/10389290.html 
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○ 中国が「サイバー空間・宇宙空間・深海」を制する？ 経営学博士が語る、世界

の勢力図（logmi） 

 http://logmi.jp/276242 

○ 月島冬二が救難飛行艇の開発の裏側描く、「US-2 救難飛行艇開発物語」1 巻

（ナタリー） 
 https://natalie.mu/comic/news/275998 

 

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

○ 豪、多文化主義の危機（中国化進む世界）（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28500370T20C18A3000000/ 

○ 安保法施行から２年 日米訓練は施行前の 3 倍以上に（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180329/k10011383261000.html 

○ 南シナ海で中国空母群が「異例」の演習、衛星画像で確認（ダイヤモンド） 
 http://diamond.jp/articles/-/165398 

○ 安保法運用「国民チェックできぬ」 情報公開不足 自衛隊活動は拡大（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201803/CK2018032902000141.html 

○ 安保法２年 任務・武器、日米一体化進む 空母化改修、共同運用案も（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201803/CK2018032902000142.html 

○ 日本初の砕氷ＬＮＧ船就航 商船三井、北極海航路で（産経） 
 http://www.sankei.com/economy/news/180329/ecn1803290035-n1.html 

○ 中国海軍の大規模艦隊が南シナ海に集結、米に対し軍事力誇示（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35116876.html 

○ 「韓国型衛星航法システム構築予備推進団」初会議へ（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/087/240087.html?servcode=300&sectcode=330 

○ 中国が南シナ海「禁漁期」を宣言、ベトナムが「一方的、主権侵害」として改め

て猛反発―中国メディア（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b587675-s0-c10.html 
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○ シリーズ：モルディブで、サステナビリティーについて考えた（第 2 回）

（HUFFPOST） 
 https://www.huffingtonpost.jp/unic/plastic-20180329_a_23397085/ 

○ 中国の空母と潜水艦、艦隊 40 隻従え南シナ海で演習 米国などへ示威行為か

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/03/40-17.php 

○ インド太平洋戦略で連携＝日印外相が戦略対話（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032900837&g=pol 

○ インドが通信衛星打ち上げ 中国艦船の監視強化か（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180329/k10011384671000.html 

○ 対北連携で目に見える成果 戦闘で撤退、臨検不参加…なお残る課題（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180329/plt1803290028-n1.html 

 

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

○ 日本が「中国の海上影響力」けん制のためあの手この手―中国メディア

（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b586945-s0-c10.html 

○ 21 世紀のいま求められる「戦艦」とは 「カギは残存性」（ITmedia ビジネ

ス）  

 http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1803/28/news050.html 

○ 掃海管制艇「くめじま」引退 呉で自衛艦旗返納行事（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/180328/rgn1803280024-n1.html 

○ 深さ 3200 メートルの海底で発見 「レキシントン」はこんなすごい船だった

（ねとらぼ） 

 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1803/28/news040.html 

○ 部隊直伝 スタンプラリー、海自総監も１１店制覇へ 舞鶴／京都（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180328/ddl/k26/040/542000c 
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○ アングル：南シナ海で中国空母群が「異例」の演習、衛星画像で確認

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/south-china-sea-idJPKBN1H40RP 

○ 防衛予算が過去最大 5.19 兆円（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28689960Y8A320C1PP8000/ 

○ 安保法施行２年 米航空機防護など実践段階 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28690020Y8A320C1PP8000/ 

 

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

○ 日米制服組トップが会談 北朝鮮問題などを協議 「日米同盟はアジア太平洋地

域の平和と安全の礎石」（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180327/wor1803270021-n1.html 

○ 日本とインド、スリランカで協力強化 その意図は？（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/27/content_50753090.htm 

○ 「天安」爆沈から 8 年、韓国海軍が海上機動訓練（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/03/27/2018032700959.html 

○ 自衛隊と韓国軍の「絆」は強い 金沢工業大学 虎ノ門大学院教授・伊藤俊幸

（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/180327/clm1803270006-n1.html 

○ インド太平洋戦略、日本の執念に要警戒（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/27/content_50753109.htm 

○ フィリピン、「中国の反対無視し」日本譲渡の航空機を南シナ海偵察に運用―米

華字メディア（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b586684-s0-c10.html 

○ 中国が南シナ海で「戦争のリハーサル」 米英仏の「航行の自由」作戦に反発か

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20180327-2/ 

○ 陸自 離島防衛へ水陸機動団発足 佐世保・相浦駐屯地に（毎日） 
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 http://mainichi.jp/articles/20180328/k00/00m/010/051000c 

○ 中国、取り戻した「北朝鮮カード」＝要人訪問を歓迎（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032701120&g=int 

 

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

○ 中国、南シナ海での漁獲禁止を発表―ベトナム外務省が抗議（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/180323193449.html 

○ 米 F-35B、強襲揚陸艦で発着訓練 自衛隊導入予定の戦闘機は機動力がウリ

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/03/f-35b.php 

○ 海自練習機 比に譲渡 無償で初、中国進出念頭 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28565480W8A320C1EAF000/ 

○ 休みなし、中国の船が 4 日連続で尖閣周辺に―中国メディア（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b586102-s0-c10.html 

○ 日中、海空メカニズム合意へ＝衝突回避、早期運用開始（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032600770&g=pol 

○ 中国軍の動向発表の中止を撤回？ 台湾、中国軍活発化を受け方針転換（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180326/wor1803260021-n1.html 

○ 陸上総隊、27 日発足 運用一元化、離島奪還部隊も稼働（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28579160W8A320C1PP8000/ 

○ 海軍の新たな部隊構造評価に関する注意のメモ（英文）（WAR ON THE 

ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2018/03/notes-of-caution-on-the-navys-forthcoming-

force-structure-assessment/ 

 

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

○ 日本は自分の空母を建造するか？ 答えはノーよりもイエス（SPUTNIK） 

http://mainichi.jp/articles/20180328/k00/00m/010/051000c
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032701120&g=int
https://www.viet-jo.com/news/politics/180323193449.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/03/f-35b.php
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28565480W8A320C1EAF000/
http://www.recordchina.co.jp/b586102-s0-c10.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032600770&g=pol
http://www.sankei.com/world/news/180326/wor1803260021-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28579160W8A320C1PP8000/
https://warontherocks.com/2018/03/notes-of-caution-on-the-navys-forthcoming-force-structure-assessment/
https://warontherocks.com/2018/03/notes-of-caution-on-the-navys-forthcoming-force-structure-assessment/


３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201803254710943/ 

○ 丼もので地産地消を促進へ 海自の料理長コンテスト開催（河北新報） 

 http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201803/20180325_23001.html 

○ 「海空連絡」合意へ 衝突回避、地域明示せず（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180325/k00/00m/010/157000c 

○ 米貿易制裁 中国「報復準備」を明言 軍事、外交でも強硬姿勢（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201803/CK2018032502000131.html 

○ 安倍首相、東郷平八郎の遺髪に見入る 広島の海自学校訪問（産経） 
 http://www.sankei.com/west/news/180325/wst1803250018-n1.html 

○ 自衛隊支援、南アジアへ 災害救援・海洋安保でスリランカと協議 インド太平

洋戦略のテコに（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180325/plt1803250013-n1.html 

○ 国家運営、党に一元化＝習氏主導で外交格上げ－中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032500244&g=int 

○ 南シナ海・西太平洋で訓練＝中国軍、米に空軍力誇示（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3168684 

○ 「未来の戦争への演習」 中国空軍が西太平洋と南シナ海で同時訓練（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180325/wor1803250017-n1.html 

○ 中国空軍 南シナ海で最新鋭の戦闘機など訓練実施（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180325/k10011378441000.html 

○ 日本の新型イージス艦、総合力で中国版イージス艦に及ばない？―中国メディア

（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b585857-s0-c10.html 

 

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

○ 米軍が南シナ海で航行自由作戦を実施 中国が批判（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180324/k10011377071000.html 
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○ 軍国主義を主導した日本陸軍、北朝鮮の脅威を理由に「陸上総隊」新設で一つに

（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/30122.html 

○ 中国は豊かになっても民主化せず 読み間違えた西側、迫られる方針転換

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20180324-1/ 

○ 首相 海洋での法の支配など徹底を働きかけ続ける（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180324/k10011377371000.html 

○ 米国は日本に「したこと」と同じように中国を扱えるか＝中国メディア

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1655966?page=1 

○ ベトナム、南シナ海の油田開発中止＝中国の圧力で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032400544&g=int 

○ 米駆逐艦、南シナ海で航行の自由作戦 中国人工島近く（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35116627.html 

○ 政府の次期海洋基本計画、北の脅威明記（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180324-OYT1T50042.html 

○ 中国海軍、南シナ海で実弾演習へ 時期や場所不明（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35116628.html 

○ 中国空母、南シナ海演習参加か＝米「航行の自由作戦」けん制（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032400576&g=int 

 

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

○ 宮古海峡に出没する中国原潜の実力とは…探知・追尾で海自は能力証明（産経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/180323/prm1803230004-n1.html 

○ 横須賀市全体を「軍港資料館」に 観光振興、洋館整備しガイダンスセンター

（産経） 
 http://www.sankei.com/region/news/180323/rgn1803230033-n1.html 

http://japan.hani.co.kr/arti/international/30122.html
https://newsphere.jp/world-report/20180324-1/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180324/k10011377371000.html
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http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180324-OYT1T50042.html
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http://www.sankei.com/region/news/180323/rgn1803230033-n1.html
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○ 三井造船玉野事業所、潜水艦救難艦「ちよだ」引き渡し 横須賀基地に配備（産

経） 
 http://www.sankei.com/region/news/180323/rgn1803230055-n1.html 

○ 弱肉強食論、日本の国益を損なう（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/23/content_50739897.htm 

○ 中国共産党中央委員会機関が重大調整（中国網） 

 いずも空母化、F-35B 導入検討 「戦後最大の危機」に備える日本（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20180323-1/ 

○ 海上自衛隊に神経とがらす中国メディア、「南シナ海で米空母と共同訓練」「全

力で潜水艦建造」（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b584754-s0-c10.html 

○ 中国と北朝鮮を口実に…日本陸上自衛隊統一司令部２７日発足へ（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/888/239888.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 「陸上総隊」発足、運用を一元化＝機動師団、旅団へ改編－対中国念頭に離島防

衛（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032301030&g=soc 

○ 米軍の豪駐留隊員、過去最高に＝中国けん制、日本と訓練も（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032301039&g=pol 

○ 尖閣沖に中国海警船、中国側「われわれの領海を巡航した」―中国メディア

（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b585330-s0-c10.html 

○ 南沙沖で「航行の自由作戦」＝米軍駆逐艦が中国人工島１２カイリ内に（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032301151&g=int 

○ 【F2 後継機国産断念(上)】アメリカの圧力？ハイローミックス(費用対効果)戦略

はどこに？（財経新聞） 

 https://www.zaikei.co.jp/article/20180323/433437.html 

○ 【F2 後継機国産断念(下)】アメリカの圧力？ハイローミックス(費用対効果)戦略

はどこに？（財経新聞） 

http://www.sankei.com/region/news/180323/rgn1803230055-n1.html
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/23/content_50739897.htm
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 https://www.zaikei.co.jp/article/20180323/433438.html 

○ 米駆逐艦、南シナ海で中国造成の人工島付近を航行＝当局者（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN1GZ1BQ 

○ 日米韓防衛実務者協議 対北朝鮮 瀬取り阻止など連携一致（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180324/k00/00m/030/084000c 

○ 米Ｆ３５Ｂ戦闘機が発着訓練、沖縄本島沖の強襲揚陸艦で（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/f35b-okinawa-drill-idJPKBN1GZ1NP 

○ 米軍が「航行の自由作戦」 中国は反発（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28507390T20C18A3FF8000/ 

○ 南沙諸島を航行 中国をけん制（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180324/k00/00m/030/144000c 

○ 米が「航行の自由」作戦実施 中国「重大な挑発」と反発（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180323/wor1803230040-n1.html 

○ 中国軍機が沖縄付近で特異飛行 空自機がスクランブル（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180323/plt1803230047-n1.html 

 

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

○ 機構改革で政府機能を党に集約 中国中央テレビなど統合も（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180322/wor1803220004-n1.html 

○ 中国海警局が軍指揮下に 党と政府の改革案 海軍と連携、尖閣に危機（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180322/wor1803220002-n1.html 

○ 打ち切り電話会談で因縁の米豪首脳、その後は関係良好か（WEDGE Infinity） 
 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/12203 

○ 南シナ海「対話で適切に処理」（共同） 
 https://this.kiji.is/349338265284969569?c=39546741839462401 

○ 海自練習機、フィリピン海軍へ 徳島航空基地で出国式典（徳島新聞） 

https://www.zaikei.co.jp/article/20180323/433438.html
https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN1GZ1BQ
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http://mainichi.jp/articles/20180324/k00/00m/030/084000c
https://jp.reuters.com/article/f35b-okinawa-drill-idJPKBN1GZ1NP
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http://mainichi.jp/articles/20180324/k00/00m/030/144000c
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 http://www.topics.or.jp/localNews/news/2018/03/2018_1521691734513.html 

○ 日本の新防衛計画は中国を念頭に作成か―中国メディア（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b584790-s0-c10.html 

○ 自衛隊の空母保有「航空戦力の脆弱性克服」「必要なら『防空』新造を」（産

経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/180322/prm1803220003-n1.html 

○ フィリピンと中国が、エネルギーの共同採掘に関して合意（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i41412 

○ この時期に台湾海峡に入った空母「遼寧号」、重要なシグナルか―中国メディア

（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b584844-s0-c10.html 

 

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

○ 習１強体制（佐賀新聞） 
 http://www.saga-s.co.jp/articles/-/195262 

○ 【主張】全人代閉幕 希代の独善国家に警戒を 日本は自由主義の防波堤たれ

（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/180321/clm1803210001-n1.html 

○ 海軍ビーフカツレツに入港ぜんざい…京都・舞鶴の赤れんが倉庫をリニューアル

（産経） 
 http://www.sankei.com/west/news/180321/wst1803210009-n1.html 

○ 中国大陸空母が台湾海峡進入 国防部「全行程を監視・把握」（フォーカス台

湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201803210001.aspx 

○ 中国海警局、軍事委の指導下に 尖閣で連携強化か （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28406450R20C18A3FF1000/ 

○ 中国、尖閣周辺の活動強化か＝海警局、武警に移管（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3168260 

http://www.topics.or.jp/localNews/news/2018/03/2018_1521691734513.html
http://www.recordchina.co.jp/b584790-s0-c10.html
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http://parstoday.com/ja/news/world-i41412
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http://www.sankei.com/west/news/180321/wst1803210009-n1.html
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○ 尖閣周辺で監視の中国公船、中央軍事委が管轄か（読売） 

 http://www.yomiuri.co.jp/world/20180321-OYT1T50050.html 

○ アンダマンとニコバル諸島：変化するインド太平洋におけるインドの東アンカー

（英文）（WAR ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2018/03/the-andaman-and-nicobar-islands-indias-

eastern-anchor-in-a-changing-indo-pacific/ 

 

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

○ 中国の軍拡は止まらない（WEDGE Infinity） 
 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/12197 

○ 米空母と海自護衛艦訓練公開＝オスプレイ展開も－海軍（時事） 

http://news.ceek.jp/search.cgi?title=&notkind=&time=&summary=&sort=&kind=&

way=1&q=%B3%A4%CD%CE+%B3%A4%BE%E5%BC%AB%B1%D2%C2%E2+%A

5%B7%A5%CA%B3%A4 

○ 「防衛型空母」導入を 防衛大綱、自民提言骨子（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28347570Q8A320C1EAF000/ 

○ 防衛型空母や最新鋭戦闘機Ｆ３５Ｂの導入を自民が提言へ（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180320/k10011372021000.html 

○ コラム：アジア防衛企業、不穏な地域情勢が「商機」に（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-parliament-defence-breakingviews-

idJPKBN1GV0CZ 

○ 三井造船、新型救難艦を引き渡し 潜水艦増強に対応（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28348410Q8A320C1XA0000/ 

○ 中国脅威論にいらだち＝習主席、台湾へ強硬姿勢－全人代の閉幕演説（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018032000869&g=int 

○ 多用途防衛型空母の導入提言へ（FNN） 

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00387680.html 

○ 薗浦首相補佐官 インド太平洋戦略への協力呼びかけ（NHK） 

http://www.yomiuri.co.jp/world/20180321-OYT1T50050.html
https://warontherocks.com/2018/03/the-andaman-and-nicobar-islands-indias-eastern-anchor-in-a-changing-indo-pacific/
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180320/k10011372701000.html 

○ 潜水艦救難艦「ちよだ」引き渡し（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20180320/4020000078.html 

○ 中国の介入「日本も脅威認識を」 豪チャールズ・スタート大 クライブ・ハミ

ルトン教授（産経） 

 http://www.sankei.com/world/news/180320/wor1803200054-n1.html 
○ 日本、護衛艦を航空母艦に…自民党が「改造提案書」作成（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/30085.html 

○ 海自潜水艦救難艦「ちよだ」完成 三井造船玉野事業所で引き渡し式（山陽新

聞） 

 http://www.sanyonews.jp/article/686398 

○ F-35B 初の艦載展開開始（英文）（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20180320-F35B.html 

 

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

○ 豪野党労働党、日米豪印戦略対話を支持（NNA） 

 https://www.nna.jp/news/show/1739043 

○ 極秘だらけの最新鋭潜水艦に迫る! 見つかったら最期の「音の戦い」

（withnews） 

https://withnews.jp/article/f0180319005qq000000000000000W06k10101qq0000169

45A 

○ 安倍首相が海自基地初視察（神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/318272 

○ “旧敵”米国の空母寄港を受け入れたベトナム 対中牽制と配慮のしたたか外交

術（産経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/180319/prm1803190004-n1.html 

○ コラム：アジア防衛企業、不穏な地域情勢が「商機」に（REUTERS） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180320/k10011372701000.html
http://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20180320/4020000078.html
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 https://jp.reuters.com/article/china-parliament-defence-breakingviews-

idJPKBN1GV0CZ 

○ 「世界１０位海軍力」米沿岸警備隊を韓国に派遣する理由（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/709/239709.html?servcode=200&sectcode=200 

○ 中国と領土問題で揉めるフィリピンの地図では南シナ海はどう描かれている？

（HARBOR BUSINESS） 

 https://hbol.jp/162287 

○ 豪ＡＳＥＡＮ首脳会議、インフラ協力で合意 官民投資誘致へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-australia-infrastructure-idJPKBN1GV0FC 

○ 住民の生命を守るために（日高新報） 

 http://www.hidakashimpo.co.jp/news/2018/03/post-8062.html 

○ 長射程対艦ミサイル、６回目の飛行試験に成功（英文）（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20180319-LSRAM.html 

 

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

○ 共同訓練中 「カール・ビンソン」乗艦リポ（日テレ NEWS） 

 http://www.news24.jp/articles/2018/03/18/10388297.html 

○ 高知新港 20 周年で護衛艦 2 隻公開 家族連れら見学（高知新聞） 

 https://www.kochinews.co.jp/article/168574/ 

○ 舞鶴湾の遊覧船、運航開始 海自艦艇や風景満喫（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20180318000033 

○ 安倍首相「核・ミサイル放棄に圧力を」（FNN） 

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00387487.html 

○ 首相 防衛大学校の卒業式で訓示（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180318/k10011369841000.html 

○ 安倍首相、防衛大卒業式で訓示“圧力をかけ続けていく”（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3319018.html 

https://jp.reuters.com/article/china-parliament-defence-breakingviews-idJPKBN1GV0CZ
https://jp.reuters.com/article/china-parliament-defence-breakingviews-idJPKBN1GV0CZ
http://japanese.joins.com/article/709/239709.html?servcode=200&sectcode=200
https://hbol.jp/162287
https://jp.reuters.com/article/asean-australia-infrastructure-idJPKBN1GV0FC
http://www.hidakashimpo.co.jp/news/2018/03/post-8062.html
http://seapowermagazine.org/stories/20180319-LSRAM.html
http://www.news24.jp/articles/2018/03/18/10388297.html
https://www.kochinews.co.jp/article/168574/
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20180318000033
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180318/k10011369841000.html
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 豪とＡＳＥＡＮ “韓国と北朝鮮の関係改善を歓迎” 共同声明（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180318/k10011370141000.html 

○ 豪・ＡＳＥＡＮ、中国けん制 南シナ海「行動規範の早期策定を」 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28287970Y8A310C1FF8000/ 

 

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

○ 日本には空母よりも危険な船が 3 隻ある―中国メディア（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b582418-s0-c10.html 

○ 米日の艦隊が南中国海で対潜訓練 中国の原潜をけん制か（中華網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/17/content_50717531.htm 

 

１６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ １７日から豪ＡＳＥＡＮ首脳会議 対中国、そろわぬ足並み（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180316/wor1803160016-n1.html 

○ NEC、アジアを結ぶ光海底ケーブル「SJC2」を受注―ベトナムも経由

（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/nikkei/180315165128.html 

○ 「ミリタリー・バランス２０１８」が警告する中国「驚異の兵器近代化」（産

経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/180316/prm1803160004-n1.html 

○ インド洋で影響力強める中国をけん制、「日本に新たな動き」と米華字メディア

（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b582174-s0-c10.html 

○ 豪政府 ベトナムと友好関係発展を約束（JAMS.TV） 

 https://www.jams.tv/news/99576 

○ ＪＭＵ、新型掃海艦「ひらど」引き渡し ＦＲＰ活用 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28211750W8A310C1XA0000/ 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180318/k10011370141000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28287970Y8A310C1FF8000/
http://www.recordchina.co.jp/b582418-s0-c10.html
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/17/content_50717531.htm
http://www.sankei.com/world/news/180316/wor1803160016-n1.html
https://www.viet-jo.com/news/nikkei/180315165128.html
http://www.sankei.com/premium/news/180316/prm1803160004-n1.html
http://www.recordchina.co.jp/b582174-s0-c10.html
https://www.jams.tv/news/99576
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28211750W8A310C1XA0000/


３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 中国のハッカー、南シナ海関連の米企業を攻撃－戦略情報の収集狙いか（英文）

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-16/china-hackers-hit-u-s-

firms-linked-to-sea-dispute-fireeye-says 

○ 世界が習近平の中国をあきらめる時（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/03/post-9755.php 

○ 豪・インドネシア、海洋協力の行動計画に署名 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28222520W8A310C1FF8000/ 

○ 機雷処理ダイバー派遣へ群をぬく能力 海上自衛隊、掃海・輸送ヘリ「ＭＣＨ－

１０１」（ZAKZAK） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180316/soc1803160013-n1.html 

○ 北朝鮮“瀬取り”空から監視の部隊に密着（日テレ NEWS） 

 http://www.news24.jp/articles/2018/03/16/10388209.html 

○ 太平洋で米空母訓練公開 中国を牽制、海自も参加（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180316/plt1803160030-n1.html 

○ 北朝鮮との交渉のための重要な第一歩（英文）（WAR ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2018/03/when-negotiating-with-north-korea-the-first-

step-may-be-the-hardest/ 

 

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

○ 〔政治スポットライト〕豪とＡＳＥＡＮ、対テロ覚書に署名へ（NNA） 

 https://www.nna.jp/news/show/1737876 

○ 国務長官の解任 米外交への信頼取り戻せ（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/180315/clm1803150002-n1.html 

○ 対空ミサイル発射訓練＝横須賀の米イージス艦－フィリピン海（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031500198&g=soc 

○ 米朝衝突はある？ない？ 可能性を「0％」にする“秘策”も（AREAdot.） 

 https://dot.asahi.com/aera/2018031400025.html?page=1 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-16/china-hackers-hit-u-s-firms-linked-to-sea-dispute-fireeye-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-16/china-hackers-hit-u-s-firms-linked-to-sea-dispute-fireeye-says
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/03/post-9755.php
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28222520W8A310C1FF8000/
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/180316/soc1803160013-n1.html
http://www.news24.jp/articles/2018/03/16/10388209.html
http://www.sankei.com/politics/news/180316/plt1803160030-n1.html
https://warontherocks.com/2018/03/when-negotiating-with-north-korea-the-first-step-may-be-the-hardest/
https://warontherocks.com/2018/03/when-negotiating-with-north-korea-the-first-step-may-be-the-hardest/
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031500198&g=soc
https://dot.asahi.com/aera/2018031400025.html?page=1


３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 中国に向かって「中国は米国の敵」と言うに等しい人事？新国務長官にポンペオ

氏―仏メディア（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b582000-s0-c10.html 

○ 「一帯一路」 中日の互恵協力の新たなプラットフォームに（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2018-03/15/c_137041159.htm 

○ 中国・全人代の記者会見 おべっか質問にうんざり顔の記者（BBC） 
 http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-43395524 

○ そうりゅう型潜水艦の 9 番艦「せいりゅう」が就役、中国メディアが強い警戒感

（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b582031-s0-c10.html 

○ なぜアメリカは核兵器を近代化しなければならないのか（英文）（WAR ON 

THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2018/03/why-america-must-modernize-its-nuclear-

forces/ 

○ 海底ケーブルと海底通信線の保護の課題（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/undersea-cables-challenges-protecting-seabed-lines-

communication/35889 

 

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

○ 北がミサイル 1 発撃っても自衛隊は出動できない？（日経ビジネス） 
 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/071000146/030600023/ 

○ 米空母、海自と共同訓練＝対潜水艦など、中国けん制か－南シナ海（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031400171&g=soc 

○ 自民 最新鋭戦闘機の取得求める提言 骨子案（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180314/k10011364011000.html 

○ 中国国防費が 18 兆円、8.1％の増加 空母、最新鋭ミサイル、兵器開発進む

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/politics/20180314-1/ 

http://www.recordchina.co.jp/b582000-s0-c10.html
http://jp.xinhuanet.com/2018-03/15/c_137041159.htm
http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-43395524
http://www.recordchina.co.jp/b582031-s0-c10.html
https://warontherocks.com/2018/03/why-america-must-modernize-its-nuclear-forces/
https://warontherocks.com/2018/03/why-america-must-modernize-its-nuclear-forces/
http://cimsec.org/undersea-cables-challenges-protecting-seabed-lines-communication/35889
http://cimsec.org/undersea-cables-challenges-protecting-seabed-lines-communication/35889
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/071000146/030600023/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018031400171&g=soc
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180314/k10011364011000.html
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 「一帯一路」の輝かしい成果（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-03/14/content_50708409.htm 

○ 首相 スリランカ大統領と会談 “インド太平洋戦略”で連携強化（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180314/k10011365381000.html 

○ 日スリランカ首脳会談 インド太平洋地域の連結性強化で協力合意（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180314/plt1803140060-n1.html 

○ 海洋安保の連携強化 日スリランカ首脳会談 中国にらみインフラ支援（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28115610U8A310C1PP8000/ 

○ 自由でオープンなインド・太平洋の開梱（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2018/03/unpacking-the-free-and-open-indo-pacific/ 

○ トランプ・キム・サミットと北朝鮮の非核化：良い、悪い、醜い（英文）

（WAR ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2018/03/the-trump-kim-summit-and-north-korean-

denuclearization-the-good-the-bad-and-the-ugly/ 

○ 分散型ユニットに補給する海兵隊のドローン配送システム（英文）（CIMSEC） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20180314-HiveUAS.html 

○ ハリス大将、上院軍事委員会公聴会でアジア太平洋地域の懸念の詳述（英文）

（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20180315-AsiaArctic.html 

○ 海底軍の設立（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/establish-seabed-command/35835 

 

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

○ 「ミサイル対処最後の砦」 空自百里基地でＰＡＣ３展開訓練（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180313/plt1803130018-n1.html 

○ 米朝会談の先の危機（大機小機）（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28055780T10C18A3EN2000/ 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-03/14/content_50708409.htm
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180314/k10011365381000.html
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https://warontherocks.com/2018/03/the-trump-kim-summit-and-north-korean-denuclearization-the-good-the-bad-and-the-ugly/
https://warontherocks.com/2018/03/the-trump-kim-summit-and-north-korean-denuclearization-the-good-the-bad-and-the-ugly/
http://seapowermagazine.org/stories/20180314-HiveUAS.html
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 南シナ海で日米共同訓練 中国牽制か（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180313/plt1803130060-n1.html 

○ FORWARD…FROM THE SEABED?（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/forwardfrom-the-seabed/35823 

○ USS America ARG / MEU：航空中心の Amphib に調整する運用（英文）

（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/20180313-america.html 

 

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

○ 海上自衛隊護衛艦「あさひ」に見る情報通信技術のトレンド(2)（マイナビ） 

 https://news.mynavi.jp/article/20180312-asahi_mitsubishi_02/ 

○ 豪州での完敗から２年 三菱重工の最新鋭潜水艦が就役（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27997550S8A310C1X13000/ 

○ 最新鋭の潜水艦「せいりゅう」引き渡し 三菱重工神戸（神戸新聞） 

 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/201803/0011061996.shtml 

○ 三菱重工、防衛事業も難路 日本の装備 進む米シフト（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28031620S8A310C1TI1000/ 

○ 海底に対する戦闘：法律戦から通常戦まで（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/fighting-seafloor-lawfare-warfare/35830 

○ 習近平の「生涯主席」が中国を変えることができるか－ 良いか悪いか（英文）

（Global Geopolitics） 
 http://globalgeopolitics.net/2018/03/12/how-xi-jinpings-lifetime-presidency-could-

change-china-for-better-or-worse/ 

 

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

○ 震災７年、“陸海の目”を防災に生かせ（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/12265 

http://www.sankei.com/politics/news/180313/plt1803130060-n1.html
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 自衛隊の空母保有 「航空戦力の脆弱性克服」「必要なら『防空』新造を」（産

経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/180311/prm1803110016-n1.html 

○ 仏とインドが軍事協力、インド洋・太平洋での「覇権」拒絶 中国の膨張を牽制

（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180311/wor1803110026-n1.html 

 

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

○ 平和と繁栄へ、どう導くか（八重山毎日） 

 http://www.y-mainichi.co.jp/news/33132/ 

○ アングル：「一帯一路」の中国、外銀撤退のブルネイで存在感（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-brunei-idJPKCN1GL0PT 

○ 日本に戦争の危険「ある」85％ 内閣府の世論調査（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27971390Q8A310C1EA3000/ 

○ 「戦争の危険ある」85.5％で過去最多 内閣府世論調査（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180310/k10011359601000.html 

 

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

○ インド太平洋 16 か国が海上軍事演習 中国をけん制（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180309/k10011357021000.html 

○ 海上自衛隊護衛艦「あさひ」に見る情報通信技術のトレンド(1)（マイナビ） 

 https://news.mynavi.jp/article/20180309-asahi_mitsubishi_01/ 

○ 人民解放軍（PLA）に期待しているときに期待するもの：中国軍との会談の手引

き（英文）（WAR ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2018/03/what-to-expect-when-youre-expecting-the-

pla-a-guide-to-meeting-with-the-chinese-army/# 

 

０８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 陸上自衛隊トップ、辞任覚悟の出動命令（日経ビジネス） 
 http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20150302/278140/022300001/ 

○ 自衛隊は､なぜジブチを重視しているのか（東洋経済） 

 http://toyokeizai.net/articles/-/211478 

○ 「金曜日のカレー」は家族の幸福度をアップする!? 脳波を測定して検証してみた

（News Walker） 
 https://news.walkerplus.com/article/139629/ 

○ 中国、南シナ海の平和と安定を守る決意は揺るぎない＝外相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-southchinasea-idJPKCN1GK0CN 

○ 新型護衛艦が佐世保港に入港（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20180308/5030000051.html 

○ 中国外相の会見要旨（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3166665 

○ 中国と台湾が日本の東シナ海政策と尖閣諸島の領有権主張に抗議（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/japan-i40855 

○ 南シナ海は「中国の神聖な領土」「武装し主権示す」 中国軍幹部が正当化（産

経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180308/wor1803080027-n1.html 

○ 「自由で開かれたインド太平洋戦略」実現に向け協力呼びかけ（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180308/k10011356511000.html 

○ オーストラリアがどのように「自由で開かれたインド太平洋」を育てるか（英

文）（WAR ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2018/03/how-australia-can-foster-a-free-and-open-

indo-pacific/ 

 

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

○ Ｆ３５Ｂ、強襲艦と合流＝対北朝鮮、中国警戒で－米海兵隊（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018030700184&g=soc 
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 中国海洋進出への対処「ハイレベル対話が重要」 ＣＳＩＳ上級研究員 ボニ

ー・グレイザー氏（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180307/wor1803070012-n1.html 

○ 対潜能力に優れた韓国の次期護衛艦「大邱」、就役式を無事終了（中央日報） 

 http://japanese.joins.com/article/286/239286.html?servcode=200&sectcode=200 

○ 社説：中国の国防費 軍拡競争の懸念拭えず（京都新聞） 

 http://www.kyoto-np.co.jp/international/article/20180307000043 

○ 日米合同訓練「マルチセイル 2018」グアム周辺で 3 月 8 日開始（おたくま経済

新聞） 

 http://otakei.otakuma.net/archives/2018030703.html 

○ 【動画】日本軍と交戦した空母、水深 3 千 m で発見（ナショジオ） 

 http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/18/030700105/ 

○ 豪と東ティモール、海洋境界条約に署名 ガス開発に弾み （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27799620X00C18A3FF2000/ 

○ 中国、南極のアムンゼン海で初の海洋総合調査を実施（新華網） 

 http://japanese.china.org.cn/life/2018-03/07/content_50675602.htm 

○ 海自の新型護衛艦 引き渡し式（NHK） 
 http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20180307/5030000039.html 

○ 造船の三菱、もう一度 長崎で４年ぶり護衛艦引き渡し（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27803140X00C18A3X13000/ 

○ 海に目を向ければ分かる！ 日本は正真正銘の海洋大国＝中国メディア

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1654827?page=1 

○ 日本の「中国安全保障レポート」は無責任で成立せず―中国国防部

（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b578556-s10-c10.html 

○ 天然ガスで対立 豪・東ティモール 境界線を確定（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180307/k10011354581000.html 
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 中国の複数の地方で質の高い「海洋経済」を目指す（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2018-03/07/c_137022081.htm 

○ 海自の金曜カレーは習慣になるだけの理由があるかも？一般家庭にも浸透する金

曜カレーの謎（おたくま経済新聞） 

 http://otakei.otakuma.net/archives/2018030709.html 

○ 最新の戦略見直しに続く海軍の新しい艦隊規模検討作業（英文）（USNI） 
 https://news.usni.org/2018/03/07/navy-working-new-fleet-size-study-following-

latest-strategic-reviews 

 

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

○ 北朝鮮の「瀬取り」４件は氷山の一角 国際連携で監視網強化も中露の協力は？

（産経） 
 http://www.sankei.com/premium/news/180306/prm1803060005-n1.html 

○ 海上自衛隊はもうこんなに強くなっている！中国も準備しよう―中国メディア

（Record China） 

 http://www.recordchina.co.jp/b577619-s0-c10.html 

○ 法と自由の確立されない中国は、イノベーションで世界経済の真のフロントラン

ナーになれるか（DIAMOND） 
 http://diamond.jp/articles/-/161892 

○ 【主張】メルケル政権 国際協調の牽引役を望む（産経） 
 http://www.sankei.com/column/news/180306/clm1803060002-n1.html 

○ 劇場版「空母いぶき」は“24 時間の物語”に、西島秀俊＆佐々木蔵之介が出演

（ナタリー） 
 https://natalie.mu/comic/news/272290 

○ 西島秀俊×佐々木蔵之介の軍事エンタメ映画への思い（日刊スポーツ） 
 https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201803060000042.html 

○ 米空母 ベトナム寄港 戦争終結後初 南シナ海情勢受け 中国牽制へ（産経） 
 http://www.sankei.com/world/news/180306/wor1803060005-n1.html 
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 女性初の海自護衛隊司令が着任（共同） 
 https://this.kiji.is/343571640007525473?c=39546741839462401 

○ 中国の国防費急増に強い懸念 小野寺防衛相（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180306/k10011353081000.html 

○ 海上自衛隊の護衛隊に初の女性司令 着任式行われる（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180306/k10011353331000.html 

○ 中国を念頭に？日本の海上自衛隊に新たな動き―中国メディア（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b577935-s0-c10.html 

○ 海自に初の女性艦隊司令、護衛艦「いずも」など 4 隻を指揮（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/maritime-self-defence-woman-idJPKBN1GI08X 

○ 日本海自が大型石油タンカーを取得へ 中国を念頭に（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/06/content_50667556.htm 

○ 米司令官「中国の南シナ海埋め立て、透明性に欠ける」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27760670W8A300C1FF2000/ 

○ 準備はいいか中国よ、日本海自はこれほど強くなったぞ（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-03/06/content_50668586.htm 

○ 政府、防衛駐在官を増員 フィリピンとベトナムで 中国の南シナ海進出めぐり

情報収集強化（産経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180306/plt1803060024-n1.html 

○ 米空母がダナンへ寄港、戦後初（VIET JO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/180306175356.html 

○ 中国の国防費増に日本が懸念、すでに始まるアジア軍拡競争―米華字メディア

（RecordChina） 

 http://www.recordchina.co.jp/b578110-s0-c10.html 

○ 中国の 2018 年国防予算、相応の額で低水準＝チャイナ・デイリー

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-parliament-defence-idJPKCN1GI11X 
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 中国の「経済覇権」に懸念 米海軍司令官 （日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27767760W8A300C1FF1000/ 

○ 米太平洋艦隊司令官「緊急事態 すぐに対応可能」 北朝鮮をけん制（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180306/k10011353891000.html 

○ 時代の兆し：中国の最近の行動とグローバル・ルールの崩壊（英文）

（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/a-sign-of-the-times-chinas-recent-actions-and-the-undermining-

of-global-rules/35603 

○ 東アジアにおける米国核傘の価値再考（英文）（WAR ON THE ROCKS） 
 https://warontherocks.com/2018/03/revisiting-value-u-s-nuclear-umbrella-east-

asia/ 

 

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

○ 石垣市長選告示、現新３氏が立候補 自衛隊の配備問う（毎日） 

 http://mainichi.jp/senkyo/articles/20180305/k00/00m/010/027000c 

○ 比政府は比中の企業による南シナ海共同探査を検討。最高裁長官代理が批判し議

論に（まにら新聞） 

 http://www.manila-shimbun.com/category/politics/news236274.html 

○ 中国のインド洋進出を見過ごしていいのか（PRESIDENT） 

 http://president.jp/articles/-/24559 

○ 中国の軍艦・軍用機が頻繁に出動しているのはなぜ？（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-03/05/content_50657051.htm 

○ 海自が独自タンカー取得へ、沖縄基地の給油強化＝関係者（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/maritime-self-defense-idJPKBN1GH0BE 

○ 中国国防費、18 年は 8.1％増に 全人代で予算報告（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-parliament-defence-idJPKBN1GH022 

○ 中国 国防費１８兆円 世界第２位の規模に 米国など警戒感あらわ（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180305/k10011351871000.html 
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 米空母カールビンソン、ベトナム・ダナンに寄港へ 戦争終結後初（BBC） 
 http://www.bbc.com/japanese/43283467 

○ 「デジタル中国」を促進、全人代の政府活動報告要旨 （日経） 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27699060V00C18A3FF2000/ 

○ 北朝鮮に対する必ずしも最大でない圧力のキャンペーン（英文）（Heritage 

Foundation） 
 https://www.heritage.org/asia/commentary/the-not-quite-maximum-pressure-

campaign-against-north-korea 

○ 珊瑚海にある USS レキシントンからの残骸（英文）（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2018305-LEX.html 

○ MEU 展開で F-35B の初着艦（英文）（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2018305-F35.html 

○ 習近平は、中国を毛沢東の時代に戻す舵をとった。（英文）（JAMESTOWN 

FOUNDATION） 

 https://jamestown.org/program/xi-jinping-steers-china-back-days-mao-zedong/ 

○ 海軍の新しい艦隊問題の実験と軍事的失敗の驚くべき暴露（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/the-navys-new-fleet-problem-experiments-and-stunning-

revelations-of-military-failure/35626 

 

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

○ 【社説】週のはじめに考える 水陸機動団は有効か（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018030402000166.html 

○ 北朝鮮による制裁逃れの手口、複雑で巧妙に（FNN） 

 http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00386313.html 

○ 米空母、戦争後初のベトナム寄港へ 中国を牽制か（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35115557.html 

 

０３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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３０．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ 北朝鮮船の「瀬取り」 関係国とも連携し監視強化へ 政府（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180303/k10011349951000.html 

○ ２０１７年中国海洋経済統計公報発表、海洋経済が安定の中でも好転（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2018-03/03/c_137013179.htm 

○ 米空母、ベトナム寄港へ（共同） 
 https://this.kiji.is/342614082723841121?c=39546741839462401 

○ インドとベトナム首脳 安全保障分野の関係強化で合意（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180303/k10011350731000.html 

○ 頼行政院長、国防費増額の意向示す／台湾（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201803030006.aspx 

 

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

○ 習近平氏、「多くの顔」使い分け影響力 慣例破り３期目狙う？（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/180302/cpd1803020500002-n1.htm 

○ プーチン氏 「無敵」新兵器を誇示 米ロの軍拡競争示唆（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3165764 

○ 中国 トンガと関係強化 南太平洋での影響力拡大狙いか（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180302/k10011348731000.html 

○ 中国軍艦の韓中 EEZ 中間線越境、昨年は 80 回超（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/03/02/2018030200592.html 

○ 中国 初の国産原子力空母を建造へ 国有造船大手が計画（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180302/k00/00e/030/231000c 

○ 【コラム】韓国・日本、東シナ海タンカー沈没事故に共に対処せよ（１）（中央

日報） 

 http://japanese.joins.com/article/160/239160.html?servcode=100&sectcode=120 

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180303/k10011349951000.html
http://jp.xinhuanet.com/2018-03/03/c_137013179.htm
https://this.kiji.is/342614082723841121?c=39546741839462401
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180303/k10011350731000.html
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201803030006.aspx
https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/180302/cpd1803020500002-n1.htm
http://www.afpbb.com/articles/-/3165764
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180302/k10011348731000.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/03/02/2018030200592.html
http://mainichi.jp/ch150910038i/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
　http:/mainichi.jp/articles/20180302/k00/00e/030/231000c
http://japanese.joins.com/article/160/239160.html?servcode=100&sectcode=120
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○ 【コラム】韓国・日本、東シナ海タンカー沈没事故に共に対処せよ（２）（中央

日報） 

 http://japanese.joins.com/article/161/239161.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 依然として行方が知れぬアルゼンチン海軍潜水艦に絡んで囁かれる不穏な「噂」

（HARBOR BUSINESS Online） 

 https://hbol.jp/161356 

○ アングル：習主席の側近、中国諜報当局のトップに＝関係筋（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-spy-master-idJPKCN1GD49U 

○ 南シナ海めぐり米中で偶発的な危機のおそれ 防衛研究所（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180302/k10011349411000.html 

○ 安倍首相、いずも空母化「検討は当然」＝ステルス機の運用可否調査（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018030200959&g=pol 

○ 防衛研究所「現実の米中関係は安定から遠い」（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3306369.html 

○ 護衛艦いずもにＦ３５Ｂ「空母化」の可能性調査 小野寺五典防衛相認める（産

経） 
 http://www.sankei.com/politics/news/180302/plt1803020045-n1.html 

○ 南シナ海巡り、米中不信感増大（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180303/k00/00m/010/107000c 

○ F35B 戦闘機、護衛艦「いずも」と「ひゅうが」での運用を調査していた。

（HUFFPOST） 
 http://www.huffingtonpost.jp/2018/03/02/f35b-izumo-hyuga_a_23375287/ 

〇 「アフリカは第二の中国、中南米は第三の中国に」紅いカネに懸念強まる（大紀

元） 

 http://www.epochtimes.jp/2018/03/31590.html 

○ 毛沢東の再来、中国の新たに就任した終身リーダー（英文）（Heritage 

Foundation） 

 https://www.heritage.org/global-politics/commentary/move-over-mao-chinas-

getting-new-leader-life 

http://japanese.joins.com/article/161/239161.html?servcode=100&sectcode=120
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http://www.sankei.com/politics/news/180302/plt1803020045-n1.html
http://mainichi.jp/articles/20180303/k00/00m/010/107000c
http://www.huffingtonpost.jp/2018/03/02/f35b-izumo-hyuga_a_23375287/
http://www.epochtimes.jp/2018/03/31590.html
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０１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ スパコン稼働開始から 1 年、中国の海洋環境予報能力が向上―中国メディア（人

民網） 

 http://www.recordchina.co.jp/b573861-s10-c20.html 

○ 東南アジアで海保機関の能力向上支援加速「インド太平洋戦略」を推進（産経） 

 http://www.sankei.com/premium/news/180301/prm1803010007-n1.html 

○ 米豪韓日、北朝鮮の密輸対策について協議へ（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201803014624542/ 

○ モルディブ、北朝鮮関連船の違法な瀬取り巡り日本の主張を否定（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-maldives-japan-ship-idJPKCN1GD3EW 

○ 北極開発でも存在感増す中国——ロシアの協力で狙う「氷上シルクロード」

（BUSINESS INSIDER） 
 https://www.businessinsider.jp/post-162991 

○ 北極圏で冬季の最高気温記録！ 例年を 30 度も上回り、地球温暖化が加速か（財

経新聞） 

 https://www.zaikei.co.jp/article/20180301/428768.html 

○ 比と中国企業、南シナ海共同資源探査で協議 戦うよりましと比大統領（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3164718 

○ 米議会 台湾との政府レベル交流促進する法案可決 中国反発（NHK） 
 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180301/k10011347591000.html 

○ プーチン、米国を標的とした核「超兵器」の配列を発表（英文）

（JAMESTOWN FOUNDATION） 

 https://jamestown.org/program/putin-unveils-array-of-nuclear-super-weapons-

aimed-at-us/ 

○ ロッキード・マーティン、米国海軍向け HELIOS レーザー兵器システムを開発

（英文）（SEAPOWER） 

 http://seapowermagazine.org/stories/2018301-helios.html 

（了） 
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