
３１．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

～ 海のNews（３月）～ 
 

３１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 南西諸島防衛 部隊常駐で対処能力を高めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190330-OYT1T50298/ 

○ 生活環境から眺める「海自 P-1哨戒機」という職場 長時間飛ぶ飛行機だからこ

その特徴は（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/84650 

○ 海自練習艦隊 佐世保に入港 「国際性ある自衛官に」（長崎新聞） 

 https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=484886276508959841 

○ 奄美駐屯地 開設セレモニー（奄美新聞） 

 http://amamishimbun.co.jp/2019/03/31/17264/ 

 

３０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 奄美・宮古島に配置された陸自部隊、その力量とは？（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/17074 

○ 第 32回 ASEAN・米間の対話（VOV5） 

 http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%AC%AC32%E5%9

B%9Easean%E7%B1%B3%E9%96%93%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%A9%B1-

736511.vov 

○ 海自 P-3C、中国海軍艦艇計 3隻の東シナ海への進出を確認 3月 28日

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/108212 

 

２９（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ “北”の船に物資積み替え 防衛省が「瀬取り」写真公開（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00415187CX 
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○ 社説［陸自宮古警備隊発足］南西諸島の要塞化危惧（沖縄タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/402393 

○ 米軍防護１６件に急増 安保法施行３年 進む日米一体化（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201903/CK2019032902000146.html 

○ F-35Aモックアップ登場、ニコニコ超会議の「自衛隊ブース」（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/108036 

○ 中国の哨戒機 2機が東シナ海上空飛行、統合幕僚監部が明らかに＝中国国防部

「日本は大騒ぎする必要なし」（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b698777-s0-c10-d0052.html 

○ 韓米同盟が揺らぐ間、日米が密着...自衛隊の米軍防護が急増（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/855/251855.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ 制服組トップ 最後に語った「官邸」との距離（共同） 

 https://this.kiji.is/484286550773875809 

○ 中国、海軍強化へサイバー攻撃＝「国家ぐるみ」で活発化－ハッカー集団、海南

島拠点（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3218407 

○ 安保法制施行３年 自衛隊の実績着々、米国依存の姿勢を転換（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190329/plt1903290053-n1.html 

 

２８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 【主張】韓国の竹島「調査」 抗議で済ませる話なのか（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190328/clm1903280002-n1.html 

○ 米 次期国務次官補「中国との戦略的競争 後世に続く課題」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190328/k10011863581000.html 

○ 対北朝鮮制裁緩和せず＝「中国は他国の主権侵害」－次期米国務次官補（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019032800328&g=int 
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○ 自民党「韓国は目を覚ませ」「実害あれば対抗措置」 制裁論と戦略的無視論の

狭間（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00442450HDK 

○ 中国の政権維持に関わる台湾、米中軍事摩擦の衝突の火種に＝米誌（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2019/03/41507.html 

○ 日本が初の実戦能力備える F-35部隊を創設 20機配備（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-03/28/content_74622140.htm 

○ 中国と「激しく競い合う」米の次期国務次官補、対決姿勢（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM3X0SZQM3WUHBI03R.html 

○ 韓国の「海上ドローン」調査は反日機運を盛り上げる広報戦略にすぎない

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00442280HDK 

○ 北朝鮮タンカー、瀬取り疑い＝外務省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019032801120&g=pol 

○ 北のタンカー、東シナ海で瀬取り疑い…１２例目（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190328-OYT1T50254/ 

○ 北朝鮮船籍タンカーが「瀬取り」か 米朝首脳会談後で初（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190328/k10011864791000.html 

 

２７（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の海洋進出抑止、「ミサイルのバリア」構築（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190327-OYT1T50144/ 

○ 中国「一帯一路」、参加国なぜ増える？ 欧米諸国に衝撃（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM3V6GZDM3VUHBI02D.html 

○ 宮古、奄美に陸自配備 中国念頭、南西防衛を強化（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/6070 
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○ ゴラン高原をイスラエル領と認めるならクリミア半島や尖閣諸島はどうなのか

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00441511HDK 

○ 「海外侵略、いくらでもできる」北朝鮮、日本を非難（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/122614 

○ 新“海自カレー” 司令官が認定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20190327/6080004264.html 

○ 陸自崎辺分屯地が開設 機動団 1年、拠点強化進む（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/483444575178687585?c=174761113988793844 

○ 「外交断絶すべきだ」徴用工訴訟めぐり 自民党部会（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190327/plt1903270018-n1.html 

○ 「徴用工」問題 自民 政府に対抗措置の公表求める意見相次ぐ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190327/k10011862741000.html 

○ 中国が 3万点の世界地図を破壊「国境が違う！」（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/03/3-128.php 

○ マレーシアで観艦式 日米中など 13か国が参加（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190327/k10011862951000.html 

 

２６（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 飛行機の駐機と格納庫(8)水上戦闘艦の格納庫(2)（マイナビニュース） 

 https://news.mynavi.jp/article/aero_tech-164/ 

○ 由来は「トントン」たたく音 船の大きさ示す単位、各種の「トン数」はなにを

表す？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/84700 

○ 韓国の竹島海上ドローン調査「到底受け入れられない」 菅官房長官（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190326/plt1903260009-n1.html 

○ 竹島海域、韓国が無人機調査を計画…日本は抗議（読売） 
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 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190326-OYT1T50163/ 

○ 奄美大島と宮古島に陸自部隊 南西諸島の防衛力構築（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190326/k10011860891000.html 

○ 日本政府 韓国の独島海洋調査計画に抗議（KBS） 

 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=71544 

○ 竹島周辺「ドローン」で海洋調査 韓国機関が公表（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00414935CX 

○ 南西諸島初の地対艦ミサイル部隊、中国をけん制（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190326-OYT1T50179/ 

○ 水陸機動団 崎辺分屯地を開設（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190326/5030003545.html 

○ 韓国、竹島周辺の調査計画を公表（共同） 

 https://this.kiji.is/483089684719207521 

○ 韓国が竹島周辺で海洋調査計画 日韓関係に悪影響か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190326/k10011861021000.html 

○ 宮古島に陸自の警備部隊が発足 沖縄（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190326/k10011861111000.html 

○ 「領土歪曲教育」強める安倍政権 韓日関係さらに悪化も（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190326001300882 

○ 止らぬ反日…韓国、竹島を「海上ドローン」で無断調査計画 日本は抗議「事前

の同意ない」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190326/soc1903260014-n1.html 

○ 奄美、宮古島に陸自駐屯地開設 中国の海洋進出抑止狙い（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190326/k00/00m/040/160000c 

○ 日本陸自、「中国脅威」を口実に離島に駐屯地を新設（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-03/26/content_74613994.htm 

○ 韓国が竹島周辺で海洋調査計画、日本政府は抗議（TBS） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190326-OYT1T50163/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190326/k10011860891000.html
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=71544
https://www.fnn.jp/posts/00414935CX
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190326-OYT1T50179/
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190326/5030003545.html
https://this.kiji.is/483089684719207521
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190326/k10011861021000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190326/k10011861111000.html
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190326001300882
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190326/soc1903260014-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20190326/k00/00m/040/160000c
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-03/26/content_74613994.htm


３１．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3631720.html 

○ 蔡総統、インド太平洋地域のパートナーとの連携に意欲／台湾（フォーカス台

湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/201903260007.aspx 

○ 中国、南シナ海巡り厳重抗議（共同） 

 https://this.kiji.is/483223344326542433 

○ 護衛艦「さみだれ」、スペイン海軍と海賊対処共同訓練を実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107960 

○ 韓国が竹島周辺で調査計画（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20190326/4030002448.html 

○ 陸上自衛隊奄美警備隊が発足 名瀬と瀬戸内、南西諸島防衛の要に（南日本新

聞） 

 https://373news.com/_news/?storyid=103667 

 

２５（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 目指すは通常の 3倍！ 水中の速さ追求した旧海軍の高速潜水艦、開発経緯とコ

トの顛末（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/84620 

○ 中国が尖閣諸島問題で日本に勝てないといえる理由―台湾メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b696997-s0-c10-d0062.html 

○ 米艦艇が台湾海峡通過 ３か月連続 中国へ圧力強めるねらいか（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190325/k10011859781000.html 

○ 北朝鮮の「瀬取り」監視の米警備艦、２６日に済州入港（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/660/251660.html?servcode=500&sectcode=500 

○ 中国の海洋調査船、日本側から謂れなき妨害を受ける（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-03/25/content_74609983.htm 

○ 米軍艦、台湾海峡を航行＝中国は反発（AFP） 
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 https://www.afpbb.com/articles/-/3217451 

○ 韓国が竹島海洋調査計画を公表 政府抗議、先鋭化懸念（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/190325/afr1903250033-n1.html 

○ 陸自、奄美・宮古に駐屯地 「南西シフト」進め中国牽制（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM3Q5J3LM3QUTIL03Z.html 

○ 離島防衛「空白地帯」解消 奄美大島・宮古島に駐屯地新設（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42865450V20C19A3PP8000/ 

○ 中国調査船、沖ノ鳥島沖で無断調査か（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/190325/afr1903250043-n1.html 

 

２４（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 最近聞かないソマリア海賊 海自哨戒機パイロットに聞く、その対処の「現場」

とは？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/84640 

○ 中国船が沖ノ鳥島沖 EEZで海洋調査、日本が抗議―米メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b697388-s0-c10-d0054.html 

 

２３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮との瀬取り疑惑リストに韓国船舶が含まれた理由とは?（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/33084.html 

○ 韓国政府の「嫌疑なし」お墨付き韓国船が米制裁注意リスト入り（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/03/23/2019032380009.html 

○ 北朝鮮の瀬取りのみならず 日本周辺に各国軍集結のワケ イギリス、フランス…

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/84611 

○ 沖ノ鳥島ＥＥＺに中国海洋調査船（NHK） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3217451
https://www.sankei.com/affairs/news/190325/afr1903250033-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASM3Q5J3LM3QUTIL03Z.html
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https://trafficnews.jp/post/84640
https://www.recordchina.co.jp/b697388-s0-c10-d0054.html
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/33084.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/03/23/2019032380009.html
https://trafficnews.jp/post/84611
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 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190323/0027272.html 

○ 中国の海洋調査船 沖ノ鳥島の排他的経済水域で活動（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190323/k10011858311000.html 

○ 中国船、沖ノ鳥島沖ＥＥＺで海洋調査 海保が中止要求（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190323/plt1903230018-n1.html 

○ 東京・沖ノ鳥島沖で中国無断調査（共同） 

 https://this.kiji.is/482124137382233185 

○ 日本のＥＥＺ内で中国が海洋調査（TBS） 

 http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3629640.html 

○ 沖ノ鳥島ＥＥＺに中国海洋調査船（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20190323/1050005564.html 

○ 中国船、海保航空機に「海水温の調査している」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190323-OYT1T50285/ 

 

２２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国、新たにガス田試掘 掘削船、情報も収集か 東シナ海（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/190322/afr1903220002-n1.html 

○ 南シナ海問題、米国とフィリピンの「温度差」（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/15651 

○ 【主張】北朝鮮の制裁逃れ 不法拡大に厳しい対応を（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190322/clm1903220002-n1.html 

○ 「日本海」ドイツ製古地図に…日本の主張裏付け（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190322-OYT1T50109/ 

○ 米、中国の海運 2社に制裁 対北朝鮮制裁違反で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42758440S9A320C1000000/ 

○ 原作者・かわぐちかいじ絶賛 『空母いぶき』本ポスター＆新予告解禁（クラン

クイン） 

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190323/0027272.html
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http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3629640.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20190323/1050005564.html
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190323-OYT1T50285/
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 https://www.crank-in.net/news/63504/1 

○ 米国の沿岸警備艦、北朝鮮の「瀬取り」取り締まりへ（東亜日報） 

 http://japanese.donga.com/List/3/all/27/1677520/1 

○ 官房長官 東シナ海での掘削船固定で中国に抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190322/k10011856561000.html 

○ 菅官房長官「一方的なガス田試掘、極めて遺憾」 外交ルートを通じて中国に抗

議（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190322/plt1903220008-n1.html 

○ 中国、東シナ海の新海域で試掘か（共同） 

 https://this.kiji.is/481654002784748641 

○ 航空自衛隊「ブルーインパルス」、5月 5日開催の「第 43回海上自衛隊/米海兵

隊 岩国航空基地フレンドシップデー2019」参加（impress） 

 https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1175942.html 

○ 中国、東シナ海でガス田掘削の動き 日本は抗議「遺憾」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM3Q3HKLM3QUTFK00B.html 

○ 制裁違反「瀬取り」監視は軍国化のため…北朝鮮、日本に難癖（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/122480 

○ ＜地上イージス・進む配備の動き＞［２完］日米一体化（下）山口・宇宙監視、

軍事拠点に（河北新報） 

 https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201903/20190322_71020.html 

○ 試掘は「主権の範囲内」＝中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019032201157&g=pol 

○ 「中国の人工島は人道に対する罪」 比元閣僚がＩＣＣに提訴（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/datamap/?zoom=2 

 

２１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米、４月１９日に２プラス２ 最終調整、中国にらみ協議（SPUTNIK） 

https://www.crank-in.net/news/63504/1
http://japanese.donga.com/List/3/all/27/1677520/1
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190322/k10011856561000.html
https://www.sankei.com/politics/news/190322/plt1903220008-n1.html
https://this.kiji.is/481654002784748641
https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1175942.html
https://www.asahi.com/articles/ASM3Q3HKLM3QUTFK00B.html
https://dailynk.jp/archives/122480
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201903/20190322_71020.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019032201157&g=pol
https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/datamap/?zoom=2
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 https://jp.sputniknews.com/japan/201903216055113/ 

○ 米軍、対北朝鮮制裁監視のため沿岸警備隊の艦艇を派遣（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/33064.html 

○ 米偵察機に続きＢ‐５２爆撃機、韓半島の目前で訓練（東亜日報） 

 http://japanese.donga.com/List/3/all/27/1676340/1 

○ 対北制裁破り：米沿岸警備隊も韓半島周辺で瀬取り取締りへ（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/03/21/2019032180002.html 

○ 「自衛隊グルメ」タッグ決定！ 部隊と事業所、抽選会で（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/481281759613748321?c=174761113988793844 

○ 日本の死刑制度が壁 自衛隊と豪州軍の防衛協力が停滞（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM3C5DPKM3CUTFK00F.html 

○ 台湾の蔡英文総統が南太平洋歴訪（共同） 

 https://this.kiji.is/481370513122444385 

○ 宮古島の軍事要塞化に募る懸念 有事に「島中が敵の標的」リスクも

（AERAdot.） 

 https://dot.asahi.com/aera/2019031900089.html?page=1 

○ 日本は空母打撃群を創設するのか？（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/opinion/201903216056230/ 

○ 台湾の蔡総統、南太平洋 3カ国歴訪に出発 関係強化へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42751060R20C19A3FF1000/ 

○ 習主席を国際刑事裁に告発 比元外相ら（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42751500R20C19A3FF1000/ 

○ 理不尽な悲劇…中国船に体当たりされてベトナム“泣き寝入り”「これはまるで

明日の沖縄」（リアルライブ） 

 https://npn.co.jp/article/detail/31474041/ 

 

２０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

https://jp.sputniknews.com/japan/201903216055113/
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○ 日米、4月 19日に 2プラス 2（共同） 

 https://this.kiji.is/480783278739719265 

○ 災害時医療に自衛艦…自公議連、活用へ法案骨子（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190320-OYT1T50110/ 

○ 北の瀬取り疑惑事例 130件超、ここ 1年で 2倍に（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/03/20/2019032080046.html 

○ 『中日関係 2018』報告書：中日海上協力の先行きについて（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-03/20/content_74591966.htm 

○ 日米共同開発ミサイル ＩＣＢＭ迎撃実験へ 北朝鮮念頭に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190320/k10011854461000.html 

○ 米沿岸警備隊も北朝鮮船「瀬取り」取り締まりへ…日本に派遣（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/486/251486.html?servcode=A00&sectcode=A00 

○ ブルーインパルス、平成最後は鹿屋 新元号の幕開けは岩国 美保にも参加

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107763 

 

１９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 【外交安保取材】歴代最長の河野統幕長がついに勇退 首相も信頼する“ドラえ

もん”の実力（産経） 

 https://www.sankei.com/premium/news/190319/prm1903190003-n1.html 

○ 潜水艦も技術維持の課題 進まぬ輸出計画（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42607170Y9A310C1916M00/ 

○ まさに海上の航空基地、護衛艦いずもを探検 艦長「意識変えないと」

（withnews） 

https://withnews.jp/article/f0190319001qq000000000000000W06k10101qq0000188

78A 

○ 周辺海域の防衛強化へ…最新鋭潜水艦が完成（読売テレビ） 

 https://www.ytv.co.jp/press/kansai/30456.html 

https://this.kiji.is/480783278739719265
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190320-OYT1T50110/
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http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-03/20/content_74591966.htm
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190320/k10011854461000.html
https://japanese.joins.com/article/486/251486.html?servcode=A00&sectcode=A00
https://flyteam.jp/news/article/107763
https://www.sankei.com/premium/news/190319/prm1903190003-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42607170Y9A310C1916M00/
https://withnews.jp/article/f0190319001qq000000000000000W06k10101qq000018878A
https://withnews.jp/article/f0190319001qq000000000000000W06k10101qq000018878A
https://www.ytv.co.jp/press/kansai/30456.html


３１．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 川崎重工、潜水艦「しょうりゅう」引き渡し 海自稼働 19隻に（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190319/k00/00m/040/058000c 

○ 統合幕僚長に山崎氏、正式決定（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190319/plt1903190015-n1.html 

○ 海自「省人化」推進へ なり手不足深刻で効率化（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190319/k00/00m/040/074000c 

○ 社説：新レーダー開発 軍拡の一翼を担うのか（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190319000048 

○ 長射程の空対艦ミサイル開発 防衛相（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42640070Z10C19A3PP8000/ 

○ 国産の中長距離巡航ミサイル開発へ 中国に対抗 防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190319/k10011853201000.html 

○ 「巡航ミサイルの研究開発を行っている」岩屋防衛相（NHKマガジン） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/15602.html 

○ 中国が南シナ海で新たに「人工島の街」建設を計画（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/03/post-11857.php 

○ 日米が新型レーダーの共同開発を検討 イージス艦の防御力強化（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-03/19/content_74589070.htm 

○ 防衛相、長射程ミサイル「国産開発」表明 抑止力強化へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190319/k00/00m/010/211000c 

○ 川重、潜水艦「しょうりゅう」引き渡し＝三菱重工、リチウム電池型は来年予定

－海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019031901333&g=soc 

 

１８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 一貫性ない韓国、海図に「日本海」矛盾示す証拠（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20190318-OYT1T50045/ 

https://mainichi.jp/articles/20190319/k00/00m/040/058000c
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○ 【主張】クリミア併合５年 露の暴挙を忘れてならぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190318/clm1903180001-n1.html 

○ 深海に挑む「江戸っ子 1号」 ものづくりの技で海洋権益守れ（ITmediaビジネ

ス） 

 https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1903/18/news061.html 

○ 日本、「レーダー」のしこり…護衛艦「いずも」、釜山合同演習への参加見送り

（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/345/251345.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ レーダー照射に飽き足らず…韓国ゴミが日本海に襲来！ 軍用信号弾、不発弾な

ど“発火”の恐れ 金正太郎氏が緊急リポート（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190318/soc1903180001-n1.html 

○ 川重が潜水艦引き渡し 輸出が頓挫、技術維持課題に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42590110Y9A310C1EAF000/ 

○ 【動画】海自潜水艦「しょうりゅう」引き渡し式 川崎重工業神戸工場（産経） 

 https://www.sankei.com/west/news/190318/wst1903180014-n1.html 

○ 今年前半に日中との国防交流・協力を本格化 韓国国防部が業務報告（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20190318001700882 

○ 海自の新潜水艦引き渡し（共同） 

 https://this.kiji.is/480224083640861793 

○ 海上自衛隊の練習艦隊が神戸港に（ABCニュース） 

 https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_1130.html 

○ 中国・習主席、欧州歴訪へ 伊と「一帯一路」で覚書か（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3216323 

○ 日本との防衛交流を推進＝関係改善、道筋は不透明－韓国国防省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019031801019&g=int 

○ 潜水艦「しょうりゅう」川重神戸工場で引き渡し式（ひょうご経済＋） 

 https://www.kobe-np.co.jp/news/keizai/201903/0012158718.shtml 
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１７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自艦 韓国の訓練見送り…来月 レーダー問題で派遣中止（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190317-OYT1T50028/ 

○ 舞鶴母港の護衛艦「あさぎり」、ソマリアへ出航 海賊の警戒監視（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/190317/rgn1903170017-n1.html 

○ アメリカの INF条約離脱、真の理由は中国抑止にある（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/12210091 

○ 海自艦、韓国の訓練回避…シンガポールには派遣（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190316-OYT1T50123/ 

○ 新聞に喝！】個別に偏り、時代射抜けぬ国際報道（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190317/clm1903170004-n1.html 

○ 風雲急? 水面下で“北”包囲網が...日曜安全保障（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00414345CX 

 

１６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自、アメリカ海軍大学校で「平成 30年度 日米共同指揮所演習」（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107543 

○ 護衛艦「あさぎり」出航 ソマリア沖の海賊警戒へ（ABCニュース） 

 https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_1112.html 

○ 「いずも」空母化で、日本が新たに手に入れる力（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/16910 

○ 海上安全保障に関する ARFの第 11回会期間会合 閉幕（ベトナムの声） 

 http://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%B5%B7%E4%B8%

8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%AB%E9%96%

A2%E3%81%99%E3%82%8Barf%E3%81%AE%E7%AC%AC11%E5%9B%9E%E4%

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190317-OYT1T50028/
https://www.sankei.com/region/news/190317/rgn1903170017-n1.html
https://globe.asahi.com/article/12210091
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190316-OYT1T50123/
https://www.sankei.com/column/news/190317/clm1903170004-n1.html
https://www.fnn.jp/posts/00414345CX
https://flyteam.jp/news/article/107543
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_1112.html
https://newswitch.jp/p/16910
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Barf%E3%81%AE%E7%AC%AC11%E5%9B%9E%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%BC%9A%E5%90%88-%E9%96%89%E5%B9%95-732401.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Barf%E3%81%AE%E7%AC%AC11%E5%9B%9E%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%BC%9A%E5%90%88-%E9%96%89%E5%B9%95-732401.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Barf%E3%81%AE%E7%AC%AC11%E5%9B%9E%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%BC%9A%E5%90%88-%E9%96%89%E5%B9%95-732401.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Barf%E3%81%AE%E7%AC%AC11%E5%9B%9E%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%BC%9A%E5%90%88-%E9%96%89%E5%B9%95-732401.vov
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BC%9A%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%BC%9A%E5%90%88-%E9%96%89%E5%B

9%95-732401.vov 

○ ソマリア沖海賊対策に海自「あさぎり」出港 ２００人、半年活動（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190316000105 

 

１５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日米韓 揺らぐ連携…第１５回 安全保障シンポジウム―東アジア情勢を考える

―（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190314-OYT1T50334/ 

○ 最果ての防人・自衛隊「海賊対処」の舞台裏（WEDGE Infinity） 

 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/15617 

○ 空母化「いずも」は「水準がすごく高い！」…北朝鮮がやたらと高評価（Daily 

NK） 

 https://dailynk.jp/archives/122209 

○ 米Ｂ52爆撃機 南シナ海の上空を飛行 中国けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190315/k10011848981000.html 

○ 自衛隊「歌姫」豪雨被災地で熱唱 倉敷・薗小で児童や住民に（山陽新聞） 

 https://www.sanyonews.jp/article/880095/ 

○ 米空軍のＢ５２爆撃機が南シナ海を飛行 今月２回目（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190315/wor1903150019-n1.html 

○ 新基地建設という「生命大量絶滅工事」（WEBRONZA） 

 https://webronza.asahi.com/science/articles/2019031200006.html 

○ 日英なぜ急接近？ 英軍艦「モントローズ」来日と一般公開の背景にブレグジッ

ト問題（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/84439 

○ なぜ台湾は「一国二制度」を受け入れられないか 周学佑・台北駐日経済文化代

表処札幌分処処長（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/190315/wor1903150030-n1.html 

http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Barf%E3%81%AE%E7%AC%AC11%E5%9B%9E%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%BC%9A%E5%90%88-%E9%96%89%E5%B9%95-732401.vov
http://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8Barf%E3%81%AE%E7%AC%AC11%E5%9B%9E%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E9%96%93%E4%BC%9A%E5%90%88-%E9%96%89%E5%B9%95-732401.vov
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190316000105
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190314-OYT1T50334/
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/15617
https://dailynk.jp/archives/122209
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190315/k10011848981000.html
https://www.sanyonews.jp/article/880095/
https://www.sankei.com/world/news/190315/wor1903150019-n1.html
https://webronza.asahi.com/science/articles/2019031200006.html
https://trafficnews.jp/post/84439
https://www.sankei.com/world/news/190315/wor1903150030-n1.html


３１．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 

１４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ［中国共産党 対日政策の底流］＜６＞国内成長へ経済は「友好」…胡錦濤氏 

政治面は後回し（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190314-OYT1T50131/ 

○ 呉の旧防空施設などを土木遺産に 土木学会（産経） 

 https://www.sankei.com/west/news/190314/wst1903140014-n1.html 

○ 【行雲流水】（陸自配備）（宮古毎日） 

 http://www.miyakomainichi.com/2019/03/117729/ 

○ 米軍の B-52爆撃機、また南シナ海上空を飛行―米華字メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b694986-s0-c10-d0063.html 

○ 【宮家邦彦のＷｏｒｌｄ Ｗａｔｃｈ】インド太平洋は戦略空間か（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190314/clm1903140005-n1.html 

○ 米軍のＢ５２爆撃機、南シナ海上空を飛行 今月２度目（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35134203.html 

○ 入間基地で 6月に自衛隊体験「パセリちゃんツアー」、女性参加者を募集

（FlyTeam） 

○ フィリピンへ UH-1H部品の無償譲渡で式典、原田防衛副大臣などが出席

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107454 

 

１３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自救難飛行艇を紹介 岩国（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/yamaguchi/news/20190312-OYTNT50120/ 

○ 「韓国軍は単独で北朝鮮に対峙できず」香田元海将に聞く（日経ビジネス） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00023/030800005/ 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190314-OYT1T50131/
https://www.sankei.com/west/news/190314/wst1903140014-n1.html
http://www.miyakomainichi.com/2019/03/117729/
https://www.recordchina.co.jp/b694986-s0-c10-d0063.html
https://www.sankei.com/column/news/190314/clm1903140005-n1.html
https://www.cnn.co.jp/usa/35134203.html
https://flyteam.jp/news/article/107454
https://www.yomiuri.co.jp/local/yamaguchi/news/20190312-OYTNT50120/
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00023/030800005/
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○ 日本が中国の観艦式へ艦艇派遣を表明 「旭日旗」をかかげるのか？＝中国メデ

ィア（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1676611?page=1 

○ 日本は韓国に報復措置を取るのか？「先に打撃を受けるのは日本」とも―韓国紙

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b694571-s0-c20-d0145.html 

○ 数学が苦手な人へ 海自教官が手助け－下関（山口新聞） 

 https://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2019/0313/8p.html 

○ 米国務長官が石油業界に協力呼び掛け、外交政策の目標追求で（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pompeo-oil-industry-idJPKBN1QU092 

○ 海自の新護衛艦 「しらぬい」大湊に配備（河北新報） 

 https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201903/20190313_43041.html 

○ むらさめ、モントローズ、潜水艦、P-1、P-8Aで日米英共同訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107361 

○ フジミ模型の「集める軍艦シリーズ」に海自護衛隊群が集結！新金型で第 3、第

4護衛隊群を再現！（電ホビ） 

 https://hobby.dengeki.com/news/722621/ 

○ 海上自衛隊、練習艦かしま、やまゆき、護衛艦いなづまで近海練習航海

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107395 

○ 護衛艦“いずも”内部公開 空母化で戦闘機を運用（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00414071CX 

○ 海上自衛隊、護衛艦「すずつき」で外洋練習航海 3月 16日から（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107396 

○ 洋上の司令塔、巨艦「いずも」＝「空母化」決定受け公開・横須賀基地〔米軍・

自衛隊〕（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019031301433&g=soc 

 

http://news.searchina.net/id/1676611?page=1
https://www.recordchina.co.jp/b694571-s0-c20-d0145.html
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2019/0313/8p.html
https://jp.reuters.com/article/pompeo-oil-industry-idJPKBN1QU092
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201903/20190313_43041.html
https://flyteam.jp/news/article/107361
https://hobby.dengeki.com/news/722621/
https://flyteam.jp/news/article/107395
https://www.fnn.jp/posts/00414071CX
https://flyteam.jp/news/article/107396
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019031301433&g=soc
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１２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 飛行機の駐機と格納庫(7)水上戦闘艦の格納庫(1)（マイナビニュース） 

 https://news.mynavi.jp/article/aero_tech-162/ 

○ 海自「いずも」は現代の空母より先進的…北朝鮮が主張（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/122021 

○ 比空軍にヘリ部品無償譲渡 防衛省が式典（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42339100S9A310C1PP8000/ 

○ 厚木基地の騒音は今や激減!? 基地周辺ではどんな飛行機が飛んでるの？（日刊 

住まい） 

 https://sumaiweb.jp/articles/144618 

○ 日本郵船／着岸事故防止へ新システム開発、自動着岸にも応用（LNEWS） 

 https://lnews.jp/2019/03/l0312401.html 

○ 「瀬取り」や漁業権売却も…北、制裁逃れ巧妙化（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190312-OYT1T50246/ 

○ 大湊地方隊、3月 11日に護衛艦「しらぬい」の初度入港行事を実施

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107362 

 

１１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 【平成の長崎】水陸機動団 相浦に発足 陸自、離島防衛強化へ（長崎） 

 https://this.kiji.is/471579295272387681?c=174761113988793844 

○ 軍艦の名前あれこれ 人名多いアメリカ海軍と全くない海上自衛隊 例外にも理由

あり（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/84152 

○ 哨戒艦、２０年度建造へ…１０年で１２隻体制に（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190311-OYT1T50210/ 

○ 海自大湊に「しらぬい」入港 ３５年ぶり新造護衛艦（デイリー東北） 

https://news.mynavi.jp/article/aero_tech-162/
https://dailynk.jp/archives/122021
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42339100S9A310C1PP8000/
https://sumaiweb.jp/articles/144618
https://lnews.jp/2019/03/l0312401.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20190312-OYT1T50246/
https://flyteam.jp/news/article/107362
https://this.kiji.is/471579295272387681?c=174761113988793844
https://trafficnews.jp/post/84152
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190311-OYT1T50210/
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 https://www.daily-tohoku.news/archives/10120 

○ F35購入は中国へのシグナル？「シンガポールが米 CNNに容赦ないビンタ」と

中国紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b694188-s0-c10-d0052.html 

○ チベット、ベトナム、フィリピン…そして沖縄も!? 米軍撤退後に必ず浸出してく

る中国（リアルライブ） 

 https://npn.co.jp/article/detail/07872110/ 

○ 被災地での学び 演奏にのせ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20190311-OYTNT50077/ 

 

１０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 京都）護衛艦「ひゅうが」で防災訓練 舞鶴（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM3946M3M39PLZB005.html 

○ 海自艦 災害時病院船に ２０年度にも ヘリ搬送、応急処置（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190310-OYT1T50052/ 

○ ＜震災８年＞地震想定 護衛艦に医療施設（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyoto/news/20190309-OYTNT50170/ 

○ 舞鶴で大規模防災訓練 護衛艦に臨時医療施設 ８管など３０機関１２００人参

加（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/190310/rgn1903100025-n1.html 

○ ベトナム漁船、中国船の体当たり受け沈没か＝ベトナム政府が調査へ―米メディ

ア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b693896-s0-c10-d0054.html 

 

０９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本海で空自とＢ５２爆撃機訓練＝東シナ海も、日米対処能力向上で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019030900001&g=soc 

○ 王毅氏、日中改善に意欲 「安定した発展期入れる」（読売） 

https://www.daily-tohoku.news/archives/10120
https://www.recordchina.co.jp/b694188-s0-c10-d0052.html
https://npn.co.jp/article/detail/07872110/
https://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20190311-OYTNT50077/
https://www.asahi.com/articles/ASM3946M3M39PLZB005.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190310-OYT1T50052/
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyoto/news/20190309-OYTNT50170/
https://www.sankei.com/region/news/190310/rgn1903100025-n1.html
https://www.recordchina.co.jp/b693896-s0-c10-d0054.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019030900001&g=soc


３１．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190308-OYT1T50221/ 

○ 中国・空母艦隊、ロシア・情報戦… 高まる中露の“脅威”に小野寺前防衛相が

警鐘！（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190308/soc1903080003-n1.html 

○ 北海道～九州の部隊派遣＝水機団、東シナ海展開も－防衛省計画（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019030900471&g=soc 

○ 震災の日前に護衛艦で対応訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20190309/2010003092.html 

 

０８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 京都）海自「せとぎり」が舞鶴へ 護衛艦は８隻に（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM2W46BLM2WPLZB00K.html 

○ ４月にも日米、日英 2プラス 2開催へ 北朝鮮、中国対処巡り（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190307/k00/00m/030/254000c 

○ 「太平洋構想」ODAで推進（共同） 

 https://this.kiji.is/476542700508922977 

○ 中国の国際観艦式に海自艦艇を派遣へ（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190308/plt1903080009-n1.html 

○ 北朝鮮の瀬取り監視、フランスも参加へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42187210Y9A300C1EAF000/ 

○ 「インド太平洋」に ODA 開発協力白書（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42187290Y9A300C1EA3000/ 

○ 中国海軍の国際観艦式に海自の護衛艦派遣へ ７年半ぶり（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190308/k10011840091000.html 

○ シンガポールが F35購入決定、「中国へのシグナルだ」と米メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b693436-s0-c10-d0135.html 
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○ 「一帯一路」は「債務のワナ」ではない 王毅外交部長（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2019-03/08/content_74547967.htm 

○ 勘違いしてない？ 「レシプロ」じゃない「プロペラ」機の話（おたくま経済新

聞） 

 http://otakei.otakuma.net/archives/2019030808.html 

○ 河野統幕長の後任は山崎陸幕長 歴代最長の統幕長４月１日に退任（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190308/plt1903080031-n1.html 

○ 中国の国際観艦式に海自護衛艦派遣…７年半ぶり（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190308-OYT1T50212/ 

○ 日・パラオ首脳会談 ４億円の資金協力伝達（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190308/plt1903080039-n1.html 

○ 海自 P-3C部隊によるアデン湾の海賊対処、2月の飛行回数は 20回（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107213 

○ 経済成長鈍化でも中国の『国防費』増大は止まらず…（リアルライブ） 

 https://npn.co.jp/article/detail/60049343/ 

○ 英“北”の瀬取り警戒監視へ 仏も参加発表 計 7カ国に（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00413722CX 

○ 「瀬取り」の警戒監視活動、フランスが参加 ファルコンとフリゲート派遣

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/107236 

 

０７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 【金波銀波】中国の軍事費が約２０兆円に…（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/5716 

○ 自衛隊でまたパワハラ自殺事件、処分受けた上司もパワハラ被害者だった？超閉

鎖空間の異常性（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2019/03/post_26914.html 
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○ 日本の「安全保障環境」は大丈夫？ ロシア“核魚雷”開発、中国膨らむ国防

費、韓国は… 軍事ジャーナリスト「中朝だけに目を奪われていては危険」

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190307/soc1903070005-n1.html 

○ 日英２プラス２、東京で開催へ 安全保障協力深める狙い（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM373G5WM37UTFK005.html 

○ コラム：中国の国防予算、心配の種は「非公式な軍事力」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/bv-column-china-defence-idJPKCN1QN0VM 

○ シンガポール、Ｆ３５機調達の計画発表 中国を刺激か（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35133863.html 

○ 比・マレーシア首脳 南シナ海の航行の自由を確認（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42172940X00C19A3000000/ 

○ 防衛品を分割払いで、衆院で審議 野党「爆買い法案だ」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM374KC5M37UTFK00K.html 

 

０６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 李克強首相の政府活動報告要旨（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190305-OYT1T50337/ 

○ 米軍空中給油機 鹿屋で慣熟飛行（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kagoshima/news/20190305-OYTNT50162/ 

○ 主張】全人代開幕 強国志向に警戒を怠るな 日米連携で中国の軍拡阻止を（産

経） 

 https://www.sankei.com/column/news/190306/clm1903060001-n1.html 

○ ［スキャナー］全人代報告 米に配慮…通商交渉念頭 刺激を回避（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190306-OYT1T50019/ 

○ 海上自衛隊の練習艦 2隻がダナンに寄港、外洋練習航海で（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/190305164429.html 
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○ 米海兵隊には「出て行ってもらう」のではなく「移ってもらう」 玉城デニー沖

縄県知事が提案する新たな政治的アプローチとは？（dot.） 

 https://dot.asahi.com/aera/2019030500077.html?page=1 

○ 中国、国防費７．５％増で海空軍重視 米に対抗し軍拡競争現実味（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201903/CK2019030602000131.html 

○ 中国ハッカー、27大学を標的（共同） 

 https://this.kiji.is/475808770939110497 

○ 中国ハッカー、各国の大学標的 海軍情報が目的か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42085610W9A300C1000000/ 

○ 米Ｂ52爆撃機 南シナ海上空を飛行 中国けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190306/k10011837511000.html 

○ 米軍のＢ５２爆撃機、南シナ海上空で訓練飛行（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35133753.html 

○ 首相、日中関係「完全に正常な軌道に戻った」 参院予算委で（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190306/plt1903060010-n1.html 

○ 無人潜水機など海事技術狙う「APT 40」 - 中国関与か（Security NEXT） 

 http://www.security-next.com/103093 

○ 日本とベトナム、防衛交流を強化＝海自艦が寄港、軍首脳も訪日（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019030600710&g=int 

○ 南シナ海での武力紛争に巻き込まれたくない！ フィリピンの国防相がアメリカ

との防衛条約の見直しを主張（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-186629 

○ 南シナ海への英空母の派遣決定を受けて、中・英の関係に緊張（ParsToday） 

 http://parstoday.com/ja/news/world-i52014 

○ アデン湾の海賊対処、第 33次隊にあさぎりを派遣 3月 16日出港（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/106922 
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０５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海上保安庁が海難救助の技術指導 マレーシアと関係強化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190305/k10011835881000.html 

○ 【外交安保取材】韓国国会議長の妄言に沈黙する日本の国会（産経） 

 https://www.sankei.com/premium/news/190305/prm1903050007-n1.html 

○ ［スキャナー］半島有事 抑止力に懸念…大規模演習終了（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190305-OYT1T50059/ 

○ 中国国防費、19年は 7.5％増に ＧＤＰ目標上回る伸び（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-paliament-defence-idJPKCN1QM061 

○ 菅官房長官「中国は国防政策の透明性向上を」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190305/plt1903050009-n1.html 

○ 激闘に向けた準備を・権益は断固守る…中国首相（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20190305-OYT1T50202/ 

○ 中国海軍の 70周年記念行事、専門家「日本は中国軍を間近で見たがっている」

―香港紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b692489-s0-c10-d0063.html 

○ 中国 国防費は去年比 7.5％増 19兆円余りに（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190305/k10011836121000.html 

○ 政府、中国国防費に警戒感 菅長官「透明性向上を」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/190305/plt1903050025-n1.html 

○ 歴代最長 河野統合幕僚長を今月末退任へ（日テレ） 

 http://www.news24.jp/articles/2019/03/05/04419589.html 

○ 2019年全人代の政府活動報告要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42049750V00C19A3FF2000/ 

○ 揚陸艦「独島」に乗った文大統領「平和を守ることを越えて作り出さなければ」

（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/903/250903.html?servcode=200&sectcode=200 
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○ 中国全人代 「強軍」路線鮮明に 台湾問題などで米国を意識（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190305/k00/00m/030/197000c 

○ コラム：米中協議、3月決着でも覇権争い長期化必至＝湯元健治氏

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/column-forexforum-kenji-yumoto-

idJPKCN1QL0MK 

○ 北朝鮮、脅威変わらず＝首都防空のＰＡＣ３、展開訓練－久々の公開（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019030501200&g=soc 

 

０４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ氏、対中譲歩ならオバマ氏の二の舞いに（ダイアモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/195722 

○ 護衛艦「しらぬい」の就役に中国ネットは警戒感「こんなにたくさん造って何す

るつもり？」「しかも品質が高いからなあ」（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b692035-s0-c10-d0062.html 

○ “史上最低大統領”文在寅氏の「親日清算」 狂気の保守派排除も進行中… 専

門家「文明社会の常識と正反対」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190228/soc1902280004-n1.html 

○ 韓国漁船を水産庁が拿捕 対馬沖のＥＥＺ内で操業容疑（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM3433SSM34UTIL00B.html 

○ 密約外交で北方領土が"沖縄化"する可能性（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/27789 

○ レーダー問題に再び火をつける安倍首相「何が真実なのかプロは全部知ってい

る」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/article/846/250846.html?servcode=A00&sectcode=A10 

○ 次期駐日大使に内定した南官杓氏 日本語能力・対日識見高く（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/03/04/2019030480208.html 

 

https://mainichi.jp/articles/20190305/k00/00m/030/197000c
https://jp.reuters.com/article/column-forexforum-kenji-yumoto-idJPKCN1QL0MK
https://jp.reuters.com/article/column-forexforum-kenji-yumoto-idJPKCN1QL0MK
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019030501200&g=soc
https://diamond.jp/articles/-/195722
https://www.recordchina.co.jp/b692035-s0-c10-d0062.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/190228/soc1902280004-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASM3433SSM34UTIL00B.html
https://president.jp/articles/-/27789
https://japanese.joins.com/article/846/250846.html?servcode=A00&sectcode=A10
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/03/04/2019030480208.html


３１．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

０３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 佐世保で「自衛隊カレー」 ５機関連携、海保もレシピ提供（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20190302-OYTNT50058/ 

○ 焦点：景気減速より台湾問題、中国は国防予算の拡大加速へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-parliament-defence-idJPKCN1QG13K 

 

０２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 海自トップ ５年ぶりに中国訪問へ 日中の融和ムード演出も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190302/k10011833481000.html 

○ 防衛省、陸自に独自輸送艦検討（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/16717 

○ 海上幕僚長、中国海軍の観艦式に出席へ 前回は招かれず（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM3251B3M32UHBI01M.html 

 

０１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 世界遺産・三菱重工長崎造船所で護衛艦「しらぬい」引渡式。いざ！ 青森へ

「不知火」出陣！（トラベルWatch） 

 https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1172330.html 

○ 青森）大湊海自カレーに第２弾レトルト食品（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM2542WFM25UBNB00L.html 

○ 海上自衛隊が認めた「消臭」タオル ついに商品化決定（おたくま経済新聞） 

 http://otakei.otakuma.net/archives/2019030102.html 

○ 日本は中国海軍 70周年記念活動に参加するのか―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b691497-s0-c10-d0135.html 

○ 海保資料館に拉致問題コーナー（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20190301/1050005403.html 
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ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

○ 中国海軍、4月に国際観艦式 自衛隊参加の可能性も（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20190301/k00/00m/030/145000c 

○ 南シナ海でフィリピンに攻撃あれば米が防衛、ポンペオ氏 中国けん制（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3213727 

○ 南海トラフの掘削終了＝震源断層へは届かず－海洋機構（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019030101199&g=soc 

○ 護衛艦「きりさめ」と「すずつき」、占位運動や発着艦訓練などを実施（Fly 

Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/106846 

○ 拉致問題を新たに紹介 工作船展示の海保資料館横浜館（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-151464.html 

（了） 
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