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おおくぼ なるひこ（幹候 35期） 

～ 海の News（１２月）～ 

３１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○  「レーダー照射」韓国がそれでも非を認めない理由はこれではないか（現代ビジ

ネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/59258 

 

○  プーチン大統領「対話の継続を期待」 安倍首相に書簡（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLD00H77LDZUHBI01D.html 

 

○  米中衝突、可能性高まる（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018123100172&g=int 

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

○  米中首脳「貿易協議は進展」＝国交４０周年控え電話会談（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018123000286&g=int 

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

○  トルコしたたか外交 対米関係改善、露とも連携密に（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20181229/k00/00m/030/135000c 

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

○  【動画あり】防衛省、レーダー照射の動画を公開（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181228/wor1812280023-n1.html 

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

○  トランプ氏、イラク電撃訪問 「米国は世界の警官続けられない」（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3204237 

 

○  ロシア“極超音速ミサイル”配備へ プーチン大統領「素晴らしい」（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00408666CX 

 

○  進む日中防衛交流＝歴史問題が火種（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018122702369&g=int 

 

○  ロシア「撃ち落とせない極超音速ミサイル」を実戦配備へ（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/12/post-11482.php 
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○  日中の偶発的衝突回避へ会合 ホットラインは持ち越し（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLDW4RHFLDWUHBI00Y.html 

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

○  中国、ロシア製ミサイル試射成功 極超音速の目標迎撃（共同通信） 

https://this.kiji.is/450479460277732449 

 

○  南北が鉄道・道路連結着工式 融和演出も工事開始の見込みなし（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181226/wor1812260006-n1.html 

 

○  日本、商業捕鯨を再開へ 来年 7月から(BBC) 

https://www.bbc.com/japanese/46683297 

 

○  2019年の中国を読む：「新皇帝」習近平の内憂外患（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/12/2019-1.php 

 

○  

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

○  日本政府、海自艦の派遣検討 中国海軍、4月に観艦式（共同通信） 

https://this.kiji.is/450209937170924641 

 

○  海自艦で自殺、パワハラか 「ときわ」上官の暴言指摘（当きゅお新聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201812/CK2018122502000226.ht

ml 

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

○  韓国、レーダー照射を否定 譲らぬ日本「分析の結果だ」（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLDS51JFLDSUHBI00Q.html 

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

○  シリア撤収めぐり米大統領特使も抗議の辞任（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181223/wor1812230016-n1.html 

 

○  日本に新レーダー配備検討＝米軍、ミサイル防衛で－中ロの兵器対応、住民反発

も（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018122300365&g=int 

２２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○  漁船捜索でレーダー照射＝当局「日本は過剰反応」－韓国紙（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018122203335&g=int 

 

○  中国、瀬取り監視のカナダ機妨害 日豪などにも迷惑行為（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181222/wor1812220011-n1.html 

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

○  北方領土引き渡し巡り プーチン氏が条件 米軍施設懸念「日本の回答必要」（東

京新聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201812/CK2018122102000158.html 

 

○  米軍、シリア撤収開始 「力の空白」招く恐れ（東京新聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201812/CK2018122102000141.html 

 

○  マティス米国防長官が辞任へ＝２月末、大統領と方針相違－同盟関係動揺に懸念

も（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018122104234&g=int 

 

○  Document: SECDEF Mattis’ Resignation Letter（USNI News） 

https://news.usni.org/2018/12/20/document-secdef-mattis-resignation-letter#mo

re-39788 

 

○  北朝鮮、米に「核の脅威」排除を要求 非核化の前提条件に（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35130496.html 

 

○  米、さらに孤立志向＝「抑え役」離脱、強硬派伸長－国防長官辞任（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018122105643&g=int 

 

○  電磁波で電離圏を撹乱させる実験を中国とロシアが共同実施──GPS信号妨害と

の関連は不明（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/12/gps-2.php 

 

○  中国、潜水艦弾道ミサイル実験「射程９千キロ」（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20181221-OYT1T50130.html 

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

○  北方領土「どう使うかはわれわれの自由」（共同通信） 

https://this.kiji.is/448309002833396833 

 

○  米軍のシリア撤退、戦場以外にも地政学的影響か(AFP) 
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http://www.afpbb.com/articles/-/3203400 

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

○  米軍に宇宙関連の「統合軍」創設 必要性に疑問視の声も（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181219/k10011752051000.html 

 

○  改革開放の新たな出発、3つの角度から中国を読み解く（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3202903 

 

○  EU外交公電に数千回のハッキング攻撃、中国が関与か（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3203314 

 

○  米国の「宇宙軍」創設、中国が批判 宇宙の「武器化」に警告（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3203327 

１８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○  「平成 31年度以降に係る防衛計画の大綱について」及び「中期防衛力整備計画（平

成 31年度～平成 35年度）について」（防衛省） 

http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2019/index.html 

 

○  中国で改革開放４０年記念大会 対外開放継続をアピール（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181218/wor1812180015-n1.html 

 

○  中国軍が台湾周辺での活動再開（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181218/wor1812180019-n1.html 

 

○  日本が防衛大綱を閣議決定 事実上の「空母」保有へ、戦後初（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35130325.html 

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

○  ガス田交渉再開要請へ 中国で日中海洋協議（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181217/wor1812170006-n1.html 

 

○  北朝鮮「非核化の道行き詰まるかも」 米国の制裁批判（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLDK34G2LDKUHBI007.html 

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

○  拡大する北漁船の操業海域、「武蔵堆」近くにも（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181216/wor1812160012-n1.html 
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１５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○  北朝鮮、瀬取り戦略変更 監視強化受け、米軍分析（共同通信） 

https://this.kiji.is/446454187775247457 

 

○  中国、米軍契約業者から情報盗む サイバー攻撃と報道（共同通信） 

https://this.kiji.is/446479938341651553 

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

○  ロシア「在日米軍の撤退要求も議論」 今後の日ロ交渉で（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181214/k10011746531000.html 

 

○  米の新アフリカ戦略 中国に対抗する姿勢鮮明に（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181214/k10011746771000.html 

 

○  「一帯一路は略奪的」米政権、アフリカ外交巡り中国批判（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLDG1VLRLDGUHBI002.html 

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

○  拘束のカナダ元外交官、安全保障損なう活動に関与した疑い＝中国紙（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/china-icg-canadian-idJPKBN1OB2CV 

 

○  中国軍は「進攻型」に転換 台湾の防衛シンクタンク（共同通信） 

https://this.kiji.is/445684613714445409 

 

○  米国務長官、マリオットのハッキングに中国が関与と表明（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3201807 

 

○  中国でカナダ人実業家「行方不明」、加政府発表（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3201822 

 

○  韓国軍 きょうから竹島で定例訓練 上陸阻止を想定（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181213/k10011745551000.html 

 

○  米韓の合同軍事演習、野外訓練見送る方向 北朝鮮に配慮（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLDC52RGLDCUHBI016.html 

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

○  中国当局がカナダ元外交官を拘束、所属団体が釈放求める（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/china-icg-canada-detain-idJPKBN1OA1PF 
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○  米軍、ミサイル防衛試験に成功 陸上から迎撃ミサイル発射（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35130017.html 

 

○  韓国と北朝鮮、非武装地帯の監視所撤去で相互検証開始（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3201734 

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

○  米、北朝鮮高官 3人に人権侵害で制裁 金委員長の右腕も対象（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3201400 

 

○  正恩氏警護幹部ら粛清 消息筋 司令部で不正蓄財か（東京新聞） 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201812/CK2018121102000129.html 

 

○  ロシア長距離爆撃機、演習のためベネズエラ入り（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3201421 

 

○  米中衝突の兆し、米「航行の自由」作戦に業を煮やす人民解放軍（ニューズウィ

ーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/12/post-11399.php 

 

○  米韓演習の名称変更検討＝北朝鮮刺激避ける狙い－韓国国防省（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018121100679&g=int 

 

○  中期防、いずも空母化や F35大量購入で過去最大の 27兆円規模に（ニューズウ

ィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/12/f3527.php 

 

○  反目深まる日韓関係 一番得をするのは中国だ（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00399040HDK 

 

○  「クラスＡ」重大事故 米軍機墜落のなぜ 捜索打ち切り…（共同通信） 

https://this.kiji.is/445148957872505953 

 

○  北朝鮮への対応巡り韓国・文政権内に亀裂？ 非核化交渉の妨げに（ニューズウ

ィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/12/post-11402.php 

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

○  “中国企業は安全保障上の脅威” 米で警戒感さらに強まる(NHK) 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181210/k10011741211000.html 

 

○  トランプ米政権の首席大統領補佐官、年内に退任へ 辞任圧力か（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/46503314 

０９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○  Army Chief of Staff Gen. Milley Selected To Be Next Chairman of Joint Chiefs

（USNI News） 

https://news.usni.org/2018/12/08/39478#more-39478 

 

○  F-35Bステルス戦闘機を搭載したら護衛艦「いずも」は「攻撃型空母」になるの

か（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00398150HDK 

 

○  台湾の李登輝元総統が自宅で転倒し長期入院 政局に影響も（ポストセブン） 

https://www.news-postseven.com/archives/20181209_821011.html?PAGE=1#co

ntainer 

 

○  中国 カナダ大使呼び「直ちに釈放を さもなくば…」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181209/k10011740581000.html 

 

○  ファーウェイとＺＴＥ製品排除方針、中国が反発（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20181209-OYT1T50088.html 

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

○  国連大使にナウアート報道官 トランプ氏「身内人事」で集権化（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20181208/k00/00m/030/136000c 

 

○  中国軍少将「持久戦に備えよ」＝対米関係に懸念（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120800262&g=int 

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

○  米軍がウクライナで監視飛行 クリミアでの動き牽制か（産経新聞) 

https://www.sankei.com/world/news/181207/wor1812070016-n1.html 

 

○  【解説】 ファーウェイ副会長逮捕、米中ハイテク貿易戦争の「人質」（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-46478153 

 

○  米軍機事故率、５年で倍増＝海軍・海兵隊が情報開示－予算削減・訓練不足影響

か（時事通信） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181210/k10011741211000.html
https://www.bbc.com/japanese/46503314
https://news.usni.org/2018/12/08/39478#more-39478
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120700536&g=int 

 

○  「一時休戦」米中貿易戦争さらに激化も ファーウェイ CFO拘束（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20181207/k00/00m/030/281000c 

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

○  日本提出の核廃絶決議採択＝禁止条約推進国と米仏棄権－国連（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120600047&g=int 

 

○  米駆逐艦、ロシア極東沖で「航行の自由」作戦実施（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181206/wor1812060005-n1.html 

 

○  北朝鮮で弾道ミサイル基地の拡張が判明 （産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181206/wor1812060015-n1.html 

 

○  U.S. Destroyer Conducts FONOP Near Russian Pacific Fleet Headquarters

（USNI News） 

https://news.usni.org/2018/12/05/39351#more-39351 

 

○  中国初の原子力空母、「２５年ごろ進水」と専門家＝地元紙（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120600483&g=int 

 

○  米海兵隊 2機が日本近海で「事故」 救出作戦が開始（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/46463590 

 

○  真珠湾攻撃「だまし討ち」の責任は「大使館にあり」は本当か？（WEDGE Infinity） 

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/14711?page=4 

 

○  広がるファーウェイ規制 ＮＺ、豪州では５Ｇ整備から排除（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181206/wor1812060019-n1.html 

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

○  北朝鮮外相がシリア訪問 連携強化で一致（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181205/k10011735001000.html 

 

○  米ロ核軍縮条約破棄へ「６０日」の最後通告 米国務長官（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLD526H7LD5UHBI004.html 

 

○  中国、文字通りの「ピンポン外交」展開へ 一帯一路構想は新たな段階入りか(ニ

ューズウェーク) 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2018/12/post-11373.php 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120700536&g=int
https://mainichi.jp/articles/20181207/k00/00m/030/281000c
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120600047&g=int
https://www.sankei.com/world/news/181206/wor1812060005-n1.html
https://www.sankei.com/world/news/181206/wor1812060015-n1.html
https://news.usni.org/2018/12/05/39351#more-39351
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120600483&g=int
https://www.bbc.com/japanese/46463590
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https://www.sankei.com/world/news/181206/wor1812060019-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181205/k10011735001000.html
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０４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○  米中「アルゼンチン決戦」勝ったのは習近平か、トランプか（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/58789 

 

○  東シナ海ガス田開発 中国政府「主権内の活動だ」（テレビ朝日） 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000142218.html 

 

○  イラン海軍司令官、「イラン海軍は、近い将来、大西洋に進出」（ParsToday） 

http://parstoday.com/ja/news/iran-i50079 

 

○  政府、100機のＦ３５購入検討 米通商圧力緩和を期待（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/japan-usa-f35-idJPKBN1O30OQ 

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

○  イージス艦「あたご」の新能力「DWES」：岩屋防衛相答弁（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/posts/00395170HDK 

 

○  中国が東シナ海に掘削船配置 外務省、９月に続き抗議（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLD33VT6LD3UTFK00D.html 

 

○  日本が満足する米Ｆ３５戦闘機が台湾には適さない理由とは？（スプートニク） 

https://jp.sputniknews.com/opinion/201812035658376/ 

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

○  ポンペオ米国務長官、イランを非難 「弾道ミサイルの発射実験」（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35129486.html 

 

○  米、新たな対中関税を９０日延期 首脳会談 不公正取引の改善へ協議継続（産

経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/181202/wor1812020010-n1.html 

 

○  米巡洋艦、係争の南シナ海航行 米中首脳会談前（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35129490.html 

 

○  対中「休戦」、対ロ「格下げ」＝米大統領、懸案先送り－Ｇ２０外遊終了（時事

通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120200119&g=int 

０１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○  「軌道上サービス」 宇宙ごみ問題の解決策となるか（AFP） 

http://www.afpbb.com/articles/-/3199688 

 

○  ブッシュ・米国第４１代大統領が死去 ９４歳 冷戦終結（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASLD14KGGLD1UHBI00P.html 

 

○  Ｇ20首脳宣言「保護主義と闘う」盛り込まず、米国が反対（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/g20-argentina-idJPKBN1O109W 

 

○  英、宇宙でもＥＵ離脱＝自前の測位システム構築へ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120100318&g=int 

 

○  ＡＳＥＡＮ 米中に配慮 双方の合同演習に参加へ（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20181202/k00/00m/030/108000c 
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