
１．１１．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

～ 海の News（１０月）～ 
 

３１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 GC1 グランプリ中止へ 海自艦船カレー食べ比べ（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/562277501993665633?c=174761113988793844 

〇 中学生が機関砲を操作・舞鶴海上自衛隊で会見（毎日放送） 

 https://www.mbs.jp/news/kansainews/20191031/GE00030206.shtml 

〇 地球観測衛星製造でベトナム国家宇宙センター・住友商事・NEC が契約、円借

款事業（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/nikkei/191030142300.html 

〇 南シナ海規範、２１年の目標明記＝中国・ＡＳＥＡＮ会議声明案（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019103001049&g=int 

〇 那覇航空基地、第 36 次派遣海賊対処行動航空隊の帰国行事を挙行（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/117126 

〇 自衛隊記念日 関係者ら祝う 海上自衛隊佐世保地方隊（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/562471725412861025?c=174761113988793844 

〇 「南シナ海」中国主導の懸念 ASEAN 会議開幕（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51652420R31C19A0FF1000/ 

〇 中国 Y-9 情報収集機、11 月 29 日に東シナ海と日本海を往来 空自が対応

（FlyTeam） 

 

３０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ペンス副大統領演説は驚くほど中国に寛容に。中国紙も｢関係改善に前向き｣

（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-201453 

〇 米「グアムから飛んできた爆撃機の費用払え」韓国に１億ドル要求（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/259049?servcode=A00&sectcode=A20 
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〇 中学生、機関砲の薬きょう排出も 海自職場体験で レバー操作し砲身回転（京

都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/61516 

〇 緊急発進４７０回＝上半期、中ロ活発－防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019103000593&g=pol 

〇 問題ない？生徒が機関砲を操作 自衛隊の職場体験で（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000167980.html 

〇 伊方原発事故に備え防災訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/matsuyama-news/20191030/8000004905.html 

〇 海自で職場体験の中学生、機関砲を操作 市教委は肯定的（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBZ33TXMBZPLZB003.html 

〇 自衛隊機の緊急発進減少も中ロの特異な動きで警戒 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191030/k10012156731000.html 

〇 空自の緊急発進４７０回、前年より減少も中ロは活発化（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3817150.html 

〇 中学生機関砲操作で市教組要望書（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20191030/2010005059.html 

〇 伊方原発、離島住民が自衛艦へ初の避難訓練 大地震で事故想定（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191030/k00/00m/040/264000c 

〇 南シナ海規範、21 年の目標明記＝中国・ASEAN 会議声明案（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3252349 

〇 スリランカで準独裁体制が復活すれば、海洋覇権を狙う中国を利するだけ

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/10/post-13290.php 

〇 中学生が機関砲の操作体験 海自の職場体験 京都・舞鶴（産経） 

 https://www.sankei.com/west/news/191030/wst1910300043-n1.html 

〇 中国石油 3 社、原油ガスを増産、米中対立にらむ（日経） 
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 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51611180Q9A031C1FFE000/ 

〇 空自緊急発進４７０回 今年上半期、昨年比９１回減少（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191030/plt1910300028-n1.html 

 

２９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 佐世保港で豪華と武骨が『同居』（長崎新聞） 

 https://this.kiji.is/561567590624035937?c=174761113988793844 

〇 プーチン氏、初のフィリピン訪問へ 中国けん制か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51514900Z21C19A0000000/ 

〇 海自 P-3C など、中国海軍艦艇の宮古海峡通過と東シナ海への進出を確認

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/117097 

〇 豪州、韓国との海軍合同訓練に初めてイージス駆逐艦派遣（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/259035?servcode=200&sectcode=220 

〇 中比南海問題交渉メカニズム第 5 回会議が開催＝北京（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20191029/8c4582c2-30a5-6d53-6612-be272ac6ffc4.html 

〇 中国が軍事利用？東南アジア巨大開発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191029/k10012154591000.html 

〇 ベトナム政府、「アボミナブル」上映許可で当局幹部を降格（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20191029-OYT1T50236/ 

〇 中学生が機関砲を操作 掃海艇で職場体験 教組「許されない」（京都） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/59535 

〇 米軍空中給油機８回中３回しか訓練せず（鹿児島テレビ） 

 https://kts-tv.net/news/1921/ 

〇 防空識別圏進入、対応分かれる（共同） 

 https://this.kiji.is/561874990534476897 

〇 ASEAN 議長声明案 南シナ海で「懸念」表明（テレビ朝日） 
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 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000167955.html 

 

２８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 海自艦艇の中東派遣、根拠法の「調査研究」って何？ 航空機による警戒監視も

実はコレ（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/90753 

〇 米戦略爆撃機Ｂ-５２ ２機が東海で作戦（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/34781.html 

〇 旭日旗、韓国語でも説明＝「軍国主義」批判に対抗－外務省ＨＰ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102700257&g=pol 

○ 米 B52 爆撃機 2 機、25 日に東海を飛行（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/10/28/2019102880025.html 

〇 ロシア空軍 Tu-95MS、日本海の国際空域で空自などがエスコート（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/117027 

〇 自衛隊の中東派遣検討「非常に感謝」 米国務次官補（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBV6T5LMBVUHBI01S.html 

〇 中国の海洋調査船、ベトナムの EEZ から 4 回目の撤退（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/191026080852.html 

〇 世界から見た日本の安全保障 自衛隊の兵力は軍縮レベル以下（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/10/48527.html 

〇 日本の漁船衝突映像公開、北朝鮮「責任逃れの策略」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51508690Y9A021C1PP8000/ 

 

２７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 辺野古・大浦湾は「最重要海域」 米環境ＮＧＯが認定 日本初（沖縄タイム

ス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/489419 
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〇 佐藤優「崖っぷち『文在寅』はガン無視すればコケる」（Smart FLASH） 

 https://smart-flash.jp/sociopolitics/84038 

〇 ペンス米副大統領の対中演説、「一段と攻撃的」と非難、香港デモ支持にも中国

の反応は抑制的（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b754533-s0-c10-d0059.html 

〇 シーレーン、海上自衛隊の過酷な護衛活動の全貌…護衛艦内の 5 カ月間の記録

（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2019/10/post_124662.html 

〇 海自艦中東派遣 なし崩しの懸念は拭えぬ（西日本新聞） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/554399/ 

〇 殉職海自隊員の冥福祈る 舞鶴で追悼式（京都新聞） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/53518 

〇 新時代、新共通認識 第 15 回北京・東京フォーラムが『北京共通認識』発表

（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/27/content_75344444.htm 

〇 第 15 回北京・東京フォーラム 中日の防衛安全交流に重大な進展（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/27/content_75344702.htm 

〇 自衛隊中東派遣、ホルムズ海峡排除せず どうなる武器使用（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191027/plt1910270009-n1.html 

〇 防衛相が宮城、福島視察 被災地で自衛隊の活動確認（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/191027/afr1910270022-n1.html 

 

２６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【主張】ペンス氏対中演説 日本は足並みをそろえよ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/191026/clm1910260001-n1.html 

〇 米副大統領「中国は香港の自由抑圧」 貿易協議合意には期待感（西日本新聞） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/554160/ 
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〇 実は派兵の派遣…あってはならない／政界地獄耳（日刊スポーツ） 

https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/201910260000060

.html 

〇 「中国、より攻撃的に」 ペンス米副大統領 人権で圧力（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201910/CK2019102602000145.html 

〇 米軍制服組トップが日韓訪問で調整 安全保障面での連携確認か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191026/k10012150741000.html 

〇 殉職隊員の冥福祈る 海自舞鶴地方総監部で追悼式（産経） 

 https://www.sankei.com/west/news/191026/wst1910260013-n1.html 

〇 「中国は人々の自由と権利を抑圧…結局は軍事だ」ペンス米副大統領、対中強硬

過熱  識者「中国の解体をも見据えている」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191025/for1910250003-n1.html 

〇 尖閣諸島沖領海に中国船が侵入（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/asia/201910266788813/ 

〇 旭日旗を韓国語で説明へ、外務省（共同） 

 https://this.kiji.is/560740248734057569 

〇 中国、四中全会で習近平氏が後継者指名との報道、専門家は否定（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/10/48507.html 

〇 米に亡命した中国富豪、共産党対策に 4 つの行動を提案（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/10/48516.html 

〇 東アジア担当の米国務次官補が会見 韓国の GSOMIA 破棄「再考促したい」

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191026/k00/00m/030/386000c 

〇 岩国基地騒音訴訟、上告へ（共同） 

 https://this.kiji.is/560805304591189089 

〇 航空総隊総合訓練、航空機 50 機で実施 10 月 26 日から 11 月 21 日

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116986 
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〇 自衛隊の海外派遣を巡り令和のいま議論すべきこと（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019102300007.html 

 

２５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 河野防衛大臣 中東国防相らに自衛隊派遣理解求める（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000167610.html 

〇 「かつてない監視国家」 米副大統領、中国を批判（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51377090V21C19A0000000/ 

〇 広島・呉の海自、レトルトカレーで台風１９号の被災地支援（産経） 

 https://www.sankei.com/west/news/191025/wst1910250004-n1.html 

〇 ペンス米副大統領、中国は「検閲まで輸出」 演説概要（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51377650V21C19A0FF8000/ 

〇 ［ルポ］「独島への出動時間が半分に短縮」…鬱陵島は拡張事業の真っ最中（ハ

ンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/34755.html 

○ 米副大統領 「米中関係改善に中国が行動で対応を」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191025/k10012147721000.html 

〇 ペンス氏、人権けん制（共同） 

 https://this.kiji.is/560230901551498337 

〇 ペンス米副大統領が対中演説 尖閣諸島での「挑発行為」批判（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/191025/wor1910250009-n1.html 

〇 米中「新冷戦」へ剣が峰 ペンス氏、強硬派の主張代弁（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51379550V21C19A0FF8000/ 

〇 岩国基地騒音、二審も賠償命令（共同） 

 https://this.kiji.is/560329859673818209 

〇 米副大統領が経済、香港で中国を批判（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201910/CK2019102502000289.html 
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https://www.sankei.com/west/news/191025/wst1910250004-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51377650V21C19A0FF8000/
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/34755.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191025/k10012147721000.html
https://this.kiji.is/560230901551498337
https://www.sankei.com/world/news/191025/wor1910250009-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51379550V21C19A0FF8000/
https://this.kiji.is/560329859673818209
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201910/CK2019102502000289.html
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〇 岩国基地騒音訴訟、2 審も国に賠償命令 約 7 億 3540 万円に増額（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191025/k00/00m/040/172000c 

〇 岩国騒音訴訟、２審も国に賠償命令…広島高裁（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20191025-OYT1T50264/ 

〇 米ペンス副大統領 尖閣への中国当局の船派遣を非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191025/k10012149131000.html 

〇 岩国騒音、二審も賠償命令 飛行差し止めは認めず 広島高裁、７億３千万円

（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/191025/rgn1910250023-n1.html 

〇 賠償増額７億３５００万円に＝飛行差し止めは認めず－岩国基地騒音訴訟・広島

高裁（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102500760&g=soc 

〇 「戦争は一つも利益ない」神風特攻隊、初攻撃から 75 年 遺族らが追悼式典

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191025/k00/00m/040/238000c 

〇 専門家ら、ベトナム東部海域に関し、国際法の遵守の重要性を強化（ベトナムの

声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%B0%82%E9%96%8

0%E5%AE%B6%E3%82%89%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%

E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E

3%81%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%B5%E5

%AE%88%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%82%92%E5%

BC%B7%E5%8C%96-795739.vov 

〇 中東への自衛隊派遣「素晴らしい判断」 元米国務副長官（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBS3DBYMBSUHBI00J.html 

〇 自衛隊の中東派遣検討を説明＝河野防衛相が豪州などに（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102501185&g=soc 

〇 ベトナム政府、中国海洋調査を非難 3 カ月にらみ合い（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51437330V21C19A0FF8000/ 

https://mainichi.jp/articles/20191025/k00/00m/040/172000c
https://www.yomiuri.co.jp/national/20191025-OYT1T50264/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191025/k10012149131000.html
https://www.sankei.com/region/news/191025/rgn1910250023-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102500760&g=soc
https://mainichi.jp/articles/20191025/k00/00m/040/238000c
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%82%89%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96-795739.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%82%89%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96-795739.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%82%89%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96-795739.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%82%89%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96-795739.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%82%89%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96-795739.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%82%89%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96-795739.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E3%82%89%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7%E3%82%92%E5%BC%B7%E5%8C%96-795739.vov
https://www.asahi.com/articles/ASMBS3DBYMBSUHBI00J.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102501185&g=soc
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51437330V21C19A0FF8000/
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〇 防衛相、豪国防相に自衛隊派遣の検討説明 電話協議で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51437020V21C19A0000000/ 

 

２４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 空母甲板の障害物「艦橋」どこに置くのが一番よい？ 試行錯誤の結論が「右

舷」のワケ（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/90459 

〇 未知の世界を解き明かす「海底地図」 ビジネス創出も視野（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/19733 

〇 中国車のカーナビにも南シナ海の中国領示す「九段線」、当局が更新を指示

（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/191023192029.html 

〇 ロシア核爆撃機、泰安の西側まで接近…中国は黙認（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/258872?servcode=200&sectcode=220 

〇 海自、観艦式参加で訪日した 4 カ国の海軍艦艇と関東南方海空域で訓練

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116825 

〇 海自の活動範囲、防衛相「ホルムズ海峡も検討」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191024-OYT1T50223/ 

〇 日本海軍初の大型空母、「赤城」の残骸が見つかる（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/24/content_75335825.htm 

〇 河野防衛相「情報収集派遣の在り方検討 」中東派遣めぐり（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191024/k10012146731000.html 

〇 北側・公明副代表「海自は中東へ安易に派遣されてはいけない」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191024/k00/00m/010/220000c 

〇 河野防衛相、ホルムズ海峡も“排除せず”（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3812667.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51437020V21C19A0000000/
https://trafficnews.jp/post/90459
https://newswitch.jp/p/19733
https://www.viet-jo.com/news/politics/191023192029.html
https://japanese.joins.com/JArticle/258872?servcode=200&sectcode=220
https://flyteam.jp/news/article/116825
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191024-OYT1T50223/
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/24/content_75335825.htm
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191024/k10012146731000.html
https://mainichi.jp/articles/20191024/k00/00m/010/220000c
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3812667.html
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〇 安倍首相、イラン副大統領と会談 海自独自派遣には触れず（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191024/k00/00m/010/362000c 

 

２３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ロシア軍用機が韓国の防空識別圏に繰り返し進入 韓国側発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191022/k10012144151000.html 

〇 中東への自衛隊派遣検討、米国務長官に伝達 茂木外相（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBQ7KRWMBQUTFK00M.html 

〇 ロシア軍用機が韓国防空識別圏に進入、韓国は警告（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/korea-scranble-russian-warplane-idJPKBN1X12F5 

〇 海自の中東派遣に石破氏ら異論「自衛隊法で位置付けを」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBR34QZMBRUTFK005.html 

〇 海自掃海艇長ら書類送検 見張り不足、瀬戸内海での貨物船と衝突（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/191023/afr1910230020-n1.html 

〇 習氏の国賓来日へ協力確認 首相、中国副主席と会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51283430T21C19A0PP8000/ 

〇 ロシア機が独島周辺飛行も日本は反応せず…７月とは異なる状況、なぜ（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/258852?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 安倍首相が中国副主席と会談 日本人拘束に対応要求（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191023/plt1910230014-n1.html 

〇 ロシア空軍 Tu-95 爆撃機、日本海と東シナ海を飛行 空自が対応（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116820 

〇 ベトナム東部海域問題に関する国際法を遵守してきたベトナム（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%

A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8

C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B

https://mainichi.jp/articles/20191024/k00/00m/010/362000c
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191022/k10012144151000.html
https://www.asahi.com/articles/ASMBQ7KRWMBQUTFK00M.html
https://jp.reuters.com/article/korea-scranble-russian-warplane-idJPKBN1X12F5
https://www.asahi.com/articles/ASMBR34QZMBRUTFK005.html
https://www.sankei.com/affairs/news/191023/afr1910230020-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51283430T21C19A0PP8000/
https://japanese.joins.com/JArticle/258852?servcode=A00&sectcode=A00
https://www.sankei.com/politics/news/191023/plt1910230014-n1.html
https://flyteam.jp/news/article/116820
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%82%92%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-795011.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%82%92%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-795011.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%82%92%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-795011.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%82%92%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-795011.vov
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%E6%B3%95%E3%82%92%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%97%E3%81%A6%

E3%81%8D%E3%81%9F%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-

795011.vov 

〇 河野防衛相がジブチ首相と会談 自衛隊派遣で意見交換（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191023/plt1910230027-n1.html 

〇 首相、中国の副主席と会談 日本人拘束などの対応求める（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBR4VZSMBRUHBI01K.html 

〇 習氏訪日へ関係発展＝安倍首相、中国副主席と一致（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102300885&g=pol 

〇 北大教授拘束 安倍首相が対応求める 中国副主席と会談（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191023/plt1910230040-n1.html 

〇 下総航空基地、10 月 26 日の記念行事を中止 台風による災害派遣のため

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116719 

〇 英測量艦エンタープライズ、ゆうぎりがホストシップ てるづきとも演習

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116824 

〇 おおよど、チリ海軍エスメラルダの東京・晴海入港でホストシップ（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116823 

 

２２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中東へ海自派遣検討 一層の外交努力が必要だ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191022/ddm/005/070/073000c 

〇 海自護衛艦と中国駆逐艦が親善訓練 ８年ぶり 交流再開続く（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191022/k10012143161000.html 

〇 「記者泣かせ」の河野大臣ツイッター ひまつぶしが今や…ブロックも

（withnews） 

https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%82%92%E9%81%B5%E5%AE%88%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0-795011.vov
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https://withnews.jp/article/f0191022003qq000000000000000W06k10101qq0000199

69A 

〇 海自中東派遣へ 必要性、根拠に乏しい（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019102202000168.html 

〇 旧日本軍の空母「赤城」、米調査団が発見 ミッドウェー海戦で沈没（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/fringe/35144270.html 

〇 即位の礼 呉の海自も満艦飾（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20191022/4000005790.html 

 

２１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 令和ニッポン 変質する専守防衛 「いずも」空母化、新時代象徴 中国に対

抗、日米一体でプレゼンス（中部経済新聞） 

 https://www.chukei-news.co.jp/news/2019/10/21/OK0001910210701_01/ 

〇 沖縄・尖閣諸島 接続水域に中国海警局船が航行（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/asia/201910216771726/ 

〇 国内旅行会社が配布した出版物に南シナ海の中国領示す「九段線」、罰金処分

（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/social/191021135719.html 

〇 「中国版南シナ海」が描かれた米中合作アニメ、ベトナム、フィリピンに続きマ

レーシアも上映禁止に（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/10/post-13225.php 

〇 日本が中東に護衛艦派遣を検討 目的は「警戒監視」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/21/content_75323585.htm 

〇 中東への自衛隊派遣、反対やや多く 産経・ＦＮＮ合同世論調査（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191021/plt1910210016-n1.html 

〇 中国の空母「遼寧」号、世界ではどのレベルにあるのか―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b753705-s0-c10-d0052.html 
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〇 日本海軍軍艦「加賀」発見 「赤城」ラシキ艦影モミユ【画像 12 枚】

（ITmedia） 

 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1910/21/news091.html 

〇 尖閣と南シナ海、中国国防相「失うわけにはいかない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20191021-OYT1T50183/ 

〇 海自が中国海軍と 8 年ぶりに共同訓練 日本近海側では初（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191021/k00/00m/030/194000c 

〇 海自艦が浴室開放＝台風１９号の影響で断水続く福島・相馬で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102100915&g=soc 

〇 海上自衛隊、日中親善訓練を実施＝８年ぶり３回目（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102100939&g=soc 

〇 「合法政権を転覆させようとしている」中国国防相 香港問題で米けん制（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191021/k00/00m/030/240000c 

〇 自衛隊の中東派遣評価＝台湾総統選への中国の介入懸念－米軍高官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019102100585&g=pol 

 

２０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 海自航空隊、笑顔で帰国 ソマリア沖で海賊監視（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/9347 

〇 主張】自衛隊の中東派遣 「ホルムズ」忌避は疑問だ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/191020/clm1910200002-n1.html 

〇 海自 P-1 とは大違い！ 哨戒機 P-8 はどんな飛行機？ 同じ P-3C 後継機の異なる

コンセプト（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/90267 

〇 自衛隊の中東独自派遣、米報道官「別行動希望なら歓迎」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBM4GZ8MBMUHBI020.html 
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〇 中東への自衛隊派遣検討へ 防衛大臣発表（Economic News） 

 http://economic.jp/?p=87063 

〇 海上自衛隊の艦船が浴室無料開放（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukushima/20191020/6050007516.html 

〇 中国造船所で新大型空母建造 証拠写真をロイターが入手（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/asia/201910206770663/ 

 

１９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米副大統領、24 日に対中政策巡り講演＝当局者（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/whitehouse-pense-idJPKBN1WX2KM 

〇 政府 中東地域への自衛隊派遣の時期など慎重に検討（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191019/k10012139671000.html 

〇 海自艦派遣へ 中東安定に積極的に貢献せよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20191018-OYT1T50312/ 

〇 横須賀で２０日ピース・フェス オスプレイ危険性指摘も（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-203055.html 

〇 板挟みの日本、窮余の自衛隊派遣 ホルムズ海峡で何を？（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBL564FMBLUTFK011.html 

〇 海自カレーの「最高機密情報！」公開 ＳＮＳで大反響（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMB772CLMB7PUZB00S.html 

〇 自衛隊、中東独自派遣へ 首相検討指示 有志連合参加せず（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201910/CK2019101902000150.html 

〇 Swarm の 150 個の衛星打ち上げ計画に FCC が GO サイン（TechCrunch） 

https://jp.techcrunch.com/2019/10/19/2019-10-17-swarm-gets-green-light-from-

fcc-for-its-150-satellite-constellation/ 

〇 東京に停泊した中国艦 ライトアップが眩い（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2019-10/19/content_75316698.htm 
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〇 旧日本軍の空母「加賀」、ハワイ付近の海底で発見（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20191019-OYT1T50083/ 

〇 米とイランの顔立てる＝海賊対処艦、交代時期念頭か－防衛省、情報収集で追加

派遣も（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019101801354&g=pol 

〇 呉海自カレーで恩返し 台風１９号被災地の支援物資に（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20191019-OYO1T50020/ 

〇 動画：米空母が南シナ海で艦載機の離着艦訓練、航行の自由作戦（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3250326 

〇 １００年前の韓国臨時政府「旭日マーク」債権で資金集め！？ 韓国の高校教科

書に写真掲載も…識者「写真が闇に葬られる可能性ある」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191019/for1910190003-n1.html 

〇 日本、「米提案の『海洋安全保障イニシアチブ』には参加しない」

（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/japan-i56383 

〇 中東の自衛艦 2 隻態勢へ、政府（共同） 

 https://this.kiji.is/558219636018119777 

〇 日韓 GSOMIA“期限切れ”で「8 カ国の反中包囲網」風前のともしび（リアルラ

イブ） 

 https://npn.co.jp/article/detail/91510418/ 

 

１８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国の強硬姿勢が際立った建国 70 周年パレード（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/17570 

〇 日中関係の行方をどう理解するか―英メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b752824-s0-c10-d0063.html 

〇 中国企業、ソロモンの島を 75 年賃借か 豪紙報道（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51119360Y9A011C1FF8000/ 
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〇 日本のネットユーザーが中国海軍に感謝 専門家は「民間交流は中日関係安定に

役立つ」と指摘（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/1018/c94475-9624171.html 

〇 自衛隊の主要航空機の保有数、2019 年 3 月末に 949 機 防衛白書（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116625 

〇 中東オマーン湾に自衛隊派遣 首相指示 有志連合参加せず独自に 哨戒機も検

討（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191018/plt1910180025-n1.html 

〇 自衛隊の中東派遣 本格検討へ 米の有志連合とは別に 政府（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191018/k10012138351000.html 

〇 台風１９号 被災者にお風呂を 海自舞鶴隊員を派遣 ／京都（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191018/ddl/k26/040/299000c 

〇 中東の安全確保へ、自衛隊派遣の検討を開始＝菅官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/suga-japan-sdf-idJPKBN1WX0VV 

〇 技術革新と戦争（1） 舞台はサイバー、宇宙へ ドローン、AI の活用

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20191018-2/ 

〇 防衛装備、米から未納３４９億円＝自衛隊運用に支障恐れ－検査院（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019101801033&g=pol 

〇 日米印共同訓練、マラバール 2019 終了（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116614 

〇 自衛隊部隊ホルムズ独自派遣を検討、菅氏が表明（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191018-OYT1T50249/ 

〇 政府、中東沖に自衛隊の独自派遣を検討 ホルムズ海峡には言及せず（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191018/k00/00m/010/240000c 

〇 中東の安全へ、自衛隊派遣の検討開始 日本独自の措置＝官房長官

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/suga-middle-east-idJPKBN1WX0W2 
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〇 自衛隊の中東派遣を検討、艦艇を独自で－米の有志連合には不参加

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-10-18/PZK83ST1UM0Z01 

〇 米国の専門家、越の排他的経済水域での中国行動を非難（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%B1%B3%E5%9B%

BD%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E8%B6%8A%E3%81%

AE%E6%8E%92%E4%BB%96%E7%9A%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%B0%

B4%E5%9F%9F%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A1%

8C%E5%8B%95%E3%82%92%E9%9D%9E%E9%9B%A3-793718.vov 

〇 中国駆逐艦「太原」の台風 19 号お見舞いに反響（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3250238 

〇 政府、中東に自衛隊独自派遣へ＝米有志連合は参加せず－航行の安全確保（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019101801002&g=soc 

〇 ホルムズ海峡緊迫受け 自衛隊 独自派遣を検討（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00425858CX/201910182037_CX_CX 

〇 政府、自衛隊をホルムズ周辺に独自派遣へ 米構想入らず（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMBL4KCFMBLULFA01M.html 

〇 ホルムズ海峡を除外、イランに最大限配慮 政府、自衛隊「独自派遣」検討（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191018/k00/00m/010/376000c 

〇 米国から購入の防衛装備品、349 億円分が未納 検査院指摘（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191018/k00/00m/040/437000c 

〇 政府、中東へ自衛隊派遣検討 米構想参加せず（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51149360Y9A011C1MM8000/ 

〇 安倍政権がホルムズ海峡への自衛隊派遣で使った姑息な詐術と本当のシナリオ！

米国の戦闘に巻き込まれ、なしくずし改憲へ（LITERA） 

 https://lite-ra.com/2019/10/post-5034.html 

 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-10-18/PZK83ST1UM0Z01
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https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E8%B6%8A%E3%81%AE%E6%8E%92%E4%BB%96%E7%9A%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%B0%B4%E5%9F%9F%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%82%92%E9%9D%9E%E9%9B%A3-793718.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E8%B6%8A%E3%81%AE%E6%8E%92%E4%BB%96%E7%9A%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%B0%B4%E5%9F%9F%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%82%92%E9%9D%9E%E9%9B%A3-793718.vov
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https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6%E8%B6%8A%E3%81%AE%E6%8E%92%E4%BB%96%E7%9A%84%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%B0%B4%E5%9F%9F%E3%81%A6%E3%81%AE%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%82%92%E9%9D%9E%E9%9B%A3-793718.vov
https://www.afpbb.com/articles/-/3250238
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019101801002&g=soc
https://www.fnn.jp/posts/00425858CX/201910182037_CX_CX
https://www.asahi.com/articles/ASMBL4KCFMBLULFA01M.html
https://mainichi.jp/articles/20191018/k00/00m/010/376000c
https://mainichi.jp/articles/20191018/k00/00m/040/437000c
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO51149360Y9A011C1MM8000/
https://lite-ra.com/2019/10/post-5034.html
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１７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 人工衛星が「全世界常時監視カメラ」になる日はやってくるか（MIT テクノロジ

ーレビュー） 

 https://www.technologyreview.jp/s/159106/soon-satellites-will-be-able-to-watch-

you-everywhere-all-the-time/ 

〇 日韓合同で海難救助訓練 海保関係悪化の影響なし 長崎（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/191017/rgn1910170001-n1.html 

〇 水陸両用作戦はもう古い？ 新たな存在理由を模索する米海兵隊（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/12787560 

〇 【絶望の韓国軍】韓国は日本を“仮想敵国”と見なしている！？ 敵意むき出し

の“反日暴挙”連発も…練度、装備はイマイチ（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191016/for1910160002-n1.html 

〇 極東アジアの駐留米軍、米軍に「よりコントロールされているのはどこ？」＝中

国メディア（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1683474?page=1 

〇 中国海軍ミサイル駆逐艦「太原」、訪日を終え帰途に（新華網） 

 http://jp.xinhuanet.com/2019-10/17/c_138478523.htm 

〇 韓国・文政権「即位の礼」を政治利用！？ “反日暴挙”連発も「日本側の前向

きな措置」勝手に熱望し… 識者「まるで“ご祝儀泥棒”だ」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191017/for1910170002-n1.html 

〇 中日関係の動向、いかに理解すべきか？＝BBC（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/17/content_75311548.htm 

〇 【絶望の韓国軍】ソウルは火の海…在韓米軍撤退で「第２次朝鮮戦争」勃発！？ 

中国の占領許したフィリピンの二の舞いも（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191017/for1910170001-n1.html 

〇 「日米同盟の絆」確認するシンポジウム開催 「在韓米軍撤退」も議論

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191017/pol1910170002-n1.html 

〇 マレーシア、南シナ海での最悪の状況に備える必要＝外相（REUTERS） 

https://www.technologyreview.jp/s/159106/soon-satellites-will-be-able-to-watch-you-everywhere-all-the-time/
https://www.technologyreview.jp/s/159106/soon-satellites-will-be-able-to-watch-you-everywhere-all-the-time/
https://www.sankei.com/region/news/191017/rgn1910170001-n1.html
https://globe.asahi.com/article/12787560
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191016/for1910160002-n1.html
http://news.searchina.net/id/1683474?page=1
http://jp.xinhuanet.com/2019-10/17/c_138478523.htm
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191017/for1910170002-n1.html
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/17/content_75311548.htm
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191017/for1910170001-n1.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191017/pol1910170002-n1.html
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 https://jp.reuters.com/article/malaysia-southchinasea-idJPKBN1WW0YT 

〇 駆逐艦「太原」、日本海上自衛隊の艦艇と合同訓練（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20191017/f69a983c-c402-72ad-ba9b-422976be5512.html 

〇 南西航空方面隊、「鹿児島県離島防災訓練」に参加 F-15 などを使用（Fly 

Team） 

 https://flyteam.jp/news/article/116516 

〇 被災地へ海自が入浴施設輸送（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20191017/2010004964.html 

 

１６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 台風１９号 県、自衛隊被災地支援へ 宮城、長野に人員派遣 八戸線一部区間

運休続く（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/aomori/news/20191015-OYTNT50045/ 

〇 対中を意識した日 EU のパートナーシップ強化（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/17568 

〇 海自「観艦式」、台風 19 号で中止 災害対応最優先が映す自衛隊のいま

（withnews） 

https://withnews.jp/article/f0191016002qq000000000000000W06k10101qq0000199

41A 

○ 【社説検証】中国建国７０年 産経「人権への監視強めよ」 朝日「大国の姿見

つめ直せ」（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/191016/clm1910160005-n1.html 

〇 中国海軍の艦船が 10 年ぶりに来港、防衛関連交流により日中関係が継続改善

（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3249582 

〇 首相、中国の海洋進出「毅然と対応、安保上の原則譲らない」参院予算委（産

経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191016/plt1910160012-n1.html 

〇 現代重工業、「軽空母」次世代大型輸送艦の概念設計を受注（中央日報） 

https://jp.reuters.com/article/malaysia-southchinasea-idJPKBN1WW0YT
http://japanese.cri.cn/20191017/f69a983c-c402-72ad-ba9b-422976be5512.html
https://flyteam.jp/news/article/116516
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20191017/2010004964.html
https://www.yomiuri.co.jp/local/aomori/news/20191015-OYTNT50045/
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/17568
https://withnews.jp/article/f0191016002qq000000000000000W06k10101qq000019941A
https://withnews.jp/article/f0191016002qq000000000000000W06k10101qq000019941A
https://www.sankei.com/column/news/191016/clm1910160005-n1.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3249582
https://www.sankei.com/politics/news/191016/plt1910160012-n1.html
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 https://japanese.joins.com/JArticle/258615?servcode=300&sectcode=320 

〇 日韓合同で海難救助訓練 「関係悪化の影響なし」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/191016/wor1910160024-n1.html 

〇 日本が韓国を観艦式に招待しなかったことは、中国外交政策の大きな成功―ロシ

ア専門家（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b752582-s0-c10-d0148.html 

〇 海自、アメリカ海軍とフィリピン海軍との共同訓練に参加 P-3C 派遣

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116428 

〇 「瀬取り」警戒監視活動、ニュージーランド空軍が P-3 哨戒機を派遣

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116503 

〇 海自、豪海軍主催の共同訓練「パシフィック・リーチ 2019」へ参加

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116469 

 

１５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 最後のデジタルデバイドである「水中」、水中無線技術は日本を救うか

（MONOist） 

 https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1910/15/news042.html 

〇 なぜいずも型を空母に？ 海自艦艇ひゅうが型やおおすみ型の空母化が無理な理

由（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/90309 

〇 中国海軍が日本の観艦式に参加した意味とは？（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/reportage/201910156757331/ 

〇 地域と世界の平和を脅かすベトナム東部海域を独占する中国の意図（ベトナムの

声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E4%B8

https://japanese.joins.com/JArticle/258615?servcode=300&sectcode=320
https://www.sankei.com/world/news/191016/wor1910160024-n1.html
https://www.recordchina.co.jp/b752582-s0-c10-d0148.html
https://flyteam.jp/news/article/116428
https://flyteam.jp/news/article/116503
https://flyteam.jp/news/article/116469
https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1910/15/news042.html
https://trafficnews.jp/post/90309
https://jp.sputniknews.com/reportage/201910156757331/
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%82%92%E8%84%85%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-792864.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%82%92%E8%84%85%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-792864.vov
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%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%82%92%E8%84%

85%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0

%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC

%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE

%E6%84%8F%E5%9B%B3-792864.vov 

〇 海上自衛隊、バーレーン周辺海域で米主催の国際海上訓練に参加（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116398 

 

１４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 広島）「呉海自カレー」、全国へ 普及に奔走（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMB94KF9MB9PITB00P.html 

〇 アメリカが南沙諸島をかけた「戦闘」に備えている？（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/reportage/201910146755200/ 

〇 日本は世界一のエリート諜報クラブの「第 6 の目」になるのか（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/reportage/201910146755279/ 

 

１３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 墜落恐れ飛ばせない 510 億ウォン相当の韓国軍無人偵察機（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/10/11/2019101180144.html 

〇 はじめての観艦式。令和元年度自衛隊観艦式の見どころと楽しみ方（Impress） 

 https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1212510.html 

〇 14 日の海上自衛隊観艦式は中止と防衛相（共同） 

 https://this.kiji.is/555917091138454625 

〇 令和初の観艦式は中止に 防衛省、災害対応を優先（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50952570T11C19A0PE8000/ 

〇 河野防衛相、１４日の観艦式中止を発表（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191013/plt1910130005-n1.html 

〇 海上自衛隊の観艦式中止、台風被害の影響を勘案（TBS） 

https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%82%92%E8%84%85%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-792864.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%82%92%E8%84%85%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-792864.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%82%92%E8%84%85%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-792864.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%82%92%E8%84%85%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-792864.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A8%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%82%92%E8%84%85%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-792864.vov
https://flyteam.jp/news/article/116398
https://www.asahi.com/articles/ASMB94KF9MB9PITB00P.html
https://jp.sputniknews.com/reportage/201910146755200/
https://jp.sputniknews.com/reportage/201910146755279/
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/10/11/2019101180144.html
https://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/1212510.html
https://this.kiji.is/555917091138454625
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50952570T11C19A0PE8000/
https://www.sankei.com/politics/news/191013/plt1910130005-n1.html


１．１１．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3802921.html 

〇 １４日の海自観艦式中止…災害対応優先、自衛隊２万７千人態勢で（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191013-OYT1T50032/ 

〇 原油の中東依存度高い日本のタンカーの守り方（President） 

 https://president.jp/articles/-/30155 

〇 首相が自衛隊追悼式に参列（共同） 

 https://this.kiji.is/555944395815486561 

〇 相模湾の観艦式中止、台風影響（共同） 

 https://this.kiji.is/555947071410062433 

〇 首相、殉職自衛隊員追悼式で「遺志受け継ぎ国民守る」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191013/plt1910130007-n1.html 

〇 海上自衛隊の観艦式中止 台風 19 号の災害派遣に万全期すため（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191013/k00/00m/040/150000c 

〇 海自 P-3C 部隊によるアデン湾の海賊対処、9 月の飛行回数は 20 回（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116370 

 

１２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 政府、漁船衝突映像を公開へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50885440R11C19A0EA3000/ 

〇 恒例「みこしパレード」開催へ、米軍基地の開放も 横須賀（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-201488.html 

〇 中国の軍艦が日本の観艦式に参加 中日関係改善のシグナルに（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/12/content_75294896.htm 

 

１１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 竹島問題を巡る韓国・北朝鮮の「自爆行為」（Daily NK） 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3802921.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191013-OYT1T50032/
https://president.jp/articles/-/30155
https://this.kiji.is/555944395815486561
https://this.kiji.is/555947071410062433
https://www.sankei.com/politics/news/191013/plt1910130007-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20191013/k00/00m/040/150000c
https://flyteam.jp/news/article/116370
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50885440R11C19A0EA3000/
https://www.kanaloco.jp/article/entry-201488.html
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/12/content_75294896.htm


１．１１．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://dailynk.jp/archives/126698 

〇 北朝鮮の違法漁船対策で、初の「無人機」導入へ…海上保安庁の選択（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67719 

〇 第 2 航空群 P-3C、10 月 2 日に海賊対処 37 次隊としてアデン湾へ出発

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116245 

〇 AI を使って衛星画像から船舶動静を高頻度で把握、スカパーJSAT の新サービス

（日経 BP） 

 https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/06191/ 

〇 「太原」艦が横須賀入港 中国海軍艦艇が 10 年ぶりに訪日（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2019/1011/c94474-9621895.html 

〇 北朝鮮ミサイル落下を警戒 PAC3 市ケ谷再展開（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191011/k00/00m/040/393000c 

 

１０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 対中戦略を問う（上）神田外語大教授 興梠一郎氏 安全保障今こそ毅然と（西

日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/549931/ 

〇 対中戦略を問う（下）タイ・タマサート大教授 プラパット・テープチャトゥリ

ー氏 「親中」強まり結束に試練（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/549965/ 

〇 米特殊偵察機、東海で対北朝鮮監視飛行（東亜日報） 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20191010/1870483/1/%E7%B1%B3%E7%8

9%B9%E6%AE%8A%E5%81%B5%E5%AF%9F%E6%A9%9F%E3%80%81%E6%9D

%B1%E6%B5%B7%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE

%AE%E7%9B%A3%E8%A6%96%E9%A3%9B%E8%A1%8C 

〇 自衛隊観艦式参加の中国艦艇入港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20191010/1000037540.html 

https://dailynk.jp/archives/126698
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67719
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/news/18/06191/
http://j.people.com.cn/n3/2019/1011/c94474-9621895.html
https://mainichi.jp/articles/20191011/k00/00m/040/393000c
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/549931/
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/549965/
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20191010/1870483/1/%E7%B1%B3%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%81%B5%E5%AF%9F%E6%A9%9F%E3%80%81%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%9B%A3%E8%A6%96%E9%A3%9B%E8%A1%8C
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20191010/1870483/1/%E7%B1%B3%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%81%B5%E5%AF%9F%E6%A9%9F%E3%80%81%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%9B%A3%E8%A6%96%E9%A3%9B%E8%A1%8C
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20191010/1870483/1/%E7%B1%B3%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%81%B5%E5%AF%9F%E6%A9%9F%E3%80%81%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%9B%A3%E8%A6%96%E9%A3%9B%E8%A1%8C
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20191010/1870483/1/%E7%B1%B3%E7%89%B9%E6%AE%8A%E5%81%B5%E5%AF%9F%E6%A9%9F%E3%80%81%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%81%A7%E5%AF%BE%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E7%9B%A3%E8%A6%96%E9%A3%9B%E8%A1%8C
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20191010/1000037540.html


１．１１．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 自衛隊カレー 横浜に初出店 道の駅「させぼっくす」（長崎） 

 https://this.kiji.is/554845802199450721?c=174761113988793844 

〇 「GSOMIA 破棄で北朝鮮潜水艦探知に支障の可能性」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/10/10/2019101080050.html 

〇 米対テロ情報分析官を機密漏えいで逮捕、中国の兵器情報を記者にリークか

（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3248819 

〇 中国海軍「太原艦」が横須賀に到着 日本海自国際観艦式に参加へ（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/10/content_75286718.htm 

〇 第 91 航空隊 U-36A、エンジンリベット落下 自治体が再発防止を要請

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116273 

〇 掃海母艦「ぶんご」、バングラデシュ海軍と親善行事・親善訓練を実施

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116242 

〇 中国海軍艦艇 自衛隊観艦式初参加で 10 年ぶり日本に寄港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191010/k10012120891000.html 

〇 台湾の蔡総統、「香港の一国二制度は失敗」中国を批判（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50828530Q9A011C1FF2000/ 

〇 横須賀に中国海軍駆逐艦が来港（共同） 

 https://this.kiji.is/554913491015484513 

〇 ６千トン級「ミニイージス艦」 年内に基本設計開始＝韓国海軍（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20191010001700882 

〇 観艦式もリクルートの場？ 海自が入隊狙い「青少年券」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMB45WFYMB4UTIL03B.html 

 

０９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

https://this.kiji.is/554845802199450721?c=174761113988793844
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/10/10/2019101080050.html
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http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2019-10/10/content_75286718.htm
https://flyteam.jp/news/article/116273
https://flyteam.jp/news/article/116242
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191010/k10012120891000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50828530Q9A011C1FF2000/
https://this.kiji.is/554913491015484513
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20191010001700882
https://www.asahi.com/articles/ASMB45WFYMB4UTIL03B.html
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ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 北朝鮮漁船衝突 監視態勢を強化し権益守れ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20191008-OYT1T50501/ 

〇 中国のインド洋進出けん制、日印が防衛物品融通へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191008-OYT1T50472/ 

〇 河野防衛大臣「日韓会談やぶさかではない」（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000166279.html 

〇 空自がＰＡＣ３訓練公開 不安払拭狙い、東京・有明で（サンスポ） 

 https://www.sanspo.com/geino/news/20191009/sot19100909530007-n1.html 

〇 海自、各国の若手士官招き交流（共同） 

 https://this.kiji.is/554476839251903585 

〇 海自、台風影響で１２、１３両日の観艦式事前公開を中止（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191009/plt1910090010-n1.html 

〇 海上自衛隊、カナダ海軍と共同訓練「KAEDEX19-2」実施へ（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116194 

〇 我が国の０５２Ｄ型ミサイル駆逐艦が日本へ・・・「もう日本を羨む必要はな

い」＝中国（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1683257?page=1 

○ ソロモン諸島首相が初訪中 野党は「中国からの支配」を危惧（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/10/47961.html 

〇 懐石締めにカレー提供 「海軍」で磨いた味 日本料理店を営む元海自シェフ 

大西昇平さん ／大阪（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191009/ddl/k27/070/275000c 

〇 ベトナム東部海域を独占する中国の意図（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%

A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%A

C%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%A

E%E6%84%8F%E5%9B%B3-790994.vov 

https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20191008-OYT1T50501/
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191008-OYT1T50472/
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000166279.html
https://www.sanspo.com/geino/news/20191009/sot19100909530007-n1.html
https://this.kiji.is/554476839251903585
https://www.sankei.com/politics/news/191009/plt1910090010-n1.html
https://flyteam.jp/news/article/116194
http://news.searchina.net/id/1683257?page=1
https://www.epochtimes.jp/p/2019/10/47961.html
https://mainichi.jp/articles/20191009/ddl/k27/070/275000c
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-790994.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-790994.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-790994.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-790994.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%82%92%E7%8B%AC%E5%8D%A0%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%9B%B3-790994.vov
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ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 「10 年待って当たったのに...」 観艦式「体験航海」一部中止、台風 19 号への

恨み節あふれる（J-CAST） 

 https://www.j-cast.com/2019/10/09369674.html?p=all 

〇 国際航海法の専門家 中国の一方的な行動を批判（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%9B%BD%E9%9A%

9B%E8%88%AA%E6%B5%B7%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%8

0%E5%AE%B6-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%96%

B9%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%82%92%E6%89%B

9%E5%88%A4-791154.vov 

〇 広島・呉で「呉海自カレーフェスタ」 横須賀、舞鶴、佐世保、大湊の海自カレ

ーも（広島経済新聞） 

 https://hiroshima.keizai.biz/headline/3137/ 

〇 インド太平洋地域のパートナー、中国の拡大を食い止めるために連携すべき＝専

門家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2019/10/47994.html 

〇 北漁船の沈没事故、海保が本格捜査に着手 北に協力要請も（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/191009/afr1910090040-n1.html 

 

０８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 広島）海自呉の技官、洋弓で障害者の「国体」出場（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMB734MBMB7PITB002.html 

〇 「中国の DF17、米軍の THAAD で防ぐのは困難」（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/10/08/2019100880042.html 

〇 韓国とは壁を作る日本、中国と１０年ぶり新たな関係設定「共同宣言」準備（中

央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/258368?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 領土拡張という野望だ！ 日本がこんなに埋め立てをする理由＝中国メディア

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1683228?page=1 

https://www.j-cast.com/2019/10/09369674.html?p=all
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%88%AA%E6%B5%B7%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%96%B9%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%82%92%E6%89%B9%E5%88%A4-791154.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E8%88%AA%E6%B5%B7%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%AE%B6-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%B8%80%E6%96%B9%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%82%92%E6%89%B9%E5%88%A4-791154.vov
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ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 “武装”した北朝鮮漁船団には水産庁の船では対処できない! 闇に消えた衝突の

目的（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00048467HDK/201910081900_yamadayoshihiko_HDK 

〇 初の日豪共同訓練が終了（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20191008/7000014244.html 

〇 海上自衛官の贈収賄発覚から１カ月 問われる組織の自浄能力（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/191008/afr1910080040-n1.html 

 

０７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【日本再発見】人間魚雷「回天」の訓練基地跡～大津島（山口県周南市）（産

経） 

 https://www.sankei.com/life/news/191007/trv1910070001-n1.html 

〇 宮古島の陸自弾薬庫など建設着手（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20191007/5090008039.html 

〇 北漁船、水産庁船と衝突 能登半島沖 ＥＥＺ内、２０人海へ（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201910/CK2019100702000251.html 

〇 河野防衛相、在日米軍トップと初会談 対北連携を確認（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/191007/plt1910070007-n1.html 

〇 日米印の海上共同訓練が終了、日本は「準空母」を派遣―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b750182-s0-c10-d0054.html 

〇 「宮古海峡通過」の中国ミサイル駆逐艦、日本での観艦式参加のため出航―中国

メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b750268-s0-c10-d0052.html 

〇 中国、太平洋で「権威主義的」な脅威に＝台湾外交部長（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-diplomacy-idJPL3N26S1NQ 

〇 “北”の漁船 水産庁の船に衝突 日本の EEZ 内 20 人超救助（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00425186CX/201910071819_NST_CX 
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１．１１．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 観艦式写生コンテストとフォトコンテスト、最優秀作品を決定（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116126 

 

０６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日本を「仮想敵国」視？「空母を前に出し独島問題で圧力を加える可能性も」と

韓国紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b749513-s0-c10-d0059.html 

〇 外来機の E8 地上監視早期警戒機 嘉手納に飛来 北朝鮮の動向警戒か（沖縄タ

イムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/480414 

〇 尖閣諸島 接続水域で中国海警局の船 4 隻が航行（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/asia/201910066730118/ 

〇 前統幕長「危機的なら派遣を」（共同） 

 https://this.kiji.is/553492115299304545 

〇 中村桜、井澤詩織、上坂すみれが 1 日海自艦長に 制服姿に「かわいい」「マジ

天使」の声集まる（ITmedia） 

 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1910/06/news033.html 

〇 「マラバール 2019」、日米印の最新鋭哨戒機が厚木基地に集結（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116084 

 

０５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 韓国に向けられた北朝鮮ミサイルが九州に？ 専門家も驚いた「変則軌道」新型

の正体（文春オンライン） 

 https://bunshun.jp/articles/-/14525 

〇 米軍、グアム沖で新型対艦巡航ミサイルを試射 中国けん制（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35143575.html 

 

０４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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１．１１．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 海自、ラバウルに初寄港＝太平洋戦争の激戦地－練習航海で、現地歓迎（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2019100400162&g=spo 

〇 北朝鮮ミサイル発射当時 日本海にイージス艦なし（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000165933.html 

〇 北朝鮮ミサイル海洋施設から発射（共同） 

 https://this.kiji.is/552619862901982305 

〇 海の安全守る船 舞鶴港に大集合 ６日（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/CMTW1910042700001.html 

〇 宮古島陸自弾薬庫建設で説明会（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20191004/5090008020.html 

〇 日米印共同訓練「マラバール 2019」、「かが」でセレモニーを実施

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116032 

〇 安倍首相 所信表明演説 全文掲載（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191004/k10012113191000.html 

〇 フリートウィーク開始、各地で空の日行事も 週間イベント（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116041 

〇 輸送艦「しもきた」、小笠原の父島と硫黄島の基地に燃料や機材を輸送

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116033 

 

０３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 井上大将の肉声テープ見つかる（下）（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/191003/dom1910030001-n1.html 

〇 韓国に対して中国はミサイルで圧力、米国は独島批判（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2019/10/03/2019100380013.html 

〇 海自とアメリカ海軍、EP-3・OP-3C・EP-3E で情報交換訓練（FlyTeam） 
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ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://flyteam.jp/news/article/115906 

〇 日本の歴史歪曲・独島守護に関する研究予算が減額 韓国政府系シンクタンク

（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20191003001300882 

〇 印パ核戦争の推定死者 1 億 2500 万人、世界中が寒冷期に（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/10/12500.php 

〇 北朝鮮 SLBM 発射か 軍事産業と自動車産業の関係は?（財経新聞） 

 https://www.zaikei.co.jp/article/20191003/533706.html 

〇 海自フリートウィーク、横浜大さん橋で「いずも」艦艇公開 各種企画も

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/116009 

 

０２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国建国７０年 強権統治で発展が続くのか（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20191001-OYT1T50274/ 

〇 陸に上がった海猿 韓国船と護衛艦の衝突、10 年前の「苦い教訓」

（withnews） 

https://withnews.jp/article/f0191002000qq000000000000000W02b10601qq0000198

83A 

〇 韓国軍も参加へ 海自など各国の海軍士官の交流行事（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000165703.html 

〇 中国建国７０年 独善的な大国望まれぬ（信濃毎日） 

 https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20191002/KP191001ETI090006000.php 

〇 北 弾道ミサイルで県が緊急会議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20191002/4030003721.html 

〇 「瀬取り」警戒監視活動、10 月にカナダが CP-140 哨戒機を派遣（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/115905 

〇 社説：防衛白書 にじむ日韓関係の悪化（京都新聞） 
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 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/29309 

〇 弾道ミサイル、北朝鮮に抗議 首相「国連決議に違反」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASMB25RJ3MB2UTFK01D.html 

〇 ロシア国境警備隊、北朝鮮の密漁船に発砲 5 人負傷（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3247657 

 

０１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 哨戒機のプロペラが直撃、海自隊員死亡 整備中に落下（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASM9Z6FD1M9ZTIPE01R.html 

〇 建国７０年を迎えた中国 国際秩序と共存する道を（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191001/ddm/005/070/059000c 

〇 「一国二制度の失敗明確に」 台湾・民進党副秘書長 香港情勢に強い関心

（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/191001/mcb1910010500005-n1.htm 

○ 中国建国 70 年 大規模な祝賀行事や軍事パレードで国威発揚も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191001/k10012106431000.html 

〇 日本郵船、IMO 規定で世界初の自動運行船実験（Logistics Today） 

 https://www.logi-today.com/352999 

〇 海上自衛隊、観艦式で若者世代に猛アピールの「なりふり構わぬ事情」（現代ビ

ジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/67477 

〇 【特集：「建国 70 周年」の中国】（4）もはや米国を凌ぐ中国「サイバー攻撃」

の猛威（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2019/10010530/?all=1 

〇 日印関係、新たな段階＝海洋安保や連結性向上で連携－インド外相（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3247252 

〇 日本郵船、大型商船で自律運航 実証実験を実施、大型外航船では世界初の試み

（SankeiBiz） 
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 https://www.sankeibiz.jp/business/news/191001/bsd1910010500007-n1.htm 

〇 平和的発展を遂げる中国は世界の「安定装置」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2019-10/01/content_75264811.htm 

〇 中国・建国７０年 政治・経済で求められる先進国化（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/191001/mcb1910011415013-n1.htm 

〇 「GSOMIA 破棄で損害を被るのは韓国」米有識者が断言（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/10/gsomia-7.php 

〇 【特集：「建国 70 周年」の中国】（6）「一帯一路」を軍事面から支える大規模

「アフリカ派兵」（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2019/10011630/?all=1 

〇 防衛相、イラン国防相と電話 中東情勢「深刻な懸念」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50454310R01C19A0PP8000/ 

〇 日イラン防衛相が初の電話協議 河野氏、中東情勢で懸念伝える（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20191001/k00/00m/030/282000c 

〇 外務省、安保課題に新部署 中国意識、経済やサイバー（産経） 

 https://www.sankei.com/west/news/191001/wst1910010038-n1.html 

 

（了） 
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