
令和元年 ５．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35期） 

～ 海の News（４月）～ 

３０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 習近平「一帯一路」大演説で再び見せた中華覇権確立への執念（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64400 

 

○ 日本海呼称、韓国が「東海」セミナーの資料提出 日本は反論（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190430/wor1904300010-n1.html 

 

○ 【改元によせて－海外から】暖房をお使いにならなかった （産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190430/wor1904300009-n1.html 

２９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 東欧・バルカンで各国攻防＝一帯一路の要所、首脳会議相次ぐ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042800289&g=int 

 

○ 世界の軍事費、2.6％増（共同通信） 

https://this.kiji.is/495386614002058337 

 

○ 米、6カ国協議の再開否定（共同通信） 

https://this.kiji.is/495392436097451105 

 

○ 米海軍のミサイル駆逐艦が台湾海峡を通過 中国を牽制か（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASM4Y46VKM4YUHBI00L.html 

 

○ 軍用水陸無人艇を開発＝南シナ海に配備か－中国（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042900351&g=int 

２８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＩＳ、シナイ半島南部に 活動拡大か 陸自が隊員派遣中（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201904/CK2019042802000121.htm

l 

２７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 習氏、国際社会の支持演出 「一帯一路」会議 １５０カ国参加（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201904/CK2019042702000143.htm

l 

 

○ トランプ大統領 日本主導の「武器貿易条約」から撤退表明（NHK） 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190427/k10011898831000.html 

 

○ 日米首脳会談 トランプ政権、インド太平洋戦略で日本の存在不可欠（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190427/wor1904270012-n1.html 

 

○ フィリピン大統領、仲裁判断提起（共同通信） 

https://this.kiji.is/494812331161191521 

２６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 金正恩氏のロシア接近、トランプ氏は想定内…長期戦の構え（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190426/wor1904260016-n2.html 

 

○ 金正恩氏、米国は「悪意」ある プーチン氏との初会談で伝える（ＢＢＣ） 

https://www.bbc.com/japanese/48061905 

 

○ 中国に懐柔された二階幹事長──「一帯一路」に呑みこまれる日本（ニューズウィ

ーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-12054_1.php 

２５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 仏フリゲート艦、台湾海峡通過か 中国刺激、国際観艦式に招待せず（共同通信） 

https://this.kiji.is/493888623599633505 

 

○ イラン外相、米大統領は「戦争に誘い込まれる恐れ」（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/iran-usa-idJPKCN1S10AO 

 

○ 中国「一帯一路」国際会議を開催 「借金漬け」批判の払拭狙う（ニューズウィー

ク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-12046.php 

 

○ プーチン大統領、「朝鮮半島情勢の解決を支援したい」 初の露朝首脳会談（ＢＢ

Ｃ） 

https://www.bbc.com/japanese/48048002 

 

○ 日米特殊艦船、Ｆ３５発見に総力＝海自敷設艦と米深海作業船投入－米専門家現場

へ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042501536&g=int 

２４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 原子力魚雷ポセイドン搭載可能、初の潜水艦が進水(スプートニク) 
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https://jp.sputniknews.com/russia/201904246165843/ 

 

○ Ｆ３５安全性に「絶対の自信」＝墜落でも運用・調達は不変－米空軍トップが単独

会見（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042300696&g=int 

 

○ 中国海軍、米国の「航行の自由」作戦を批判（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/china-military-anniversary-usa-idJPKCN1S00AV 

 

○ 海自・中国海軍トップが１０年ぶり会談 「旭日旗めぐる要請なし」と海幕長（産

経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190424/wor1904240034-n1.html 

 

○ 北朝鮮 キム・ヨンチョル統一戦線部長が交代 引責か否か臆測（ＮＨＫ） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190424/k10011895391000.html 

２３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 鴻海会長の台湾総統選参戦で再燃する習近平「台湾統一への野心」（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64281 

 

○ スリランカ連続自爆テロで 24人逮捕 国際組織関与の疑い（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/24-15.php 

 

○ 金正恩氏が間もなく訪露と公式報道（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190423/wor1904230009-n1.html 

 

○ 米がイラン原油全面禁輸へ 日本などへの制裁除外は延長せず（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/48018739 

 

○ 観艦式で軍事力誇示＝アジア最大級駆逐艦公開－中国海軍創設７０年（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042300686&g=int 

 

○ 中国、「世界初」無人水陸両用車両を配備 南シナ海、尖閣での使用を想定か

（NewSphere） 

https://newsphere.jp/world-report/20190423-3/ 

 

○ 最高指導者に体調不良説＝誕生日に急変か－ベトナム(時事通信) 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042300678&g=int 

 

○ 中国海軍が国際観艦式 各国と協調姿勢も（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190423/k10011893991000.html 
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２２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米太平洋空軍の「頭脳」＝ハワイの第６１３航空宇宙作戦センター（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042100243&g=int 

 

○ スリランカ連続爆発、死者 207人に 負傷者は約 450人（ＡＦＰ） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3221863 

 

○ インド太平洋地域への健全な投資を日米パートナーシップで 米大使とクーンズ議

員が寄稿（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20190422/k00/00m/030/134000c 

 

○ イラン産原油輸入の制裁免除終了、米政府が 22日発表へ＝関係筋（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-iran-oil-idJPKCN1RY00F 

２１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 横田基地に新たな指揮所検討＝対中念頭、在日米空軍に「統制権」（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019042000218&g=int 

 

○ 海自艦、7年ぶりに訪中 中国国際観艦式、23日開催（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20190421/k00/00m/030/117000c 

２０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日本へのサイバー攻撃、安保条約適用と初の明記 日米 2プラス 2（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20190420/k00/00m/030/011000c 

 

○ 同日開催の日米首脳会談と中露首脳会談が決める「世界の命運」（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/64240 

 

○ 米朝対話で狭まる北朝鮮の選択肢（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-12011_1.php 

１９（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮問題で米露協議 経済制裁で溝埋まらずか（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190419/wor1904190009-n1.html 

 

○ Ｆ３５、６年で２００機超展開＝中国の脅威に対抗、アジア太平洋に－米軍司令官

（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041800707&g=int 
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○ 北朝鮮、ポンペオ米国務長官は「無鉄砲」 交渉から排除求める）ＢＢＣ） 

https://www.bbc.com/japanese/47986107 

 

○ 「一帯一路」国際フォーラム 来週北京で開催 37か国首脳出席へ（ＮＨＫ） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190419/k10011889481000.html 

１８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮 米との対話再開にポンペイオ国務長官の交代要求（ＮＨＫ） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190418/k10011888571000.html 

 

○ 中国、アラブ 17カ国と「一帯一路」協力文書調印（ＡＦＰ） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3221483 

１７（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮の核施設で作業か、再処理関連の可能性＝米シンクタンク（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/northkorea-nuclear-report-idJPKCN1RS28P 

 

○ 正恩氏、武力最高司令官に…改憲で呼称変化か（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190417-OYT1T50148/ 

 

○ 日本とフィリピン 中国念頭に防衛協力推進（ＮＨＫ） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190417/k10011887081000.html 

 

○ 北朝鮮の核施設で活動確認、核燃料再処理か 米研究所（ＡＦＰ） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3221212 

１６（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 胡耀邦氏死去、風化させるな 「天安門」３０年 記念館２６日再開へ（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201904/CK2019041602000130.htm

l 

 

○ 台湾の戦闘機パイロットを米基地で訓練へ 中国をけん制か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190416/k10011885261000.html 

 

○ 台湾海峡で中国軍が軍事演習 アメリカは「脅し」と反発（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11979_1.php 

 

○ 日本担当を分離 韓国外務省が再編案、中国外交を重視（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190416/wor1904160023-n1.html 
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１５（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 日中ハイレベル経済対話 日本側は知的財産の保護など求める（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190414/k10011883921000.html 

 

○ 日米の新たな貿易交渉 あす初会合へ 米の出方が焦点（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190415/k10011884031000.html 

 

○ 南北首脳会談、本格準備へ＝３者構想も浮上、成否は不透明－韓国大統領（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041500705&g=int 

 

○ 中国軍、西太平洋へ長距離飛行訓練…台湾国防部（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190415-OYT1T50092/ 

 

○ 上記関連：統合幕僚監部 報道発表資料（31.4.15） 

https://www.mod.go.jp/js/Press/press2019/press_pdf/p20190415_01.pdf 

１４（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「アメリカ式対話興味ない」……金正恩氏の切り札はあの“マダム”(FNN) 

https://www.fnn.jp/posts/00044715HDK 

 

○ 金正恩氏の地位「最高代表」に 国家元首に就任の見方も(朝日新聞) 

https://www.asahi.com/articles/ASM4G5JJWM4GUHBI00D.html 

１３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮、弾道ミサイル搭載可能な潜水艦を新造か（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20190413-OYT1T50191/ 

 

○ 金委員長、米に姿勢転換を要求 協議継続の条件（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35135708.html 

 

○ 中国、東欧・バルカンで足場固め １６カ国と協力確認（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190413/wor1904130010-n1.html 

１２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米韓首脳会談 制裁解除には北朝鮮による核兵器の完全放棄必要（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190412/k10011881451000.html 

 

○ 金正恩氏の肩書に変動なし 崔氏ナンバー2に（毎日新聞） 
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https://mainichi.jp/articles/20190412/k00/00m/030/071000c 

 

○ 比大統領「中国が手を出すなら自爆作戦」 南シナ海めぐる最新動向（NewSphere） 

https://newsphere.jp/world-report/20190412-2/ 

 

○ “一帯一路”の鉄道建設費を大幅減額 マレーシア 中国と合意（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190412/k10011882501000.html 

１１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米軍、宇宙で多国間連携＝将来の自衛隊参加も視野（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019041100336&g=int 

 

○ 安保理 北朝鮮への制裁維持で一致 欧米と中ロで立場違いも（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190411/k10011880341000.html 

 

○ 金正恩氏「制裁勢力に深刻な打撃を」 米朝会談後初の発言（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190411/wor1904110009-n1.html 

 

○ 米国務長官 新ＳＴＡＲＴに中国参加求める必要（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190411/k10011880451000.html 

 

○ 米比合同軍事演習にステルス戦闘機参加 中国をけん制か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190411/k10011880841000.html 

 

○ ロシア軍駆逐艦、マニラに寄港 南シナ海の緊張背景に（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35135641.html 

１０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 空自Ｆ３５戦闘機、消息絶つ＝太平洋上で夜間訓練中（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019040901145&g=soc 

 

○ 外務副大臣オマーン訪問 中東海上交通要衝に積極関与へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190410/k10011878801000.html 

 

○ 【竹島を考える】韓国の赤化とは赤子（あかご）化 下條正男・拓殖大教授（産経

新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190410/wor1904100016-n1.html 

 

○ 「宇宙軍で未来守る」宇宙での中ロの軍拡に 米国防長官代行（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190410/k10011879021000.html 
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○ Milley, Hyten to Lead Joint Chiefs of Staff; Marine Lt. Gen. Smith to Command 

MCCDC‘（USNI News） 

https://news.usni.org/2019/04/09/milley-hyten-to-lead-joint-chiefs-of-staff-marin

e-lt-gen-smith-to-command-mccdc#more-42922 

 

○ 蔡英文台湾総統、日本との協力強化表明 米でビデオ講演（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/190410/wor1904100023-n1.html 

０９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米、革命防衛隊をテロ組織指定 イランも対抗措置（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-iran-idJPKCN1RK1U3 

 

○ 習近平氏「初訪問」の地ならしか 中国高官、５月訪日へ（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASM4853JRM48UHBI00X.html 

 

○ ブレグジット大混迷の戦犯はメイだけではない（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11950.php 

 

○ フィリピンで反中デモ、「侵略に等しい」と市民が反発（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3220003 

０８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ニールセン国土安全保障長官が辞任 トランプ氏が発表（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35135381.html 

 

○ 北朝鮮の反体制派「自由朝鮮」が独裁打倒を本格化、ビザ発給を開始（ニューズウ

ィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11941.php 

 

○ 中国の干渉めぐる豪政府の極秘調査、中国側が圧力か 豪作家と准教授を尋問（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3219802 

０７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の砂漠に「仮想・横須賀基地」 ミサイル実験場か（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASM3Y5SG0M3YUHBI01X.html 

 

○ 陸上イージス、共同交戦能力搭載せず＝防空機能欠如、既存兵器で補完（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019040600353&g=int 

 

○ 南シナ海、フィリピン支配域に大量の中国船 民兵も乗船か（産経新聞） 

https://news.usni.org/2019/04/09/milley-hyten-to-lead-joint-chiefs-of-staff-marine-lt-gen-smith-to-command-mccdc#more-42922
https://news.usni.org/2019/04/09/milley-hyten-to-lead-joint-chiefs-of-staff-marine-lt-gen-smith-to-command-mccdc#more-42922
https://www.sankei.com/world/news/190410/wor1904100023-n1.html
https://jp.reuters.com/article/usa-iran-idJPKCN1RK1U3
https://www.asahi.com/articles/ASM4853JRM48UHBI00X.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11950.php
https://www.afpbb.com/articles/-/3220003
https://www.cnn.co.jp/usa/35135381.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11941.php
https://www.afpbb.com/articles/-/3219802
https://www.asahi.com/articles/ASM3Y5SG0M3YUHBI01X.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019040600353&g=int


令和元年 ５．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35期） 

https://www.sankei.com/world/news/190407/wor1904070012-n1.html 

０６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮「瀬取り」を発見 日本に派遣の英海軍艦艇（テレビ朝日） 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000151610.html 

 

○ 中国サイバー攻撃、日本標的＝防衛機密・先端技術狙う－国家の意思背景（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019040600192&g=int 

０５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ＮＡＴＯ ウクライナなどとの軍事協力強化 ロシアに対抗（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190405/k10011873501000.html 

 

○ 「ＮＡＴＯ残留か選択を」ロシア製ミサイル問題 米副大統領、トルコに警告(東京

新聞) 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201904/CK2019040502000133.htm

l 

 

○ 「北朝鮮が新型潜水艦建造着手」 韓国紙報道、SLBM用（共同通信） 

https://this.kiji.is/486746180844356705 

 

○ インドの対衛星ミサイル実験で、大量の宇宙ゴミが発生（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11935.php 

 

○ 比大統領、南シナ海問題で中国牽制 一線越えれば「自爆部隊送る」（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35135340.html 

 

○ 米韓連携のきしみを懸念 防衛研が「東アジア戦略概観」（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20190405/k00/00m/030/304000c 

０４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トルコのロシア製ミサイル導入計画 米との対立続く（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190404/k10011872461000.html 

 

○ 習近平訪仏でわかった欧州の対中争奪戦（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11927_1.php 

 

○ “軍事演習再開”は朝鮮半島情勢が緊迫するサイン？（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190404/k10011871081000.html 
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○ 「3か月で 275隻」 南シナ海の島周辺を中国船が航行、比が抗議（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3219380 

０３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 在任期間は歴代最長の９年余 中国の程永華駐日大使 交代へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190403/k10011871251000.html 

 

○ ＩＡＥＡ 天野事務局長“北朝鮮への査察は不可欠”（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190403/k10011871301000.html 

 

○ 北朝鮮制裁決議に違反か 韓国入港の船４隻を出港停止（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190403/k10011871791000.html 

０２（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――  

○ 中国 習主席 ニュージーランドに中国企業排除しないよう強調(NHK) 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190402/k10011870071000.html 

 

○ エジプト シナイ半島の停戦監視に幹部自衛官を派遣へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190402/k10011870181000.html 

 

○ フィリピンが中国に抗議、南シナ海の島周辺に中国船数百隻(CNN) 

https://www.cnn.co.jp/world/35135108.html 

 

○ 中台緊張！は「アメリカのせいだ」（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11917.php 

 

○ 米国警備艦が北朝鮮の「瀬取り」監視で異例の韓国入り 韓国への警告の意図も？

（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11919.php 

 

○ 飢える北朝鮮──ハノイ会談で非核化をけちったツケ（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11920.php 

 

○ 米政権、機密情報取扱権限の付与で違反か 内部告発で発覚（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/47781967 

０１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国軍戦闘機 台湾空域に侵入 米台関係強化をけん制か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190401/k10011868391000.html 
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○ 岐路に立つ米欧同盟＝依存脱却の動きも－ＮＡＴＯ創設７０年（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019033100343&g=int 

 

○ 台湾、中国軍機の中間線越えに抗議（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-jets-idJPKCN1RC0XE 

 

○ 北「大使館襲撃はテロ」 ２月の事件 スペインに捜査要求（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201904/CK2019040102000128.htm

l 

 

○ マクロン大統領も対中ダブルスタンダード（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11908_1.php 

 

○ 米欧、そしてロシアも「共通の脅威」中国に立ち向かうべき（ニューズウィーク） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/04/post-11909_1.php 

 

○ 安倍首相談話全文＝新元号（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019040100659&g=pol 
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