
３０．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

～ 海のNews（１１月）～ 
 

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

〇 Ｆ35 最大で 100 機導入へ 費用総額１兆円で調整難航も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181130/k10011728781000.html 

○ 「フリゲート」ってどんな船？ 海自の新造艦「30FFM」、「FF」の背後に 6

世紀の歴史（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/82144 

○ 米軍が南シナ海で航行の自由作戦 米中会談前に中国けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181130/k10011729141000.html 

○ 空自、インドと初訓練（共同） 

 https://this.kiji.is/441065052634334305 

○ 海自がご当地バーガー考案 広島「豪雨復興の一助に」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38366860Q8A131C1AC1000/ 

○ インド、太平洋の島国モルディブに 10 億ドル融資検討 軍配備を条件＝報道

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/38287.html 

○ 米軍 西沙諸島周辺で「航行の自由作戦」 （国際）（日テレ） 

 http://www.news24.jp/articles/2018/11/30/10410511.html 

○ 米、南シナ海で「航行の自由作戦」＝首脳会談前に中国けん制（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018113000618&g=int 

○ トランプ大統領と習主席の夕食会、関係悪化を回避する好機生かせるか

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-11-30/PIZJMN6JTSEB01 

○ 目玉は今も「海軍」（共同） 

 https://this.kiji.is/441099854666007649 

○ 米巡洋艦、南シナ海のパラセル諸島で航行の自由作戦（産経） 
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 https://www.sankei.com/world/news/181130/wor1811300011-n1.html 

○ 日本が戦後初の「空母」所有へ──中国を警戒（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11359.php 

○ 米中は協調より競争関係へ 中国の侵略的行動が原因 米専門家（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181130/k10011729651000.html 

 

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

○ F35B、20 機新規導入検討（共同） 

 https://this.kiji.is/440558213122049121 

○ 米軍の艦船２隻、台湾海峡を通過 ７月以降で３回目（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCY01SZLCXUHBI03Q.html 

○ 日印関係が実現させる「自由で開かれた」インド太平洋（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14582 

○ Ｆ３５Ｂ、２０機導入検討 空母化へ大綱明記調整（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018112902000134.html 

○ 南シナ海「規範」 骨抜きにしてはならぬ（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018112902000164.html 

〇 新大綱と中期防 専守防衛を逸脱するな（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018112902000165.html 

○ 米軍艦、台湾海峡を通過 首脳会談前に中国けん制（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38314000Z21C18A1000000/ 

○ 台湾海峡を米艦艇２隻が通過 中国けん制の狙いか（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181129/k10011727571000.html 

○ Ｆ３５Ｂ、２０機新規導入検討 空母化へ防衛大綱明記で調整（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201811295640797/ 

○ 気の合わない？「日米」同盟が続く理由（日経 BizGate） 
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 https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO3825748027112018000000 

○ 米艦が台湾海峡を通過 首脳会談前に中国牽制か（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181129/wor1811290010-n1.html 

○ 安倍晋三首相、アルゼンチンでのＧ２０首脳会議へ出発（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181129/plt1811290006-n1.html 

○ 対中「貿易戦争」だけではない「軍事力」攻防で米国の「焦り」（デイリー新

潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2018/11291030/?all=1 

○ 海上自衛隊ヘリコプター搭載護衛艦の「ひゅうが」と「いせ」が、青島文化教材

社のウォーターラインシリーズにて再出航！（電ホビ） 

 https://hobby.dengeki.com/news/669089/ 

○ インドが偵察衛星打ち上げ 中国軍の艦艇や部隊の監視強化へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181129/k10011728191000.html 

○ トランプとの会談でプーチンのクリミア支配は一層強固に（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00394100HDK 

○ 【ウクライナ】ロシアとの戦争を避けるため、欧米はアゾフ海で「航行の自由作

戦」を実施せよ──スウェーデン元首相（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/-20088-1125233-211-

2014eu-5813500.php 

○ 日本の防衛費が増大（動画）（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/japan-i49990 

 

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

○ 日本は F35 と準空母で遠隔地を奇襲攻撃の夢？中国メディア「噴飯もの」「痴心

妄想」と酷評（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b665781-s0-c10-d0142.html 

○ 南シナ海、台湾、ウイグル……ますます対立深める米中（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14576 
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○ 【主張】ウクライナ艇拿捕 この国と平和条約交渉か（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/181128/clm1811280001-n1.html 

〇 7 兆円をチラつかせても中国を止めることはできない（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14633 

○ 護衛艦「いずも」空母化に現実味 新防衛大綱に「艦艇からの航空機運用を検

討」明記へ（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181128/soc1811280006-n1.html 

○ いずも「空母化」明記へ 新防衛大綱 専守防衛、逸脱恐れ（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018112802000164.html 

○ 米中 貿易、安保で覇権争い Ｇ２０で首脳会談（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201811/CK2018112802000150.html 

○ 【コラム】韓日関係の地雷畑…外交安保２０１９年問題（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/562/247562.html?servcode=100&sectcode=140 

○ 日本が「いずも」を空母にすることを検討、中国ネットでは強い警戒感

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b666215-s0-c10-d0062.html 

○ 防衛費「二重帳簿」を作る日本…韓国には少なく、米国には多く示す（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/article/591/247591.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 習近平主席が欧州・中南米歴訪、中国元首外交の新たな出発（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2018-11/28/content_74218492.htm 

○ 国際航空宇宙展 2018 に見る「F-35 ステルス戦闘機は、こう変わる」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00393601HDK 

○ ロシア、ウクライナ間でなぜアゾフ海の紛争が起きたのか ポロシェンコはなぜ

戒厳令を発令したのか（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201811285639470/ 

 

２７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 中国軍機が対馬と韓国の間の海上を飛行（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181127/plt1811270004-n1.html 

○ 岩屋防衛相、いずも“空母化”とＦ３５Ｂ導入を示唆（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181127/plt1811270009-n1.html 

○ 母艦導入、いずも型改修軸に＝Ｆ３５Ｂ保有「研究」－岩屋防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112700418&g=pol 

○ 政府が事実上の空母導入を検討 護衛艦「いずも」を改修（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCW33S5LCWUTFK006.html 

○ 「いずも」戦闘機搭載、空母化へ（共同） 

 https://this.kiji.is/439988010116187233 

○ 社説：新防衛大綱 予算膨張に歯止め要る（京都） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181127000071 

○ 空母の役割担う「多用途運用母艦」導入望ましい 岩屋防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181127/k10011725201000.html 

○ 中国、港湾開発で融資か＝サモアの軍事利用に懸念－豪紙（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112700682&g=int 

○ 日韓で進む潜水艦へのリチウム電池の搭載、「安全問題は解決されたのか」＝中

国（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1671939?page=1 

○ 「いずも」空母化やＦ３５Ｂ導入、防衛大綱に明記へ＝関係者（REUTERS） 

https://jp.reuters.com/article/%E3%80%8C%E3%81%84%E3%81%9A%E3%82%82

%E3%80%8D%E7%A9%BA%E6%AF%8D%E5%8C%96%E3%82%84%EF%BC%A6

%EF%BC%93%EF%BC%95%EF%BC%A2%E5%B0%8E%E5%85%A5-%E9%98%B

2%E8%A1%9B%E5%A4%A7%E7%B6%B1%E3%81%AB%E6%98%8E%E8%A8%98

%E3%81%B8%EF%BC%9D%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%80%85-

idJPL4N1Y22B0 

○ 韓国の海洋調査船 竹島周辺の領海侵入で抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181127/k10011725571000.html 
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○ 米原子力空母がシンガポールに寄港 存在感アピール（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181127/k10011725751000.html 

○ いずも「空母化」を明記へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181128/k00/00m/010/147000c 

○ いずも空母化、中国の海洋進出を警戒（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181128/k00/00m/010/149000c 

○ 護衛艦「いずも」事実上の空母化へ 防衛大綱に盛り込む方針（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00406445CX 

 

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

〇 軍艦フロムカナダ、艦内重要区画まで大公開 「カルガリー」艦長に聞くその目

的、意義（写真 20 枚）（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/82166 

○ パプアニューギニア軍楽隊って？ 育てたのは自衛隊 首相も全力 PR

（withnews） 

https://withnews.jp/article/f0181126002qq000000000000000W06k10101qq0000183

99A 

○ 韓国の国会議員団 また竹島上陸（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181126/k10011723581000.html 

○ ソマリア沖の派遣海賊対処行動支援隊、1 月下旬までに第 11 次隊に交代へ（Fly 

Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102874 

 

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

○ コラム：対立深める米中、関係修復は可能か（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/bc-america-idJPKCN1NQ09C 

○ 海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」、「みちのく ALERT2018」に参加（Fly 

Team） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181127/k10011725751000.html
https://mainichi.jp/articles/20181128/k00/00m/010/147000c
https://mainichi.jp/articles/20181128/k00/00m/010/149000c
https://www.fnn.jp/posts/00406445CX
https://trafficnews.jp/post/82166
https://withnews.jp/article/f0181126002qq000000000000000W06k10101qq000018399A
https://withnews.jp/article/f0181126002qq000000000000000W06k10101qq000018399A
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181126/k10011723581000.html
https://flyteam.jp/news/article/102874
https://jp.reuters.com/article/bc-america-idJPKCN1NQ09C
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 https://flyteam.jp/news/article/102897 

○ 竹島問題は「一歩前進、二歩後退…もう辞めたい」 研究者の悲痛なる警鐘

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00391470HDK 

〇 「海自カレー」食べ比べ決定戦（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20181125/6080003117.html 

 

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

〇 熊本）垣間見た離島防衛の備え 「鎮西３０」ルポ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCR62G5LCRTLVB00Q.html 

○ 【主張】中比首脳会談 紛争棚上げ日米の失策だ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/181124/clm1811240002-n1.html 

○ ＜税を追う＞歯止めなき防衛費（９）米軍再編費、要求ゼロ 膨らむ予算「裏

技」駆使（東京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018112402000129.html 

○ 社説［海自艦から実弾落下］事故続発の徹底検証を（沖縄タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/349289 

○ 「大湊海自カレー」レトルト発売（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20181124/6080003109.html 

○ 日本の左派メディアは米国の「対中政策転換」を軽視しすぎ！（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181124/soc1811240004-n1.html 

 

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

○ 海自艦から実弾海中落下（共同） 

 https://this.kiji.is/438363626891084897 

○ 護衛艦から実弾が海に落下 海自が注意呼びかけ（NHK） 

https://flyteam.jp/news/article/102897
https://www.fnn.jp/posts/00391470HDK
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20181125/6080003117.html
https://www.asahi.com/articles/ASLCR62G5LCRTLVB00Q.html
https://www.sankei.com/column/news/181124/clm1811240002-n1.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018112402000129.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018112402000129.html
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/349289
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20181124/6080003109.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181124/soc1811240004-n1.html
https://this.kiji.is/438363626891084897


３０．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181123/k10011720921000.html 

○ 日本はなぜ沖縄から米軍を撤退させたくないのか―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b560442-s0-c10-d0052.html 

○ 韓日海洋警察、一時東海上で約 2 時間対峙（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/11/23/2018112380003.html 

○ 「一帯一路」がＡＰＥＣ協力の新たな空間を切り開く（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2018-11/23/content_74201443.htm 

○ 久米島沖で護衛艦から実弾が落下（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20181123/5090005042.html 

○ 中国、南シナ海に新たなレーダー付き建造物設置＝米シンクタンク（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/38128.html 

○ 河野外相、一帯一路に苦言 「複数国が借金漬け」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38135500T21C18A1EA1000/ 

 

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

○ 韓国警備艦の操業中止要求、外務省が抗議（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/181122/afr1811220001-n1.html 

○ 新防衛大綱 陸自が初の海上輸送部隊創設盛り込む方針（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181122/k10011719591000.html 

○ 尖閣諸島の空を守る？ 海上自衛隊が無人攻撃機「アベンジャー」の導入を検討

（週刊プレイボーイ） 

 https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2018/11/22/107582/ 

○ 米軍 Ｂ52 爆撃機が南シナ海上空を飛行 中国けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181122/k10011719761000.html 

○ 【国際情勢分析】独立選ばなかったニューカレドニア 中国の南洋進出に「待っ

た」（産経） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181123/k10011720921000.html
https://www.recordchina.co.jp/b560442-s0-c10-d0052.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/11/23/2018112380003.html
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2018-11/23/content_74201443.htm
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20181123/5090005042.html
https://www.epochtimes.jp/2018/11/38128.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38135500T21C18A1EA1000/
https://www.sankei.com/affairs/news/181122/afr1811220001-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181122/k10011719591000.html
https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2018/11/22/107582/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181122/k10011719761000.html
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 https://www.sankei.com/world/news/181122/wor1811220007-n1.html 

○ 中国とフィリピン、共同声明を発表（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2018-11/22/c_137623356.htm 

○ シュライバー国防次官補、民兵漁船「中国海軍と区別しない」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181122/wor1811220025-n1.html 

○ 米空母の香港寄港、中国拒否せず 緊張緩和のシグナル？（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCQ0SDCLCPUHBI069.html 

○ 中国軍は台湾を取り戻して祖国統一を成し遂げる（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11330.php 

○ 矛を収める中国・フィリピン 領有権を棚上げする理由（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCN6GSBLCNUHBI02F.html 

○ 日中の防衛交流改善 日本は警戒緩めず（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38093210S8A121C1PP8000/ 

○ 日本のＥＥＺで漁船に移動求めた韓国「再発防止務める」（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/11343.html 

○ 硫黄島航空分遣隊など、船舶の座礁と作業用ボート転覆で災害派遣対応（Fly 

Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102853 

○ ベトナム、再び中国に抗議（ベトナムの声） 

 http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%8

8%E3%83%8A%E3%83%A0%E5%86%8D%E3%81%B2%E4%B8%AD%E5%9B%B

D%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0-701565.vov 

 

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

○ 沿海域戦闘艦が就役＝ＬＣＳ、将来南シナ海投入も－米海軍（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112100001&g=soc 

○ 中・比首脳会談、資源開発などの協力強化で合意（TBS） 

https://www.sankei.com/world/news/181122/wor1811220007-n1.html
http://jp.xinhuanet.com/2018-11/22/c_137623356.htm
https://www.sankei.com/world/news/181122/wor1811220025-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASLCQ0SDCLCPUHBI069.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11330.php
https://www.asahi.com/articles/ASLCN6GSBLCNUHBI02F.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38093210S8A121C1PP8000/
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/11343.html
https://flyteam.jp/news/article/102853
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E5%86%8D%E3%81%B2%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0-701565.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E5%86%8D%E3%81%B2%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0-701565.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E5%86%8D%E3%81%B2%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0-701565.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E5%86%8D%E3%81%B2%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E6%8A%97%E8%AD%B0-701565.vov
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112100001&g=soc
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 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3529875.html 

○ 習氏、比を訪問 ドゥテルテ政権発足後初 米にらみ「協力促進」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181121/ddm/007/030/077000c 

○ 宇宙、サイバー対策重視 防衛大綱概要案 日米同盟「一層強化」（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018112102000136.html 

○ 中・比 南シナ海共同開発 首脳会談 幅広い経済協力合意（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201811/CK2018112102000124.html 

○ 【コラム】１０月４日のペンス米副大統領の中国政策に関する演説は米中冷戦の

幕開けか？（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1671571?page=1 

○ 米戦略爆撃機２機、南シナ海付近を飛行 「通常訓練」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCP3J2DLCPUHBI022.html 

○ 黒いしみ 軍港の名残 舞鶴赤レンガ倉庫群（もっと関西）（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37989920Q8A121C1AA2P00/ 

○ 習近平主席、ドゥテルテ大統領と会談 「一帯一路」や南中国海での協力を確認

（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2018-11/21/c_137621688.htm 

○ フィリピンと中国が関係強化、南シナ海の資源開発協力で合意（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35129008.html 

○ 中国、南シナ海で民生用施設増やすべき＝共産党中央党校機関紙（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-southchinasea-idJPKCN1NQ0D1 

○ 南シナ海に新施設を確認＝中国、軍事用探知装置か－米研究所（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112100720&g=int 

○ 米軍のＢ５２爆撃機、南シナ海を飛行 領有権争いの島の近く（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35129000.html 

○ 米空母が香港寄港＝米中会談前に緊張緩和図る（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3198657 

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3529875.html
https://mainichi.jp/articles/20181121/ddm/007/030/077000c
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018112102000136.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201811/CK2018112102000124.html
http://news.searchina.net/id/1671571?page=1
https://www.asahi.com/articles/ASLCP3J2DLCPUHBI022.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37989920Q8A121C1AA2P00/
http://jp.xinhuanet.com/2018-11/21/c_137621688.htm
https://www.cnn.co.jp/world/35129008.html
https://jp.reuters.com/article/china-southchinasea-idJPKCN1NQ0D1
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112100720&g=int
https://www.cnn.co.jp/usa/35129000.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3198657
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○ 中国とフィリピンが共同声明（共同） 

 https://this.kiji.is/437878056624833633 

○ なぜ米国人は中国を嫌うのか―米華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b663728-s0-c10-d0145.html 

○ 習近平主席、ドゥテルテ大統領と会談 「一帯一路」や南中国海での協力を確認

（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3198575 

○ 習近平氏、旧知の人脈駆使しフィリピン取り込み（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181121/wor1811210026-n1.html 

○ 米空母、1 年ぶり香港に寄港 米中関係改善の兆し（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38036120R21C18A1FF1000/ 

○ 南シナ海問題「武力に訴えず」＝中国・フィリピン共同声明、米けん制（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3198671 

○ 米空母の香港寄港、中国が許可 首脳会談に向け軟化姿勢（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35129041.html 

○ 人民解放軍中将が米空母乗艦 関係改善模索の動き（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181122/k00/00m/030/090000c 

○ 中比が共同声明 南シナ海「武力なしで解決」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38048260R21C18A1FF2000/ 

○ 海保が韓国警備艦に申し入れ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181121/0021638.html 

○ 外務省が韓国に抗議 再発防止を（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20181121/1030005865.html 

○ 35FW の築城基地への訓練移転、36 ソーティを実施（Fly Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102818 

○ 日本漁船に韓国警備艦が移動要求 日本の排他的経済水域（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181121/k10011719391000.html 

https://this.kiji.is/437878056624833633
https://www.recordchina.co.jp/b663728-s0-c10-d0145.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3198575
https://www.sankei.com/world/news/181121/wor1811210026-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38036120R21C18A1FF1000/
http://www.afpbb.com/articles/-/3198671
https://www.cnn.co.jp/world/35129041.html
https://mainichi.jp/articles/20181122/k00/00m/030/090000c
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38048260R21C18A1FF2000/
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181121/0021638.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20181121/1030005865.html
https://flyteam.jp/news/article/102818
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181121/k10011719391000.html
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○ 韓国警備艦が日本漁船に操業停止要求、外務省が抗議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38051960R21C18A1CC1000/ 

○ イラン海軍司令官、「初の海賊対策国際海上軍事訓練が来年実施」（Pars 

Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/iran-i49814 

○ 硫黄島近く、海自ボートが転覆（共同） 

 https://this.kiji.is/437916679493338209 

○ 韓国警備艦が日本漁船に操業停止要求 海保は認めず抗議（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCP6TGQLCPUOHB01G.html 

○ 韓国警備艦が日本漁船に接近（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181122/k00/00m/040/164000c 

○ 日本漁船にＥＥＺ内で操業停止要求＝政府、韓国当局に抗議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112101242&g=pol 

 

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

○ APEC が映した国際協調の危機（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO37962690Q8A121C1EA1000/ 

○ 新防衛大綱の骨子案判明 宇宙やサイバー空間に重点（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181120/k10011716691000.html 

〇 自衛隊「空白地帯」へ配備着々 宮古島で着工 1 年、容認に転じる集落（沖縄タ

イムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/346544 

○ 米中貿易戦争は終わり、その経済関係は“蜜月”へ向かう。トランプ大統領がこ

れから打ち出す｢奇策｣の中身（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-179845 

○ 米中対立の激化 覇権争いの悪影響が目に余る（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20181120-OYT1T50006.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38051960R21C18A1CC1000/
http://parstoday.com/ja/news/iran-i49814
https://this.kiji.is/437916679493338209
https://www.asahi.com/articles/ASLCP6TGQLCPUOHB01G.html
https://mainichi.jp/articles/20181122/k00/00m/040/164000c
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112101242&g=pol
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO37962690Q8A121C1EA1000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181120/k10011716691000.html
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/346544
https://www.businessinsider.jp/post-179845
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20181120-OYT1T50006.html
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○ 呉海自カレー食べ比べ ２９店舗出店、フェスタにぎわう（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/181120/rgn1811200008-n1.html 

○ 社説［米中対立先鋭化］日本が調整の役割担え（沖縄タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/347357 

○ 宣言なしで幕を閉じた APEC 中国が「不公平な貿易」に不満か（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/37998.html 

○ 自民、尖閣・竹島で対策強化要請（共同） 

 https://this.kiji.is/437459163829240929 

○ 許せない！日本海の烏賊を獲り尽くす北朝鮮 止まらない”イカさま”密漁の実

態（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00388490HDK 

○ 中国主席がフィリピン訪問、現地紙寄稿でドゥテルテ大統領を称賛

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-xi-philippine-idJPKCN1NP0EK 

○ 日本の潜水艦「おうりゅう」が世界に先駆けリチウムイオン電池を搭載──バッ

テリー稼働の時代（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11320.php 

○ 板挟みの ASEAN 米中対立激化でバランスに苦慮（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37984130Q8A121C1FF2000/ 

○ 日本海自とインド海軍、アデン湾で合同演習を実施（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-11/20/content_73946590.htm 

○ ロシア首相、ベトナム訪問を終える（ベトナムの声） 

 http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%

B7%E3%82%A2%E9%A6%96%E7%9B%B8%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A

%E3%83%A0%E8%A8%AA%E5%95%8F%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%

E3%82%8B-700770.vov 

○ 広島・呉の海自カレーフェスタにぎわう（産経） 

 https://www.sankei.com/west/news/181120/wst1811200037-n1.html 

https://www.sankei.com/region/news/181120/rgn1811200008-n1.html
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/347357
https://www.epochtimes.jp/2018/11/37998.html
https://this.kiji.is/437459163829240929
https://www.fnn.jp/posts/00388490HDK
https://jp.reuters.com/article/china-xi-philippine-idJPKCN1NP0EK
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11320.php
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37984130Q8A121C1FF2000/
http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-11/20/content_73946590.htm
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%A6%96%E7%9B%B8%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E8%A8%AA%E5%95%8F%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%E3%82%8B-700770.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%A6%96%E7%9B%B8%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E8%A8%AA%E5%95%8F%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%E3%82%8B-700770.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%A6%96%E7%9B%B8%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E8%A8%AA%E5%95%8F%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%E3%82%8B-700770.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E9%A6%96%E7%9B%B8%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E8%A8%AA%E5%95%8F%E3%82%92%E7%B5%82%E3%81%88%E3%82%8B-700770.vov
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○ 第 5 回越・中国境国防交流（ベトナムの声） 

 http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%AC%AC5%E5%9B

%9E%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A2%83%E5%9B%BD%E9%98

%B2%E4%BA%A4%E6%B5%81-700784.vov 

○ ポスト安倍失格？“弱腰”石破氏、韓国で講演も『怒りの声』伝えず 識者「あ

まりに無責任で、弱腰だ」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181120/soc1811200004-n1.html 

○ 日本が開発着手の水中ドローン 米国製に類似するか？（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201811205607558/ 

○ 習氏、フィリピン取り込み 東南ア切り崩し図る（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37990960Q8A121C1FF2000/ 

○ 中韓の海洋調査への対応に省庁横断ＰＴを（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181121/k00/00m/010/050000c 

○ 習氏が比を公式訪問、中国首脳として 13 年ぶり 関係強化目指す（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3198467 

○ 習近平氏とフィリピン大統領が会談、資源探査を協議か（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181120/wor1811200029-n1.html 

○ 中国、南シナ海で米排除目論む フィリピンと蜜月演出（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181120/wor1811200032-n1.html 

○ 海自護衛艦「いかづち」、インド海軍と海賊対処共同訓練を実施（Fly Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102686 

○ 中国・比、一帯一路で協力（共同） 

 https://this.kiji.is/437503204332373089 

○ 習氏、比を訪問 ドゥテルテ政権発足後初（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181121/k00/00m/030/127000c 

○ 南シナ海でエネルギー共同開発へ＝中国主席、１３年ぶりフィリピン訪問（時

事） 

http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%AC%AC5%E5%9B%9E%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A2%83%E5%9B%BD%E9%98%B2%E4%BA%A4%E6%B5%81-700784.vov
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http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%AC%AC5%E5%9B%9E%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A2%83%E5%9B%BD%E9%98%B2%E4%BA%A4%E6%B5%81-700784.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%AC%AC5%E5%9B%9E%E8%B6%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%A2%83%E5%9B%BD%E9%98%B2%E4%BA%A4%E6%B5%81-700784.vov
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181120/soc1811200004-n1.html
https://jp.sputniknews.com/opinion/201811205607558/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37990960Q8A121C1FF2000/
https://mainichi.jp/articles/20181121/k00/00m/010/050000c
http://www.afpbb.com/articles/-/3198467
https://www.sankei.com/world/news/181120/wor1811200029-n1.html
https://www.sankei.com/world/news/181120/wor1811200032-n1.html
https://flyteam.jp/news/article/102686
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112001225&g=int 

○ 南シナ海での共同資源開発へ覚書、中比首脳会談（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181120/wor1811200035-n1.html 

○ 宇宙とサイバー防衛に予算・人員重点 防衛大綱骨子（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37992740Q8A121C1MM8000/ 

○ 骨子案に宇宙、サイバー空間での対応力強化（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181121/k00/00m/010/160000c 

○ 中国 習主席 フィリピン訪問 南シナ海での共同資源探査で覚書（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181120/k10011718011000.html 

○ 21 世紀のフィッシャーモデル（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2018/11/the-fisher-model-in-the-21st-century/ 

 

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

○ 「悪役」ペンス氏、中国に圧力 トランプ氏と役割分担（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37916910Z11C18A1EAF000/ 

○ 【日本再発見 たびを楽しむ】戦争と戦後が始まった歴史の舞台～海上自衛隊鹿

屋航空基地史料館（鹿児島県鹿屋市）（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/181119/trv1811190001-n1.html 

○ ＡＰＥＣ首脳会議、宣言なしで閉幕 米中の対立浮き彫り（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35128834.html 

○ 米司令官、インド太平洋の連携訴え＝中国の軍事拠点化、脅威に対抗（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3198226 

○ プーチンの狙いは返還後の北方領土でのロシア軍の駐留（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00389680HDK 

○ 「借金で溺死させない」米副大統領、一帯一路に警戒呼びかけ フィリピンは協

議見直し（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/37981.html 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112001225&g=int
https://www.sankei.com/world/news/181120/wor1811200035-n1.html
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○ 海自、日米豪の機雷掃海訓練公開（共同） 

 https://this.kiji.is/437143712852837473 

○ フィリピンは中国の友人＝ドゥテルテ大統領（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20181119/d7be84f4-e2c6-d2c4-994f-1acc712ab698.html 

○ 米豪参加し日向灘で掃海訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/20181119/5060002241.html 

○ ベトナム・ロシア全面的な戦略的パートナーシップを深化（ベトナムの声） 

 http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%8

8%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%85%A8

%E9%9D%A2%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%

E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E

3%83%83%E3%83%95%E3%82%92%E6%B7%B1%E5%8C%96-700574.vov 

○ 中国軍基地受け入れず＝米に説明へ－カンボジア首相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111900821&g=int 

○ 中国との戦争で、米国は負ける可能性がある（英文）（Heritage Foundation） 

 https://www.heritage.org/asia/commentary/war-china-the-us-could-lose 

 

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

〇 【主張】ペンス米副大統領 「侵略」許さぬ決意示した（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/181118/clm1811180001-n1.html 

○ 国内防衛産業の再編促す 防衛大綱・中期防に明記（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181118/k00/00m/010/143000c 

○ “米中対立の海”さらに拡大 経済・軍事面で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181118/k10011714841000.html 

○ 週のはじめに考える 米中の衝突を避けよ（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018111802000157.html 

○ ［ルポ］「平和の島」宮古島に建設される自衛隊軍事基地（ハンギョレ） 

https://this.kiji.is/437143712852837473
http://japanese.cri.cn/20181119/d7be84f4-e2c6-d2c4-994f-1acc712ab698.html
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http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%92%E6%B7%B1%E5%8C%96-700574.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%92%E6%B7%B1%E5%8C%96-700574.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%92%E6%B7%B1%E5%8C%96-700574.vov
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http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%9A%84%E3%81%AA%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%95%E3%82%92%E6%B7%B1%E5%8C%96-700574.vov
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 http://japan.hani.co.kr/arti/international/32136.html 

○ 潜水艦の残骸を発見、不明から１年 アルゼンチン海軍（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35128820.html 

○ 習近平主席、インドネシア大統領と会見 実質的協力に意欲示す（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2018-11/18/c_137615078.htm 

○ 習主席、技術分野での協力をチリ政府に要請 「一帯一路」構想の早期実現へ

（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/business/201811185598907/ 

○ 習近平国家主席がインドネシアのジョコ大統領と会談（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2018/1118/c94474-9519716.html 

○ ペンス氏「中国の変化必要」、習氏に直接伝達（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37911530Y8A111C1FF8000/ 

○ 米中首脳会談、南シナ海も議題に 習氏とペンス氏接触（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37911860Y8A111C1FF8000/ 

○ 安倍首相、カナダ首相と会談「中国は国際社会で責任ある役割を」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181118/plt1811180014-n1.html 

○ 中国“最大”航空ショーに見る脅威 日曜安全保障（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00405778CX 

○ APEC、機能不全に 米中の溝埋まらず（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37912530Y8A111C1NN1000/ 

○ 護衛艦ふゆづき、CVN-74・CVN-76 空母打撃群と共同巡航訓練（Fly Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102636 

 

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

○ 習主席、太平洋島嶼国首脳と会談（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20181116/2c21736a-6be1-1efb-b9f7-a6a71891228c.html 

○ 南シナ海の行動規範「国際法と合致を」（日経） 
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 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37888810X11C18A1MM0000/ 

○ ＡＳＥＡＮと米中両国 大国のバランスをてこに（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181117/ddm/005/070/024000c 

○ G20 に合わせ米中首脳会談、貿易戦争、南シナ海問題、「新冷戦」緩和の糸口つ

かめるかが焦点（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b662322-s0-c10-d0059.html 

○ 東アジアサミット 議長声明発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181117/k10011714121000.html 

○ 自衛隊が育成パプアニューギニア軍楽隊 ＡＰＥＣで演奏（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLC67WK8LC6UTIL060.html 

○ ＜税を追う＞歯止めなき防衛費（４）レーダー商戦 しのぎ削る米メーカー（東

京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111702000129.html 

○ シンガポール首相「米中どちらかを選ばなければならない日が来る可能性」（ハ

ンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/32135.html 

○ 安倍首相「世界の羅針盤に」＝豪寄港の海保船で訓示（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111700172&g=pol 

○ 安倍首相が豪ダーウィン訪問 国防の要衝、巡視船を視察（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCK3697LCKULFA002.html 

○ 米副大統領「中国は態度改めよ」 不公正貿易を批判（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37890410X11C18A1EA2000/ 

○ あらゆる大型船舶を自律航行する「無人船」に変えるという、ロールス・ロイス

の野望（WIRED） 

 https://wired.jp/2018/11/17/rolls-royce-autonomous-ship/ 

○ 米、フィリピン沖に原子力空母展開 軍事、人権で対中圧力が本格化（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181117/soc1811170004-n1.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37888810X11C18A1MM0000/
https://mainichi.jp/articles/20181117/ddm/005/070/024000c
https://www.recordchina.co.jp/b662322-s0-c10-d0059.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181117/k10011714121000.html
https://www.asahi.com/articles/ASLC67WK8LC6UTIL060.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111702000129.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111702000129.html
http://japan.hani.co.kr/arti/international/32135.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111700172&g=pol
https://www.asahi.com/articles/ASLCK3697LCKULFA002.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37890410X11C18A1EA2000/
https://wired.jp/2018/11/17/rolls-royce-autonomous-ship/
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181117/soc1811170004-n1.html


３０．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

○ ペンス演説、安全保障でも中国対抗の連携を重視（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181117/wor1811170026-n1.html 

○ ＡＰＥＣの舞台裏で攻防 防衛ラインの第２列島線めぐり日米豪と中国（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181117/plt1811170014-n1.html 

○ 南シナ海問題で連携深めよ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO37905130X11C18A1EA1000/ 

○ 防衛省狙う、巧妙な「罠メール」 年１００万件の攻撃（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCK4RWJLCKULZU005.html 

○ 消息絶った潜水艦、約１年たち発見 海底８００メートル（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCK4W1FLCKUHBI01W.html 

○ 習主席、インドネシア大統領と会談＝パプアニューギニア（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20181117/98eec175-38c1-6870-24bc-76b0b5a17344.html 

○ 日本首相が、第２次世界大戦でのオーストラリアでの戦没者を追悼（Pars 

Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/japan-i49698 

 

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

〇 “南シナ海”問題で一定の進展、ＡＳＥＡＮ首脳会議 閉幕（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3525644.html 

〇 ＜税を追う＞歯止めなき防衛費（３）進む日米一体化 軍事戦略の一翼担う（東

京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111602000133.html 

〇 南シナ海は「既に中国の手中」 比大統領、妥協を米に呼びかけ（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/asia/201811165588876/ 

〇 韓国の竹島領海調査で抗議 菅官房長官「事前同意なく調査受け入れられない」

（産経） 

 https://www.sankei.com/west/news/181116/wst1811160017-n1.html 

https://www.sankei.com/world/news/181117/wor1811170026-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/181117/plt1811170014-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO37905130X11C18A1EA1000/
https://www.asahi.com/articles/ASLCK4RWJLCKULZU005.html
https://www.asahi.com/articles/ASLCK4W1FLCKUHBI01W.html
http://japanese.cri.cn/20181117/98eec175-38c1-6870-24bc-76b0b5a17344.html
http://parstoday.com/ja/news/japan-i49698
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3525644.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111602000133.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018111602000133.html
https://jp.sputniknews.com/asia/201811165588876/
https://www.sankei.com/west/news/181116/wst1811160017-n1.html


３０．１２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 アングル：豪中が要衝パプア巡り火花、南太平洋の勢力争い（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/papua-aus-china-idJPKCN1NK112 

〇 竹島周辺で韓国調査船が領海侵入（共同） 

 https://this.kiji.is/435999038339875937 

〇 韓国が竹島周辺で海洋調査 日本政府は抗議（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00405638CX 

〇 竹島周辺 韓国調査船の領海侵入に抗議 官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181116/k10011712951000.html 

〇 韓国の海洋調査船が領海侵入 日本政府が抗議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181116/k00/00e/030/260000c 

〇 自公「多用途運用母艦」の導入議論へ 新防衛計画大綱策定で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181116/k10011713021000.html 

○ 南シナ海、どの国にも属さず＝ペンス米副大統領（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-pence-idJPKCN1NL0DH 

○ 独島周辺の海洋調査に日本また抗議…「海洋警察船が調査妨害も」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/200/247200.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 人民解放軍は、戦術を従来の国防重視から攻撃型へ転換する（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11302.php 

○ 米超党派委員会、年次報告書を発表 「中国は国家安全上の脅威」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/37927.html 

○ 竹島の周辺海域に韓国調査船 日本は韓国に抗議（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/201811165589665/ 

○ リー首相「アジアはもうすぐアメリカか中国を選ばなければならなくなる」

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11304.php 

○ 韓国ペクリョン島から１５キロの北朝鮮長山串、砲門は開いたまま（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/212/247212.html?servcode=500&sectcode=510 
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○ 日米豪合同掃海特別訓練 日本は軍艦 22 隻派遣（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2018-11/16/content_72919175.htm 

○ アメリカの空母２隻がフィリピン海域に入る（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i49665 

○ 【コラム】米国のインド・太平洋外交戦略が韓国に示唆する点（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/217/247217.html?servcode=100&sectcode=120 

○ 竹島周辺の日本領海に調査船、韓国政府に抗議（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181116-OYT1T50069.html 

○ 日越外相がパプアで会談、訪日ベトナム人の環境整備など確認（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/181116153821.html 

○ 日本がジブチ拠点の機能を拡大へ、防衛計画の大綱に明記か（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-11/16/content_72933419.htm 

○ 日豪首脳「自由インド太平洋」一致 ＴＰＰ１１を歓迎（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181116/plt1811160030-n1.html 

○ 豪首相、日本の捕鯨に抗議表明の意向 安倍首相との会談で（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/201811165591292/ 

○ 日豪首脳が共同声明、安保・経済などで連携強化（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3526451.html 

○ 安倍首相、日豪の「和解」アピール＝中国台頭にらみ関係強化（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111601145&g=pol 

○ 南シナ海問題で中国非難 領土拡張「違法だ」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181117/k00/00m/030/085000c 

○ 「地位協定」来年早期に妥結＝日豪首脳初会談、安保協力を推進（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111600752&g=pol 

○ 中国、米副大統領に反発＝「航行の自由作戦」で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111601176&g=int 
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○ 自由貿易推進で一致 豪首相と会談（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181117/k00/00m/010/106000c 

○ 日豪首脳の共同記者発表要旨（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111601210&g=pol 

○ 日豪首脳会談「自由で開かれたインド太平洋」へ協力確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181116/k10011713511000.html 

○ 竹島周辺に韓国船 知事「遺憾」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20181116/4030001690.html 

○ 中国人民解放軍東部戦区の空軍中将代表に訪日団が視察へ、基地なども訪問

（Fly Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102543 

○ 日豪首脳「自由なインド太平洋へ協力深化」共同声明要旨（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181116/plt1811160041-n1.html 

 

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

〇 南シナ海の行動規範、中国「３年で協議完了」時期示す（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCG4K12LCGUHBI01F.html 

〇 南シナ海「懸念に留意」 ASEAN 首脳会議が議長声明公表（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37777210V11C18A1000000/ 

〇 自衛隊、ジブチ拠点強化へ 海外拠点として用途の拡大へ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCG51HXLCGUTFK00R.html 

〇 「特別な関係」を築いていくであろう日本とインド（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14450 

〇 「成功へ、若い隊員支援」…第６０次南極観測隊（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/tokyotama/news/20181115-OYTNT50174.html 

〇 米中の新冷戦、「ブレーキ役」担うマティス国防長官（DIAMOND online） 

 https://diamond.jp/articles/-/185774 
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〇 米軍訓練候補地問題が決着か…交渉難航していた「あの島」のいま（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58481 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議 南シナ海問題「懸念」も中国に一定の配慮（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011711201000.html 

〇 改憲で国の守り整えよ 東海大・山田吉彦教授が講演 長野（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/181115/rgn1811150005-n1.html 

〇 中国軍 2035 年までに米軍に対抗へ 米議会諮問機関（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011711241000.html 

〇 南シナ海問題 平和的解決のルールこそ（信濃毎日） 

 https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20181115/KT181114ETI090007000.php 

〇 米空母２隻、フィリピン海で作戦行動＝中国の海洋進出けん制－ＡＳＥＡＮ会議

の最中（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111500355&g=int 

〇 米日がインド太平洋のインフラに 700 億ドルを援助？矛先は中国に（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-11/15/content_72616193.htm 

〇 【北京春秋】いつの間にかなくなった国営テレビの「尖閣」天気予報（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/181115/clm1811150003-n1.html 

〇 中国の実効支配態勢が着々と固まる南沙諸島の人工島群（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/11948006 

〇 海上自衛隊、11 月 18 日から日向灘で機雷戦訓練と掃海特別訓練を実施（Fly 

Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102474 

〇 ステルス重視の２番艦、来年就役＝特異な船体、将来日本展開も－米海軍駆逐艦

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111500678&g=soc 

〇 対北朝鮮の緊密連携で一致 日シンガポール首脳会談（共同） 

 https://this.kiji.is/435663081427846241 
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〇 次の戦争では中・ロに勝てないと、米連邦機関が警告（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/post-11299.php 

〇 ジブチ基地の恒久化、日本にとっての意義とは？（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-11/15/content_72655205.htm 

〇 アジア太平洋地域で「帝国や侵略」存在しない＝ペンス米副大統領

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/bc-world-idJPL4N1XQ2G7 

〇 イラン海軍司令官が日本海上自衛隊司令官らと会談（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/iran-i49642 

〇 米副大統領 ＡＳＥＡＮとの経済関係強化を表明 中国に対抗（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011711661000.html 

〇 中国軍、将官級が 8 年ぶり来日 防衛交流推進（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37793060V11C18A1PP8000/ 

〇 「中国、韓半島の戦略目標は韓米同盟の弱化、北核廃棄は付随的」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/170/247170.html?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 焦点：米中の新冷戦、「ブレーキ役」担うマティス国防長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-mattis-idJPKCN1NJ0BA 

〇 米空母２隻がフィリピン海を展開 中国を牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181115/wor1811150030-n1.html 

〇 米副大統領「航行の自由維持」…中国をけん制（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20181115-OYT1T50087.html 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議 議長声明、南シナ海問題に「懸念」（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3525523.html 

〇 南シナ海問題、ペンス氏と李氏が応酬 東アジア首脳会議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37802990V11C18A1FF2000/ 

〇 南シナ海軍事化を懸念＝「諸国の利益脅かす」－安倍首相演説（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111500999&g=pol 
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〇 「平和で開かれた南シナ海を」 首相、東アジア首脳会議で演説（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37803590V11C18A1FF2000/ 

〇 米副大統領と中国首相が接触（共同） 

 https://this.kiji.is/435737570333525089 

〇 日ロ首脳会談「日ソ共同宣言基礎に交渉加速で合意」首相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181114/k10011710911000.html 

〇 尖閣周辺に今年最長１１日連続で中国公船航行（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181115/plt1811150033-n1.html 

〇 南シナ海での中国の拠点構築に深刻な懸念 安倍首相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011712061000.html 

〇 北朝鮮制裁回避の防止など首相が要請 ＡＳＥＡＮ首脳会議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011711411000.html 

〇 日米と中国、南シナ海めぐり応酬＝東アジアサミット（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3197833 

〇 東アジアサミット、南シナ海問題など討議（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181115/wor1811150034-n1.html 

〇 安倍晋三首相、中国念頭に国際基準要求 「一帯一路」牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181115/plt1811150039-n1.html 

〇 インド 自由で開かれたインド太平洋実現へ 日米と連携鮮明に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011712191000.html 

〇 南シナ海問題、先行き楽観せず シンガポール首相（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37810240V11C18A1000000/ 

〇 東アジアサミット 南シナ海問題など議論か シンガポール（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011712301000.html 

〇 安倍首相 シンガポール首相と会談 北朝鮮対応で連携確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011712351000.html 
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〇 南シナ海で米中応酬 日本は対話強調（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181116/k00/00m/030/106000c 

〇 米中、ＡＳＥＡＮ取り込み合戦 軍事力でインフラで火花（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCH55XWLCHUHBI016.html 

〇 安倍首相、拉致問題で協力要請 ＡＳＥＡＮ首脳と会談（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181115/plt1811150045-n1.html 

〇 中国軍副司令官が訪日へ 自衛隊と交流（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181115/wor1811150049-n1.html 

〇 米国と中国が応酬、南シナ海で（共同） 

 https://this.kiji.is/435741473316406369 

〇 ＡＳＥＡＮ 一連の首脳会議閉幕 南シナ海問題で米中が駆け引き（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181115/k10011712471000.html 

○ 米国のインド太平洋地域の予算不足の評価（英文）（WAR ON THE ROCKS） 

 https://warontherocks.com/2018/11/assessing-americas-indo-pacific-budget-

shortfall/ 

 

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

○ 中国 南シナ海問題に「懸念」 ASEAN 議長声明（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00405436CX 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議 “地域発展はみずから主導”確認か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181114/k10011709551000.html 

〇 【主張】日米会談 連携貫き中国基準封じよ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/181114/clm1811140002-n1.html 

〇 安倍首相 ＡＳＥＡＮ首脳会議などに向け出発へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181114/k10011709531000.html 

〇 米副大統領来日 堅固な同盟が安定をもたらす（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20181113-OYT1T50105.html 
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〇 米中対立と日本 バランス失わぬ外交を（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018111402000181.html 

〇 大陸棚、中国の主張に対抗…海保が詳細調査（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20181114-OYT1T50025.html 

〇 2035 年の世界で“海の経済”を支配するのはどの国か？（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/143241/ 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議、議長声明案に「南シナ海 懸念を留意」（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3524190.html 

〇 米副大統領訪日／米中対立の緩和促せ（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1542161228115/index.html 

〇 中国首相、南シナ海「規範」文書めぐり ＡＳＥＡＮ首脳と会談（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181114/wor1811140014-n1.html 

〇 海自とアメリカ海軍、EP-3・OP-3C・EP-3E で情報交換訓練（Fly Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102417 

〇 中国、南シナ海紛争回避で提案（共同） 

 https://this.kiji.is/435265209932940385 

〇 中国、インド太平洋で対抗＝35 年までに、武力抑止不能も－米議会報告

（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3197612 

〇 中国とＡＳＥＡＮ 「行動規範」今後３年で策定へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181114/k10011710141000.html 

〇 「中国は安保上の脅威」 米の超党派委員会が報告（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37740580U8A111C1FF2000/ 

〇 中国首相が、南シナ海の平和維持を強調（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i49608 

〇 首相がシンガポールに ＡＳＥＡＮ首脳会議と日ロ首脳会談へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181114/k10011710221000.html 
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〇 東シナ海管轄の中国軍幹部、19 日公式訪日（共同） 

 https://this.kiji.is/435369938933974113 

〇 米副大統領、ベトナムなどと安保協力協議 中国に対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37751270U8A111C1FF2000/ 

〇 中ロ、東南アジアで影響力拡大狙う（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37752630U8A111C1FF2000/ 

〇 「強迫では友人になれない」パラオ大統領、中国政府の圧力を非難（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/37867.html 

〇 インド太平洋「構想」に修正＝「戦略」封印、アジアへ配慮（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111401129&g=eco 

〇 首相 平和で開かれた南シナ海の維持へＡＳＥＡＮを後押しへ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181114/k10011710681000.html 

〇 南シナ海情勢に深刻な懸念＝８万人の産業人材育成－日ＡＳＥＡＮ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111401199&g=eco 

〇 安倍首相、日ＡＳＥＡＮ首脳会議でインフラ開発、人工知能など８分野での支援

を表明（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181114/plt1811140024-n1.html 

〇 安倍首相、プーチン露大統領と会談 領土問題進展が焦点（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181114/plt1811140025-n1.html 

〇 ASEAN で人材育成 8 万人 首相、首脳会議で表明（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37740570U8A111C1PP8000/ 

〇 米印 インド太平洋地域の発展と安全保障で協力強化へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181114/k10011710781000.html 

〇 米ペンス副大統領 南シナ海めぐる問題で中国をけん制（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181114/k10011710881000.html 

〇 中国当局、諜報用無人機の発見者に報酬約束（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/incidents/201811145581766/ 
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〇 自由貿易推進の共同声明を発表（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181115/k00/00m/030/145000c 

〇 中国軍副司令官が 19 日に訪日へ（共同） 

 https://this.kiji.is/435381853292348513 

〇 「日ソ共同宣言を基礎に平和条約交渉を加速で合意」（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/11010.html 

〇 米議会の諮問機関、中国国有企業への制裁検討を提言 東・南シナ海の活動活発

化に警告（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181114/wor1811140023-n1.html 

〇 フック首相、第 21 回 ASEAN 日本首脳会議に出席（ベトナムの声） 

 http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%95%E3%83%8

3%E3%82%AF%E9%A6%96%E7%9B%B8%E7%AC%AC21%E5%9B%9Easean%E6

%97%A5%E6%9C%AC%E9%A6%96%E8%84%B3%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3

%81%AB%E5%87%BA%E5%B8%AD-699216.vov 

○ 艦隊はいかにして戦うことを忘れたか パート 6：戦略と作戦（英文）

（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/how-the-fleet-forgot-to-fight-pt-6-strategy-and-

operations/38848 

 

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

〇 きょうからＡＳＥＡＮなど首脳会議 安全保障や貿易で意見交換（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181113/k10011708361000.html 

〇 中国の「微笑外交」の裏に隠された“意図”（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14402 

〇 先端技術巡る｢米中新冷戦｣の危うい落とし穴—— 日本は二国間の板挟みに

（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-179361 

〇 日米両政府 協力強化へ共同声明発表で最終調整（NHK） 

https://mainichi.jp/articles/20181115/k00/00m/030/145000c
https://this.kiji.is/435381853292348513
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/11010.html
https://www.sankei.com/world/news/181114/wor1811140023-n1.html
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF%E9%A6%96%E7%9B%B8%E7%AC%AC21%E5%9B%9Easean%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%A6%96%E8%84%B3%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%81%AB%E5%87%BA%E5%B8%AD-699216.vov
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181113/k10011708341000.html 

〇 中国、航空宇宙ショーでステルス戦闘機デモ飛行など技術力アピール

（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181113/mcb1811130500004-n1.htm 

〇 【視点】「一帯一路」と日中経済協力 覇権に手を貸す懸念は拭えぬ 

（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181113/mca1811130500006-n1.htm 

〇 日米、インド太平洋構想を主導 中国海洋進出に懸念共有（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37680980T11C18A1MM0000/ 

〇 「日米同盟はかつてないほど強固」安倍首相、ペンス米副大統領と会談 対中懸

念踏まえ、自由で開かれたインド太平洋で日米連携アピール（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181113/plt1811130008-n1.html 

〇 安倍首相 米ペンス副大統領と会談（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181113/k10011708561000.html 

〇 日米共同声明発表へ...協力強化 安倍・ペンス会談（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00405375CX 

〇 安倍首相が米ペンス副大統領と会談、緊密連携アピールへ（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3523415.html 

〇 南シナ海の行動規範「3 年以内に」 中国首相（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37685940T11C18A1FF8000/ 

〇 ペンス米副大統領「権威主義は許されない」 安倍首相と会談、対中覇権への対

抗を鮮明に（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181113/plt1811130012-n1.html 

〇 南シナ海行動規範の策定交渉、3 年以内の完了望む＝中国首相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-li-idJPKCN1NI0CM 

〇 安倍首相・米ペンス副大統領 共同声明 “インド太平洋で日米協力”（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00405403CX 

〇 自由で開かれたインド太平洋の実現で連携 日米共同声明（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181113/k10011708341000.html
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181113/k10011708961000.html 

〇 米、中国の南シナ海での軍事行動に反対＝ボルトン大統領補佐官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-sea-military-operation-idJPKCN1NI0OV 

〇 米副大統領 日本との貿易協定は包括的な内容目指す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181113/k10011709011000.html 

〇 南シナ海行動規範「３年以内に」 中国の李克強首相（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181113/wor1811130022-n1.html 

〇 米日最大の軍事演習、中国に矛先を向ける（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-11/13/content_72200125.htm 

〇 安倍－ペンス会談 日米で中国牽制、通商では火種も（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181113/plt1811130016-n1.html 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議 南シナ海「懸念に留意」明記へ（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181113/wor1811130026-n1.html 

〇 安倍首相、ロ大統領と１４日に会談＝豪州など３カ国歴訪へ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111301032&g=pol 

〇 自由で開かれたインド太平洋実現へ 安倍・ペンス会談（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00405431CX 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議始まる、南シナ海問題など主要議題（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3523817.html 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議始まる シンガポール（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181113/k10011709461000.html 

〇 習近平氏、島国８カ国首脳会議へ 「一帯一路」誇示（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181114/k00/00m/030/115000c 

〇 日本の航空自衛隊が最新型無人攻撃機導入？韓国から懸念の声多数

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b661470-s0-c10-d0144.html 

〇 中国、南シナ海の行動規範「3 年以内」の策定呼び掛け 期限言及は初（AFP） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181113/k10011708961000.html
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 http://www.afpbb.com/articles/-/3197471 

〇 日米を軸にアジア安定の枠組み強めよ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO37726970T11C18A1EA1000/ 

○ 選挙後、米国軍隊を再建することは一層難しくなった（英文）（Heritage 

Foundation） 

 https://www.heritage.org/defense/commentary/postelection-rebuilding-the-us-

military-just-became-much-harder 

 

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

〇 海自 P-3C 部隊によるアデン湾の海賊対処、10 月の飛行回数は 20 回（Fly 

Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102308 

〇 米中「外交・安全保障対話」でまた激突！ 南シナ海軍事拠点化をめぐり…米中

新冷戦加速か（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181112/soc1811120005-n1.html 

○ 【米中熱戦と日本の針路】エスカレートする米中の軍事的緊張… 安倍政権は中

国封じに「財政出動」を（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181111/soc1811110001-n1.html 

〇 中国けん制「平和損ないかねない」…南シナ海（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20181112-OYT1T50001.html 

〇 米大統領欠席のＡＳＥＡＮ関連会合、自由貿易の重要性強調へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-idJPKCN1NH02O 

〇 日本が最新型ステルス無人攻撃機導入、北のミサイル基地攻撃用か（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/11/12/2018111200867.html 

〇 米副大統領 安倍首相と２国間貿易協定も話し合う考え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181112/k10011707501000.html 

〇 中国による南シナ海での域外国の石油採掘禁止提案を報じた日本メディア、その

意図はどこに？―中国メディア（RecordChina） 
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 https://www.recordchina.co.jp/b661335-s0-c10-d0135.html 

〇 米副大統領、日本と貿易問題協議へ アジア歴訪開始（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37648830S8A111C1FF2000/ 

〇 「南シナ海」中心に討議＝13 日から ASEAN 関連首脳会議（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3197295 

〇 ASEAN 関連会合始まる（共同） 

 https://this.kiji.is/434622221307905121 

〇 日ロ、ソマリア沖で海賊対処訓練を実施（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3522906.html 

〇 中国プレゼンス抑制へ 日米印豪「自由で開かれた印太平洋」構想は経済および

軍事戦略（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/37784.html 

〇 「インド太平洋」推進へ １４日から３カ国歴訪（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181113/k00/00m/010/097000c 

〇 対北・中国で連携、貿易協議も…米副大統領来日（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20181112-OYT1T50066.html 

 

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

〇 「南シナ海・台湾」で平行線 米中安保対話 首脳会談へ課題（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201811/CK2018111102000158.html 

〇 週のはじめに考える しなやかなＡＳＥＡＮ（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018111102000181.html 

〇 譲らぬ中国「台湾、犠牲払っても統一」 米との溝深まる（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCB4JLYLCBUHBI027.html 

〇 中国・新型対艦弾道ミサイル「CM-401」で揺さぶる東アジアの将来（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00386611HDK 
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〇 中国国防相、米国防総省に警告「中国は代償惜しまず国家の領土保全守る」―露

メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b661147-s0-c10-d0054.html#target_comment 

〇 岩屋防衛相、沖縄の自衛隊員激励（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111100291&g=pol 

〇 北朝鮮の脅威「変化ない」 岩屋防衛相が初部隊視察（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181111/plt1811110009-n1.html 

〇 日本は大型の無人潜水艦を建造する能力を持つ―中国軍事評論家

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b660924-s0-c10-d0135.html 

 

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

〇 足柄神社 護衛艦守り 10 年（タウンニュース） 

 https://www.townnews.co.jp/0608/2018/11/10/456989.html 

〇 米国務長官「中国との新冷戦望まず」 南シナ海に懸念（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37611620Q8A111C1000000/ 

〇 米中閣僚対話、安保や貿易で解決策見いだせず（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20181110-OYT1T50019.html 

〇 米中、外交・安保対話開催も溝埋まらず（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3521074.html 

〇 米中が外交・安保対話、南シナ海など地政学上の懸案で意見交換（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-trade-china-yang-idJPKCN1NE2EP 

〇 米中外交・安保対話 記者会見要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37611770Q8A111C1000000/ 

〇 ミャンマー「一帯一路」事業縮小 港湾開発、中国が譲歩（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201811/CK2018111002000126.html 

〇 米、南シナ海軍事化に懸念＝中国反発、対立浮き彫りに（時事） 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111000192&g=int 

〇 米中閣僚 南シナ海や台湾めぐり対立も首脳会談控え協力確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181110/k10011705581000.html 

〇 米高官「中国と貿易面での合意は困難」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181110/k10011705611000.html 

〇 米中外交・安保対話、両国の立場の隔たり浮き彫り－首脳会談前に

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-11-09/PHY9BF6JIJUO01 

〇 米中、南シナ海巡る意見相違浮き彫り 外交安保対話（WSJ） 

 https://jp.wsj.com/articles/SB12048907042135944252204584584950089182832 

〇 米中が外交・安保対話、南シナ海など地政学上の懸案で意見交換（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/37752.html 

〇 関係改善に前向き姿勢 中国と閣僚級対話（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181110/k00/00e/030/284000c 

〇 南極観測船「しらせ」出港＝６０次隊、過去最大規模－東京（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111000370&g=soc 

〇 南極観測船しらせが出港 豪で隊員と合流（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37612450Q8A111C1CC0000/ 

〇 中国、米国に「航行の自由作戦」中止要求 安保対話で溝（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLCB1CGLLC9UHBI04T.html 

〇 南極観測船しらせが出港 豪で隊員と合流（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/181110/lif1811100024-n1.html 

〇 米中、偶発的衝突回避で一致＝「中国封じ込めず」－国防相会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111000343&g=int 

〇 南極観測隊運ぶ砕氷艦「しらせ」出港 東京（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181110/k10011705751000.html 

〇 南シナ海 米が懸念伝達 中国と安保対話、平行線（東京） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111000192&g=int
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181110/k10011705581000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181110/k10011705611000.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-11-09/PHY9BF6JIJUO01
https://jp.wsj.com/articles/SB12048907042135944252204584584950089182832
https://www.epochtimes.jp/2018/11/37752.html
https://mainichi.jp/articles/20181110/k00/00e/030/284000c
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111000370&g=soc
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37612450Q8A111C1CC0000/
https://www.asahi.com/articles/ASLCB1CGLLC9UHBI04T.html
https://www.sankei.com/life/news/181110/lif1811100024-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018111000343&g=int
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181110/k10011705751000.html
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 http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201811/CK2018111002000252.html 

〇 南シナ海、人権で対立＝首脳会談へ不透明感－米中対話（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3197060 

〇 米中閣僚、「南シナ海」平行線…貿易協議は継続（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20181110-OYT1T50070.html 

〇 米副大統領 中国念頭にインフラ整備支援へ 米紙に寄稿（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181110/k10011705831000.html 

〇 米中、軍衝突回避の枠組みを模索（共同） 

 https://this.kiji.is/433887277078037601 

〇 米中、南シナ海で溝鮮明 外交・安全保障対話（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181110/wor1811100016-n1.html 

〇 南シナ、人権巡り対立浮き彫り（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181111/k00/00m/030/080000c 

 

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

〇 西島秀俊×佐々木蔵之介共演！かわぐちかいじ原作を壮大なスケールで初映画化

『空母いぶき』特報到着！（シネフィル） 

 http://cinefil.tokyo/_ct/17226508 

〇 EU は北朝鮮問題をどう見ているか（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14417 

〇 ＜税を追う＞地上イージス 総額６０００億円超も 防衛省公表は２基４５００

億円（東京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018110902000152.html 

〇 ソマリア沖海賊対策 自衛隊の活動１年間延長を閣議決定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181109/k10011704221000.html 

〇 外交・安保対話は「率直な」意見交換へ、南シナ海など＝駐中国米大使

（REUTERS） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201811/CK2018111002000252.html
http://www.afpbb.com/articles/-/3197060
https://www.yomiuri.co.jp/world/20181110-OYT1T50070.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181110/k10011705831000.html
https://this.kiji.is/433887277078037601
https://www.sankei.com/world/news/181110/wor1811100016-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20181111/k00/00m/030/080000c
http://cinefil.tokyo/_ct/17226508
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14417
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018110902000152.html
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018110902000152.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181109/k10011704221000.html
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 https://jp.reuters.com/article/usa-china-branstad-idJPKCN1NE048 

〇 外交・安保対話は「率直な」意見交換へ、南シナ海など＝駐中国米大使（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/37727.html 

〇 政府が海自の海賊対処活動を１年延長 引き続きソマリア沖へ護衛艦などを派遣

（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181109/plt1811090009-n1.html 

〇 王外交部長と豪外相が外交・戦略対話を実施（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20181109/c35a56c9-221d-aa6c-2586-edf9c33f34a3.html 

〇 海自、無人攻撃機導入へ…中国艦など監視強化（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181109-OYT1T50062.html 

〇 米中が外交・安保対話開催 協議の再開相次ぐ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37579260Z01C18A1FF8000/ 

〇 日米共同方面隊指揮所演習「ヤマサクラ」、空自・海自・豪陸軍が参加（Fly 

Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102222 

〇 なぜ日本は東南アジアに特別な注意を向けるのか？―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b660619-s0-c10-d0062.html 

○ 宇宙軍の発足。米国が必要とする理由はこうだ。（英文）（Heritage 

Foundation） 

 https://www.heritage.org/defense/commentary/the-space-force-coming-heres-

why-the-us-needs-it 

 

０８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【主張】米中間選挙 同盟国重視の本道に返れ 日本は対中新冷戦に備えよ（産

経） 

 https://www.sankei.com/column/news/181108/clm1811080001-n1.html 

https://jp.reuters.com/article/usa-china-branstad-idJPKCN1NE048
https://www.epochtimes.jp/2018/11/37727.html
https://www.sankei.com/politics/news/181109/plt1811090009-n1.html
http://japanese.cri.cn/20181109/c35a56c9-221d-aa6c-2586-edf9c33f34a3.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181109-OYT1T50062.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37579260Z01C18A1FF8000/
https://flyteam.jp/news/article/102222
https://www.recordchina.co.jp/b660619-s0-c10-d0062.html
https://www.heritage.org/defense/commentary/the-space-force-coming-heres-why-the-us-needs-it
https://www.heritage.org/defense/commentary/the-space-force-coming-heres-why-the-us-needs-it
https://www.sankei.com/column/news/181108/clm1811080001-n1.html
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〇 オピニオン：米政権の視線は 2020 年に、日本の中国抑止に追い風＝川上高司氏

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/opinion-uselection-takashi-kawakami-

idJPKCN1NC0O0 

〇 豪政府、太平洋地域に最大 30 億豪ドル投融資 中国けん制との見方

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/australia-china-pacific-idJPKCN1ND0H7 

〇 韓国 インドネシアと練習機３機など輸出契約（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2018/11/08/0900000000AJP2018110800

3600882.HTML 

〇 豪州 太平洋島しょ国に最大２４８４億円の投融資へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181109/k00/00m/030/075000c 

〇 日米監視の「眼」、瀬取りで連携確認＝太平洋軍司令官と与那国視察も－制服組

トップ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110801262&g=soc 

〇 しらせ後継、観測能力向上を＝南極内陸に新基地も－極地研構想（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110801335&g=soc 

〇 ミャンマー 計画修正、一帯一路事業 中国と合意（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181109/k00/00m/030/141000c 

 

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

〇 政府、北極政策の情報を一元化 ＨＰで発信へ（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181107/plt1811070005-n1.html 

〇 中国ステルス機が公開飛行 米国と同等の性能アピール（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLC64CD9LC6UHBI01S.html 

〇 ＡＳＥＡＮ首脳会議 南シナ海での中国に「懸念」示す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181107/k10011700921000.html 

〇 フック首相、中国の習近平国家主席と上海で会談（VIETJO） 

https://jp.reuters.com/article/opinion-uselection-takashi-kawakami-idJPKCN1NC0O0
https://jp.reuters.com/article/opinion-uselection-takashi-kawakami-idJPKCN1NC0O0
https://jp.reuters.com/article/australia-china-pacific-idJPKCN1ND0H7
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2018/11/08/0900000000AJP20181108003600882.HTML
http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2018/11/08/0900000000AJP20181108003600882.HTML
https://mainichi.jp/articles/20181109/k00/00m/030/075000c
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110801262&g=soc
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110801335&g=soc
https://mainichi.jp/articles/20181109/k00/00m/030/141000c
https://www.sankei.com/politics/news/181107/plt1811070005-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASLC64CD9LC6UHBI01S.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181107/k10011700921000.html
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 https://www.viet-jo.com/news/politics/181106204821.html 

〇 「第２の開放」宣言の中国、貿易を武器に使う態度から変えるべきだ（東亜日

報） 

 http://japanese.donga.com/List/3/all/27/1532792/1 

〇 「南シナ海」歯止めかからず…米中、対立根深く（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20181107-OYT1T50036.html 

〇 南極観測隊で初の女性夏隊長「女性増やす道筋つけたい」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLC65F6QLC6UTIL02H.html 

〇 社説：対中国共同作戦 無用な緊張を高めぬか（京都） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181107000037 

〇 韓国軍艦が寄港、准将「軍事交流の継続を確認」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181106-OYT1T50041.html 

〇 米艦載機移駐「非常に利便性向上」…７艦司令官（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20181104-OYT1T50136.html 

〇 ASEAN 南シナ海、中国へ「懸念」 議長声明案判明（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181108/k00/00m/030/159000c 

〇 ロシア機、挑発エスカレートか＝米ＥＰ３電子機にアフターバーナー－黒海（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110701307&g=soc 

 

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

〇 長崎）韓国海軍の駆逐艦・揚陸艦計３隻が佐世保に入港（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLC541VDLC5TOLB003.html 

〇 インド 核ミサイル搭載の潜水艦 実戦配備可能に 中国をけん制（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181106/k10011699651000.html 

〇 対中緊張 米政府の親台派に追い風（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/181106/cpd1811060547004-n1.htm 

https://www.viet-jo.com/news/politics/181106204821.html
http://japanese.donga.com/List/3/all/27/1532792/1
https://www.yomiuri.co.jp/world/20181107-OYT1T50036.html
https://www.asahi.com/articles/ASLC65F6QLC6UTIL02H.html
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181107000037
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20181106-OYT1T50041.html
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181104-OYT1T50136.html
https://mainichi.jp/articles/20181108/k00/00m/030/159000c
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110701307&g=soc
https://www.asahi.com/articles/ASLC541VDLC5TOLB003.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181106/k10011699651000.html
https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/181106/cpd1811060547004-n1.htm
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〇 南シナ海で米艦を脅した中国艦、海自艦には「グッドモーニング」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/11/06/2018110600786.html 

〇 米中国防相が今週会談 外交・安保対話も（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/181106/wor1811060015-n1.html 

〇 米中、９日に外交・安保対話＝一時中止も関係改善模索（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110600239&g=int 

○ 日本が中国の「一帯一路」へ組み込まれていく（WEB RONZA） 

 https://webronza.asahi.com/business/articles/2018110400001.html 

〇 砕氷艦「しらせ」、第 60 次南極観測に協力 11 月 10 日に出港（Fly Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102054 

〇 三重県で大規模津波防災総合訓練、海保ヘリや航空自衛隊などが参加（Fly 

Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102049 

〇 「東方政策」推進へ連携＝日マレーシア首脳が会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110600127&g=pol 

〇 米艦の南シナ海・太平島への寄港「人道支援なら可能」＝国防相／台湾（フォー

カス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201811060003.aspx 

〇 豪州が第 2 次大戦の米軍基地を再建、意図は中国けん制か―米紙

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b659289-s0-c10-d0135.html 

〇 無人偵察機はアメリカのまね? 中国・軍事技術の脅威（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00404883CX 

〇 米との外交・安保対話に期待＝中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110600986&g=int 

〇 首相、米副大統領と 13 日会談へ（共同） 

 https://this.kiji.is/432490564820517985?c=39546741839462401 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/11/06/2018110600786.html
https://www.sankei.com/world/news/181106/wor1811060015-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110600239&g=int
https://webronza.asahi.com/business/articles/2018110400001.html
https://flyteam.jp/news/article/102054
https://flyteam.jp/news/article/102049
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110600127&g=pol
http://japan.cna.com.tw/news/apol/201811060003.aspx
https://www.recordchina.co.jp/b659289-s0-c10-d0135.html
https://www.fnn.jp/posts/00404883CX
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110600986&g=int
https://this.kiji.is/432490564820517985?c=39546741839462401
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〇 マレーシアの債務解消に日本が協力 中国牽制の狙いも（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLC63D10LC6UHBI00R.html 

 

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

〇 中期防、大型水中ドローン開発へ（共同） 

 https://this.kiji.is/431860923868349537 

〇 防衛省、無人潜水機開発へ 中国を警戒 情報収集強化（東京） 

 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201811/CK2018110502000115.html 

〇 韓国海軍の駆逐艦など佐世保入港（共同） 

 https://this.kiji.is/431997175058400353 

〇 佐世保 韓国軍艦が寄港 旭日旗問題後初、親善目的（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20181105/k00/00e/040/236000c 

〇 韓国軍艦艇 親善で佐世保入港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20181105/5030002467.html 

〇 海自 P-3C など、ロシア海軍艦艇 2 隻を宗谷海峡で確認 11 月 1 日（Fly Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/102033 

〇 韓国海軍の艦艇が佐世保入港 海自幹部候補生と交流へ（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2018/11/05/0900000000AJP2018110500

2600882.HTML 

〇 安倍首相、マハティール氏と６日に会談＝「東方政策」強化へ協力（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110500735&g=pol 

〇 米中駆逐艦の超近接対峙の交信公開…中国「良くない結果を迎えるだろう」（朝

鮮日報） 

 https://japanese.joins.com/article/807/246807.html?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 日本で「いずも」を空母にする議論加熱、他国基地攻撃が狙いかと中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b659287-s0-c10-d0135.html 
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〇 宇宙ステーション初公開、中国（共同） 

 https://this.kiji.is/432106143356994657 

〇 中国軍との危険な接近、2016 年以降 18 回＝米軍（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2018/11/37581.html 

〇 南北が漢江河口の共同調査に着手 休戦協定締結後初めて（聯合） 

http://japanese.yonhapnews.co.kr/Politics2/2018/11/05/0900000000AJP2018110500

4500882.HTML 

〇 アメリカの艦船や戦闘機が合同演習目的で太平洋地域に派遣（Pars Today） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i49363 

〇 南北が漢江河口の共同調査に着手 休戦協定締結後初めて（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/11/05/2018110503389.html 

〇 【奈良「正論」懇話会】加地伸行・大阪大名誉教授「外国人労働者に『国防税』

で抑止力を」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/181105/plt1811050024-n1.html 

○ ヨシハラ博士に聞く西太平洋の軍事バランス（英文）（CIMSEC） 

 http://cimsec.org/assessing-the-military-balance-in-the-western-pacific-with-dr-

toshi-yoshihara/38707#comment-71724 

 

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

〇 日米共同統合演習、戦闘機の空母発着艦訓練を公開（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3514999.html 

〇 原子力空母への発着艦訓練を公開 日米共同統合演習（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00404703CX 

〇 日米共同統合演習「キーン・ソード」パプアニューギニアの第二次大戦中の基地

に米豪が「注目」するわけ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00383660HDK 

〇 社説：日印連携強化 補完し合いともに繁栄を（京都） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181104000036 
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〇 米中両軍の「危険な」遭遇、２０１６年以降で１８件（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35128076.html 

 

０３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 護衛艦「あしがら」由来紹介…足柄神社（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20181105-OYTNT50074.html 

〇 米国も注目の「日本の重要外交戦略」を大新聞が無視する不可解（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58291 

〇 「武蔵」発見の実業家はなぜ戦没軍艦探索に情熱を傾けたのか？ 追悼ポール・

アレン氏（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/81861 

〇 中国・ミャンマーが港湾建設で協定、8 日締結か―情報筋も肯定、中国側が 70％

出資（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b658775-s0-c20-d0142.html 

〇 迎撃ミサイル SM-3 最新版、試験成功の意義は？ 融和ムードの裏で進む弾道ミ

サイル対策（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/81884 

〇 日本と「アジア二大大国」の距離感浮き彫りに、安倍首相、中国・習主席に続き

モディ印首相とも首脳会談（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b658395-s0-c10-d0059.html 

〇 米海軍、空母艦載機の発着を公開（共同） 

 https://this.kiji.is/431395206479578209 

〇 艦載機、相次ぎ発着艦＝空母内部や訓練公開－日米共同演習（AFP） 

 http://www.afpbb.com/articles/-/3195971 

〇 岩国移駐完了後、初の演習公開 空母ロナルド・レーガン（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLC351XJLC3TZNB008.html 
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０２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米副大統領、中国助ける時代「終わった」 融和路線転換（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37243610R01C18A1M11000/ 

〇 豪、米軍建設の南太平洋基地増強へ 中国の存在感を意識（WSJ） 

 https://jp.wsj.com/articles/SB12084115756306144134604584568353537877642 

〇 “育ててしまった”認識を――米副大統領の中国への「宣戦布告」（KAZUYA）

（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2018/11020555/?all=1 

〇 中国のシャープパワー、「経済協力」に抗えない世界（Wedge Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14383 

〇 ＜税を追う＞米国製優先、飛べぬ国産 整備部品足りず自転車操業（東京） 

 http://www.tokyo-

np.co.jp/article/national/list/201811/CK2018110202000144.html 

〇 幹部育成航海から護衛艦が帰港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20181102/6080002884.html 

〇 カンボジアの仏教指導者「南シナ海は中国の領土、中国の平和維持を支持する」

と発言（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b658575-s0-c10-d0142.html 

〇 尾白鷲ファントム最後の日米共同統合演習「キーン・ソード」始まる（おたくま

経済新聞） 

 http://otakei.otakuma.net/archives/2018110205.html 

〇 「敵」を探知、追尾せよ＝日米潜水艦・演習「キーン・ソード」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110200971&g=int 

〇 石垣島駐屯地の２月着工めざす 国、アセス対象回避狙う（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASLC25V2ZLC2UTIL035.html 

 

０１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、仏と開発の海洋衛星、打ち上げに成功（SankeiBiz） 
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 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/181101/mcb1811010500005-n1.htm 

〇 日印首脳会談 重層的協力で地域の安定図れ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20181031-OYT1T50135.html 

〇 米軍は映画１０００円、海自も割引 特殊な料金設定のワケ 佐世保市の「シネ

マボックス太陽」 [長崎県]（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/nagasaki/article/461983/ 

〇 米海軍作戦部長、「米中海軍の遭遇は増える」―仏メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b657836-s0-c10-d0063.html 

〇 【阿比留瑠比の極言御免】韓国に分かる形で怒り示そう（産経） 

 https://www.sankei.com/premium/news/181101/prm1811010006-n1.html 

〇 中国、南沙島礁で気象観測ステーション 3 カ所が活動開始―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b658202-s0-c10-d0142.html 

〇 日印首脳会談／外交の幅広げる契機に（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1541038808681/index.html 

〇 「国家としての体をなしていない」徴用工判決で実質“日韓断交”も 政府高官

「韓国は前近代的な情治国家」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181101/soc1811010006-n1.html 

〇 北海道の無人島が消失か 日メディア「領海縮小する」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2018-11/01/content_69480540.htm 

〇 海自向け 3900t 型護衛艦 2 隻の建造契約を締結 2022 年引き渡しへ 三菱重工

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/81891 

〇 米 INF 全廃条約破棄の真の狙いは中国抑止（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/inf-1.php 

〇 中国、南シナ海に測候所＝軍事利用か（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2018110101064&g=int 
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〇 対馬、島全体を韓国人が買い占め始めている…日本人の島民を雇う韓国人経営の

店も（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2018/11/post_25351.html 

〇 自公「防衛計画の大綱」策定前に作業チーム設置し議論へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181101/k10011694961000.html 

〇 海保資料館横浜館に「拉致」パネル 年内にも展示へ（神奈川） 

 http://www.kanaloco.jp/article/369339 

〇 日本が開発する「高速滑空弾」に警戒せよ！ 日本の技術を軽視してはならない

＝中国メディア（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1670385?page=1 

〇 日本に空母は必要か？ 米防衛メディアが分析 鍵となる 2 つの課題

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20181101-3/ 

 

（了） 
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