
３０．９．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35期） 

～ 海の News（８月）～ 

３１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 19年度防衛費、過去最高の 5.3兆円を要求 2％超の大幅増（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/japan-defense-ministry-budget-idJPKCN1LG0K1 

 

○ 防衛省は借金まみれ!? 来年度予算の 4割は高額装備のローン支払いに消える（ニ

ューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/4-61.php 

 

○ 豪海軍主導で多国間共同訓練（共同通信） 

https://this.kiji.is/408194834733007969?c=39546741839462401 

 

○ 今や女性艦長だけじゃない 日本自衛隊に女性戦闘機パイロットが誕生（スプート

ニク） 

https://jp.sputniknews.com/japan/201808315287253/ 

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

○ ベンガル湾周辺国の首脳会議 きょうからネパールで開会（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180830/k10011599311000.html 

 

○ 北非核化の停滞はトランプ氏が原因？ 正恩氏に終戦宣言署名を口約束か 米報道

（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180830/wor1808300010-n1.html 

 

○ 北朝鮮幹部「安部首相との首脳会談は 11月に」......金正恩が指示（ニューズウィー

ク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/11-25.php 

 

○ 空自で研修「知日派」が後任、文氏が国防相更迭（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20180830-OYT1T50088.html 

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

○ 米国防長官 米韓合同軍事演習の再開の可能性示唆（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180829/k10011598001000.html 

 

○ 日朝高官が極秘接触 ７月ベトナム 事前連絡なく米不快感（東京新聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201808/CK2018082902000266.html 
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２８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イラン、シリアと軍事協定 反米協調、撤退拒否し駐留（東京新聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201808/CK2018082802000135.html 

 

○ 「米軍が北朝鮮侵攻の極秘演習」、北朝鮮が米国の「二枚舌」非難（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35124663.html 

 

○ マクロン仏大統領、EU安全保障で米国依存からの脱却呼び掛け（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3187433 

 

○ 北朝鮮高官から「攻撃的」書簡＝ポンペオ氏訪朝中止の原因－米紙（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018082800380&g=int 

 

○ 平成 30年版防衛白書（防衛省ホームページ） 

http://www.mod.go.jp/j/publication/wp/index.html 

 

○ 南シナ海仲裁裁定“無視”して２年 中国の実効支配着々…「法の支配」揺らいだ

まま（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180828/wor1808280034-n1.html 

 

○ 欧州で進む「米国離れ」 トランプ氏の制裁・関税多用に反発、ロシア接近も（産

経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180828/wor1808280037-n1.html 

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

○ 中国が核先制不使用転換も 米国防総省が「不透明な近代化」と分析（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180827/wor1808270013-n1.html 

 

○ 中国初の国産空母「001A型」が２６日、外海でテストを行うために２度目の試験航

行に出発した。（スプートニク） 

https://jp.sputniknews.com/asia/201808275270463/ 

 

○ 北朝鮮が拘束した日本人を「追放」、帰国へ 北は「人道主義」を強調（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180827/wor1808270025-n1.html 

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

○ マケイン米上院議員が死去、８１歳＝共和党重鎮、大統領選に出馬（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018082600173&g=int 

 

○ 「中国共産党が米シンクタンクに資金提供」米議会委が報告書発表（産経新聞） 
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http://www.sankei.com/world/news/180826/wor1808260018-n1.html 

 

○ 海自艦船「かしま」、「まきなみ」 英海軍基地を親善訪問（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180826/wor1808260021-n1.html 

 

○ 北朝鮮、拘束日本人を追放へ 「日本人観光客『スギモト・トモユキ』を寛大に許

す」（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180826/wor1808260024-n1.html 

２５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米軍 第２艦隊が復活 兵器研究の新組織も 中国・ロシアに対抗（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180825/k10011593341000.html 

 

○ 「軍事協力」「投資」「指導員」 アフリカで存在感高めるロシア（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3186287 

 

○ 米朝「曖昧合意」のツケが表面化 事前協議難航でポンペオ氏訪朝中止（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180825/wor1808250023-n1.html 

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

○ 中国、東シナ海でガス田試掘か(共同通信) 

https://this.kiji.is/405544118908257377?c=39546741839462401 

 

○ 空自に初の女性戦闘機パイロット、あこがれは「トップガン」（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35124557.html 

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

○ 韓国が日本との軍事協定延長へ 文在寅政権「北の非核化に必要」と判断（産経新

聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180823/wor1808230005-n1.html 

 

○ 海自、ＮＡＴＯとバルト海で演習 護衛艦が参加（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180823/wor1808230015-n1.html 

 

○ ＩＳＩＳ最高指導者の音声か、「聖戦」の続行を呼びかけ（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35124457.html 

 

○ 習氏、宣伝方針を正当化＝王氏の失脚説否定－対米貿易戦争でトーンダウンも・中

国（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018082300634&g=int 
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○ 米トルコ間の大人のケンカが市場の危機に（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/post-10831_1.php 

 

○ 第２次台湾海峡危機６０年 金門島で式典 台湾で割れる歴史的評価 （産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180823/wor1808230031-n1.html 

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

○ マレーシア 中国企業受注の大型事業を中止（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180822/k10011585271000.html 

 

○ ロシア最大の武器見本市始まる 最新の無人兵器も公開（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180822/k10011585441000.html 

 

○ 中国、米国と争い起こると日本に穏健路線 米中貿易戦争の今も（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180822/wor1808220004-n1.html 

 

○ 在韓米軍司令官「北朝鮮へ圧力の維持が必要」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180822/k10011585721000.html 

 

○ 韓国国防白書から「北は敵」の表現消える？ 対話受け文在寅政権が検討 「時期

尚早」との批判も（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180822/wor1808220021-n1.html 

 

○ ロシア、シリア介入で「行き詰まり」他国に資金援助求める＝ボルトン米補佐官（ニ

ューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/post-10825_1.php 

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

○ ”燃料など相互提供” インド軍との協定締結 調整へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180821/k10011583841000.html 

 

○ 極東地域でのロシア軍大規模軍事演習 中国軍が初参加へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180821/k10011583961000.html 

 

○ 未把握の核活動増加に懸念 ＩＡＥＡが北朝鮮報告書で表明（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180821/wor1808210015-n1.html 

 

○ 北朝鮮 終戦宣言優先 トランプ氏、再会談を示唆（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20180822/k00/00m/030/146000c 
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２０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、ＡＳＥＡＮと合同演習 南シナ海行動規範草案 １０月、広東沖で（東京新

聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201808/CK2018082002000134.html 

 

○ 台湾総統 異例の米政府機関訪問 中国は反発か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180820/k10011583211000.html 

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

○ 【アナン元国連事務総長死去】死去で「神格化」も…イラク戦争では限界露呈 国

連醜聞では権威失墜（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180819/wor1808190009-n1.html 

 

○ 【米中貿易戦争】中国の経済学者「勝ち目なく壊滅的」 金融市場は「無謀な戦い」

（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180819/wor1808190011-n1.html 

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

○ 中国、台湾政権を圧迫＝演習・ミサイル配備、住民は懐柔（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018081800309&g=int 

 

○ 中国、米の軍事分析に反論「戦略意図曲解し騒いでいる」（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASL8L4VWWL8LUHBI00V.html 

１７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国爆撃機、米国などへの攻撃想定し訓練か 米国防総省報告書（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3186286 

 

○ 中国、南シナ海問題巡りフィリピン大統領の発言に反論（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/china-southchinasea-philippines-idJPKBN1L204Q 

 

○ 北朝鮮の潜水艦基地で活動続く～米機関（日本テレビ） 

http://www.news24.jp/articles/2018/08/17/10401631.html 

 

○ イラン制裁強化、米が実施機関設置 原油輸入禁止で「制裁逃れ」に警告（産経新

聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180817/wor1808170012-n1.html 

○ 「中国は陸戦隊を２０２０年までに３倍に拡大する」 米国防総省が中国軍事動向

の年次報告（産経新聞） 
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http://www.sankei.com/world/news/180817/wor1808170014-n1.html 

 

○ 習氏に「絶対忠誠」訴え＝重要会議で確認か－中国（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018081700650&g=int 

 

○ 中国清華大学から米企業・政府にハッキングの試み＝情報分析会社（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-china-cyber-idJPKBN1L20HT 

 

○ 中国軍、海外権益拡大へ遠洋に視線 空母打撃群整備急ピッチ（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180817/wor1808170033-n1.html 

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

○ 洋上のカルチャーショック、フランス軍と乗った米軍空母（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3185227?pid=20410351 

 

○ トランプ大統領、元ＣＩＡ長官の機密アクセス権を剥奪（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35124121.html 

 

○ 「慰安婦像」計画を却下した金正恩が、強硬路線に方針転換か（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/post-10790.php 

 

○ サイバー攻撃の制約緩和か＝米大統領、前政権の方針転換（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018081600620&g=int 

 

○ 米軍、核攻撃で「国家存続」阻止 60年代の対ソ連計画（共同通信） 

https://this.kiji.is/402741527685760097?c=39546741839462401 

１５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 東京裁判「文官無罪」の葛藤 オランダ・レーリンク判事の日記、詳細初めて明ら

かに（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180815/wor1808150001-n1.html 

 

○ 国連の次期分担金、日本は３位に転落 中国に抜かれる（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180815/wor1808150003-n1.html 

 

○ 新たな皇室の時代築いた天皇陛下 戦争と向き合った在位 30年（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/30-19.php 

 

○ 南北首脳会談、日程で駆け引き＝米国はけん制も（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018081400946&g=int 
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○ 文在寅大統領が解放記念日で演説 米朝に歩み寄り促す、対日批判は抑制（産経新

聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180815/wor1808150020-n1.html 

 

○ 台湾総統、米国で 15年ぶりスピーチ 中国は抗議（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3186090 

 

○ アメリカが警戒するロシアの宇宙兵器、衛星攻撃技術でアメリカを凌ぐ（ニューズ

ウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/post-10788_1.php 

 

○ F-35A戦闘機:もうひとつの米＝トルコ問題が生む波紋（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00350000HDK 

 

○ 「建国７０年」を祝えない韓国 来年を１００周年とすえ、北との歴史共闘目指す

文在寅氏（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180815/wor1808150047-n1.html 

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

○ 南北会談、来月に平壌で ３回目、停滞の非核化を促す狙い（東京新聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201808/CK2018081402000134.html 

 

○ 米国防権限法が成立 トランプ氏、米軍再建を強調「米国は平和国家だが、戦えば

必ず勝つ」（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180814/wor1808140007-n1.html 

 

○ 中国、米国防権限法を非難 投資審査強化規定を精査へ（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/china-usa-ndaa-idJPKBN1KZ03T 

 

○ 香港独立活動家、中止圧力受けた講演断行 中国を「帝国」と非難（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3186054 

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

○ 元米大統領補佐官、解雇通告時の録音テープ公開 「うそつきばかり」（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3185858 

 

○ カスピ海の領有権問題、沿岸 5カ国が合意（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/45165837 

 

○ 南北首脳会談 朝鮮戦争の年内終戦宣言へ布石 国連総会前（毎日新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180815/wor1808150020-n1.html
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https://mainichi.jp/articles/20180814/k00/00m/030/096000c 

 

○ トルコ「新たな友人や同盟」を模索 制裁関税課すトランプ米政権に揺さぶり（産

経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180813/wor1808130018-n1.html 

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

○ 日中関係改善へ始動 北京でシンポ 平和友好条約４０年（東京新聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201808/CK2018081202000126.html 

 

○ 過度な国威発揚、中国で批判「国をミスリード」（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20180812-OYT1T50060.html 

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

○ 「直ちに離れよ」、取材班搭乗の米軍機に中国が警告 南シナ海（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35123896.html 

 

○ 北朝鮮 国連事務総長の指摘を「無謀な発言」と批判（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180811/k10011573291000.html 

 

○ 日本人男性 旅行中に北朝鮮で拘束される（日本テレビ） 

http://www.news24.jp/articles/2018/08/11/10401218.html 

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

○ 米が「古いシナリオ」に固執なら、非核化進展せず＝北朝鮮外務省（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-idJPKBN1KU25L 

 

○ 米、2020年までの宇宙軍創設計画を発表 6番目の軍（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3185611 

 

○ 韓国 北朝鮮石炭が違法に流入 ロシア経由（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20180811/k00/00m/030/066000c 

 

○ 【歴史戦】韓国で慰安婦問題研究所が開所 所長は日韓合意反対派（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180810/wor1808100030-n1.html 

 

 

０９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 元スパイ暗殺未遂事件 米はロシアの犯行と断定 新たな制裁へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180809/k10011570291000.html 

 

○ 原爆の日 国連事務総長が式典で初演説「長崎を最後の場所に」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180809/k10011570651000.html 

 

○ 「９・１１」共犯の男、釈放へ＝世界初か、１０月半ばにも－独（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080901139&g=int 

 

○ 英暗殺未遂事件 ロシア側が反発 米の新制裁発動発表（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20180810/k00/00m/030/101000c 

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

○ 北朝鮮ミサイル施設の解体進展＝「まだ不可逆的でない」－米サイト（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080800196&g=int 

 

○ ロシア、北方領土の軍備強化加速＝戦闘機配備か、抗議にも反発（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080800689&g=int 

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

○ ＡＲＦが声明 朝鮮半島の非核化に努力促す 「拉致」文言消える（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180807/wor1808070007-n1.html 

 

○ 北朝鮮制裁、人道支援除外へ新指針 国連安保理が承認（APF通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3185149 

 

○ 中東タンカーを攻撃＆一時ストップ!?イエメン発“石油危機”の可能性（フジテレ

ビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00346070HDK 

 

○ 米朝首脳会談、年内に再び開催か 北朝鮮が期待示す（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35123657.html 

 

○ 米国がイラン制裁再発動で対立激化＝対話模索も１２項目の条件で体制揺さぶり

（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080700681&g=int 

 

○ 【イラン核合意破棄】ホルムズ海峡緊張の恐れ 米・イラン、海上交通めぐり駆け

引き（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180807/wor1808070035-n1.html 
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０６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イラン革命防衛隊、ペルシャ湾での演習実施を確認（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/iran-persian-gulf-idJPKBN1KR01S 

 

○ 中国政局の「怪」は王滬寧の行き過ぎた習近平礼賛にあった（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/post-10727_1.php 

 

○ ドローン２機で「暗殺未遂」＝反体制派締め付け強化も－ベネズエラ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080600582&g=int 

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

○ 核搭載可能 B-52H爆撃機の東シナ海飛行と英海軍強襲揚陸艦「アルビオン」が東京

港入港（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00346010HDK 

 

○ 中国「北戴河会議」で対米貿易摩擦議論か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180805/k10011563991000.html 

 

○ 米中、ＡＳＥＡＮ舞台に舌戦＝南シナ海で相互非難（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080500244&g=int 

 

○ 中国、ＡＳＥＡＮに合同演習提案 域外国とは「認めず」朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASL854598L85UHBI00N.html 

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

○ 北朝鮮、核・ミサイル開発継続＝「瀬取り」大幅増－国連報告書（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080400322&g=int 

 

○ 中国「小切手外交」で攻勢 南太平洋諸国を借金漬けに（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/post-10724_1.php 

 

○ 「米国は南シナ海の脅威」 中国の王毅外相、軍事拠点化は「防衛的措置」（産経

新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180804/wor1808040032-n1.html 

 

○ 北朝鮮、石油の違法取引増大、武器取引も 国連報告書（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3184938 

 

○ 「インド太平洋」経済圏で中国の「一帯一路」と対決、「債務のわな」にくさび（産

経新聞） 
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http://www.sankei.com/world/news/180804/wor1808040039-n1.html 

 

○ 中国、露骨に対米けん制＝貿易や南シナ海で対立－ＡＳＥＡＮ会議（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080400450&g=int 

 

○ 北朝鮮、「制裁継続」の米非難＝非核化は段階的に－ＡＲＦ会議（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080400376&g=int 

 

○ 中国が新型超音速兵器…米ミサイル防衛網突破か（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20180804-OYT1T50074.html 

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

○ 韓国、竹島領海で調査か 異常な航跡確認 日本政府（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180803/wor1808030003-n1.html 

 

○ 米大統領、金正恩氏と書簡やり取り 次回会談の計画ない＝ホワイトハウス（ロイ

ター） 

https://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-trump-idJPKBN1KN26D 

 

○ 「ロシアが干渉継続」 米高官らがそろって非難（AFP通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3184772 

 

○ SEAN共同声明 南シナ海に「懸念」（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00397843CX 

 

○ 「北朝鮮の非核化 さらなる圧力強化が必要」米専門家（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180803/k10011561651000.html 

 

○ 北朝鮮、中ロ連携で米けん制＝非核化交渉へ駆け引き（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080300837&g=int 

 

○ 中国のばらまき外交批判した元教授、米メディアの電話取材中に連行（AFP 通信） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3184861 

 

○ 英海軍 自衛隊と上陸作戦の共同訓練 日本に大型揚陸艦を派遣（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180803/k10011562391000.html 

 

○ 中国とＡＳＥＡＮ、初の共同海事図上演習 海難事故を想定、１１カ国が参加（産

経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180803/wor1808030017-n1.html 
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○ 北朝鮮 米朝会談後も恒常的に「瀬取り」か 海自が監視継続（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180803/k10011562621000.html 

 

○ 【南シナ海】中国が ASEAN諸国と新たな合同軍事演習を画策（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/asean-13_1.php 

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

〇【独自】南シナ海人工島 中国による「拠点化」着々と 新映像入手（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00397762CX 

 

○ 米司令官 北朝鮮ミサイル開発に歯止めも 警戒緩めず（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180802/k10011560111000.html 

 

○ ＡＳＥＡＮ外相会議が開幕 北朝鮮、南シナ海が議題（産経新聞） 

http://www.sankei.com/world/news/180802/wor1808020016-n1.html 

 

○ 中国が南沙に電子戦兵器、米軍の接近妨害狙いか（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20180802-OYT1T50034.html 

 

○ 貿易戦争が最重要議題に＝習氏の「強国」路線に異論－中国重要会議（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080201020&g=int 

 

○ 南シナ海紛争防止へ「進展」＝行動規範でＡＳＥＡＮ・中国（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080201284&g=int 

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

○ 中国で退役軍人のデモ頻発、きょう軍創設記念日（TBSテレビ） 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3435640.html 

 

○ 韓国と北朝鮮が将官級会談 緊張緩和で大枠一致（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180801/k10011558451000.html 

 

○ ＡＲＦ議長声明案  「北朝鮮非核化に留意」（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20180801/k00/00m/030/179000c 

 

○ 日ロ「北朝鮮非核化は共通目標」 連携を確認（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180801/k10011558671000.html 

 

○ 遂に正体を表した習近平──南北朝鮮をコントロール（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/post-10705.php 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180803/k10011562621000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/asean-13_1.php
https://www.fnn.jp/posts/00397762CX
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180802/k10011560111000.html
http://www.sankei.com/world/news/180802/wor1808020016-n1.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20180802-OYT1T50034.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080201020&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018080201284&g=int
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3435640.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180801/k10011558451000.html
https://mainichi.jp/articles/20180801/k00/00m/030/179000c
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180801/k10011558671000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/08/post-10705.php

