
３０．１０．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

～ 海の News（９月）～ 

３０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ インドネシアの M7.5 地震・津波、死者 832 人 「数千人」に上る恐れも（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3191500 

○ 日米、インド太平洋戦略で具体策＝4分野で協力（時事） 

 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180930-00000008-jij-n_ame 

○ 米駆逐艦が「航行の自由作戦」＝中国実効支配の南沙付近（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018093000564&g=int 

○ 米内務長官、対ロシアの海上封鎖も検討 世界市場からのロシア資源追放が目的 

（Sputnik）https://jp.sputniknews.com/politics/201809305400989/ 

○ 無党派７割超が玉城氏に＝出口調査分析－沖縄知事選（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018093000560&g=pol 

○ 旭日旗掲揚問題「日本側と引き続き協議」＝韓国海軍（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2018/09/30/0200000000AJP2018093000

0600882.HTML 

２９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 王中国外相が国連演説､「恐喝や圧力に屈せず」 貿易巡り（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/china-usa-panic-0928-idJPKCN1M822G 

○ 王毅外交部長が河野外相と会談「敏感な問題をきちんと対処すべき（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0929/c94474-9504973.html 

○ 東シナ海にまた中国掘削船 ３カ月ぶり､試掘準備か（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/180929/plt1809290005-n1.html 

○ 日米､南シナ海･東シナ海での合同演習を相次いで発表･･中国を軍事的に牽制（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/31729.html 

○ 北朝鮮外相、信頼なければ一方的な核武装解除「あり得ない」（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-un-idJPKCN1MA11G 

○ サヘル 5 か国のテロ対策部隊、司令部をマリ首都に移転 6 月に爆弾攻撃（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3191435?cx_part=top_category&cx_position=3 

２８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日中外相、安倍首相訪中へ調整＝河野氏「瀬取り」対応要請（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018092800255&g=pol 

○ 東シナ海空域で日米大規模訓練 B52 と空自機が連携（TV 朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000137186.html 
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○ 中国を牽制か 護衛艦「あけぼの」がマニラに寄港（TV 朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000137167.html 

○ 初の米印「2＋2」、背景には中国の台頭（WEDGE） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14014 

○ 韓国海軍の旭日旗自制要請に…日本「非常識」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/574/245574.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 海自､旭日旗掲げ韓国観艦式に参加へ（産經） 

小野寺五典防衛相「国内法令に基づいて対応」 

 http://www.sankei.com/politics/news/180928/plt1809280011-n1.html 

○ 米 F35 戦闘機、初の実戦投入 アフガンの対タリバン任務で（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3191249?cx_part=top_category&cx_position=5 

○ 時代の「潮流」海自艦にも…私有携帯メール OK（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20180928-OYT1T50096.html 

○ カラオケ店で「まぜてくれ…」断られ 自衛官が未成年殴り逮捕（ﾃﾚﾋﾞ新広島） 

 http://www.tss-tv.co.jp/tssnews/000002204.html 

○ 日本の造船業が生き残る道はあるか、三井 E&S 造船社長に聞く（DAIAMOND） 

 https://diamond.jp/articles/-/180760 

２７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本のヘリ空母、南シナ海に向かう英軍艦と共同訓練（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-uk-navy-idJPKCN1M70NM 

○ 陸自相浦 水陸機動団発足から半年 南西防衛の中核へ進化（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/417855137208599649 

２６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 国連総会「米国第一」巡り応酬 トランプ氏と各国首脳（日經） 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35758940W8A920C1000000/?n_cid=NMAIL006 

○ 安倍晋三首相「自由貿易の旗手」へ決意 国連総会一般討論演説・全文（産經） 

 http://www.sankei.com/politics/news/180926/plt1809260005-n1.html 

２５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 台湾に戦闘機部品売却へ＝米、総額 372 億円（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018092500312&g=int 

○ 今こそ日本が振り返るべき 100 年前の海軍の活躍（JB Press） 

第一次世界大戦で地中海に派遣された帝国海軍、そのミッションとは？ 

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/54159 
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○ ６月に外出したまま欠勤、自衛官候補生を免職 海自・舞鶴（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180925000109 

２４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ オスプレイ、今秋の納入延期…配備先の整備難航（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20180924-OYT1T50007.html?from=ytop_ylist 

○ 中国が「中米通商摩擦に関する事実と中国側の立場」白書を発表（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0924/c94474-9503061.html 

○ モルディブ大統領選で野党候補勝利、親中の現職敗れる 「中国依存」転換へ（産經） 

 http://www.sankei.com/world/news/180924/wor1809240007-n1.html 

○ ウイグル人大量拘束を認めよ、アムネスティが中国に説明要求（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3190713?cx_part=top_category&cx_position=3 

○ 大連沖で中日甲午海戦の軍艦「経遠」見つかる（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2018-09/24/c_137489248.htm 

２３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、米国大使呼び出し軍への制裁指定に「厳重抗議」（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3190619?cx_part=latest 

２２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○「異常気象」と憲法改正―自民党総裁選三選の安倍首相に求めたい新理念（PAGE） 

 https://thepage.jp/detail/20180920-00000007-wordleaf 

○ 北方領土をめぐって交錯する日本とロシアの思惑（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/09/post-11000.php 

○ 海上自衛隊が南シナ海で異例の「対潜水艦戦訓練」を決行した事情（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/57618 

２１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日中防衛交流、北京で海洋問題を議論 自衛隊の若手幹部が中国訪問（産經） 

 https://www.sankei.com/world/news/180921/wor1809210022-n1.html 

○ 王毅外交部長「9 月平壌共同宣言」を断固支持（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0921/c94474-9502780.html 

○ 防衛装備品、なぜ価格が上がる？ 特殊契約・見積もり甘く（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35574960Q8A920C1EAC000/ 

○ 白頭山にともに登った南北首脳…「もう一つの伝説ができました」（ﾊﾝｷﾞｮﾚ新聞） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/31692.html 
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○ パキスタン、中パ経済回廊計画にサウジの参加を要請（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/pakistan-saudi-silkroad-idJPKCN1M108Z 

２０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 安倍首相､総裁３選＝石破氏が健闘－10 月に内閣改造､政権骨格維持･自民（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018092000701&g=pol 

○ 山口・阿武町長、地上イージス反対を明言（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO35556670Q8A920C1EAF000/ 

○ 積年の防衛費減が招く日米同盟の危機（日經ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 サイバー空間で発生する新たなグレーゾーンに対処せよ！ 

 https://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/082800235/091800005/ 

○ 米国が国防費を対中戦にシフト、海洋戦力強化へ（JB Press） 

 国防省の予算要求を連邦議会が一部増額修正 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/54150 

○ 中国､「一帯一路」参加国と紛争予防・解決の組織を設立へ（CNS／AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3190203?cx_part=top_category&cx_position=4 

○ 欧州委がアジアインフラ投資指針、中国の「一帯一路」に根強い不信（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/eu-asia-idJPKCN1LZ29U 

○ 造船、韓国の保護策に悲鳴 補助金で船価低迷 国際会議で議論へ（Sankei Biz.） 

 https://www.sankeibiz.jp/business/news/180920/bsc1809200500004-n1.htm 

○ クック船長の「エンデバー号」、残骸の位置を特定か 米東部沖（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/fringe/35125868.html 

１９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 多国籍軍に陸自派遣検討 シナイ半島の停戦監視、司令部に数人（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO3547497018092018PP8000/ 

○ 日本が南中国海に潜水艦を初派遣 米国に忠誠を尽くす姿勢（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-09/19/content_63615905.htm 

○ 南北首脳会談が「平壌共同宣言」 戦争脅威の解消で合意（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2018/09/19/0300000000AJP20180919

004200882.HTML 

○ 平壌共同宣言の全文（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018091901061&g=prk 

○ 焦点：自衛隊に迫る「静かな有事」、少子化で採用難（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-selfdefenseforce-recruit-idJPKCN1LZ19X 

○ 自衛隊機墜落から 56 年 くれないの塔で慰霊式 奄美市名瀬（南海日日新聞） 

http://www.nankainn.com/ 
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１８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ シリア･イドリブ県に非武装地帯､ロシア･トルコが合意 総攻撃は当面回避（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3189919?cx_part=top_category&cx_position=1 

○ 日本空域監視の「目」体制強化＝警戒航空団に格上げ－防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018091800134&g=soc 

○ 海自潜水艦が南シナ海で訓練、対潜戦を想定（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/09/18/2018091800696.html 

○ 国の海洋計画、漏洩の疑い 国立大３割サイバー被害（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO35447840X10C18A9MM8000/ 

○ 防衛省、横須賀で弾薬庫建設計画 市民団体「30 年前の約束反故」（神奈川新聞） 

 http://www.kanaloco.jp/article/360787 

○「幸せの国」での政権交代、高まる中国の存在感（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20180918-OYT1T50011.html?from=ycont_top_txt 

○ トイレ掃除めぐり上司に暴行、海士長を停職 海自舞鶴（京都新聞） 

 https://kyoto-np.jp/politics/article/20180918000052/print 

１７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自潜水艦が南シナ海で訓練 初の公表、中国けん制（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3544740017092018PE8000/ 

○ 中国海軍最新の 1万トン級水陸両用艦が登場（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-09/17/content_63536482.htm 

○ 防衛省：AI が文書管理 探索漏れ防止 21 年度本格運用（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20180917/ddm/001/010/208000c 

１６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イージス護衛艦｢あたご｣の新たなる能力と韓国の新型潜水艦KSSlll｢島山安昌浩｣（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00363320HDK 

１５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国海軍の大型潜水艦が進水式、SLBM 搭載も視野（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/09/15/2018091500442.html 

○ 商業捕鯨再開否決 日本“IWC 脱退”示唆（日ﾃﾚ News24） 

 http://www.news24.jp/articles/2018/09/15/06404216.html 

１４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ シリア内戦の死者 36 万人以上、約 3 分の 1 が民間人 監視団発表（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3189568?cx_part=top_category&cx_position=1 

http://www.afpbb.com/articles/-/3189919?cx_part=top_category&cx_position=1
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018091800134&g=soc
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/09/18/2018091800696.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO35447840X10C18A9MM8000/
http://www.kanaloco.jp/article/360787
https://www.yomiuri.co.jp/world/20180918-OYT1T50011.html?from=ycont_top_txt
https://kyoto-np.jp/politics/article/20180918000052/print
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3544740017092018PE8000/
http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-09/17/content_63536482.htm
https://mainichi.jp/articles/20180917/ddm/001/010/208000c
https://www.fnn.jp/posts/00363320HDK
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/09/15/2018091500442.html
http://www.news24.jp/articles/2018/09/15/06404216.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3189568?cx_part=top_category&cx_position=1


３０．１０．１ 

いわた たかあき（幹候 29 期） 

○ 自民党自民総裁選討論会詳報（４）「自衛隊は軍隊なのか」で論戦（産經） 

安倍首相「憲法解釈変えるのか」 石破氏「『国外では軍隊』は通用しない」 

https://www.sankei.com/smp/politics/news/180914/plt1809140024-s1.html 

○ 韓国、竹島周辺を無人装置で海洋調査…政府抗議（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20180913-OYT1T50158.html 

○ 韓国海軍初の３千トン級潜水艦 念頭に北朝鮮？日本？（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASL9G55DSL9GUHBI01D.html 

○ 中国が黄海にブイを設置、韓米日の潜水艦を探知か（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/09/14/2018091401203.html 

○ 海自ヘリ急患搬送5,000回 60年間通算 長崎県内島民の命つなぐ（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/413148550107645025?c=174761113988793844 

○ 砕氷艦「しらせ」新潟東港に入港 15､16 日に一般公開（産經） 

 https://www.sankei.com/life/news/180914/lif1809140024-n1.html 

○ ガールズバンド×海上自衛隊！ Gacharic Spin、海上自衛隊呉地方総監部全面協力の

写真集『Gacha 呉』発売決定（M-ON!-Music） 

 https://www.m-on-music.jp/0000297050/ 

１３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 習近平主席が日本の安倍首相と会談（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0913/c94474-9500073.html 

○ 無言のメッセージで安倍首相を恫喝したプーチン（JB Press） 

中国軍も参加した史上最大規模の軍事演習「ヴォストーク 2018」 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/54091 

○ 南シナ海情勢で連携確認＝日ベトナム外相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018091300878&g=pol 

○ 南北 黄海上に射撃訓練など禁じる緩衝地帯設置協議（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2018/09/13/0300000000AJP20180913

003500882.HTML 

○ 記者への有罪判決は「法律に違反したから」 スー・チー氏、沈黙破る（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3189466?cx_part=top_topstory&cx_position=1 

○ 当直中にスマホ持ち込み､不倫相手と LINE 計 12 時間（産經） 

２等海尉を減給処分 海自 

https://www.sankei.com/affairs/news/180913/afr1809130018-n1.html 

１２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 平和条約を締結しよう プーチン大統領の不意の提案を日本は拒絶（Sputnik） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201809125331704/ 
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○ 東方経済フォーラムでの日ロ両首脳の発言要旨（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35293370S8A910C1PP8000/ 

○ 習近平国家主席「中露包括的・戦略的協力パートナーシップをさらなる高みへ」 

（中国網）http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-09/12/content_63390344.htm 

○ 安倍首相と会談、習主席「発展改善のチャンス」（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/feature/TO000301/20180912-

OYT1T50061.html?from=yartcl_blist 

○ ミサイル迎撃試験に成功＝海自艦、ハワイ沖で－防衛装備庁（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018091201223&g=pol 

○ 小笠原の硫黄島 海底噴火が発生か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180912/k10011627241000.html 

○ アフガニスタン東部で自爆攻撃 68 人死亡、165 人負傷（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3189392?cx_part=top_category&cx_position=1 

１１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自艦と中国艦が連絡メカニズムで…初映像（日ﾃﾚ News 24） 

 http://www.news24.jp/articles/2018/09/11/04403777.html 

○ ロシア､「同国史上最大」の軍事演習を開始 中国軍も参加（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3189254?cx_part=outbrain 

○ 防衛協力を推進＝日マレーシア防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018091101168&g=pol 

○ 呉市 旧海軍施設が土産物店に（中国放送） 

 http://news.rcc.ne.jp/?i=1876 

１０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 自民党総裁選、論戦スタート 両陣営が出陣式（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35156310Q8A910C1MM0000/ 

○ 米軍、シリアが化学兵器使用した場合の軍事的選択肢を策定（ﾛｲﾀｰ） 

https://jp.reuters.com/article/usarmy-syria-idJPKCN1LQ024 

○ トランプ氏が金氏に謝意、建国記念パレードで核誇示せず（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3188994?cx_part=top_topstory&cx_position=3 

○ 豪軍艦がソロモン諸島へ、中国に対抗（WSJ） 

 https://jp.wsj.com/articles/SB12598231316112044164404584462173085053020 

○ 中国、世界最大の水陸両用機を開発…南シナ海配備の可能性（朝鮮日報） 

 https://japanese.joins.com/article/957/244957.html 

○ スウェーデン総選挙、中道２派が拮抗 右派が躍進（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/45468420 
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０９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 建国 70 年軍事パレードに ICBM なし 米国に配慮か＝北朝（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/northkorea/2018/09/09/0300000000AJP20180909

001100882.HTML 

○ 北朝鮮が建国 70 年の軍事パレード、弾道ミサイル登場せず（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-anniversary-military-parade-

idJPKCN1LP0UC 

○ ロシアがイドリブ県に過去 1 か月で「最も激しい」空爆 シリア人権監視団（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3188946?cx_part=top_category&cx_position=3 

０８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ロシアが仏伊の軍事衛星傍受試みる、仏国防相（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35142290Y8A900C1NNE000/ 

０７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○“瀬取り”監視に豪州・NZ が参加 哨戒機を派遣へ（TV 朝日） 

 http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000135707.html 

○ 英海軍艦が西沙諸島付近を航行、中国が「強烈な不満」表明（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35125230.html 

○ 海自最大の護衛艦 比海軍と共同訓練（日ﾃﾚ News 24） 

 http://www.news24.jp/articles/2018/09/07/04403558.html 

○ 金門砲戦から 60 年 中国軍の侵攻想定した射撃演習実施／台湾（ﾌｫｰｶｽ台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/achi/201809070006.aspx 

○ 南極観測船が入浴支援＝海自「しらせ」、おにぎりも－北海道地震（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018090701207&g=wth 

○ 大学生 100 人、京都・舞鶴発信へ集結 ２泊３日でPR企画（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/local/article/20180907000031 

０６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 首相「救助の自衛隊２万５千人に増強」 北海道地震（日經） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO35043100W8A900C1000000/?n_cid=SPTMG053 

○ 北海道震度７ 新幹線運休、青森からフェリーで対岸へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20180907/k00/00m/040/046000c 

○ 中国海軍が新研究所の建設で「最大の弱点」克服へ（JB Press） 

 最新科学研究で潜水艦発見能力の強化に邁進 

 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/54032 

○ 米印２プラス２開催 軍事情報共有の協定､合同演習も 中国のインド洋進出を警戒（産經） 

 https://www.sankei.com/world/news/180906/wor1809060029-n1.html 
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○ 米とインド、軍情報共有の協定締結で最終調整（讀賣） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20180906-OYT1T50017.html 

○ 旭日旗掲げた日本の艦艇、済州の国際観艦式に参加へ（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/09/06/2018090603703.html 

０５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 習近平主席による世界情勢と中国アフリカ関係に関する最新の判断とは（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/0905/c94474-9497615.html 

○ 習近平は何を提案したか－中国の新アフリカ戦略の 3 つのポイント（yahoo ﾆｭｰｽ） 

 https://news.yahoo.co.jp/byline/mutsujishoji/20180905-00095705/ 

○ 中国・一帯一路の挫折と日中関係（日経ﾋﾞｼﾞﾈｽ） 

 https://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/218009/090400171/ 

○ 韓中が 3 年ぶり経済協力点検会議 訪韓団体旅行の規制解除など協議（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2018/09/05/0200000000AJP2018090500

4000882.HTML 

○ 国連､「公海条約」の交渉開始 生態系保護へ（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3188465?cx_part=search 

○ 台風 21 号高潮 大阪・神戸で瞬間的に過去最高潮位（PAGE） 

 https://thepage.jp/detail/20180905-00000012-wordleaf 

０４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国･アフリカ協力フォーラム北京サミット開幕､習近平主席が基調演説（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-09/04/content_62061797.htm 

○ ロシア軍 28 隻、宗谷海峡通過＝冷戦終結後で最多－防衛省（時事） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018090400004&g=soc 

○ 対スリランカで中国をけん制する日本は「遅きに失した」のか？（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/22826 

○ ミャンマーのロイター記者有罪判決、国連事務総長と米国連大使が非難（ﾛｲﾀｰ） 

 https://jp.reuters.com/article/myanmar-journalists-reax-idJPKCN1LK03U 

○ 沖縄県・台湾基隆港・韓国済州特別自治道 クルーズ振興へ連携（琉球新報） 

 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-796273.html 

○ 兵役期間短縮を閣議決定 陸軍は 21 カ月から 18 カ月に＝韓国（聯合ﾆｭｰｽ） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2018/09/04/0900000000AJP2018090400

2100882.HTML 

０３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 安倍首相、憲法９条改正に意欲＝自衛隊幹部前に「責任果たす」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018090300085&g=pol 
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○ ロシア海軍艦艇の動向について（防衛省・統幕） 

 http://www.mod.go.jp/js/Press/press2018/press_pdf/p20180903_02.pdf 

○ 中国、アフリカとの首脳会合で 6.7 兆円の支援約束 「ひも付き」否定（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3188281 

０２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 最新鋭イージス艦に SM6＝中国巡航ミサイルなど対処（時事） 

－統合防空構想で予算・防衛省 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018090200277&g=pol 

○ イージス護衛艦「あたご」改修の不可思議（FNN） 

どうなる､日本の弾道／巡航ミサイル防衛 https://www.fnn.jp/posts/00357650HDK 

○ NATO のサイバー演習､日本が本格参加へ 知見多く蓄積 関係進化目指す（産經） 

 https://www.sankei.com/politics/news/180902/plt1809020001-n1.html 

０１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○【概算要求】防衛費、過去最高の 5 兆 2986 億円（産經） 

北脅威にらみイージス・アショアに 2300 億円 

https://www.sankei.com/politics/news/180831/plt1808310055-n1.html 

○ 南シナ海で日米共同訓練＝空母部隊と海自護衛艦（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018090100357&g=soc 

○ 海自護衛艦フィリピンに寄港、中国けん制か（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3461988.html 

○ 佐世保の防災訓練、水陸機動団が自治体訓練初参加（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASL91249GL91TOLB001.html 

○ 定年引上げは自衛官不足の打開策となるのか（yahoo ﾆｭｰｽ） 

 https://news.yahoo.co.jp/byline/tagamiyoshikazu/20180901-00095303/ 

○ 横須賀：海自倉庫が弾薬庫に改築へ 「利用せず」以前通知（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20180901/k00/00e/040/290000c 

 

（了） 
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