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おおくぼ なるひこ（幹候 35期） 

～ 海の News（４月）～ 

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

○ 【金正恩と核・対話攻勢の行方】（下）トランプ氏、北の非核化「責任負っている」 

習氏は在韓米軍撤退へ布石（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180430/wor1804300011-n1.html 

○ 変化する中国の国防戦略＜下＞ 世界を視野に軍事的影響力を拡大（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35117521.html 

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

○ 【金正恩と核・対話攻勢の行方】（中）正恩氏主導「偽装平和ショー」 米朝の「仲

介者」に徹する文氏（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180429/wor1804290001-n1.html 

○ 北朝鮮が核実験場を５月中に廃棄、米韓メディアに公開へ（朝日） 

https://www.asahi.com/articles/ASL4Y3PQHL4YUHBI002.html 

○ 文大統領「正恩氏に拉致問題提起」 安倍首相に伝える（朝日） 

https://www.asahi.com/articles/ASL4Y3RSVL4YUTFK001.html 

○ 日英初の共同訓練、北朝鮮にらみ関東沖で 洋上給油など（朝日） 

https://www.asahi.com/articles/ASL4Y3C69L4YUTIL00C.html 

○ 変化する中国の国防戦略＜上＞ 財政支援通じてアフリカに進出（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35117518.html 

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

○ 【金正恩と核・対話攻勢の行方】（上）「正常国家」印象づけ画策 利益最優先ほ

ほ笑む北（産経） 

https://www.sankei.com/world/news/180428/wor1804280018-n1.html 

○ 瀬取り監視でオーストラリア・カナダ軍機が日本に派遣へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180428/k10011421371000.html 

○ 米軍のＢ５２爆撃機、南シナ海飛行 中国施設近く（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35118513.html 

○ 【寄稿】南北首脳会談、5つの注目点（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-43932283 

○ 南シナ海への「懸念」文言復活…ＡＳＥＡＮ声明（読売） 

http://www.yomiuri.co.jp/world/20180428-OYT1T50111.html 

○ 中印首脳 関係強化で一致 武漢で会談「一帯一路」の要所（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180429/k00/00m/030/126000c 

２７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 【速報】南北首脳会談（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018042700412&g=int 

○ 北朝鮮情勢は動く、日本抜きで（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-10063_1.php 

○ 南北首脳会談 金委員長が最も信頼する側近たち（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-43917343 

○ 南北首脳会談 「朝鮮半島の完全な非核化」目標 共同宣言（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180428/k00/00m/030/038000c 

○ 南北首脳が合意した「板門店宣言」全訳（TBS） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3353556.html 

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

○ 駐豪米大使指名の米軍人に韓国転任案 豪州失望、中国反発か（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35118424.html 

○ 中国 迎撃難しい新型中距離弾道ミサイルを実戦配備（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180426/k10011419111000.html 

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

○ 米 ハリス太平洋軍司令官を韓国大使に指名の方針（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180425/k10011416361000.html 

○ 中露印などの上海協力機構が外相会議 「一帯一路」インドだけが支持表明せず（ニ

ューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-10041.php 

○ ドイツとフランスの哨戒機共同開発、日本が参画に売り込みへ（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-10043.php 

○ 緊張のなか台湾が軍事演習──中国が攻めてきたら 7割が「戦う」（ニューズウィ

ーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/7-22.php 

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

○ 北朝鮮 「中長距離弾発射せず」 政府、日米分断を警戒 日本射程は対象外か（毎

日） 

http://mainichi.jp/articles/20180424/ddm/005/030/029000c 

○ 中国、東シナ海で実弾演習 空母「遼寧」も参加（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3172232 

○ トロントＧ７外相会合 共同声明採択 北朝鮮への最大圧力維持、拉致問題の即時

解決も要求（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180424/wor1804240023-n1.html 

○ 米政権、北朝鮮への強硬姿勢は崩さず 「甘くみていない」（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35118280.html 
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○ モディ印首相、２７日から訪中し習近平氏と会談 緊張緩和へ一帯一路や国境問題

で歩み寄れるか（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180424/wor1804240039-n1.html 

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

○ 中国軍、海外基地増強狙う 内部資料で海兵隊専門家 各国に港湾整備、転用も（産

経） 

http://www.sankei.com/world/news/180423/wor1804230014-n1.html 

○ 「北極シルクロード」争奪戦は中ロが先行中（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-10018.php 

○ 中国初の国産空母、試験航海か＝要員技能は不足（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018042300859&g=int 

○ 【緊迫・南シナ海】ベトナム漁船が中国船の攻撃で沈没 銃所持、書類への署名・

押印要求（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180423/wor1804230031-n1.html 

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

○ 北朝鮮、黒鉛工場新設か＝高純度の原子炉用？－米専門家が警告（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3172080 

○ シリア攻撃１週間  米、対露強硬姿勢続く（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180423/k00/00m/030/081000c 

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

○ 空母「遼寧」艦載機が訓練 与那国沖 太平洋で初（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180421/k00/00m/030/200000c 

○ 北朝鮮が核実験場を廃棄、ＩＣＢＭ発射中止 党中央委総会で決定（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180421/wor1804210004-n2.html 

２０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米、極超音速ミサイル開発へ ロッキードと 10億ドル契約（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3171831 

○ 空自のＦ２後継機、Ｆ２２とＦ３５両機ベースの開発案 米が打診＝関係者（ロイ

ター） 

https://jp.reuters.com/article/japan-air-force-f2-idJPKBN1HR0ND 

○ 【緊迫・南シナ海】演習常態化でプレゼンス強化 中国、米の“空白”突き台湾威

圧（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180420/wor1804200035-n1.html 

１９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 「一発決着狙う」「本気度確認」 ポンペオＣＩＡ長官訪朝を専門家はどうみる？

（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180419/wor1804190006-n1.html 

○ 尖閣諸島の北で中国の無人機か 自衛隊機が緊急発進（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180419/k10011409031000.html 

○ 中国が台湾海峡で実弾演習（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-10005.php 

○  

１８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米元国務次官補、ダニエル・ラッセル氏 日米首脳会談「北問題、安倍氏の助言は

重要」 米朝首脳会談は「ある種の賭け」（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180418/wor1804180006-n1.html 

○ シリア攻撃  ミサイル、自衛隊にも導入予定 「敵基地攻撃可」実証（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180418/ddm/005/030/055000c 

○ 南シナ海の南沙諸島で中国が建設した人工島を撮影（テレビ朝日） 

http://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000125357.html 

○ 中国警戒、太平洋軍増強訴え＝日本の役割拡大期待－米次期司令官（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3171529 

○ ポンペオＣＩＡ長官が極秘訪朝し、金正恩委員長と会談 米紙報道 トランプ氏、

米朝高官の接触認める（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180418/wor1804180028-n1.html 

○ 李雪主氏に「ファーストレディー」の肩書、権力構造に変化か（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35117957.html 

○ 中ロ開発の極超音速ミサイル 「対策が急務」米国防総省高官（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180418/k10011408211000.html 

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

○ 北朝鮮  東南アジアで外交活発化 制裁緩和狙いか（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180417/ddm/007/030/097000c 

○ 中国「市場開放拡大は中米貿易摩擦と無関係！」（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9974.php 

○ 要注意、中国が外国人スパイの通報サイトを開設（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/-415.php 

○ シリア攻撃をイラクが非難「テロ組織を助長する」（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9977_1.php 

○ 日中防衛交流  ６年ぶり再開 佐官級が防衛相を表敬訪問（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180418/k00/00m/030/059000c 

○ ヤルタ密約 チャーチル英首相、ソ連対日参戦１カ月前に情報漏らす ソ連への千

島割譲、英連邦４カ国に（産経） 
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http://www.sankei.com/world/news/180417/wor1804170043-n1.html 

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

○ 首相訪米  日米、危うい結束 不透明感漂う（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180416/k00/00m/030/147000c 

○ 中国、１８日に台湾海峡で実弾演習 台湾を牽制か（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35117823.html 

○ 前 FBI長官、トランプ氏は「道徳的に大統領として失格」 米テレビ出演（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/43779790 

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

○ シリア攻撃 露、安保理に非難決議案「米英仏の侵略行為」（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180415/k00/00m/030/159000c 

○ 米ミサイル攻撃１０５発 シリア化学兵器施設３拠点に（朝日） 

https://www.asahi.com/articles/ASL4G7G3SL4GUHBI041.html 

○ 【シリア攻撃】米が事前通告、露自制 攻撃批判も直接衝突は回避（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180415/wor1804150006-n2.html 

○ 【北朝鮮情勢】金日成主席の生誕記念日 前日には金正恩委員長が中国共産党中央

対外連絡部長と会談 関係強化アピール（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180415/wor1804150049-n1.html 

○ 日中外相、全面的な関係改善目指す方針で一致 北朝鮮も議論（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/japan-china-foreign-ministers-idJPKBN1HM06X 

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

○ 米英仏、軍事行動を正当化＝化学兵器常態化を警告－国連安保理（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018041400223&g=int 

○ 海上自衛隊の護衛艦「あきづき」フィリピンに寄港（テレビ朝日） 

http://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000125104.html 

○ 「中国政府と共犯だ」米で警戒拡大、関係見直す動き（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180414/wor1804140006-n4.html 

○ 中国、日本のＥＥＺ内でレアアースなど採取（読売） 

http://www.yomiuri.co.jp/world/20180414-OYT1T50037.html 

○ 米英仏 シリア攻撃「正義の力」化学兵器施設標的（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180414/k00/00e/030/261000c 

○ 【シリア攻撃】中国、朝鮮有事への影響懸念 露に配慮、対話呼びかけ（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180414/wor1804140103-n1.html 

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

○ 北朝鮮、不可逆的非核化なければ見返りなし＝米国務長官候補（ロイター） 
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https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-trump-12-idJPKBN1HJ3IP 

○ 尖閣の領海侵入常態化…中国、海洋強国へ軍と連携（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180413/wor1804130024-n1.html 

○ 台湾・蔡総統が海軍の演習を視察 中国対抗の意図は否定（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180413/wor1804130050-n1.html 

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

○ 【サイバー攻撃】防衛省ＯＢら標的、中国ハッカー集団関与か 情報流出の恐れ（産

経） 

https://www.sankei.com/world/news/180412/wor1804120001-n2.html 

○ 島を奪われることを前提にする日本の論外な防衛戦略（日経） 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/52829?page=2 

○ 米空母打撃群が南シナ海で軍事訓練、中国の大規模演習に対抗か（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/us-drill-south-china-sea-idJPKBN1HJ0CU 

○ 中国、史上最大の海上演習 習氏「世界一流の海軍に」（朝日） 

https://www.asahi.com/articles/ASL4D6JBVL4DUHBI02T.html 

○ “骨抜き懸念”の南シナ海行動規範、「法的拘束力あるものに」 中国シンクタン

ク院長（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180412/wor1804120034-n1.html 

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

○ 習氏、空母打撃群視察も 南シナ海に４０隻、大演習（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180411/wor1804110007-n1.html 

○ 英、北東アジアに揚陸艦派遣＝対北朝鮮「同盟国を支援」（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018041100321&g=int 

○ 太平洋軍司令官にデービッドソン大将＝北朝鮮や中国に対処へ－米（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018041100379&g=use 

○ シリア化学兵器で機能不全＝米ロ対立で３決議案否決－国連安保理（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018041100200&g=int 

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

○ 米朝首脳会談は「5月か 6月上旬」 トランプ氏が言明（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3170597 

○ トランプ氏、シリアへの軍事行動決断か 数時間後にも発表（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3170600 

○ 離島防衛へ日本版海兵隊が発足 中国からは懸念の声（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35117492.html 

○ 中国、バヌアツに軍事拠点設置か 報道（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3170667 
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○ 中国が南シナ海で電波妨害装置を設置 実効支配確立へ人工島の軍事機能増強（産

経） 

https://www.sankei.com/world/news/180410/wor1804100017-n1.html 

○ Fleet Forces Adm. Davidson Nominated to Lead U.S. Pacific Command; PACAF 

O’Shaughnessy to NORTHCOM（USNI） 

https://news.usni.org/2018/04/10/breaking-fleet-forces-davidson-nominated-lead

-u-s-pacific-command 

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

○ 米に「非核化協議」直接伝達＝金正恩氏が意思、首脳会談向け前進か（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018040900153&g=int 

○ 米大統領「大きな代償払うべき」、シリア化学兵器攻撃の報道受け（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/syria-trump-idJPKBN1HF10Y 

○ 北朝鮮はもうすぐ米本土を核攻撃できる──英国防省（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9913.php 

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

○ 安保でも「台湾カード」 中国の反発必至、高まる緊張 米、台湾の潜水艦自主建

造支援（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180408/wor1804080006-n1.html 

○ 米朝、水面下で直接対話 首脳会談に向けて開催地など検討（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35117380.html 

○ 米大統領「大きな代償払うべき」、シリア化学兵器攻撃の報道受け（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/syria-trump-idJPKBN1HF10Y 

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

○ 米、ロシア新興財閥に制裁＝プーチン氏周辺標的（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018040601207&g=int 

○ 「日本版海兵隊」が始動、自衛隊初の上陸作戦部隊（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/jp-marine-idJPKBN1HE072 

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

○ ６カ国協議復帰が前提だった中朝首脳会談──遠のく米朝首脳会談（ニューズウィ

ーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9894.php 

○ 海自の護衛艦 マレーシアの港に到着 歓迎式典（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180406/k10011393201000.html 

○ 南シナ海の領有権争いにロシアが乱入（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9897.php 

https://www.sankei.com/world/news/180410/wor1804100017-n1.html
https://news.usni.org/2018/04/10/breaking-fleet-forces-davidson-nominated-lead-u-s-pacific-command
https://news.usni.org/2018/04/10/breaking-fleet-forces-davidson-nominated-lead-u-s-pacific-command
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018040900153&g=int
https://jp.reuters.com/article/syria-trump-idJPKBN1HF10Y
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9913.php
http://www.sankei.com/world/news/180408/wor1804080006-n1.html
https://www.cnn.co.jp/world/35117380.html
https://jp.reuters.com/article/syria-trump-idJPKBN1HF10Y
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018040601207&g=int
https://jp.reuters.com/article/jp-marine-idJPKBN1HE072
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9894.php
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180406/k10011393201000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9897.php


３０．５．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35期） 

○ あのネオコン、ボルトン復活に恐怖せよ（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/04/post-9899.php 

○ 防衛省、独自衛星の打上げに成功 北朝鮮からの防衛のため（スプートニク） 

https://jp.sputniknews.com/science/201804064751890/ 

○  

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

○ 北朝鮮、黒鉛炉の稼働停止か＝周辺で新たな工事も－米研究所（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3170061 

○ 北とＥＵの高官、完全非核化で意見交換 ＥＵは人権改善要求（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180405/wor1804050020-n1.html 

○ 米トランプ政権、米軍のシリア駐留継続を表明（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/43651158 

○ 中露外相会談  北朝鮮の非核化、中露外相が要求（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180406/k00/00m/030/048000c 

○ ロシアが新型衛星攻撃ミサイルの実験に成功（ワシントンタイムズ） 

https://www.washingtontimes.com/news/2016/dec/21/russia-tests-anti-satellite-

weapon-pl-19-nudol/ 

０４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ “ホーム外交” 北京・上海などで年内４回の国際会議 首脳招き、批判封じる（毎

日） 

http://mainichi.jp/articles/20180404/ddm/007/030/130000c 

○ 退任のマクマスター補佐官、最後の講演でロシアを厳しく批判（ＣＮＮ） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35117215.html 

○ 陸上総隊が本格始動、3自衛隊の統合運用を強化（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/sdf-idJPKCN1HB16O 

○ 中国、北朝鮮問題絡め攻勢＝対米貿易摩擦で引かず－貿易戦争（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018040400795&g=int 

○ 北朝鮮の非核化、米国が主張する「リビア方式」 韓国、否定的な声も（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180404/wor1804040022-n1.html 

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

○ 「非核化宣言」目指す＝南北会談で韓国高官（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018040300277&g=int 

○ 防衛省に日報問題で国民の厳しい目、情報公開徹底を＝菅官房長官（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/suga-idJPKBN1HA05U 

○ 台湾行政院長の独立発言、中台で非難の応酬（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-idJPKBN1HA0JG 

○ 北朝鮮外相、近いうちに訪露（スプートニク） 
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https://jp.sputniknews.com/russia/201804034741187/ 

○ 中朝、交流強化を確認＝北京で外相会談、関係修復推進（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018040300840&g=int 

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

○ 韓国芸術団公演を金正恩氏が夫人と観覧（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180401/wor1804010013-n1.html 

○ 国連安保理、北朝鮮の石油・石炭密輸巡り船舶や海運会社に制裁 

https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-un-idJPKCN1H81IV 

○ 中国とベトナム、南シナ海領有権問題の対話による解決確認（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/vietnam-china-politics-idJPKBN1H902W 

○ 中国が対米報復実施 輸入総額 30億ドル相当の米国産品に関税上乗せ（BBC） 

http://www.bbc.com/japanese/43615091 

○ 駐韓米代理大使 「検証可能な非核化必要」記者会見で明言（毎日） 

http://mainichi.jp/articles/20180403/k00/00m/030/037000c 

○ メンツ重視、最後まで「制御不能」明言せず 中国の宇宙実験室、大気圏再突入 

「地上への損害確認されず」（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180402/wor1804020024-n1.html 

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

○ 非核化に動けば「制裁緩和可能」 特別補佐官（毎日） 

 http://mainichi.jp/articles/20180401/ddm/007/030/073000c 

○ 米韓合同軍事演習始まる、北朝鮮との雪解けムード受け控えめに（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3169581 

○ 【朝鮮半島 私はこうみる】「金正恩氏の狙いは日韓・日米分断」（産経） 

http://www.sankei.com/world/news/180401/wor1804010014-n1.html 
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