
２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

～ 海のNews（１月）～ 
 

３１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「脱中国」企業が殺到、ベトナムも楽園ではない（日経ビジネス） 

 https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00352/ 

〇 NEC にサイバー攻撃（NEC） 

 https://this.kiji.is/595648266170795105 

〇 缶ジュース持込禁止 独特な存在 海自「掃海隊」 太平洋戦争 ここではまだ続く

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/92689 

〇 瓦解する NATO、西側陣営の崩壊は対岸の火事ではない（Wedge Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/18514 

〇 ＮＥＣにサイバー攻撃 中国系集団関与疑い 海自情報流出か（東京）   

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/economics/list/202001/CK2020013102000145.html 

〇 ＮＥＣ “防衛情報”流出のおそれ（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3893495.html 

〇 新型肺炎で世界に「反中感情」広がる、入店拒否やネット誹謗も（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/virus-china-sentiment-idJPKBN1ZU03X 

〇 海自、中東地域への派遣で 1 月 30 日に図上演習（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120857 

 

３０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米海軍、南シナ海で今年初の「航行の自由作戦」＝中国ネット反発「災難で苦し

んでいる時に」（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b777307-s0-c10-d0054.html 

〇 首相、自衛隊派遣「一般化ない」（共同） 

 https://this.kiji.is/595464721277731937 

〇 「調査・研究一般化せず」 首相、自衛隊派遣で強調（東京） 
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２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020013002000296.html 

〇 イラクとシリアが反対表明、地域を不安定化させるトランプの中東和平案

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/post-92267.php 

〇 海自中東派遣、首相は「日本船舶の安全な航行は死活的に重要」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200130-OYT1T50109/ 

〇 米海軍、南シナ海で今年初の「航行の自由作戦」（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/200130125141.html 

〇 自衛隊派遣の根拠の懸念の声、安倍首相「一般化せず慎重判断をする」（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3893136.html 

〇 海上自衛隊中東派遣、「たかなみ」最後の図上演習（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3893144.html 

〇 第 22 航空群の SH-60J、護衛艦「まつゆき」で発着艦集合訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120804 

 

２９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 国防省と海軍は、国軍近代化計画の一環で、フランス製のスコルペヌ型潜水艦の

導入を決めた（まにら新聞） 

 http://www.manila-shimbun.com/category/society/news249415.html 

〇 江田島海軍兵学校の今 経営にも通じる「栄枯盛衰」（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/business/news/200129/bsm2001290500007-n1.htm 

〇 【主張】ＳＢの機密漏洩 スパイ天国を放置するな（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200129/clm2001290001-n1.html 

〇 イラン側の反発必至 中東派遣の海自「紛争に巻き込まれず」は甘い

（AERAdot.） 

 https://dot.asahi.com/wa/2020012800078.html?page=1 

〇 米軍特殊作戦機が韓半島一帯に相次いで出撃…韓日と特殊戦訓練との見方も（朝

鮮日報） 
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２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/01/29/2020012980063.html 

〇 空自の緊急発進 742 回（共同） 

 https://this.kiji.is/595079471202272353 

〇 空自の緊急発進７４２回 昨年４～１２月、１６回減（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200129/plt2001290012-n1.html 

〇 日米訓練 掃海艇など四日市港に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20200129/3070002802.html 

〇 海賊対処の拠点司令官に海上自衛官が就任（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3891678.html 

〇 中東派遣めぐり菅氏答弁、“国会への報告は紙”に野党批判（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3891869.html 

〇 「航行の自由作戦」、中国が「悪意」あると批判－米軍は反論（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-01-29/Q4UOFADWX2PU01 

〇 中国、第 1 段階合意も対米緊張の火種消えず 打撃緩和も難題先送り

（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200129/mcb2001291700019-n1.htm 

〇 ソマリア沖 海賊対策の多国籍部隊 司令官に海上自衛官が就任（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200129/k10012263961000.html 

〇 自衛隊輸送機が緊急着陸 エンジン４機中、１機が不具合（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-256206.html 

〇 大村航空基地、1 月 26 日にたかなみへ搭載する SH-60K を見送り（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120671 

〇 新しいワイン皮袋への新しいワイン：水陸両用戦およびその他の任務地域におけ

る人民解放軍海軍海兵隊の進化する役割（英文）（JAMESTOWN FOUNDATION） 

 https://jamestown.org/program/new-wine-into-new-wineskins-the-evolving-role-

of-the-pla-navy-marine-corps-in-amphibious-warfare-and-other-mission-areas/ 
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２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

２８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【外交安保取材】危ないのか 意外と知られていない 自衛隊中東派遣の中身

（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200128/plt2001280003-n1.html 

〇 自衛隊が｢領海侵犯やテロ｣に対抗しにくい根因（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/326910 

〇 産業春秋／横須賀の軍港（日刊工業新聞） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00545878 

〇 ＜政治編＞海自の護衛艦 来月中東へ出航（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/education/manabuu/CK2020012802000133.html 

〇 日米安保条約で「アメリカには日本防衛の義務がある」という誤解（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13077339 

〇 アメリカ海軍無人偵察機 MQ-4C トライトン 第 7 艦隊に配属（おたくま経済新

聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020012805.html 

〇 米海軍 第７艦隊 南シナ海で「航行の自由」作戦実施（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200128/k10012262071000.html 

〇 米空軍の特殊偵察機が飛行…中国の核施設に異常？（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261944?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 米、今年初の「航行の自由作戦」 中国軍は反発―南シナ海（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020012800982&g=int 

 

２７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【主張】習氏の「善隣外交」 スー・チー氏に失望した（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200127/clm2001270002-n1.html 

〇 「憲法違反許すな」海自中東派遣に市民ら抗議 横須賀（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-253172.html 
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２．２．１ 
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〇 「潜水艦母艦」て何？ 日本もかつて運用 航空母艦にもつながる「母艦」が持つ

意味とは（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/93253 

〇 護衛艦 中東派遣に抗議 市民団体など横須賀で集会とデモ（東京） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/kanagawa/list/202001/CK2020012702000113.html 

〇 あべこべじゃ？ 共産と自民の対中政策／政界地獄耳（日刊スポーツ） 

https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202001270000098

.html 

〇 首相、自衛隊明記「防衛の根幹」（共同） 

 https://this.kiji.is/594343974481986657 

〇 自衛隊の憲法明記 首相「国防の根幹」（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020012702000242.html 

〇 米海軍 グアムに無人偵察機配備 中国軍の監視を強化へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200127/k10012260541000.html 

〇 自衛隊中東派遣、他国への一般的情報提供は「憲法上問題なし」（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3889805.html 

〇 中東派遣、「カードを間違えた韓国」と「5 倍のカネを背負う日本」（Forbes 

JAPAN） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/31997 

 

２６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 共産党綱領改定 世論との乖離は埋まらない（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200125-OYT1T50264/ 

〇 【主張】プーチン政権 身勝手改憲は看過できぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200126/clm2001260002-n1.html 

〇 中東派遣の護衛艦 河野防衛相が視察（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020012602000129.html 
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〇 広島）海自と海保の海賊対処部隊、ソマリア沖から帰還（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1T412PN1TPITB003.html 

〇 南極大陸が氷で覆われることになった理由（logmiBiz） 

 https://logmi.jp/business/articles/322437 

〇 アメリカ海軍ヘリ、沖縄本島の沖合に墜落 空自 UH-60J などが救助

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120654 

〇 第一空挺団降下始め今年は米空軍の C130 輸送機からも降下（リアルライブ） 

 https://npn.co.jp/article/detail/200000352 

〇 海自とアメリカ海軍、伊勢湾で機雷戦訓練を実施 2 月 1 日から 10 日まで

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120537 

〇 機密情報不正引き出し事件 元社員「ロシアのスパイかも」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200126/k10012259731000.html 

〇 ロシア通商代表部職員、工作途中か 警視庁、漏洩被害拡大前に立件（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/200126/afr2001260015-n1.html 

 

２５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 宇宙部隊を作る日本の大きな狙いは軍隊と交戦権を持つこと―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b775867-s0-c10-d0135.html 

〇 河野防衛相が護衛艦たかなみを視察（共同） 

 https://this.kiji.is/593584041042461793 

〇 河野防衛相、中東派遣の護衛艦視察（日本テレビ） 

 http://www.news24.jp/articles/2020/01/25/04584300.html 

〇 河野防衛相、中東派遣の護衛艦「たかなみ」視察（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200125/plt2001250003-n1.html 
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〇 韓国海軍のホルムズ海峡派遣、「日本を見習った」と韓国紙、「米・イラン間で

妥協」とも（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b725789-s0-c10-d0059.html 

〇 防衛相、中東派遣の護衛艦視察（共同） 

 https://this.kiji.is/593636048747709537 

〇 河野防衛相 護衛艦「たかなみ」視察 2 月中東に派遣へ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430975CX/202001251201_CX_CX 

〇 河野防衛相 中東派遣準備の護衛艦を視察（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200125/k10012258821000.html 

〇 河野防衛相が中東派遣準備の護衛艦を視察 横須賀（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-252475.html 

〇 思いやり予算増 米高官期待示す（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202001/CK2020012502000250.html 

〇 自衛隊の中東派遣で家族に説明会（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20200125/1050008802.html 

〇 防衛相、中東派遣の護衛艦を視察 家族向けに説明会（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1T4SHQN1TUTFK004.html 

〇 米政府高官、日本にも駐留経費負担増求める 「さらなる貢献を」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200125/wor2001250015-n1.html 

〇 中東派遣の護衛艦乗組員家族に説明会（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200125/k10012258871000.html 

〇 河野防衛相、中東派遣の護衛艦視察 隊員激励、来月２日出航（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020012500414&g=pol 

〇 左派野党やマスコミの「中東派遣反対論」から見えた本音 民間のタンカーはＯ

Ｋで自衛隊はＮＯという本末転倒（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200125/pol2001250002-n1.html 

〇 中東派遣の護衛艦視察 防衛相、隊員や家族激励（日経） 
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https://this.kiji.is/593636048747709537
https://www.fnn.jp/posts/00430975CX/202001251201_CX_CX
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200125/k10012258821000.html
https://www.kanaloco.jp/article/entry-252475.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202001/CK2020012502000250.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20200125/1050008802.html
https://www.asahi.com/articles/ASN1T4SHQN1TUTFK004.html
https://www.sankei.com/world/news/200125/wor2001250015-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200125/k10012258871000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020012500414&g=pol
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200125/pol2001250002-n1.html
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 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54860210V20C20A1000000/ 

〇 河野防衛相、中東派遣の護衛艦「たかなみ」を視察（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3888652.html 

〇 小さな国シンガポールは F-35 を得て、アジアのパワーバランスに影響を及ぼせ

るのか（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/reportage/202001257049683/ 

〇 空自と海自、日米豪共同訓練「コープ・ノース 20」参加 1 月 31 日から

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120606 

〇 河野防衛大臣 中国の海洋進出「活発化している」（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000174597.html 

〇 米防衛装備品、納入改善へ 遅れ解消に向け日米が情報共有（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200125/plt2001250017-n1.html 

 

２４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 “禁断”の日台首脳会談は「当然必要」と青山繁晴議員 自民保守派が求めた

「台湾との政治連携」と「価値観外交」に安倍首相と習主席は（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00049930HDK/202001240700_kadowakikouki_HDK 

〇 韓国“醜悪”な放射能五輪ポスター 原田前環境相が激白「『戦略的無視』では

伝わらない。外交問題として対処せよ」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200123/for2001230011-n1.html 

〇 週末は元海自店主の特製カレーを 慣習に従い、金曜限定（秋田魁新報） 

 https://www.sakigake.jp/news/article/20200124AK0020/ 

〇 海上保安庁 海賊対応で現地の海難当局と訓練 マレーシア（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200124/k10012257761000.html 

〇 【最新国防ファイル】急患輸送に存在感！ 陸自航空部隊“唯一”の固定翼機 

連絡偵察機「ＬＲ－２」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200124/dom2001240002-n1.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54860210V20C20A1000000/
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3888652.html
https://jp.sputniknews.com/reportage/202001257049683/
https://flyteam.jp/news/article/120606
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000174597.html
https://www.sankei.com/politics/news/200125/plt2001250017-n1.html
https://www.fnn.jp/posts/00049930HDK/202001240700_kadowakikouki_HDK
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200123/for2001230011-n1.html
https://www.sakigake.jp/news/article/20200124AK0020/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200124/k10012257761000.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200124/dom2001240002-n1.html
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〇 国会議論なき中東派遣 日本の護衛艦に死角あり！？ もしもの場合の対処は

（AERAdot.） 

 https://dot.asahi.com/wa/2020012200091.html 

〇 護衛艦「前進待機」の役割 中東派遣で河野前統幕長（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200124/plt2001240027-n1.html 

 

２３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【独自】安倍首相“実弟”の岸議員が中国・台湾を異例の連続訪問 習主席の国

賓来日を前に見えてきた 2020 年の対中戦略は「日米台」連携（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00049910HDK/202001230630_kadowakikouki_HDK 

〇 米国務省・国防総省、韓国政府のホルムズ海峡派兵決定を「歓迎」（ハンギョ

レ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/35556.html 

〇 イージス艦よりイージス・アショア優れると総理（Economic News） 

 http://economic.jp/?p=87964 

〇 広島）海自の潜水艦教育訓練隊、女性が初の入校（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1Q3SDGN1QPITB002.html 

〇 特別防衛秘密 闇に閉ざさぬ仕組みを（信濃毎日） 

 https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200123/KP200122ETI090009000.php 

〇 「宇宙作戦隊」に２０人、宇宙・サイバー「新領域」で人員増強（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3887025.html 

〇 日韓共に中東派兵、イランが韓国だけに「不快感」の理由―韓国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b725797-s0-c10-d0058.html 

〇 護衛艦「はるさめ」、ロシア海軍と海賊対処共同訓練 アデン湾で実施

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120468 

https://dot.asahi.com/wa/2020012200091.html
https://www.sankei.com/politics/news/200124/plt2001240027-n1.html
https://www.fnn.jp/posts/00049910HDK/202001230630_kadowakikouki_HDK
http://japan.hani.co.kr/arti/international/35556.html
http://economic.jp/?p=87964
https://www.asahi.com/articles/ASN1Q3SDGN1QPITB002.html
https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200123/KP200122ETI090009000.php
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3887025.html
https://www.recordchina.co.jp/b725797-s0-c10-d0058.html
https://flyteam.jp/news/article/120468
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〇 第 2 航空隊、1 月 21 日にスリランカ軍とスリランカ西方海空域で共同訓練

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120465 

〇 第 1 潜水隊群、米海軍潜水母艦「エモリー S.ランド」訪日でホスト

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120464 

〇 シードラゴン演習を開始、海自やアメリカ海軍 CTF-72 が参加（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120463 

〇 首相、ホルムズ海峡除外「安全航行、沿岸国が役割」 自衛隊派遣で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54750100T20C20A1PP8000/ 

〇 インドとフィリピン：防衛関係の新しい章？（英文）（Heritage Foundation） 

 https://www.heritage.org/asia/commentary/india-and-the-philippines-new-

chapter-defense-ties 

 

２２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日ロが海賊対策で合同訓練、アラビア海（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54684080S0A120C2000000/ 

〇 領土・主権 対外発信と啓発を強化せよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200121-OYT1T50302/ 

〇 中東派遣の海自Ｐ３Ｃ哨戒機、情報収集で初飛行（サンスポ） 

 https://www.sanspo.com/geino/news/20200122/pol20012205000001-n1.html 

〇 海上自衛隊の実力は強大、しかも日本は野心を失っていないから警戒せよ＝中国

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1686206?page=1 

〇 ［ニュース分析］韓国政府、「一時的」条件付きで５６年ぶりに戦闘部隊の紛争

地投入を決定（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/35546.html 

https://flyteam.jp/news/article/120465
https://flyteam.jp/news/article/120464
https://flyteam.jp/news/article/120463
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54750100T20C20A1PP8000/
https://www.heritage.org/asia/commentary/india-and-the-philippines-new-chapter-defense-ties
https://www.heritage.org/asia/commentary/india-and-the-philippines-new-chapter-defense-ties
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54684080S0A120C2000000/
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200121-OYT1T50302/
https://www.sanspo.com/geino/news/20200122/pol20012205000001-n1.html
http://news.searchina.net/id/1686206?page=1
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/35546.html


２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 【山口那津男 本音でズバッと】通常国会召集、補正予算・本予算の早期成立を 

海自の中東派遣「安定実現」する外交努力も（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200122/pol2001220001-n1.html 

〇 トランプ大統領が日本に突きつける軍事的要求、駐留経費増にとどまらない

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13042950 

〇 中東派遣の哨戒機 初任務 情報収集活動の映像公開（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430765CX/202001220623_CX_CX 

〇 潜水艦に初の女性乗組員配属へ…養成施設に３尉入校「同期と切磋琢磨を」（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200122-OYT1T50119/ 

〇 潜水艦乗組員目指し女性初入校（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20200122/4000006539.html 

〇 菅官房長官、海自の中東派遣「韓国と連携も」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200122/plt2001220012-n1.html 

〇 潜水艦乗組員に初めて女性を起用へ 乗組員のなり手 不足で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200122/k10012254621000.html 

〇 海自・潜水艦初の女性乗組員目指し入校式（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3885901.html 

〇 安倍首相、安全確保に万全 自衛隊の中東派遣―代表質問（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020012201021&g=pol 

〇 中国 Tu-154 情報収集機、1 月 20 日に東シナ海を飛行 空自が対応（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120466 

〇 護衛艦「はるさめ」、アデン湾東方海域で EU 海上部隊と共同訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120467 

 

２１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200122/pol2001220001-n1.html
https://globe.asahi.com/article/13042950
https://www.fnn.jp/posts/00430765CX/202001220623_CX_CX
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https://flyteam.jp/news/article/120467
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〇 【主張】施政方針演説 対中政策の説明が足りぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200121/clm2001210002-n1.html 

〇 米国やイランも歓迎なのに…海自中東派遣に反対の野党 韓国外交は板挟みで迷

走中（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200121/pol2001210001-n1.html 

〇 日本が新たな防空ミサイルシステムの開発に取り組む背景―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b775041-s0-c10-d0135.html 

〇 「日米同盟、さらに強化」茂木外相の外交演説要旨（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200121/plt2001210007-n1.html 

〇 韓国、ホルムズ海峡周辺に駆逐艦１隻を独自派遣へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200121-OYT1T50164/ 

〇 海自 P-3C、固定翼哨戒機多国間共同訓練シードラゴン 2020 へ参加（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120365 

〇 中東派遣の海自 P3C が飛行開始 護衛艦には海賊対処の機材搭載へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200121/k00/00m/040/150000c 

〇 中東派遣の P3C 哨戒機が初飛行（共同） 

 https://this.kiji.is/592288372797457505 

〇 中東地域派遣の第１陣 海上自衛隊哨戒機 情報収集の飛行を開始（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200121/k10012253691000.html 

〇 任務映像初公開 自衛隊の中東派遣（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430742CX/202001211931_CX_CX 

〇 Ｐ３Ｃが初飛行 活動本格化、海上自衛隊 中東派遣（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3885376.html 

〇 韓国が有志連合参加せず 米海軍司令部に連絡員 2 人のみ派遣（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200121/k00/00m/030/265000c 
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２０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 北朝鮮は「新戦略兵器」で米国を揺さぶり 2020 年の東アジア情勢どうなる？

（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2020011600067.html 

〇 空自元幹部、防衛上の機密情報を漏えいした疑いで逮捕 USB メモリで譲り渡

す（IT media） 

 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2001/20/news038.html 

〇 韓半島近隣に米原子力空母３隻集結…「北・イランが問題起こせば対応も」（中

央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261662?servcode=200&sectcode=220 

〇 イエメンで軍キャンプ攻撃 シーア派系勢力か 沿岸は海自の活動エリア（産

経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200120/wor2001200004-n1.html 

〇 【環球異見】米・イランの対立 米ワシントン・タイムズ、政権の封じ込め奏功

（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200120/clm2001200006-n1.html 

〇 「自衛隊の南シナ海派遣は非常にいいこと」在日米軍司令官の発言に中国紙反発

「また減らず口」（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b775095-s0-c10-d0054.html 

〇 哨戒機、２１日から飛行 中東で情報収集の新任務―海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020012000661&g=soc 

〇 海自 P3C 部隊 中東で新任務開始 情報収集活動 海賊対処の別部隊と交代

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200120/k00/00m/010/124000c 

〇 繁栄への責任、中国と共有 中東安定へ努力継続―外交演説（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020012000716&g=pol 

〇 中国の海洋進出 “きぜんと対応する” 茂木外相が外交演説（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200120/k10012252051000.html 

〇 中東派遣の海自哨戒機部隊 活動始める（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200120/k10012252081000.html 

〇 中東派遣の海自Ｐ３Ｃ部隊が活動開始 ２１日から哨戒（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200120/plt2001200022-n1.html 

〇 中東海域で“新任務”開始、防衛省が写真公開（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3884422.html 

〇 海自哨戒機部隊、中東で活動開始（共同） 

 https://this.kiji.is/591876161427178593 

〇 茂木氏「中国と協力一層発展」 外交演説、「東シナ海」巡り批判も（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200120/k00/00m/030/210000c 

〇 海自Ｐ３Ｃ哨戒機がジブチ到着、中東で情報収集へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200120-OYT1T50241/ 

〇 サラリーマン川柳“防衛省版” 自衛隊あるある（テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000174135.html 

〇 中東海域派遣の海自部隊、活動開始（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3884904.html 

 

１９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国の覇権主義批判などが柱 共産党党大会 16 年ぶり綱領改定（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430599CX/202001190131_SUT_CX 

〇 社説 日米安保条約改定６０年 激動期に適合する同盟に（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200119/ddm/005/070/035000c 

〇 【主張】日米安保改定６０年 同盟発展が平和もたらす 再改定と防衛力の強化

を図れ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200119/clm2001190001-n1.html 

〇 “自由で開かれたインド太平洋実現”で初の国際会議開催へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200119/k10012250661000.html 

〇 自衛隊の多国間訓練倍増 集団的自衛権容認きっかけ 10－18 年度（西日本） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200120/k10012252081000.html
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 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/576826/ 

〇 日米安保６０年 「外交の基軸」を築き直せ（信濃毎日） 

 https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200119/KT200118ETI090005000.php 

〇 我が国の教科書では「資源の乏しい国」とされている日本、なぜ金持ちの国にな

れたのか＝中国（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1686121?page=1 

〇 安倍内閣の支持率…52％ 世論調査（日テレ） 

 http://www.news24.jp/articles/2020/01/19/04581051.html 

 

１８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「武力紛争 巻き込まれない」 中東派遣 閉会中審査で防衛相（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011802000127.html 

〇 完全自腹だった自衛隊員の PKO 保険に「助成」が。しかし気になる点も…（日

刊 SPA） 

 https://nikkan-spa.jp/1638273 

〇 広島）海自の音響測定艦、岡山の造船所で進水（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1C7QRJN1CPITB00V.html 

〇 社説 日米安保 60 年 同盟「深化」より「進化」を（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/576677/ 

〇 海自 音響測定艦「あき」進水 世界的レア艦種 潜水艦や護衛艦の活動に超重要

な理由（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/93033 

〇 共産が「中国批判」の綱領改定を採択 党大会最終日（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200118/plt2001180003-n1.html 

〇 共産党が１６年ぶりに綱領改定、全員一致で決定（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3882948.html 

〇 トルコのリビア介入 地中海パイプライン計画の遮断狙う（産経） 

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/576826/
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２．２．１ 
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 https://www.sankei.com/world/news/200118/wor2001180017-n1.html 

〇 共産党党大会 16 年ぶりに綱領改定（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/28969.html 

〇 「我々にはまだ成長し、進化できる部分がある」…シュナイダー司令官インタビ

ュー要旨（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200118-OYT1T50324/ 

〇 共産「22 年までに野党連合政権」 個人後援会も解禁（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1L6TGQN1LUTFK00G.html 

 

１７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 楊潔篪氏来日へ 習近平国家主席の訪日に向け協議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200116/k00/00m/030/275000c 

〇 関係各国の思惑で破たんへ進むリビア（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/18376 

〇 「韓国は民主国家として未熟」親日・韓国人ユーチューバー激白！ 留学中に

“反日洗脳”から解放、「『韓国の歴史教育はウソだった』と確信した」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200116/for2001160004-n1.html 

〇 米中共存への道筋はなお不透明、貿易合意署名も戦端は開かれたばかり

（Bloomburg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-01-17/Q482L96TTDS001 

〇 河野防衛相「武力紛争の危険ない」 自衛隊派遣で閉会中審査―衆院委（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011700414&g=soc 

〇 河野防衛相、海自中東派遣の意義強調 衆院安保委（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200117/plt2001170011-n1.html 

〇 警備行動、ホルムズ海峡も「排除せず」 海自派遣で防衛相 衆院安保委（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200117/k00/00m/010/106000c 

〇 防衛相、中東派遣に「危険ない」（共同） 

https://www.sankei.com/world/news/200118/wor2001180017-n1.html
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http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200116/for2001160004-n1.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-01-17/Q482L96TTDS001
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011700414&g=soc
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 https://this.kiji.is/590739830898574433 

〇 平成 29 年度音響測定艦、「あき」が玉野艦船工場で進水式（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120201 

〇 ホルムズ海峡で活動も 防衛相 海自、海警行動切り替え時（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011702000299.html 

〇 〔アングル〕米中「第 1 段階」通商合意、険しい両国関係に希望の灯ともさず

（REUTERS） 

〇 海自中東派遣で初の国会審議 左派野党は「中止」求めて追及方針だが…エネル

ギー危機はどうするのか？（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200117/pol2001170003-n1.html 

〇 米国製早期警戒機の性能情報を漏洩か 元自衛官を逮捕（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54513010X10C20A1CZ8000/ 

〇 河野防衛相、紛争「巻き込まれ」リスク否定 海自派遣で衆参閉会中審査（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011701124&g=pol 

〇 特別防衛秘密を商社社員に情報漏えいか 空自元幹部を逮捕（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200117/k10012249651000.html 

〇 越でＡＳＥＡＮ外相会議 対米関係や南シナ海情勢を協議（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200117/wor2001170015-n1.html 

〇 早期警戒機の機密情報を漏洩 容疑で空自元幹部を逮捕 警視庁（産経） 

 https://www.sankei.com/affairs/news/200117/afr2001170039-n1.html 

〇 南シナ海で「懸念」維持 ＡＳＥＡＮ外相会議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011701184&g=int 

〇 被災現場に出向く隊員のため…自衛官が保育園で研修（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000173992.html 

〇 中東不安定で増す情報収集の重要性 衆参審議で野党議員「当面中止を」（産

経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200117/plt2001170036-n1.html 
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〇 河野防衛相「自衛隊、武力紛争に巻き込まれず」 衆参、中東派遣決定後初の審

議（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200117/plt2001170038-n1.html 

〇 ASEAN、3 月に米と首脳会議検討 外相会議声明（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54548380X10C20A1FF8000/ 

〇 インド洋における中国-イラン-ロシア海軍訓練の戦略的意味（英文）

（JAMESTOWN FOUNDATION） 

 https://jamestown.org/program/the-strategic-implications-of-chinese-iranian-

russian-naval-drills-in-the-indian-ocean/ 

〇 蔡英文による歴史的な勝利の後、北京は台湾にさらなる圧力をかける（英文）

（JAMESTOWN FOUNDATION） 

 https://jamestown.org/program/beijing-piles-more-pressure-on-taiwan-after-a-

historic-victory-by-tsai-ing-wen/ 

 

１６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 自衛隊トップ 山崎統幕長「インド軍との関係強化」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200116/k10012247321000.html 

〇 日米、新年早々から大規模訓練…隙間のない共助を誇示（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261560?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 首相の中東歴訪「安定化実現へ一層の努力を」（陸奥新報） 

 http://www.mutusinpou.co.jp/shasetsu/2020/01/58361.html 

〇 海自佐世保総監が隊員に訓示、中国など近隣国の監視強化を指示（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200115-OYT1T50129/ 

〇 東南アジア諸国、米の後退に伴う中国台頭に警戒感増大＝調査（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-southeast-asia-idJPKBN1ZF062 

〇 機雷除去 海自掃海隊の初訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20200116/4060004716.html 
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〇 河野太郎防衛相がまた「中国脅威論」？ 中国専門家「責任ある言論を」―中国

紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b774128-s0-c10-d0135.html 

〇 米イラン危機で漁夫の利を得る中国（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/post-92150.php 

〇 ASEAN 外相会議始まる（共同） 

 https://this.kiji.is/590441346431403105?c=39546741839462401 

〇 東南アジア諸国、中国の影響力増に警戒感＝調査（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/01/50720.html 

〇 海自補給地、米国とイランに配慮 ＵＡＥ・オマーンで最終調整（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011601032&g=pol 

〇 海上保安庁とインド沿岸警備隊がインド洋で合同訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200116/k10012248471000.html 

 

１５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 首相中東歴訪 地域安定へ外交努力を重ねよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200115-OYT1T50031/ 

〇 首相「日中、正常な軌道」 尖閣諸島開拓の日で式典（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/10391 

〇 自衛隊の中東派遣をめぐる議論が示した安保法制の瑕疵（日経ビジネス） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/011400132/ 

〇 近隣国監視を強化 海自佐世保総監が年頭訓示（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/news/20200114-OYTNT50060/ 

〇 【主張】首相の中東外交 緊張の緩和へ努力続けよ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200115/clm2001150003-n1.html 

〇 米国防長官、自衛隊の中東派遣に謝意伝達（共同） 

 https://this.kiji.is/589924927550866529 
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〇 首相、オマーン副首相と会談 「日本の取り組みを評価」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54397640V10C20A1000000/ 

〇 日米防衛相、中東安定化へ努力 米は自衛隊派遣を歓迎（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54397970V10C20A1000000/ 

〇 中東緊張緩和へ努力表明 河野氏、米国防長官と会談（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200115/wor2001150011-n1.html 

〇 中東情勢悪化回避で一致（共同） 

 https://this.kiji.is/589926687853429857 

〇 河野防衛相「習主席の訪日 歓迎には中国側が改善に努力を」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200115/k10012245941000.html 

〇 中東情勢悪化回避で一致 日米防衛相会談、情報共有「緊密に」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200115/k00/00m/030/019000c 

〇 習氏来日へ「中国は現状改善を」 防衛相が講演（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54398430V10C20A1EAF000/ 

〇 首相、中東から帰国の途 サウジなど３カ国歴訪（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200115/plt2001150009-n1.html 

〇 石垣市 「固有の領土」内外に発信（八重山毎日） 

 http://www.y-mainichi.co.jp/news/36065/ 

〇 自衛隊の中東派遣は国民の利益、河野防衛相が決定の正当性説明（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-defense-usa-idJPKBN1ZE02F 

〇 米陸軍長官「米中関係悪化すれば、尖閣に極超音速ミサイル配備する」―中国メ

ディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b773865-s0-c10-d0054.html 

〇 河野防衛相 米国防長官に中東への自衛隊派遣を説明（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200115/k10012245891000.html 

〇 中東情勢悪化、回避へ努力 日米外相・防衛相が会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54399900V10C20A1MM0000/ 
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〇 米長官、自衛隊の中東派遣に謝意 日米防衛相会談（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200115/wor2001150023-n1.html 

〇 インドネシアはけしからん！ 「日本にすり寄るとは何事か」＝中国メディア

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1685994?page=1 

〇 【国防最前線】海上自衛隊の中東派遣 「自国の船を自国で守る」という意義付

けが重要（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200115/pol2001150002-n1.html 

〇 ポンペオ米国務長官、抑止戦略に言及 中ロイランが対象（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/01/50678.html 

〇 河野防衛相、中国が努力しなければ習主席の国賓訪問に支障も（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3880351.html 

〇 強襲揚陸艦「アメリカ」、海自艦艇「くにさき」と東シナ海で初の訓練

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120090 

〇 自衛隊中東派遣 護衛艦の補給場所「差し控えたい」 官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200115/k10012246321000.html 

〇 「軍国主義狂信者の海外膨張野望」北朝鮮、自衛隊中東派遣を非難（DailyNK） 

 https://dailynk.jp/archives/128978 

〇 安倍晋三首相、中東３カ国歴訪から帰国（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200115/plt2001150020-n1.html 

〇 首相、中東歴訪終え帰国（共同） 

 https://this.kiji.is/590050035318326369 

〇 中国海警局船がフィリピン初訪問（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0115/c94474-9649013.html 

〇 日本が領海の調査から中国船を排除？ 「安全リスク」を誇張（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-01/15/content_75615896.htm 
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〇 中パ海上合同演習「海洋衛士 2020」が閉幕（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-01/15/content_75615952.htm 

〇 中東安定化へ日米が努力…茂木外相「米の自制的な対応を評価」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200115-OYT1T50166/ 

〇 首相帰国、オマーンに海自派遣協力要請、シーレーン安全確保は生命線（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/photos/200115/plt2001150024-p1.html 

〇 米 VS イラン 日本の仲介と自衛隊派遣の内幕（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/31771 

〇 海自 P-3C 部隊によるアデン湾の海賊対処、12 月の飛行回数は 20 回

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120004 

〇 護衛艦「さざなみ」、1 月 25 日に呉基地へ入港 海賊対処から帰国（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120006 

〇 三井 E&S 造船、岡山で音響測定艦「あき」進水式（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54423620V10C20A1LC0000/ 

〇 海自の音響測定艦「あき」進水式 三井Ｅ＆Ｓ造船玉野工場で建造（山陽） 

 https://www.sanyonews.jp/article/975861/ 

〇 中国の力を使った現状変更の試みに目をつぶらない＝河野防衛相（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/01/50679.html 

〇 日米、中東の情報共有で一致 自衛隊派遣巡り防衛相（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1H6HLSN1HUTFK01F.html 

〇 UAE とオマーンに海自護衛艦の補給拠点 政府調整（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1H6H53N1HUTFK018.html 

〇 米国防長官が強調 「日韓との合同軍事演習を継続する」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i58286 

〇 河野防衛相が中国批判 海洋進出「見過ごせない」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430402CX/202001152109_CX_CX 
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１４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 首相、UAE に海自派遣説明 アブダビ皇太子「協力」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54345300U0A110C2000000/ 

〇 比の電力網、中国が遠隔操作可能か 政府報告書 「一帯一路」傾斜を警戒

（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200114/mcb2001140500006-n1.htm 

〇 【独自】領海内海洋調査、中国船排除へ…軍事利用のリスク防ぐ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200114-OYT1T50013/ 

〇 【独自】中国船調査排除、情報共有されず…法規制に「穴」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200114-OYT1T50020/ 

〇 自衛隊派遣への協力表明 ＵＡＥ皇太子が安倍首相に（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011400149&g=soc 

〇 「イランと中国の密接な関係」イラン危機は、米中覇権戦争の一環だ（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69773 

〇 原油、安定供給維持を確認（共同） 

 https://this.kiji.is/589574566523454561 

〇 安倍政治、漂流する最長政権の内実（共同） 

 https://this.kiji.is/588283215816655969 

〇 緊迫する中東地域 首相「抑制対応を」 サウジ皇太子と会談（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011402000145.html 

〇 地上イージス、早期配備に意欲 防衛相、米施設視察（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54345820U0A110C2EAF000/ 

〇 海自と露バルト艦隊が初の合同演習へ ソマリア沖で海賊対策（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200114/wor2001140007-n1.html 

〇 北朝鮮、日米で連携対処 防衛相、インド太平洋軍訪問（日経） 
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 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54347560U0A110C2PP8000/ 

〇 対イラン抑止力強化の一環 ソレイマニ司令官殺害でポンペオ米国務長官（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011400416&g=int 

〇 安倍首相の中東訪問 日本経済の生命線を保つため（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0114/c94476-9648640.html 

〇 中東派遣、予備費 5 億円支出 政府が閣議決定（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54349490U0A110C2PP8000/ 

〇 サウジに傾斜、イラン失望も 薄氷の安倍仲介外交（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200114/mca2001141203005-n1.htm 

〇 海自中東派遣、ＵＡＥに寄港で検討 日ＵＡＥ政府（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200114/plt2001140006-n1.html 

〇 首相 UAE 訪問 アブダビ皇太子と会談 中東緊張緩和へ努力で一致（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200114/k00/00m/010/085000c 

〇 安倍首相の中東訪問、日本の外交努力に理解と支持＝官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/suga-abe-middle-east-idJPKBN1ZD09B 

〇 自衛隊中東派遣 今年度の予備費から５億円余支出（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200114/k10012244751000.html 

〇 佐世保地方隊 総監が年頭訓示（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200114/5030006451.html 

〇 内閣支持率アップ 海上自衛隊の中東派遣に一定の理解 「産経新聞社＆共同通

信社」世論調査（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200114/pol2001140001-n1.html 

〇 中東緊張緩和へ協力 安倍首相、オマーン国王代理と会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011400752&g=pol 

〇 比沿岸警備隊、中国と初の合同訓練 マニラ湾で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011401023&g=int 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54347560U0A110C2PP8000/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011400416&g=int
http://j.people.com.cn/n3/2020/0114/c94476-9648640.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54349490U0A110C2PP8000/
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200114/mca2001141203005-n1.htm
https://www.sankei.com/politics/news/200114/plt2001140006-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20200114/k00/00m/010/085000c
https://jp.reuters.com/article/suga-abe-middle-east-idJPKBN1ZD09B
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200114/k10012244751000.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200114/5030006451.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200114/pol2001140001-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011400752&g=pol
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011401023&g=int


２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 中国海警局船、フィリピン初寄港 ASEAN 切り崩し（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54372190U0A110C2910M00/ 

〇 インドネシア､EEZ 内の違法漁船めぐり中国海警と緊迫 強硬姿勢の裏に国内政

治対策も（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/01/eez-3.php 

〇 首相、自衛隊派遣の理解取り付け（共同） 

 https://this.kiji.is/589777960144913505 

〇 防衛省、オーストラリア森林火災支援へ向け調査チーム派遣（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/120088 

 

１３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 安倍首相とサウジ国王、中東の緊張緩和へ連携（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3878242.html 

〇 首相、海自派遣の目的説明…サウジ皇太子「支持する」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200113-OYT1T50119/ 

〇 首相、サウジ皇太子と会談 中東の船舶安全確保で連携（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54337880T10C20A1000000/ 

〇 自衛隊派遣「完全支持」 サウジ皇太子、安倍首相に表明―中東安定へ連携（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011300137&g=pol 

〇 中東安定化へ抑制対応要請（共同） 

 https://this.kiji.is/589191220320765025 

〇 首相、サウジ皇太子と会談「当事者間の対話が必要」で一致（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200113/plt2001130003-n1.html 

〇 韓国がためらう時、日本哨戒機が出発…ホルムズ外交折衝戦、何が違ったのか

（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261423?servcode=200&sectcode=210 
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〇 安倍首相、中東安定化へ「抑制的な対応」要請 サウジ皇太子と会談（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200113/k00/00m/030/020000c 

〇 社説［那覇基地から中東派遣］なし崩しは許されない（沖縄タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/521073 

〇 安倍首相 中東歴訪、サウジ国王・皇太子と会談（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3878517.html 

〇 【産経・ＦＮＮ合同世論調査】自衛隊の中東派遣、５割が支持 内閣支持率横ば

い ゴーン被告主張は「納得できない」９割（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200113/plt2001130005-n1.html 

〇 北部湾の海運環境を整備、中国―ASEAN 自由貿易の推進器に（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3263029 

〇 首相、海自の中東派遣「日本経済に死活的に重要」 党総裁 4 選「片隅にもな

い」（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200113/mca2001131348009-n1.htm 

〇 米陸軍、アジアの安全保障強化へ特別部隊配備を計画 中国に対抗

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-military-asia-idJPKBN1ZC0D6 

〇 安倍首相、サウジ皇太子と会談 「事態のエスカレーション何としても避ける必

要」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200113/k00/00m/030/075000c 

〇 中国海警局が比に初寄港 南シナ海問題「触れず」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200113/wor2001130014-n1.html 

〇 【産経・ＦＮＮ合同世論調査】米イランの「仲介役」 与野党支持層問わず賛成

広がる（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200113/plt2001130014-n1.html 

〇  首相「全ての関係者が外交努力」 サウジの会談で一致（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/photos/200113/plt2001130017-p1.html 

〇 砕氷艦「しらせ」、昭和基地に接岸 7 年連続成功（FlyTeam） 
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 https://flyteam.jp/news/article/120002 

 

１２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 自衛隊派遣に理解求める 安倍首相、中東歴訪スタート（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011100449&g=pol 

〇 中東地域の緊張緩和促す考え 安倍首相 サウジアラビア到着（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430196CX/202001120121_CX_CX 

〇 社説 拓論’２０ 中国の大国化と世界 発展の先の理念が見えぬ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200112/ddm/005/070/037000c 

〇 茂木外相、蔡氏再選に祝意「台湾は大切な友人だ」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200112-OYT1T50062/ 

〇 隊員「緊張感持ち情勢把握」 海自中東派遣 家族の見送り受け出発（八重山日

報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/10357 

〇 海自哨戒機中東へ出発 第１陣、２０日から活動（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/10365 

〇 【視点】自衛隊中東派遣 当然の判断（八重山日報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/10361 

〇 「安全か、行ってみないと」 海自機中東へ出発（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/575058/ 

〇 海自機、中東海域へ緊迫の出発 偶発的衝突リスクも（日刊スポーツ） 

 https://www.nikkansports.com/general/news/202001120000051.html 

〇 緊迫の中東へ出発 海自第１陣 ２０日始動（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011202000138.html 

〇 【新聞に喝！】イラン情勢緊迫 無力な日本、関与のあり方は ブロガー、投資

家・山本一郎（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200112/clm2001120004-n1.html 
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〇 【日本の議論】習主席「国賓」来日の是非 「４つのトゲ抜くのが先」「目的と

格に見合う待遇を」（産経） 

 https://www.sankei.com/premium/news/200112/prm2001120009-n1.html 

〇 首相「日本船舶の安全確保重要」（共同） 

 https://this.kiji.is/588937422175552609 

〇 首相、海自の中東派遣「日本経済に死活的に重要」 党総裁連続４選「頭の片隅

にもない」 ＮＨＫ番組（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200112/plt2001120004-n1.html 

〇 サウジ外相、海上自衛隊の中東派遣を歓迎（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200112/plt2001120014-n1.html 

〇 自衛官「職責を果たすだけ」 中東へ自衛隊派遣 那覇から第１陣出発（沖縄タ

イムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/520881 

〇 エネルギー分野など経済協力でも一致…首相・サウジ国王会談（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200112-OYT1T50162/ 

〇 首相、サウジ国王と会談 サウジ外相は海自派遣に理解（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200112/plt2001120017-n1.html 

〇 安倍首相、サウジ国王と会談 中東情勢めぐり意見交換（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011200245&g=pol 

 

１１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 社説 海自に中東派遣命令 情勢変化踏まえていない（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200111/ddm/005/070/044000c 

〇 防衛相、海自に中東派遣命令 哨戒機が１１日先行出発（サンスポ） 

 https://www.sanspo.com/geino/news/20200111/pol20011105000001-n1.html 

〇 【主張】海自に派遣命令 航行の安全確保は当然だ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200111/clm2001110002-n1.html 
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〇 自衛隊の哨戒機 きょう中東に出発 20 日から情報収集活動（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200111/k10012242051000.html 

〇 河野防衛相 米イラン対立の中で海上自衛隊に中東へ派遣命令「緊張が高まって

いる だからこそ」（スポニチ） 

https://www.sponichi.co.jp/society/news/2020/01/11/kiji/20200110s00042000516000

c.html 

〇 安倍首相、中東 3 カ国を歴訪 米イラン緊張緩和に向けた連携を呼び掛け（スポ

ニチ） 

https://www.sponichi.co.jp/society/news/2020/01/11/kiji/20200110s00042000508000

c.html 

〇 米国、ホルムズ派兵に向け遠回しの圧力強める…韓国政府内は慎重な態度（ハン

ギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/35437.html 

〇 2020 年登場予定「自衛隊乗りもの装備」5 選 外国製新型航空機から期待の国産

新艦種まで（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/92854 

〇 防衛相、中東派遣命令 海自哨戒機、きょう先行出発（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011102000156.html 

〇 首相、きょう中東へ出発 緊張緩和へ連携呼び掛け（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011102000149.html 

〇 海自派遣命令 政略優先がはらむ危うさ（信毎） 

 https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200111/KT200110ETI090012000.php 

〇 米・イラン対立「日本の“仲介”は細心の配慮を」（陸奥新報） 

 http://www.mutusinpou.co.jp/shasetsu/2020/01/58294.html 

〇 松阪港沖の日米合同訓練 市長「大騒ぎするほどでない」 三重（伊勢新聞） 

 https://www.isenp.co.jp/2020/01/11/40509/ 

〇 米 新任務部隊をアジア太平洋地域に配備へ 中国に対抗（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200111/k10012242251000.html 
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〇 首相、中東訪問へ出発 「平和外交粘り強く展開」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54307970R10C20A1MM0000/ 

〇 安倍首相が中東に出発 「対話や自制的な対応促す」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200111/k00/00m/010/070000c 

〇 オマーン国王死去 米・イランの橋渡し役 首相も近く訪問予定（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200111/wor2001110024-n1.html 

〇 海自哨戒機、中東へ出発（共同） 

 https://this.kiji.is/588537523789218913 

〇 首相、中東３カ国歴訪に出発 緊張緩和で連携（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200111/plt2001110003-n1.html 

〇 安倍首相、中東歴訪に出発 イラン問題で仲介外交（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011100202&g=soc 

〇 「日本ならではの平和外交を」安倍首相 中東訪問への発言全文（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200111/plt2001110004-n1.html 

〇 海自哨戒機が中東へ出発 河野防衛相が激励（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200111/plt2001110005-n1.html 

〇 安倍首相、サウジなど中東３か国歴訪へ出発（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3877418.html 

〇 トランプ大統領、異例面談で韓国に中東派遣を“厳命” ハリス駐韓大使も「怒

りの警告」か 識者「文政権の本音は…中国陣営に行きたい」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200110/for2001100006-n1.html 

〇 海自哨戒機、中東へ出発 ２０日から新任務に―那覇（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011100203&g=pol 

〇 海自機、中東へ出発 防衛相「情報収集、大きな意義」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54308140R10C20A1MM0000/ 

〇 海自 P3C 部隊が中東へ出発 緊張続く海域 河野防衛相「勇気と誇り持って」

（毎日） 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54307970R10C20A1MM0000/
https://mainichi.jp/articles/20200111/k00/00m/010/070000c
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 https://mainichi.jp/articles/20200111/k00/00m/010/093000c 

〇 首相「日本ならではの平和外交展開」…中東３か国歴訪へ出発（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200111-OYT1T50152/ 

〇 海自Ｐ３Ｃ哨戒機、中東での情報収集活動へ出発（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200111-OYT1T50164/ 

〇 海自哨戒機が中東へ出発、日本関係船舶の安全確保へ（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3877417.html 

〇 海自哨戒機 ジブチに出発 中東で情報収集へ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430177CX/202001111202_OTV_CX 

〇 中東海域向け哨戒機２機が出発 安倍首相は３カ国訪問へ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1C2DW2N1CUTFK001.html 

〇 自衛隊中東派遣 海上自衛隊の哨戒機の部隊が日本出発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200111/k10012242381000.html 

〇 韓国政府、ホルムズ派兵に慎重論…「清海部隊」の作戦範囲拡大を検討（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261412?servcode=A00&sectcode=A20 

〇 首相、中東３カ国訪問へ出発（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011102000262.html 

〇 海自第１陣 中東へ出発（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011102000263.html 

〇 中東訪問スッタモンダ断行 安倍外交は今年も“底浅さ”露呈（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/267459 

〇 安倍首相、中東歴訪へ出発 「日本ならではの平和外交を粘り強く展開」

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200111/pol2001110003-n1.html 

〇 米軍新部隊、アジア 2 カ所配備へ（共同） 

 https://this.kiji.is/588621465292866657 
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〇 中東訪問へ首相が出発 サウジ、ＵＡＥ、オマーン（中日） 

 https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2020011102000247.html 

〇 海自中東派遣の第１陣出発 哨戒機２機、２０日から活動（中日） 

 https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2020011102000248.html 

〇 海自艦、2 月の中東出航へ準備（共同） 

 https://this.kiji.is/588653974090155105 

〇 中東地域で情報収集 海自哨戒機が那覇基地を出発（RBC） 

https://www.rbc.co.jp/news_rbc/%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e5%9c%b0%e5%9f%9f%

e3%81%a7%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e3%80%80%e6%b5%

b7%e8%87%aa%e5%93%a8%e6%88%92%e6%a9%9f%e3%81%8c%e9%82%a3%e8%

a6%87%e5%9f%ba%e5%9c%b0%e3%82%92%e5%87%ba/ 

〇 「見通せない」任務に涙の別れ 海自 P3C 哨戒機部隊中東へ壮行行事（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200111/k00/00m/030/190000c 

〇 サウジ、海自の中東派遣「歓迎」（共同） 

 https://this.kiji.is/588695200088671329 

〇 米、蔡総統続投を歓迎 中国対抗の要―台湾総統選（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011100665&g=int 

〇 台湾、「中国離れ」加速 米中対立の火種に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54327820R10C20A1EA2000/ 

〇 首相がサウジ到着 中東歴訪スタート「平和外交展開する」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200111/plt2001110012-n1.html 

〇 首相、サウジアラビアに到着（共同） 

 https://this.kiji.is/588716466094965857 

 

１０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 首相、中東歴訪実施へ（共同） 

 https://this.kiji.is/587948152404362337 
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〇 防衛相 イラン国防相と電話会談（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3876330.html 

〇 台湾総統選、米中覇権の「代理戦争」 11 日投開票（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54112610X00C20A1I00000/ 

〇 中東への自衛隊派遣 きょう命令 河野防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200110/k10012240721000.html 

〇 海上自衛隊 護衛艦・潜水艦の寝室事情 2 段ベッド上段は上官です 改善進みコン

セントも（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/92520 

〇 自衛隊に 10 日「派遣命令」 首相の中東訪問も実施へ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430102CX/202001100619_CX_CX 

〇 首相、中東歴訪実施へ 全面衝突回避と判断（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/202001106999506/ 

〇 哨戒機あす出発 自民、中東派遣「必要性高まった」（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011002000129.html 

〇 社説 米イラン衝突回避 緊張緩和へ武力に頼らず対話を（愛媛） 

 https://www.ehime-np.co.jp/article/news202001100018 

〇 海自にきょう中東派遣命令（共同） 

 https://this.kiji.is/588146838674818145 

〇 シンガポールにＦ３５Ｂ売却へ 最大１２機、３０００億円承認―米政府（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011000317&g=int 

〇 首相 サウジなど３か国訪問へ、中東情勢緊迫も（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3876510.html 

〇 安倍首相、中東訪問へ 米イランの緊張緩和で予定通り実施（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200110/k00/00m/030/094000c 
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〇 中止「誤報」もあったが…安倍首相、予定通り中東歴訪へ 河野防衛相きょう海

自部隊に派遣命令（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200110/pol2001100002-n1.html 

〇 自衛隊、中東派遣命令へ あす哨戒機が出発予定（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000173425.html 

〇 【速報】安倍首相“予定通り”中東訪問を決定 イラン情勢緊迫の中...（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430114CX/202001101155_CX_CX 

〇 自衛隊派遣...その背景（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430117CX/202001101200_CX_CX 

〇 首相の中東 3 カ国訪問を正式発表（共同） 

 https://this.kiji.is/588210379987174497 

〇 焦点：台湾総統選、揺れる中国との距離感 野党候補に地元反発（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-election-idJPKBN1Z90B4 

〇 動画：インドネシア、南シナ海付近に軍艦と戦闘機配備 中国漁船の違法操業受

け（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3262946 

〇 首相の中東訪問 菅氏が正式発表 米イランで意見交換（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020011002000259.html 

〇 「沖縄を出撃基地にするな」海自の中東派遣 沖縄で反対集会（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200110/k00/00m/040/165000c 

〇 河野防衛相、中東への海自派遣命令…日本船の安全確保へ情報収集強化（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200110-OYT1T50265/ 

〇 防衛相、海自に中東派遣を命令 哨戒機は 11 日出発（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54268170Q0A110C2EA3000/ 

〇 河野防衛相、自衛隊派遣を命令 中東緊迫も予定通り（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020011000861&g=pol 

〇 自衛隊に中東派遣を命令 河野防衛大臣（テレビ朝日） 
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 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000173474.html 

〇 護衛艦は 2 月 2 日出航と防衛相（共同） 

 https://this.kiji.is/588278460852208737 

〇 インドネシア、日本に南シナ海諸島への投資要請 中国と対立（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/indonesia-japan-southchinasea-idJPKBN1Z90S5 

〇 防衛相が海自に中東派遣命令、哨戒機は 20 日から活動開始（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-defence-kono-idJPKBN1Z90SQ 

〇 河野防衛相が海自派遣命令、来月２日に護衛艦出港（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3876929.html 

〇 河野氏、海自に中東派遣命令「安全確保非常に重要」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200110/plt2001100023-n1.html 

〇 中パ海上合同演習「海洋衛士 2020」、海上実兵実弾訓練段階へ（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-01/10/content_75600259.htm 

〇 海自 P3C 哨戒機は 11 日に中東出発 海賊対処と異例のダブル任務に 隊員は危

惧（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200110/k00/00m/040/186000c 

〇 防衛相、海自に中東派遣を命令（共同） 

 https://this.kiji.is/588273635055174753 

〇 中東地域への自衛隊派遣を命令 河野防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200110/k10012241511000.html 

〇 自衛隊あすＰ３Ｃ中東派遣で市民が抗議集会（琉球朝日放送） 

 https://www.qab.co.jp/news/20200110122280.html 

〇 防衛相が中東派遣を命令 護衛艦と哨戒機、情報収集で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54277070Q0A110C2EA3000/ 

〇 防衛相、自衛隊に中東海域への派遣命令 ２６０人参加（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN1B4D8CN1BUTFK00J.html 
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〇 中東を歴訪する安倍首相を待つものとは？タイミングの悪すぎた決断は吉と出る

か凶と出るか（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/reportage/202001107002512/ 

〇 焦点：台湾総統選、揺れる中国との距離感 野党候補に地元反発（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-election-idJPKBN1Z90B4 

〇 日本 インドネシア 外務・防衛の閣僚協議 早期開催へ調整加速（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200110/k10012241351000.html 

〇 河野防衛相、中東への自衛隊派遣を命令（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3876971.html 

〇 安倍首相、11 日に中東へ出発（共同） 

 https://this.kiji.is/588314470828688481 

〇 首相、中東訪問でサウジと緊張緩和で連携（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200110/plt2001100030-n1.html 

〇 首相、中東に１１日出発 米イラン緊張緩和へ連携（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200110/plt2001100031-n1.html 

〇 政府専用機、首相の中東 3 カ国訪問で要人輸送 1 月 11 日から 15 日

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/119988 

〇 海上自衛隊鹿屋航空基地 初訓練飛行を同乗取材 鹿児島（鹿児島テレビ） 

 https://kts-tv.net/news/2369/ 

〇 河野防衛相 中東への派遣命令 安倍首相 中東 3 カ国訪問へ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430156CX/202001102031_CX_CX 

〇 外相と防衛相が訪米へ…中東、北情勢など協議（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200110-OYT1T50301/ 

〇 訪米の河野氏、14 日に日米防衛相会談へ 中東情勢など協議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200110/k00/00m/010/301000c 

〇 ＡＳＥＡＮ太平洋構想支持 外相演説、中国牽制（産経） 
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 https://www.sankei.com/politics/news/200110/plt2001100033-n1.html 

〇 外相、ASEAN 太平洋構想支持（共同） 

 https://this.kiji.is/588336461702956129 

〇 安倍首相の中東 3 カ国訪問決まる 海自派遣の意図も説明へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200110/k00/00m/010/335000c 

〇 なぜ緊迫続く中？１１日に自衛隊機が中東へ（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3876957.html 

 

０９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日本政府、首相中東訪問を延期で調整 ９日にも判断―自衛隊派遣見直し論も

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010800718&g=pol 

〇 社説  イランの米基地攻撃 報復の連鎖、断ち切らねば（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200109/ddm/005/070/082000c 

〇 徳島）海自徳島教育航空基地で初訓練飛行（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN174W79N17PUTB009.html 

〇 安倍首相、イラン報復攻撃で邦人の安全確保に全力 事態悪化回避へ「あらゆる

外交努力」（サンスポ） 

 https://www.sanspo.com/geino/news/20200109/pol20010905010002-n1.html 

〇 安倍首相､｢内憂外患でもゴルフ｣の本当の狙い（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/323606 

〇 総理｢外交努力を重ねる｣ 中東情勢が緊迫化（テレビ東京） 

 https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/nms/news/post_193936/ 

〇 防衛相、中東派遣の図上演習視察 「万全の態勢で実施」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54197390Z00C20A1EAF000/ 

〇 河野防衛相、海自中東派遣を前に「図上演習」視察（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3875710.html 

https://www.sankei.com/politics/news/200110/plt2001100033-n1.html
https://this.kiji.is/588336461702956129
https://mainichi.jp/articles/20200110/k00/00m/010/335000c
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3876957.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010800718&g=pol
https://mainichi.jp/articles/20200109/ddm/005/070/082000c
https://www.asahi.com/articles/ASN174W79N17PUTB009.html
https://www.sanspo.com/geino/news/20200109/pol20010905010002-n1.html
https://toyokeizai.net/articles/-/323606
https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/nms/news/post_193936/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54197390Z00C20A1EAF000/
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3875710.html


２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 防衛相、中東派遣の図上演習視察（共同） 

 https://this.kiji.is/587827768155538529 

〇 左派野党、海自の中東派遣中止を要求 丸腰の民間タンカーを見離すのか？

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200109/pol2001090003-n1.html 

〇 中東派遣へ図上演習 河野防衛相が視察―海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010900590&g=soc 

〇 トランプ氏声明に安倍総理「自制的な対応を評価」（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000173340.html 

〇 海自派遣、自民会議で支持相次ぐ 野党は再考要求（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010900623&g=pol 

〇 河野防衛相、中東派遣の護衛艦「たかなみ」図上演習を視察（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200109/k00/00m/030/093000c 

〇 中東への自衛隊派遣 「万全の準備で送り出したい」河野防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200109/k10012239761000.html 

〇 野党、海自の中東派遣再考求める（共同） 

 https://this.kiji.is/587854911730992225 

〇 「緊張緩和に資する」菅氏、トランプ氏の表明を評価（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200109/mca2001091349011-n1.htm 

〇 中東派遣を前に自衛隊が図上演習 河野大臣が視察（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000173346.html 

〇 自衛隊“中東派遣”与野党から賛否（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3875859.html 

〇 インドネシア、南シナ海付近に軍艦と戦闘機配備 中国漁船の違法操業受け

（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3262771 
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〇 トランプ氏の会見、官房長官が評価 首相中東訪問は「情勢を見極めて判断」

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200109/k00/00m/010/148000c 

〇 海上自衛隊、１０日に中東派遣命令（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200109/mca2001091754013-n1.htm 

〇 南シナ海、法の支配重要 日フィリピン外相会談 安保協力推進（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54219100Z00C20A1PP8000/ 

〇 河野防衛相が電話会談、緊迫する中東情勢めぐり意見交換（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3876180.html 

〇 イラン国防相に中東派遣を伝達（共同） 

 https://this.kiji.is/587941525419000929 

〇 首相、予定通り中東３カ国歴訪へ（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200109/plt2001090015-n1.html 

〇 初の 1 万トン級巡視船を建造開始 中国・広東（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3262827 

〇 野党、安倍首相の「仲介外交」を疑問視 中東対応、自民は期待（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010901072&g=pol 

〇 河野防衛相、イラン国防相に航行安全の協力求める 電話会談（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200109/plt2001090020-n1.html 

〇 海自へ 10 日に中東派遣命令（共同） 

 https://this.kiji.is/587974071477486689 

〇 一時は延期検討の安倍首相中東訪問、予定通り実施か 10 日に判断へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200109/k00/00m/010/235000c 

〇 自衛隊派遣も首相訪問も予定通り 米イラン「一区切り」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN194S9BN19UTFK007.html 

〇 日本政府がトランプ演説「評価」 自衛隊派遣へは「万全の準備」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430086CX/202001092133_CX_CX 

https://mainichi.jp/articles/20200109/k00/00m/010/148000c
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〇 首相、米イラン双方に自制促す 自衛隊に 10 日派遣命令（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54229750Z00C20A1PP8000/ 

〇 茂木外相 フィリピン大統領と会談 海洋安全保障で協力拡大へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200109/k10012240591000.html 

〇 自衛隊中東派遣めぐり河野防衛相、イランの理解求める（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3876321.html 

 

０８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日米防衛相、イラン情勢めぐり電話会談（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200108/plt2001080002-n1.html 

〇 »日米防衛相、“イラン”で意見交換（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3874474.html 

〇 海上自衛隊 中東派遣で不測事態備え８日から図上演習（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200108/k10012238141000.html 

〇 茂木外務大臣が訪越、ベトナム首脳陣と会談―「広範な戦略的パートナーシッ

プ」強化へ（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/200107200057.html 

〇 社説 ［米イラン緊張激化］ 両国は最大限の自制を（沖縄タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/519299 

〇 米国のイラン司令官殺害の隠されたリスク（論座） 

 https://webronza.asahi.com/science/articles/2020010600006.html 

〇 主要野党、自衛隊派遣の撤回要求 カジノ廃止法案、２０日提出へ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010800533&g=pol 

〇 イランのイラク米軍基地攻撃 日本政府、情報収集急ぐ（サンスポ） 

 https://www.sanspo.com/geino/news/20200108/sot20010810170004-n1.html 

〇 主要野党、中東への海自派遣閣議決定の撤回を要求へ（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200108/plt2001080012-n1.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54229750Z00C20A1PP8000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200109/k10012240591000.html
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https://www.viet-jo.com/news/politics/200107200057.html
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/519299
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010800533&g=pol
https://www.sanspo.com/geino/news/20200108/sot20010810170004-n1.html
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〇 海自中東派遣の閣議決定見直し要求で一致 野党 4 党（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200108/k00/00m/010/084000c 

〇 イラン攻撃、首相が情報収集指示（共同） 

 https://this.kiji.is/587449881900074081 

〇 不測事態備え万全態勢を イランの米軍攻撃受け―安倍首相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010800633&g=pol 

〇 首相、中東訪問延期の方向で調整…菅長官「現地情勢を見極めて判断」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200108-OYT1T50153/ 

〇 首相、中東訪問延期へ 海自の派遣は変更せず（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020010802000280.html 

〇 菅氏、「粘り強い外交努力続ける」海自の中東派遣は「予定通り」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200108/plt2001080014-n1.html 

〇 イラン、米軍基地にミサイル数十発を発射！ 中東は日本の“生命線”…海峡封

鎖なら被害甚大 専門家「ガソリンの配給制、計画停電もありえる」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200108/for2001080005-n1.html 

〇 野党、中東派遣中止を要求へ（共同） 

 https://this.kiji.is/587556833516586081 

〇 イラン、米軍基地攻撃 日本政府、海自中東派遣変更せず 首相の中東訪問は情

勢見極め判断（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200108/plt2001080018-n1.html 

〇 イラン米基地攻撃で首相、情報収集・邦人安全「万全を」（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3875334.html 

〇 安倍首相の中東訪問中止に批判噴出「逃げるなら自衛隊派遣も見直せ」 米イラ

ン衝突で混迷する日本外交（AERA dot.） 

 https://dot.asahi.com/dot/2020010800096.html 

〇 野党、中東派遣の決定見直し要求（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3875335.html 

https://mainichi.jp/articles/20200108/k00/00m/010/084000c
https://this.kiji.is/587449881900074081
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010800633&g=pol
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200108-OYT1T50153/
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020010802000280.html
https://www.sankei.com/politics/news/200108/plt2001080014-n1.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200108/for2001080005-n1.html
https://this.kiji.is/587556833516586081
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〇 イラン、米軍基地攻撃 伊藤俊幸元海将「自衛隊派遣の意義増した」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200108/plt2001080020-n1.html 

〇 政府、在外邦人の安全確保に全力（共同） 

 https://this.kiji.is/587583624460797025 

〇 ヘリの初飛行訓練 海自舞鶴航空基地（読売テレビ） 

 https://www.ytv.co.jp/press/kansai/52459.html 

〇 野党、自衛隊派遣の中止要求 中東緊迫で、与党内にも懸念の声（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010801172&g=pol 

〇 2 月上旬の海自艦派遣変更なしと防衛相（共同） 

 https://this.kiji.is/587597338508477537 

〇 河野防衛相「状況に変化も、派遣変更なし」（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3875341.html 

〇 安倍首相の中東訪問 中止を検討（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00430018CX/202001082052_CX_CX 

〇 首相「外交努力を重ねたい」…海自中東派遣、菅氏「方針変更ない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200108-OYT1T50238/ 

〇 米イラン対立 自衛隊中東派遣、自民は支持 野党は撤回で一致（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200108/plt2001080029-n1.html 

〇 河野防衛相、自衛隊の中東派遣「当初の想定通り」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200108/plt2001080033-n1.html 

〇 平成 29 年度計画音響測定艦、1 月 15 日に玉野艦船工場で命名・進水式

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/119836 

〇 護衛艦「さざなみ」、タイ海軍と親善訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/119837 

〇 Ｐ１参加し初訓練飛行 海自鹿屋基地（南日本新聞） 

 https://373news.com/_news/?storyid=114521 
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０７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 安倍首相の年頭会見 仕上げの道筋が見えない（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200107/ddm/005/070/057000c 

〇 首相年頭会見 内外の課題に適切な対処を（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200106-OYT1T50246/ 

〇 米国・イラン激突危機…こんな時に自衛隊を「中東派遣」して大丈夫か（現代ビ

ジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69645 

〇 空自が「航空宇宙自衛隊」に？ 実はもう地球では珍しくない「宇宙軍」 何をす

るのか？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/92702 

〇 中東緊迫化を懸念 自衛隊派遣へ情勢見極め―日本政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010601052&g=pol 

〇 社説 米イラン緊張激化 報復の連鎖回避へ最大限自制を（愛媛） 

 https://www.ehime-np.co.jp/article/news202001070020 

〇 【米イラン関係】双方に強い自制を求める（高知） 

 https://www.kochinews.co.jp/article/336214/ 

〇 首相、中東派遣方針変えず 年頭会見 米イラン対立「憂慮」（東京） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020010702000121.html 

〇 海自の中東派遣 変わりない 安倍総理 情報収集と航行の安全確保（テレビ東

京） 

 https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/nms/news/post_193730/ 

〇 どうせ野心があるんだろう！ 日本が航空自衛隊を「航空宇宙自衛隊」に改称へ

＝中国（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1685732?page=1 

〇 中東新任務、支援も 陸自第２師団（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/CMTW2001070100001.html 

https://mainichi.jp/articles/20200107/ddm/005/070/057000c
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https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69645
https://trafficnews.jp/post/92702
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010601052&g=pol
https://www.ehime-np.co.jp/article/news202001070020
https://www.kochinews.co.jp/article/336214/
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202001/CK2020010702000121.html
https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/nms/news/post_193730/
http://news.searchina.net/id/1685732?page=1
https://www.asahi.com/articles/CMTW2001070100001.html


２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 インドネシア、南シナ海で中国船の監視強化 漁業者も動員（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/indonesia-china-idJPKBN1Z6039 

〇 中国とフィリピンの関係が緊密化、国交樹立 45 周年を来年に控え（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3261344 

〇 トランプ大統領“イラン大打撃”宣言！ 緊迫する中東情勢、海自派遣の中止求

める左派野党…タンカーの安全確保はどうする（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200106/for2001060004-n1.html 

〇 共産、トランプ政権批判と外交的解決を求める要請書 イラン司令官殺害（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200107/k00/00m/010/111000c 

〇 米イラン対立 首相、橋渡し直後にエスカレート 自衛隊派遣変更なしも懸念の

声（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200107/mcb2001071328017-n1.htm 

〇 河野防衛相、自衛隊中東派遣を「変更する要素ない」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200107/plt2001070013-n1.html 

〇 「言論自主規制」に懸念 議会、対中圧力強化で対抗―米（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010700775&g=int 

〇 海自航空基地で新年初飛行訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20200107/4060004650.html 

〇 東京の米国大使館前で集会 米軍のイラン司令官殺害に抗議（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-01/07/content_75587237.htm 

〇 沖縄配備か陸自最新の地対空ミサイル「03 式中 SAM 改」その性能は 守備能力

どう上がる？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/92727 

〇 海自舞鶴航空基地で初訓練飛行 天橋立周辺上空を舞う（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200107/k00/00m/040/169000c 

〇 安倍首相「日本船舶守る決意」海自中東派遣へ 識者「安倍首相が米国とイラン

の“橋渡し役”になるかもしれない」（zakzak） 

https://jp.reuters.com/article/indonesia-china-idJPKBN1Z6039
https://www.afpbb.com/articles/-/3261344
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 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200107/for2001070004-n1.html 

〇 海自航空基地で新年初の飛行訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20200107/2010005455.html 

〇 首相、サウジなど中東 3 カ国訪問を表明 防衛相「海自派遣は予定通り」（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200107/k00/00m/010/341000c 

〇 海自、中東派遣に向け図上演習へ 武器使用の手順や関係省庁との連携を確認

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200107/k00/00m/040/346000c 

〇 ビッグコミック、「空母いぶき GREAT GAME」第 1 話を無料公開

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/119787 

 

０６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国の軍事脅威を再びけん制したベトナム国防白書（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/18273 

〇 【社説】米国－イランの衝突にともなう非常状況に備えてほしい＝韓国（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261183?servcode=100&sectcode=110 

〇 イラン「米施設３５ヵ所がターゲット」、トランプ氏「イランの５２ヵ所を照

準」（東亜日報） 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200106/1944638/1/%E3%82%A4%E3%8

3%A9%E3%83%B3%E3%80%8C%E7%B1%B3%E6%96%BD%E8%A8%AD%EF%B

C%93%EF%BC%95%E3%83%B5%E6%89%80%E3%81%8C%E3%82%BF%E3%83

%BC%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%8D%E3%80%81%E3%83%8

8%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E6%B0%8F%E3%80%8C%E3%82%A4%

E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AE%EF%BC%95%EF%BC%92%E3%83%B5%

E6%89%80%E3%82%92%E7%85%A7%E6%BA%96%E3%80%8D 

〇 首相、中東情勢「深く憂慮」 派遣方針は変えず 年頭会見（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200106/plt2001060014-n1.html 
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２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 安倍首相が中東情勢に「深く憂慮」、外交努力を継続－年頭会見（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-01-06/Q3NP3CT0G1KY01 

〇 安倍首相年頭会見 中東情勢「深く憂慮」 自衛隊派遣方針は変更なし（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200106/k00/00m/010/106000c 

〇 首相、海自の中東派遣変更せず（共同） 

 https://this.kiji.is/586800720003581025 

〇 首相が年頭会見「改憲は私自身の手で…考えは全く揺らがない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200106-OYT1T50190/ 

〇 米イランに自制促す 自衛隊派遣、変更なし―安倍首相年頭会見（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010600754&g=pol 

〇 中東緊迫に憂慮しつつ自衛隊派遣へ…総理、年頭会見（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000173084.html 

〇 南シナ海情勢めぐる協力で一致 ＲＣＥＰ早期署名へ努力―日越外相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010601015&g=pol 

〇 海自派遣「米大統領のお先棒」 共産・志位氏（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020010601022&g=pol 

〇 インドネシア政府 中国に抗議 排他的経済水域で漁船が違法操業（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200106/k10012236791000.html 

〇 南シナ海の平和確保重要で一致（共同） 

 https://this.kiji.is/586844714500949089 

〇 RCEP 早期署名へ協力 日ベトナム外相会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54071860W0A100C2PP8000/ 

〇 茂木外相 ベトナム外相と会談 中国の海洋進出への懸念共有（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200106/k10012236871000.html 

〇 首相が年頭会見「改憲は私自身の手で…考えは全く揺らがない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200106-OYT1T50190/ 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-01-06/Q3NP3CT0G1KY01
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２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 海自さざなみ、インド海軍と共同訓練と親善行事を実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/119708 

〇 米イラン対立 首相、橋渡し直後に緊張エスカレート 自衛隊派遣変更なしも懸

念の声（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200106/plt2001060029-n1.html 

〇 首相、自衛隊派遣変更せず 中東情勢「深く憂慮」 年頭記者会見（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200106/plt2001060031-n1.html 

〇 イラン司令官殺害で共産・志位氏が米国批判 自衛隊派遣の撤回も要求（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200106/plt2001060037-n1.html 

 

０５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 トランプ突然の「イラン攻撃」が、安倍外交を窮地に追い込むまで（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/69613 

〇 ＡＩの軍事利用の是非は？日本はどうすべきか 有識者に聞いた（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/business/news/200105/cpc2001050830001-n1.htm 

〇 沖縄・尖閣沖の接続水域で中国海警局船 4 隻が航行（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/202001056990924/ 

 

０４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 初の国産 中国空母の訓練映像を公開（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000172966.html 

〇 トルコ、リビア派兵承認 代理戦争激化の恐れ 国会審議（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202001/CK2020010402000120.html 

〇 米高官「攻撃はイランのエスカレートやめさせるため」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200104/k10012235191000.html 
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２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

〇 日本に配備されたオスプレイと F -35 日本の航空自衛隊が２０２０年に新装備

を導入して、より強力に（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/reportage/202001046988355/ 

〇 中国外交トップ、武力行使に反対 米国務長官と電話協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54034010U0A100C2NNE000/ 

〇 立憲民主党の枝野代表ら国会議員 伊勢神宮を参拝 三重・伊勢市（中京テレ

ビ） 

 https://www2.ctv.co.jp/news/2020/01/04/76974/ 

〇 米の対イラン軍事行動で自衛隊も戦争参加の危機…（リテラ） 

 https://lite-ra.com/2020/01/post-5188.html 

 

０３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 キム統一部長官「当分の間、南北関係の状況は明るくない」（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/35354.html 

〇 中国漁船、日本近海で違法乱獲、イカ漁獲量激減で価格高騰…水産庁は日本漁船

に退去指示（Business Journal） 

https://biz-journal.jp/2020/01/post_134342.html 

〇 【韓半島平和ウォッチ】日本の空母に対応するには韓国型空母戦団が必要だ

（１）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261117 

〇 【韓半島平和ウォッチ】日本の空母に対応するには韓国型空母戦団が必要だ

（２）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261118 

〇 米国とイランから「余計なお世話」と言われた日本（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019122900001.html 

〇 【東京 2020】 旭日旗をめぐる問題 なぜ禁止を求める声があるのか（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-50969980 

〇 旭日旗問題と、集団心理の深層（論座） 

https://jp.sputniknews.com/reportage/202001046988355/
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２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://webronza.asahi.com/science/articles/2019122400006.html 

〇 ＜Ｍｒ．ミリタリー＞世界の安保はさらに複雑化するのに韓国は孤立無援の状態

に（１）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/261135?servcode=100&sectcode=120 

〇 台湾総統選、最終盤も蔡氏優勢 中国圧力、米援護射撃で防御（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54022650T00C20A1FF8000/ 

 

０２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 李登輝・元台湾総統「世界が揺れる今、日本に言い遺しておきたいことがある」

【総予測 2020】（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/224836 

〇 安倍首相 北朝鮮問題や米大統領選 外交手腕問われる１年に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200102/k10012234081000.html 

〇 東地中海で今、何が起きているのか 天然ガスがもたらすせめぎ合いを読み解く

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13002790 

〇 任務過密化に疲弊する自衛隊 尖閣諸島、北朝鮮ミサイル、ソマリア沖……（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200102/k00/00m/030/184000c 

〇 自衛隊 無人機開発に力 隊員減見据え 潜水艦にも女性隊員誕生へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200102/k00/00m/030/190000c 

〇 中国初の国産空母と米空母、南シナ海で「対峙」か―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b771109-s0-c10-d0054.html 

 

０１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米大統領選、北朝鮮問題、中東情勢……期待通りにならない 2020 年（前編）

（GLOBE+） 
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２．２．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

 https://globe.asahi.com/article/13002645 

〇 10 年後､世界の指導役は国家から GAFA に変わる（PRESIDENT） 

 https://president.jp/articles/-/31831 

〇 【三浦瑠麗の 2020 年予測】在韓米軍の一部撤収は脅しではない 日本が直面す

る国際環境を考える（FNN） 

 https://www.fnn.jp/posts/00049603HDK/202001011130_miuraruri_HDK 

〇 南極でペンギンが年越しの行進（共同） 

 https://this.kiji.is/585064801757676641 

（了） 
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