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～海のNews（４月）～ 

 

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

〇 米駆逐艦が航行の自由作戦 南シナ海パラセル諸島（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200430/wor2004300002-n1.html  

〇 米、南シナ海で「航行の自由」作戦 連日で艦船派遣（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58629800Q0A430C2000000/  

〇 南シナ海の緊張 中国は感染症危機に乗じるな（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200429-OYT1T50224/  

〇 ペルシャ湾；世界的な覇権主義戦線とイラン文明の戦いの焦点（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i61219  

〇 「コロナ後」の秩序変化警戒 対中連携、各国に呼び掛け―河野防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042900526&g=pol  

〇 「ＵＦＯ」遭遇したらどうする 呼び掛け、領空侵犯は？―自衛隊（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042900453&g=soc  

〇 クルーズ船 112人治療で「院内感染」ゼロ！「自衛隊中央病院」はなぜ奇跡を起こせたの

か（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/04300801/?all=1  

〇 緊急事態条項の賛否二分 憲法改正「必要」６１％ 郵送世論調査（室蘭民報） 

 https://www.muromin.jp/news.php?id=2957  

〇 空母集団感染で米海軍が拡大調査へ 艦長復帰の是非判断（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200430/wor2004300015-n1.html  

〇 米艦の「航行の自由作戦」、南シナ海で異例の連日実施（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200430/wor2004300017-n1.html  

〇 空母キラー超音速ミサイル...日本が 2026年までに開発へ（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/30/2020043080011.html  

https://www.sankei.com/world/news/200430/wor2004300002-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58629800Q0A430C2000000/
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200429-OYT1T50224/
https://parstoday.com/ja/news/iran-i61219
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042900526&g=pol
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042900453&g=soc
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/04300801/?all=1
https://www.muromin.jp/news.php?id=2957
https://www.sankei.com/world/news/200430/wor2004300015-n1.html
https://www.sankei.com/world/news/200430/wor2004300017-n1.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/30/2020043080011.html


R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 日本が米国の対中核戦略に注文 密室協議で「核の傘」にすがる実態あらわに（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020042500011.html  

〇 米ホワイトハウス、情報機関に中国とWHOによる新型コロナ情報隠ぺい調査指示（朝鮮

日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/30/2020043080029.html  

〇 米軍、２日連続「航行の自由作戦」 南シナ海で中国けん制（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020043000444&g=int  

〇 米中海軍、空母で牽制合戦 即応力試す中国に、米海軍「即座に駆けつけることが可

能」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200430/for2004300005-n1.html  

〇 海自 P-3C、東シナ海で遼寧など中国海軍艦艇 6隻確認 4月 28日（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/124355  

〇 前米国連大使ニッキー・ヘイリー氏、請願発起「Stop 共産中国」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/55833.html  

〇 ミサイル増強すすめる中国軍、なのに具体的な議論ができない日本の問題（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13334397  

〇 自衛隊病院の院内感染対策を公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200430/1000048235.html  

〇 「院内感染ゼロ」継続 自衛隊の病院公開（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/38049  

〇 自衛隊中央病院、重症患者の病棟を公開 防護徹底（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58661460Q0A430C2CC1000/  

〇 中東からの帰途に不具合 ベトナムで足止め―海自哨戒機（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020043001124&g=soc  

〇 自衛隊中央病院を公開 基本徹底で院内感染防止―新型コロナ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020043001140&g=soc  

〇 米軍艦、南シナ海を航行 領有権の主張強める中国をけん制（AFP） 
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 https://www.afpbb.com/articles/-/3281088  

〇 自衛隊中央病院 院内感染対策など公開 東京 新型コロナ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200430/k10012412711000.html  

〇 視点：ヨーロッパが、対イラン武器制裁の延長に反対（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i61251  

〇 米商務省、ハイテク輸出の規制強化 中国「軍民融合」への対抗措置（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/55850.html  

〇 海自 P3C機がエンジントラブル 乗員にけがなし 中東に派遣、帰国中に（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200430/k00/00m/040/276000c  

 

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

〇 中国空母「遼寧」、沖縄・宮古島間を通過（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3966949.html  

〇 韓国は国防予算削減 今の日本に必要なのは最新鋭戦闘機か（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/272539  

〇 コロナ蔓延の隙を突く中国軍の「海洋進出」とは（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/19437  

〇 緊急事態条項の賛否二分 憲法改正「必要」は 61％（共同） 

 https://www.47news.jp/news/4765235.html  

〇 亀井静香氏「自衛隊と警察出動で出歩いている人を帰宅させよ！」（NEWSポストセブ

ン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20200429_1558796.html  

〇 期待集めた病院船に起きた予想外の事態 新型ウイルスで米海軍も苦境に（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13331844  

〇 集団感染の米駆逐艦がサンディエゴの海軍基地に入港（日刊スポーツ） 

 https://www.nikkansports.com/general/news/202004290000017.html  

〇 文大統領の南北協力「加速」発表を受けて米国「非核化と歩調を」（中央日報） 
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 https://japanese.joins.com/JArticle/265394?servcode=500&sectcode=510  

〇 米艦隊、南シナ海で「航行の自由」作戦  中国の出方警戒（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4Y2S5ZN4YUHBI005.html  

〇 「UFO」映像 3本、米国防総省が公開 海軍機が撮影（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3280878  

〇 艦内感染で「乗員の上陸」直訴の米艦長 解任処分で異例の「反政府デモ」状態に

（AERAdot.） 

 https://dot.asahi.com/aera/2020042800026.html?page=1  

〇 【新型コロナ】米空母ニミッツが出航 長期の隔離措置とウイルス検査で万全期す（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200429/wor2004290005-n1.html  

〇 【動画あり】米軍、ＵＦＯ撮影に成功か 「謎の現象」映像公開（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200428/wor2004280006-n1.html  

〇 いよいよ昭和基地へ！ 船上生活から上陸まで（共同） 

 https://this.kiji.is/627703798485533793  

〇 【動画】中国のサプライチェーン支配：中国共産党を助けたアメリカ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/55794.html  

〇 強襲揚陸艦アメリカと F-35B、南シナ海で飛行訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/124125  

 

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

〇 コロナ禍と北朝鮮有事のウラで、米中「海洋覇権」戦争が激化中（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72197  

〇 ミャンマー開発計画にコロナの暗雲 中国からの資材停滞、建設遅れ（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200428/mcb2004280500003-n1.htm  

〇 在日アメリカ大使館もプッシュ アンダマン海で日米共同訓練（乗り物ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/95773  

〇 中国が新型コロナ「封じ込め」より重視する「プロパガンダ大作戦」（デイリー新潮） 
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 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/04280530/?all=1  

〇 中ロに「強力なメッセージ」 Ｆ３５Ａのアラスカ配備―米指揮官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042700529&g=int  

〇 コロナ禍で中国の軍事的挑発は深刻化 尖閣、台湾、南シナ海に拡大（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/55655.html  

〇 「あれは何だ」回転して飛ぶ楕円形物体、米海軍が撮影した映像公開（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200428-OYT1T50104/  

〇 米国防総省、ＵＦＯ映像３本を正式公開（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/fringe/35153055.html  

〇 【朝鮮日報社説】「機密を持ち出すのが国防研究所職員の慣行」だなんて（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/28/2020042880073.html  

〇 米国防総省が「UFO 映像」を公開  正体は未確認のまま（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4X3HGXN4XUHBI00B.html  

〇 P-3Cなど、ロシア海軍艦艇 7隻の宗谷海峡西進を確認 4月 24日（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/124265  

〇 自衛隊は「ＵＦＯ遭遇なし」 河野防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042800552&g=pol  

〇 ＵＦＯとの遭遇に備え「手順定めたい」 河野防衛相（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200428/plt2004280010-n1.html  

〇 クルーズ船で感染者ゼロ、「戦場の霧」と戦う自衛隊式 4つのシンキングプロセス（日刊サ

イゾー） 

 https://www.cyzo.com/2020/04/post_238922_entry.html  

〇 自衛隊が UFO遭遇時の対応手順策定へ 米国防総省の映像公開受け（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200428/k00/00m/010/100000c  

〇 防衛相らに電子決裁導入 在宅勤務対応で効率化（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200428/plt2004280013-n1.html  

〇 UFO に遭遇したら？ 河野防衛相「手順を定める」（朝日） 
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 https://www.asahi.com/articles/ASN4X4CF1N4XUTFK013.html  

〇 河野防衛相 自衛隊もＵＦＯ遭遇時の手順定める考え示す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200428/k10012408701000.html  

〇 防衛省・自衛隊 在宅勤務推進へ決裁の押印取りやめ 新型コロナ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200428/k10012408781000.html  

〇 河野防衛相、自衛隊がＵＦＯに遭遇したら・・・（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3966397.html  

〇 防衛省、施設の約１割で再生エネルギー導入（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3966398.html  

〇 河野防衛相 政務三役らの内部決裁電子化発表 職員の感染リスク減 （毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200428/k00/00m/010/160000c  

〇 金正恩氏、新型コロナ感染！？ 中国医療団が北朝鮮へ「ＥＣＭＯ」「アビガン」持ち込み

情報 感染者は「国内にいない」としているが…（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200428/for2004280007-n1.html  

〇 防衛相らに電子決裁導入 在宅勤務対応で効率化（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58592300Y0A420C2PP8000/  

〇 米大統領、アフガン駐留米軍の撤退を決定、コロナ蔓延を口実（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i61167  

〇 豪、新型コロナ調査で対立する中国に「経済的威圧」の説明要求（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-australia-china-

idJPKCN22A1OY  

〇 アメリカとオーストラリア海軍の艦艇、南シナ海で作戦を実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/124145  

〇 新型コロナ問題を拡大させた左翼と新自由主義の共存共栄（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/55672.html  

〇 海自護衛艦「おおなみ」が、ソマリア沖海賊対策のため出航（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/japan-i61184  
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〇 米艦の西沙「侵入」に反発 「コロナ対策に精力を」―中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042801218&g=int  

〇 アメリカ空軍と空自、日本海と沖縄周辺空域で編隊航法訓練 4月 22日(FlyTeam) 

 https://flyteam.jp/news/article/124132  

〇 新型コロナの情報共有 日英で一致（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000182832.html  

〇 中国軍への危機感共有 日英防衛相が電話会談（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200428/plt2004280052-n1.html  

〇 中国空母「遼寧」 沖縄－宮古島間を通過 今月２回目（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200428/plt2004280053-n1.html  

〇 中国空母 沖縄本島と宮古島間を通過 この海域の往復確認は初（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200428/k10012409921000.html  

〇 中国空母が沖縄―宮古間を北上 １１日に南下、往復は初―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042801282&g=soc  

〇 金正恩氏の行方が注目の的に「板門店宣言」２周年行事にも姿見せず（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2020/04/43257/  

 

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

〇 「日本を特別に警戒すべき」…金正恩の「重体説」の中で北朝鮮（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/131212  

〇 ［寄稿］板門店宣言と「羊頭狗肉」（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/36448.html  

〇 米臨時代理大使インタビュー トランプ政権のWHO懸念を日本に伝達（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200427/mcb2004270645007-n1.htm  

〇 綱渡りの中東自衛隊派遣 ３密職場、医療施設確保課題―海賊対処の交代艦出港（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042600111&g=soc  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042801218&g=int
https://flyteam.jp/news/article/124132
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ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 世界の軍事費、20 年は増加一服も 国際平和研、新型コロナで（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58521930X20C20A4EAF000/  

〇 「日本を特別に警戒すべき」…金正恩の「重体説」の中で北朝鮮（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200427/for2004270004-n1.html  

〇 中国が新型コロナウイルスの研究機関に大規模なハッキングを仕掛けていることが判明

（Gigazine） 

 https://gigazine.net/news/20200427-china-cyberattack-coronavirus-research/  

〇 1月から中国をサイバー攻撃し、コロナの情報収集をしていた国（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/04/1-142.php  

〇 中国、1982年国連海洋法条約に違反（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E4%B8%AD%E5%9B%

BD1982%E5%B9%B4%E5%9B%BD%E9%80%A3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6

%B3%95%E6%9D%A1%E7%B4%84%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D-

853680.vov  

〇 米、安保で対ロ不信拡大 領空開放条約離脱も検討（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58531560X20C20A4FF8000/  

〇 北朝鮮キム委員長の重篤説に 韓国「生きていて健康だ」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200427/k10012407111000.html  

〇 北朝鮮ミサイルの表現変化  日本海→沿岸  消えた飛翔体（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4W73FVN4NUTFK004.html  

 

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

〇 中国、軍事挑発弱めず…１～３月の尖閣沖進入５７％増（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200425-OYT1T50242/  

〇 【主張】南シナ海に行政区 中国の火事場泥棒許すな（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200426/clm2004260002-n1.html  

〇 ロシアが、ペルシャ湾での米の新たな緊張扇動に懸念を表明（ParsToday） 
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://parstoday.com/ja/news/middle_east-i61082  

〇 非常時こそ古典に挑め！『大陸と海洋の起源』の価値とは？（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72046  

〇 中国政府が国家機密漏洩公表、コロナ関連で異例の判断の背景（NEWSポストセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20200426_1558693.html  

〇 「再侵略する気か」北朝鮮、宮古島部隊を非難（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/131191  

〇 「新型コロナ危機の悪用」と非難高まる中国軍の動き 南シナ海で活発化（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200426/k00/00m/030/136000c  

 

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

〇 太平洋地域安定へ連携 日米防衛相、中国の動き受け（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042500042&g=pol  

〇 日米防衛相、コロナでも対処能力維持 電話協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58502970V20C20A4EAF000/  

〇 日米、対処能力維持で一致 防衛相、コロナ感染巡り（共同） 

 https://www.47news.jp/news/4752378.html  

〇 日米防衛相電話会談、新型コロナでも対処能力維持を（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3964248.html  

〇 日米、対処能力維持で一致 防衛相、コロナ感染巡り（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200425/k00/00m/010/039000c  

〇 河野防衛相 米国防長官と電話会談 安全保障面での能力維持を（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200425/k10012405141000.html  

〇 イラン、対米緊張再び 挑発激化、コロナ批判回避か（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042400677&g=int  

〇 日米防衛相、コロナで協力 河野氏、消火剤流出に遺憾（産経） 

https://parstoday.com/ja/news/middle_east-i61082
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72046
https://www.news-postseven.com/archives/20200426_1558693.html
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 https://www.sankei.com/politics/news/200425/plt2004250005-n1.html  

〇 新型コロナ 米海軍の駆逐艦「キッド」で乗組員 18 人が感染（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200425/k10012405191000.html  

〇 解任の空母艦長、復帰を 米海軍、国防長官に進言（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58503750V20C20A4000000/  

〇 解任の空母艦長、復帰を 米海軍、国防長官に進言（共同） 

 https://www.47news.jp/news/4752731.html  

〇 米戦略爆撃機 三沢空域で展開訓練（東奥） 

 https://www.toonippo.co.jp/articles/-/344743  

〇 米駆逐艦「キッド」で１８人感染、米海軍で２隻目の大規模感染（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35152959.html  

〇 米駆逐艦で感染判明 行動中の米艦船で２隻目（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200425/wor2004250004-n1.html  

〇 米ミサイル駆逐艦で新型コロナ、18人陽性 麻薬パトロール切り上げ港へ（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3280295  

〇 軍事のサプライチェーン問題(1)親会社はだあれ？（マイナビ） 

 https://news.mynavi.jp/article/military_it-346/  

〇 長崎に停泊のクルーズ船、新たに乗員約 60人の感染確認 計約 150人に（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200425/k00/00m/040/092000c  

〇 米駆逐艦が台湾海峡を通過 今月２回目（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200425/wor2004250008-n1.html  

〇 金正恩重体説で北東アジアに軍事的緊張？ コロナ禍で自衛隊と日本赤十字が警戒す

る「複合脅威」（日刊サイゾー） 

 https://www.cyzo.com/2020/04/post_238706_entry.html  

〇 海保最大、最新鋭の測量船「平洋」を見た 22年ぶりに新造された大型船（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200423/k00/00m/040/170000c  

〇 米戦略爆撃機のグアム配備終了、日本で米本土から展開訓練も（CNN） 

https://www.sankei.com/politics/news/200425/plt2004250005-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200425/k10012405191000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58503750V20C20A4000000/
https://www.47news.jp/news/4752731.html
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/344743
https://www.cnn.co.jp/usa/35152959.html
https://www.sankei.com/world/news/200425/wor2004250004-n1.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3280295
https://news.mynavi.jp/article/military_it-346/
https://mainichi.jp/articles/20200425/k00/00m/040/092000c
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 https://www.cnn.co.jp/usa/35152965.html  

〇 新型コロナ 自衛隊に医療支援要請も 新たに 57人感染確認 客船のクラスターは計

148人に（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/36464  

〇 南シナ海めぐり中国とベトナムが緊張 台湾、各自に自制呼び掛け（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004250006.aspx  

〇 米･国防総省内での新型コロナ感染者が増加（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i61074  

〇 中朝露、新型コロナの隙突く軍事行動 日本政府警戒（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200425/plt2004250015-n1.html  

 

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

〇 緊急事態宣言と国家の生存を考える - 中谷元・元防衛相（2）（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00152/042200002/  

〇 「正恩氏が今も核と軍を掌握」米軍幹部が見解…重篤説「確認する情報ない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200424-OYT1T50069/  

〇 特別寄稿＝青春の詩――ウイルス危機にあたり＝日系コミュニティーの皆様へ＝１９９３年

度日本国練習艦隊司令部付連絡士官２等海佐 サンパウロ市在住 坂尾英矩（ニッケイ新

聞） 

 https://www.nikkeyshimbun.jp/2020/200424-41colonia.html  

〇 米空軍の「死の白鳥」、金正恩氏が滞在する元山付近で飛行訓練（東亜日報） 

 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200424/2046066/1/%E7%B1%B3%E7%A

9%BA%E8%BB%8D%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%AD%BB%E3%81%AE%E7%

99%BD%E9%B3%A5%E3%80%8D%E3%80%81%E9%87%91%E6%AD%A3%E6%8

1%A9%E6%B0%8F%E3%81%8C%E6%BB%9E%E5%9C%A8%E3%81%99%E3%82

%8B%E5%85%83%E5%B1%B1%E4%BB%98%E8%BF%91%E3%81%A7%E9%A3%

9B%E8%A1%8C%E8%A8%93%E7%B7%B4  

〇 米、グリーンランドに支援 北極圏で中ロに対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58435030U0A420C2I00000/  

https://www.cnn.co.jp/usa/35152965.html
https://www.fnn.jp/articles/-/36464
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004250006.aspx
https://parstoday.com/ja/news/world-i61074
https://www.sankei.com/politics/news/200425/plt2004250015-n1.html
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00152/042200002/
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200424-OYT1T50069/
https://www.nikkeyshimbun.jp/2020/200424-41colonia.html
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200424/2046066/1/米空軍の「死の白鳥」、金正恩氏が滞在する元山付近で飛行訓練
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200424/2046066/1/米空軍の「死の白鳥」、金正恩氏が滞在する元山付近で飛行訓練
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200424/2046066/1/米空軍の「死の白鳥」、金正恩氏が滞在する元山付近で飛行訓練
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200424/2046066/1/米空軍の「死の白鳥」、金正恩氏が滞在する元山付近で飛行訓練
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200424/2046066/1/米空軍の「死の白鳥」、金正恩氏が滞在する元山付近で飛行訓練
http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200424/2046066/1/米空軍の「死の白鳥」、金正恩氏が滞在する元山付近で飛行訓練
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〇 新型コロナ関連のサイバー犯罪が大幅増--FBIが明らかに（ZDNet） 

 https://japan.zdnet.com/article/35152764/  

〇 米軍艦が台湾海峡を通過、「通常任務」と説明 1カ月間で 2度目（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-security-usa-idJPKCN226072  

〇 トランプ大統領 金正恩氏の重体報道は「不正確」（KBS） 

 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=75598  

〇 長崎クルーズ船 新たに 43人感染、計 91人に 重症者なし 新型コロナ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200424/k00/00m/040/071000c  

〇 長崎のクルーズ船、新たに 43 人  感染は乗員計 91 人に（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4S3PZRN4STIPE009.html  

〇 米海軍のワシ「マスク姿」に…ユーモア評価の一方で疑問視も（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200424-OYT1T50106/  

〇 イラン革命防衛隊、ペルシャ湾に関してアメリカをけん制（TRT） 

 https://www.trt.net.tr/japanese/shi-jie/2020/04/24/irange-ming-fang-wei-dui-

perusiyawan-niguan-siteamerikawokenzhi-1404296  

〇 クルーズ船 新たに感染は４３人（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200424/5030007415.html  

〇 「クラスター」のクルーズ船 新たに 43人の乗組員の感染確認 計 91人に【長崎・三菱香

焼工場】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/36054  

〇 北朝鮮の対米姿勢に変化見込めず－金正恩氏の後継者登場しても（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-24/Q99NJ8T0AFBA01  

〇 中東派遣Ｐ３Ｃ機体のみ交代へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20200424/6080008319.html  

〇 中東派遣の海自哨戒機部隊 機体のみ入れ替えへ 要員交代できず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200424/k10012403521000.html  

〇 米軍艦、台湾周辺を航行 中国軍の訓練直後 国防部「一般的な任務」（フォーカス台湾） 
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/202004240002.aspx  

〇 米韓、金正恩氏の動向警戒続ける 健康不安説は否定論も（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58453890U0A420C2FF8000/  

〇 北極海をめぐるいま ロシアの戦略と出遅れる日本（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020040800007.html  

〇 日本はいま、人類史上最強のセキュリティ技術「量子暗号」の先頭を走っている

（WIRED） 

 https://wired.jp/2020/04/24/nict-quantum-cryptography/  

〇 国際世論 ベトナム東部海域での中国の違法な行為に懸念（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%E4%B8%96%E8%AB%96-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A

0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9F%9F%E3%81%A6%E3%81%AE

%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E9%81%95%E6%B3%95%E3%81%AA

%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E6%87%B8%E5%BF%B5-852630.vov  

〇 台湾と断交のキリバス、総選挙で与党連合が過半数割れ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200424-OYT1T50248/  

 

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

〇 「国家緊急事態基本法をつくれ」 - 中谷元・元防衛相に聞く（1）（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00152/042200003/  

〇 米国務長官、中国の新型コロナ対応再批判 「迅速な報告怠った」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-who-pompeo-idJPKCN2242S5  

〇 米豪、南シナ海で共同訓練 行政区設置の中国に対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58382290T20C20A4EAF000/  

〇 米、イラン軍事衛星批判 国務長官「責任取らせる」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200423/wor2004230001-n1.html  

〇 米制服組ナンバー２、「金正恩は全軍を掌握」との見方 米軍は上空からの偵察監視を強

化（産経） 
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 https://www.sankei.com/world/news/200423/wor2004230007-n1.html  

〇 米、中国の挑発的行動を批判（共同） 

 https://this.kiji.is/625852303928329313  

〇 フィリピン、中国に抗議 南シナ海に行政区設置で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58384100T20C20A4000000/  

〇 イラン、トランプ氏に反発（共同） 

 https://this.kiji.is/625859959593305185  

〇 独島海域に最新型警備艦 2023年に配備（KBS） 

 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=75581  

〇 トランプ氏「嫌がらせしたらすべて撃沈して破壊」…米艦艇へのイラン挑発行動に指示（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200423-OYT1T50175/  

〇 「イラン艦艇が嫌がらせすれば撃沈」とトランプ氏、米海軍に指示（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-iran-military-idJPKCN22427M  

〇 イランが「衛星」打ち上げ、米は弾道ミサイル発射実験と断定…「責任を負う必要がある」

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200423-OYT1T50188/  

〇 長崎のクルーズ船、新たに１４人の陽性判明（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3962766.html  

〇 長崎のクルーズ船、新たに乗員 14 人感染  計 48 人に（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4R3HGJN4RTIPE007.html  

〇 クラスター発生のクルーズ客船 新たに 14人の感染確認 乗組員全員の検査を実施中

【長崎・三菱香焼工場】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/35602  

〇 長崎港のクルーズ船 新たに 14 人感染確認 計 48 人に 新型コロナ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200423/k10012401531000.html  

〇 トランプ氏が海軍に指示、嫌がらせしたイラン艦は「撃沈して破壊」（CNN） 
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 https://www.cnn.co.jp/usa/35152833.html  

〇 トランプ大統領「イラン艦艇が米国船に嫌がらせなら撃沈指示」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200423/k10012401441000.html  

〇 長崎クルーズ船 感染者 48人に 全乗組員を検査（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/35598  

〇 船舶へのリチウムイオン電池モジュールの搭載を承認する鑑定書を取得（MONOist） 

 https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2004/23/news085.html  

〇 アメリカ太平洋空軍初の F-35A部隊アラスカに誕生（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020042305.html  

〇 イラン、軍事衛星の打ち上げに成功と発表 米は反発（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/52392203  

〇 航空自衛隊 22 日に日本海や沖縄周辺上空で日米共同訓練実施（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200423/k10012401811000.html  

〇 金正恩氏「健康悪化説」あるも…変わらず軍を掌握か 朝鮮半島では米軍偵察機が３日

連続の出動（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200423/for2004230007-n1.html  

〇 イランが米に再び挑発行動 初の軍事衛星打ち上げ成功（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58399350T20C20A4FF8000/  

〇 中国 コロナ禍に乗じ海洋覇権狙いやりたい放題（東スポ） 

 https://www.tokyo-sports.co.jp/social/politics/1826550/  

〇 フィリピン、中国の行政区設置に抗議 南シナ海、２月に「レーダー照射」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042300769&g=int  

〇 イランが、制裁下で初の国産軍事衛星の打ち上げに成功（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i61024  

〇 安保理、「30 日間の停戦」決議向け議論  新型コロナで（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4R5F55N4RUHBI00X.html  

〇 航空自衛隊とアメリカ空軍 B-1B 日本周辺で共同訓練を実施（おたくま経済新聞） 
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 https://otakei.otakuma.net/archives/2020042307.html  

〇 トランプ氏「我々も対抗措置」 イラン船挑発に警告（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200423/k00/00m/030/145000c  

〇 オスプレイ暫定配備 時期未定に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20200423/1080010729.html  

〇 海自のソマリア沖海賊対処 P-3C部隊、4月 27日に機体のみ交代（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/124077  

〇 ベトナム東部海域で UNCLOSの 履行強化と法秩序の維持（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%81%A6-

unclos%E3%81%AE-%E5%B1%A5%E8%A1%8C%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%

81%A8%E6%B3%95%E7%A7%A9%E5%BA%8F%E3%81%AE%E7%B6%AD%E6%

8C%81-852236.vov  

〇 トランプ、挑発的なイラン船は「撃沈せよ」 大統領再選へ人気取りか（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/04/post-93226.php  

〇 「太平洋島しょ国への支援重要」 日豪外相が電話協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58406460T20C20A4PP8000/  

〇 正恩氏「重篤」報道、米は肯定も否定もせず…偵察活動を強化（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200423-OYT1T50248/  

〇 米海軍艦船 26隻で、新型コロナの感染例が報告（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i61044  

〇 米軍艦がペルシャ湾でイランの安全脅かせば撃沈＝革命防衛隊司令官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-iran-military-guards-idJPKCN2251TV  

〇 長崎クルーズ船、週内に乗員 500 人検査へ 自衛隊協力（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4R6QS6N4RTOLB00M.html  

 

２２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 トランプ氏「金正恩氏の健康願う」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58339380S0A420C2000000/  

〇 北朝鮮キム委員長の健康状態「注視している」米大統領補佐官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200422/k10012399801000.html  

〇 水中ドローンの切り札なるか、防衛省も期待の「水中光イーサネット」（日経 BP） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/03925/  

〇 【主張】金正恩氏の重体説 半島情勢の激変に備えよ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200422/clm2004220001-n1.html  

〇 中国、公表した南シナ海地形命名リストの正当性主張（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3279692  

〇 正恩氏の状態「分からない」 重体報道を注視―米補佐官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042101195&g=int  

〇 IBMの AI技術などを結集した完全自律運航船「メイフラワー自律船」とは？（Gigazine） 

 https://gigazine.net/news/20200422-ibm-mayflower-autonomous-ship/  

〇 辺野古設計変更 「不要不急」の極みだ（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2020042202000166.html  

〇 ご当地カレーを発送 値引きも（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20200422/6080008286.html  

〇 正恩氏重体説は未確認 「健康願う」とトランプ氏（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042200249&g=int  

〇 北朝鮮 金正恩氏に重体説 日米は慎重に情勢分析（モーサテ） 

 https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/nms/news/post_201039/  

〇 北の心臓に異常（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/22/2020042280024.html  

〇 トランプ氏、金正恩氏の重体情報「知らない」「快癒を祈る」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200422/wor2004220019-n1.html  
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〇 “中国で北朝鮮産石炭 取り引き横行” 国連安保理 報告書（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200422/k10012400041000.html  

〇 新たに 33人感染確認のクルーズ船、停泊中に下船し長崎市内へ移動した乗組員も【長

崎・三菱香焼工場】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/35147  

〇 「新型コロナ」禍中に「中国海軍」太平洋攻勢のインパクト（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/04221130/?all=1  

〇 クルーズ船乗員３３人、新型コロナ感染 修繕で停泊中―長崎（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042200402&g=soc  

〇 ソマリア沖海賊対処の海上部隊、4月 26日に第 36次隊へ交代のため出航（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/124078  

〇 米、南シナ海に艦艇派遣 中国の行政区設置けん制（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042200660&g=int  

〇 独島海域に３０００トン級最新型海洋警察警備艦を配備 ２０２３年に（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/265154?servcode=200&sectcode=220  

〇 南中国海問題 中国は国連事務総長への文書でベトナムの不法な主張に反対（人民

網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0422/c94474-9682653.html  

〇 豪海軍も南シナ海にフリゲート艦派遣、米艦艇とともに中国けん制（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-security-malaysia-idJPKCN2240XM  

〇 宮根誠司氏、新たなクルーズ船での集団感染への自衛隊の動きに「統率力のすごさって

のは改めて感じました」（スポーツ報知） 

 https://hochi.news/articles/20200422-OHT1T50155.html  

〇 動き出す、ポストコロナ時代の覇権争い（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20200422-3/  

〇 クルーズ船「コロナ患者」ら 112人治療で院内感染ゼロ 自衛隊中央病院「1等海佐」が

語る内幕（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/04221700/?all=1  
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〇 金沢に創作居酒屋「釣亭 伝助」 元海上自衛隊シェフによる「海軍カレー」も（金沢経済

新聞） 

 https://kanazawa.keizai.biz/headline/3392/  

〇 新型コロナ影響でイージス・アショア配備の再調査期間を延長（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200422/k10012400741000.html  

〇 南シナ海で戦闘機訓練 米海兵隊、中国けん制か（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200422/plt2004220021-n1.html  

〇 南シナ海に集結する米中の艦隊…「偶発的武力衝突の可能性も」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/  

〇 米豪、艦艇を南シナ海に派遣 中国調査船を牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200422/wor2004220029-n1.html  

〇 クルーズ船 自衛隊へ派遣要請（長崎） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200422/5030007394.html  

〇 “赤い方程式”で着々と覇権を狙う?新型コロナウイルスをめぐる米中対立は中国が勝利?

（ABEMA TIMES） 

 https://times.abema.tv/posts/7051119  

〇 長崎クルーズ船３３人コロナ陽性で、陸自医官らを災害派遣（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3962540.html  

 

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

〇 在韓米軍基地交渉から見る日米交渉の戦略（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/19346  

〇 自衛隊員 1 人感染確認 ソマリア沖の海賊対策司令部 バーレーン（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200421/k10012397541000.html  

〇 中国が南シナ海に行政区を設置、ベトナムは抗議（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/200420182242.html  

〇 中東派遣の海自部隊、4月中の交代見送り ジブチ政府、入国制限 新型コロナ（毎日） 

https://kanazawa.keizai.biz/headline/3392/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200422/k10012400741000.html
https://www.sankei.com/politics/news/200422/plt2004220021-n1.html
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https://www.sankei.com/world/news/200422/wor2004220029-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200422/5030007394.html
https://times.abema.tv/posts/7051119
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3962540.html
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/19346
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200421/k10012397541000.html
https://www.viet-jo.com/news/politics/200420182242.html
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 https://mainichi.jp/articles/20200421/k00/00m/010/061000c  

〇 海自中東派遣部隊 隊員交代調整つかず 哨戒機のみ交代へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200421/k10012398291000.html 

〇 防衛省・自衛隊 合同の訓練当面見合わせ 感染拡大防止で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200421/k10012398441000.html  

〇 中東派遣部隊、要員交代できず コロナ影響で―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042100677&g=soc  

〇 馬毛島 九州防衛局種子島連絡所を開設 鹿児島県西之表市（鹿児島テレビ） 

 https://www.kts-tv.co.jp/news/3047/  

〇 防衛省、辺野古の設計変更申請 地盤強化へくい 7万本（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58302650R20C20A4PP8000/  

〇 イラン革命防衛隊海軍司令官、「革命防衛隊海軍とイラン海軍は、常にこの地域を監視」

（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i60947  

〇 中東派遣「P3C」要員交代せず、機体のみ交換（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58306840R20C20A4PP8000/  

〇 新型コロナが流行も、南中国海で波風を立てる米軍（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-04/21/content_75958755.htm  

〇 茂木外相、中国の南シナ海行政区新設に「強く反対」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200421/plt2004210034-n1.html  

〇 ベトナム人、中国のベトナム主権侵犯を批判（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%8

8%E3%83%8A%E3%83%A0%E4%BA%BA%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%A

E%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E4%B8%BB%E6%A8%A9

%E4%BE%B5%E7%8A%AF%E3%82%92%E6%89%B9%E5%88%A4-851167.vov  

〇 金正恩重篤報道、日本政府注視 官房長官「情報収集・分析行う」（産経） 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200421/k10012398291000.html
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 https://www.sankei.com/politics/news/200421/plt2004210042-n1.html  

〇 ジブチの海自、哨戒機だけ交代へ 新型コロナの影響で隊員変わらず（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3961385.html  

〇 自衛隊と企業癒着解明へ 野党、予備的調査を要求（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200421/plt2004210060-n1.html  

〇 ホアンサとチュオン両群島の領有権はベトナムが持つ（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E3%83%9B%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%

B5%E3%81%A8%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%B8%A

1%E7%BE%A4%E5%B3%B6%E3%81%AE%E9%A0%98%E6%9C%89%E6%A8%A

9%E3%81%AF%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%81%8B%

E6%8C%81%E3%81%A4-851333.vov  

〇 茂木氏、中国外相に南シナ海の新行政区で懸念（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200421/plt2004210065-n1.html  

〇 マレーシア沖で中国船が調査活動、米が海軍艦艇２隻派遣（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200421-OYT1T50234/  

〇 日中外相が電話 茂木氏、南シナ海問題で懸念伝える（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58331610R20C20A4PP8000/  

〇 政府、辺野古の設計変更を申請 沖縄県は不承認姿勢 さらに長期化も（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200421/k00/00m/010/265000c  

〇 金正恩氏手術報道など意見交換か 日中外相が電話協議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200421/k00/00m/030/287000c  

〇 日中外相が電話会談 感染拡大防止へ連携確認 南シナ海懸念伝達（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200421/k10012399651000.html  

〇 南海での主権守るためあらゆる措置を＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200421/3a997c5b-8e00-420e-3b69-ff9c5a446ecd.html  

〇 北朝鮮の金委員長に健康不安説、中韓は懐疑的 米朝交渉に影響も（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/north-korea-kim-idJPKBN2230C7  
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２０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 イラン 艦艇が米海軍の船に接近 「米が挑発」と反論の声明（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200420/k10012395911000.html  

〇 コロナで持ち上がる対中戦略再考の必要性（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/19345  

〇 イラン革命防衛隊が、ペルシャ湾での国際ルールを遵守するようアメリカに警告 （動画）

（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i60899  

〇 イラン「米が危険な行動」 艦艇異常接近に反論（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042000054&g=int  

〇 日米抑止力、新型コロナで試練 米空母不在の「穴埋め」急ぐ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041900120&g=pol  

〇 新型コロナ“対中陰謀説”追及にフランスも参戦か！？ マクロン大統領「私たちが知らな

いことが明らかにある」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200418/for2004180004-n1.html  

〇 北、制裁逃れ IT労働者 1000人を派遣し外貨稼ぎ（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200420/mcb2004200727007-n1.htm  

〇 中国 南シナ海で実効支配を強化 領有権争うベトナムは抗議（モーサテ） 

 https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/nms/news/post_200889/  

〇 中国、南シナ海に新行政区を設置 ベトナムは反発（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58248150Q0A420C2EAF000/  

〇 ＜中共ウイルス＞コロナに感染したジョンソン首相 イギリスと中国共産党の意外な関係

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/55178.html  

〇 艦艇が異常接近したと批判受け、イラン「米が素人くさい行動」…非難の応酬（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200420-OYT1T50050/  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200420/k10012395911000.html
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〇 米の戦略爆撃機、グアム配備を終了…米本土からの展開に切り替え（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200420-OYT1T50060/  

〇 ロシア機、米軍機に再び異常接近（共同） 

 https://this.kiji.is/624764490664395873  

〇 米空軍が戦略爆撃機をグアムから撤収 本土からの運用に切り替えへ（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200420/mcb2004201259017-n1.htm  

〇 イラン革命防衛隊、ペルシャ湾に関してアメリカをけん制（TRT） 

 https://www.trt.net.tr/japanese/shi-jie/2020/04/20/irange-ming-fang-wei-dui-

perusiyawan-niguan-siteamerikawokenzhi-1401306  

〇 「F2」の後継機、日米共同開発へ 主導権握れるか焦点（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/ASN4N4245N4MUTFK006.html  

〇 中国の西沙郡と南沙郡設置の発表、価値がない（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A

5%BF%E6%B2%99%E9%83%A1%E3%81%A8%E5%8D%97%E6%B2%99%E9%83

%A1%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%B

E%A1%E5%80%A4%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84-850644.vov  

〇 特攻艇「震洋」実寸大模型の展示を計画 ネットで資金募る（長崎） 

 https://this.kiji.is/624835650404746337?c=174761113988793844  

〇 「死の鳥」抑止力が…米軍、戦略爆撃機をグアムから撤収 中国軍の不穏な動きが続くな

か、空母もコロナ苦境（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200420/for2004200003-n1.html  

〇 前川喜平氏の「不要不急の予算を減らそう」提言に「寝⾔は退職金を返納してから」の厳し

い声（東スポ） 

 https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/news/1822920/  

〇 日米抑止力「強化努める」 米戦略爆撃機の運用切り替えで―菅官房長官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042000665&g=pol  

〇 グアム配備の爆撃機 アメリカ本土運用に切り替え 米軍（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200420/k10012396681000.html  
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〇 南シナ海では実効支配強化、中国（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58255410Q0A420C2FF8000/  

〇 Ｆ２後継機の日米共同開発、関連企業交え協議へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200420-OYT1T50133/  

〇 米戦略爆撃機撤収に理解 官房長官「必要応じ前方展開」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200420/plt2004200018-n1.html  

〇 菅氏、安全保障への影響なしとの見方…戦略爆撃機のグアム撤収（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200420-OYT1T50138/  

〇 活動に伴う感染者ゼロ「自衛隊式」防止策を公開…手袋やマスクの外し方など（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200420-OYT1T50142/  

〇 グアムから戦略爆撃機引き揚げた米国、再び高まる拡大抑止低下の懸念（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/265062?servcode=A00&sectcode=A20  

〇 中国が南シナ海に新行政区 「西沙区」「南沙区」…コロナ禍に乗じて実効支配強化（産

経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200420/wor2004200013-n1.html  

〇 中国、南シナ海に行政区設置 ベトナム抗議に「主権の範囲内」（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3960388.html  

〇 バーレーン派遣隊員が感染 海賊対処司令部（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/200420/lif2004200070-n1.html  

〇 自衛隊員 1 人が感染確認 ソマリア沖で海賊対策（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200420/k10012397541000.html  

〇 多国籍部隊派遣の海自男性尉官１人が感染、バーレーンで入院（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200420-OYT1T50215/  

 

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

〇 自衛隊の海外活動にも影響…護衛艦は寄港しても隊員下船できず（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200419-OYT1T50032/  
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〇 トランプ「同盟軽視」への道～マティス更迭（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020032200001.html  

〇 北「瀬取り」に日本製タンカー 安保理専門家パネル調査（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202004/CK2020041902000101.html  

〇 【新型コロナと自衛隊】成田・羽田空港の水際対策で…自衛隊が動いた！ 知事の要請

待たない「自主災害派遣」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200419/dom2004190003-n1.html  

〇 潜水艦乗りのアドバイス（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/601793/  

〇 尖閣周辺に中国船 ６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200419/plt2004190003-n1.html  

〇 中国が台頭する国連機関、米WHO拠出停止は「好機」か？（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3279270  

〇 中国 南沙・西沙諸島に新たな行政区設置へ（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000182175.html  

〇 中国国務院、南シナ海に行政区「西沙区」「南沙区」設置を許可＝行政府は永興島と永

暑礁に―仏メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b799488-s0-c10-d0062.html  

〇 各国の空母内で感染者続出 相次ぐ“離脱”で軍事バランスは...（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/34136  

〇 アメリカ、中国のベトナム東部海域（南シナ海）での行動に懸念（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%82%A2%E3%83%

A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%AE%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%8D%97%E3%82%B7%E3%83%8A%E6%B5%B7%E3%81%A6%

E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%81%AB%E6%87%B8%E5%BF%B5-

850422.vov  

〇 「オールジャパン構想」で韓・中勢に勝てるか 造船業界に「新たな再編段階」（J-CAST） 
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 https://www.j-cast.com/2020/04/19384523.html?p=all  

〇 ベトナム、中国の行政区設置に抗議 領有権争う南シナ海で（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041900274&g=int  

〇 ベトナム “断固反対”の声明 中国が南シナ海に行政区設置（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200419/k10012395841000.html  

 

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

〇 日仏防衛相電話会談 感染対策の情報共有を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200418/k10012393891000.html  

〇 米国務長官「核軍縮交渉に中国含めるべき」、ロ外相と電話会談（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-russia-armscontrol-idJPKBN21Z38Y  

〇 海の上で「3 密・幽閉状態」コロナ感染危機にさらされる自衛隊の実情（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/71927  

〇 米、5月に宇宙船打ち上げ 9年ぶり有人飛行（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58230320Y0A410C2000000/  

〇 米空母でついに死者…護衛艦たかなみは悲劇を回避できるか（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/272068  

〇 北朝鮮「中国へ石炭輸出」 安保理パネル報告書公表（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200418/wor2004180007-n1.html  

〇 ＜オスプレイ配備計画＞木更津配備の時期未定に コロナ影響で整備見通せず（佐賀） 

 https://www.saga-s.co.jp/articles/-/513652  

〇 広島）静かな入港、海自の練習艦隊が呉基地に（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4K7RCSN4JPITB00V.html  

〇 中国当局「元幹部が政権転覆の決死隊を結成」と摘発 ネット上で「茶番かも」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/55102.html  
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〇 「災害派遣」の範囲どこまで？ 新型コロナ対応追われる自衛隊 そもそものルールは…？（乗り物

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/95632  

〇 「北朝鮮が中国へ石炭密輸出」（共同） 

 https://this.kiji.is/624082670087472225  

〇 人格を尊重し心身鍛える」 海自舞鶴教育隊で入隊式（京都） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/212707  

〇 中国のはしけ船で石炭密輸 北朝鮮、出稼ぎ労働も継続―国連報告（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041800286&g=int  

〇 【新型コロナと自衛隊】日本では「都市封鎖」も「外出禁止」もできない… 長年の「平和ボ

ケ」のツケ 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200418/dom2004180004-n1.html  

〇 《独自》Ｆ２後継機、日米企業で作業部会 共同開発へ最終調整（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200418/plt2004180010-n1.html  

〇 日本主導の「絶対条件」が決め手 Ｆ２後継機、米との共同開発（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200418/plt2004180011-n1.html  

〇 中国 南シナ海の島に新たな行政区設置を発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200418/k10012394921000.html  

〇 海自 US-2、日米豪共同訓練コープ・ノース 20に初参加（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123846  

 

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

〇 潜水艦めし、レシピ公開 自衛隊富山地方協力本部、せとしお前艦長が紹介（北國新

聞」） 

 https://www.hokkoku.co.jp/subpage/T20200417201.htm  

〇 ロシア、5月の戦勝パレードを延期 感染拡大止まらず（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58164660X10C20A4000000/  
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〇 毎週金曜、カレーはいかが（共同） 

 https://this.kiji.is/623628653977076833  

〇 露、戦勝式典を延期 プーチン氏「コロナ収束させ今年中に」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200417/wor2004170009-n1.html  

〇 【島を歩く 日本を見る】（２）最西端で「国境」感じる 与那国島（沖縄・与那国町）（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/200417/lif2004170020-n1.html  

〇 毎週金曜、カレーはいかが 海自が伝統レシピ公開（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58167190X10C20A4CE0000/  

〇 宇宙作戦隊を新設 改正防衛省設置法が成立（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58167450X10C20A4EA3000/  

〇 「宇宙作戦隊」年度内に発足 改正防衛省設置法が成立（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041700251&g=pol  

〇 尖閣周辺に中国船 ４日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200417/plt2004170010-n1.html  

〇 ダイヤモンド・プリンセス初動の舞台裏を再現ドラマ化（産経） 

 https://www.sankei.com/entertainments/news/200417/ent2004170003-n1.html  

〇 中国海洋調査船がベトナムＥＥＺ内に再び進入 警戒強化（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200417/wor2004170032-n1.html  

〇 【最新国防ファイル】２０１９年度のスクランブル回数は中国が約７割…中国軍機「１日１、２

回」日本領空に接近の野望（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200417/dom2004170001-n1.html  

〇 中国海洋調査船、ＥＥＺ内に再び進入 ベトナム警戒強化（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200417/wor2004170040-n1.html  

〇 海賊対処の海自隊員、コロナで交代なしか ソマリア沖（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4K7KWWN4KUTIL061.html  

 

１６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 米海軍空母も「轟沈」――新型コロナウイルスの艦内汚染、自衛隊は大丈夫か？（週刊プ

レイボーイ） 

 https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2020/04/16/111136/  

〇 空自のその後を左右した？ 練習機「バンパイア」 初の国産ジェット機開発前夜を飛ぶ（乗り物ニュ

ース） 

 https://trafficnews.jp/post/95537  

〇 米高官、北朝鮮のサイバー攻撃を警告 金融機関に警戒呼び掛け（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-northkorea-cyber-advisory-idJPKCN21X3AI  

〇 イラン艦船が米艦に異常接近（共同） 

 https://this.kiji.is/623286189516112993  

〇 イラン艦船が米艦異常接近 革命防衛隊、ペルシャ湾で（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200416/wor2004160006-n1.html  

〇 中国が低出力核実験の疑い 米国務省が報告書で公表（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200416/wor2004160007-n1.html  

〇 米中新冷戦の背景に新技術 日本独自の資本主義再定義を（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200416/mca2004160500003-n1.htm  

〇 経済制裁下でサイバー攻撃への依存高める北朝鮮 - 米政府が対策呼びかけ（Security 

NEXT） 

 http://www.security-next.com/114147  

〇 英ＥＵ、来週に離脱交渉会合 貿易・外交で５、６月にも１週間程度（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041600325&g=int  

〇 「世界的停戦」へ米中英の支持取り付け、ロシアも賛同か マクロン仏大統領（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35152463.html  

〇 外洋練習航海中のてるづき、マレーシアとブルネイへの寄港中止（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123716  

〇 イラク首相、「米軍がイラク領内の 6基地から撤退」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/middle_east-i60806  
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〇 【新型コロナと自衛隊】危険を顧みず…「責務の完遂」に務める医官、看護官、薬剤官

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200416/dom2004160003-n1.html  

〇 日米安保体制「評価」68・9% 外務省調査（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58130650W0A410C2PP8000/  

〇 あけぼのと強襲揚陸艦アメリカが初の共同訓練、東シナ海で実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123758  

〇 日米安保「評価」６８％ 外務省の国内世論調査（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200416/plt2004160022-n1.html  

〇 新田原基地、新企画「We♡Nyuta」スタート HP掲載画像を募集（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123866  

〇 弾も弾薬庫もない最前線  「お粗末」配備招いた国の失態  

 https://www.asahi.com/articles/ASN4G4T26N49TPOB004.html  

〇 在沖米軍、3D技術で医療用防具（共同） 

 https://this.kiji.is/623444545945928801  

〇 空自新設の「宇宙作戦隊」、名称変更? 河野防衛相、ダサい批判で見直し示唆（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200416/k00/00m/010/167000c  

〇 アメリカ太平洋空軍、アンダーセン空軍基地でエレファント・ウォーク（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123893  

〇 陸上自衛隊 直伝、コロナ予防 手洗い動画公開（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3957611.html  

〇 外交部、米軍縮・軍備管理報告書の非難は「根拠のないもの」（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200416/b57ce2cb-79e6-7497-f3df-a0de15805c23.html  

〇 ロシアが米軍機をインターセプト、対衛星ミサイルの実験も 米軍（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35152465.html  

〇 中国空母、太平洋へ出動 兵士の感染ゼロを誇示か（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35152502.html  
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58130650W0A410C2PP8000/
https://flyteam.jp/news/article/123758
https://www.sankei.com/politics/news/200416/plt2004160022-n1.html
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https://www.asahi.com/articles/ASN4G4T26N49TPOB004.html
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https://mainichi.jp/articles/20200416/k00/00m/010/167000c
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http://japanese.cri.cn/20200416/b57ce2cb-79e6-7497-f3df-a0de15805c23.html
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１５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日本の造船業界、存亡の危機…“地方の独立系”今治造船が“大手”JMUを救済の異常

事態（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2020/04/post_152104.html  

〇 中国で人工衛星に「武漢号」命名 市民のガス抜き狙いか（NEWSポストセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20200415_1555590.html  

〇 ＜新型コロナ＞コロナで米軍展開力に懸念 中国軍、台湾・南シナ海で武力誇示（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/202004/CK2020041502000127.html  

〇 韓国総選挙の前日、金正恩委員長は巡航ミサイル発射、戦闘機動員の軍事訓練（中央

日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/264865?servcode=500&sectcode=500  

〇 北朝鮮、総選挙前日に低高度巡航ミサイル挑発（東亜日報） 

 

http://www.donga.com/jp/List/article/all/20200415/2038511/1/%E5%8C%97%E6%9

C%9D%E9%AE%AE%E3%80%81%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99%E5%89

%8D%E6%97%A5%E3%81%AB%E4%BD%8E%E9%AB%98%E5%BA%A6%E5%B7

%A1%E8%88%AA%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%8C%

91%E7%99%BA  

〇 辺野古設計見直し 専門家「名ばかり検討会」 委員とコンサルなれ合い（東京） 

 https://www.tokyo-

np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020041502000111.html  

〇 米合同参謀本部議長「北の巡航ミサイル…挑発ではなく何らかの行事と関連あるようだ」

（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/264872?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 外交部、西沙諸島と南沙諸島は中国の領土（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0415/c94474-9679784.html  

〇 陸自 V-22オスプレイ、岩国基地へ輸送 整備後に木更津駐屯地へ空輸（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123853  
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202004/CK2020041502000111.html
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 成田・羽田・関西・中部の水際対策強化、自衛隊が 280名体制で支援（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123854  

〇 北ミサイル発射の翌日…米国防長官「防衛費の増額を」 韓国に圧力（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/264880?servcode=A00&sectcode=A20  

〇 国連の停戦呼びかけ、常任理事国 3カ国から支持取り付け＝仏大統領（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-truce-macron-idJPKCN21X0JS  

〇 海上自衛隊護衛艦あけぼの アメリカ強襲揚陸艦アメリカと共同訓練（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020041504.html  

〇 外交部「西沙諸島と南沙諸島は中国の領土」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-04/15/content_75935443.htm  

〇 米太平洋軍を覆う「コロナウイルス不安」と中国軍の攻勢（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/19337  

〇 『３人の元防衛相が直言 緊急事態宣言の実効性 国家の危機管理とは？』【前編】

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/32928  

 

１４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 自衛隊 中東派遣部隊 交代のめどたたず 新型コロナで入国制限（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200414/k10012385491000.html  

〇 新型コロナ便乗の攻撃者に警戒を、米英の国家セキュリティー組織が異例の共同警告

（日経 XTECH） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/03890/  

〇 コロナ危機が促す反グローバル化と国内回帰（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/344088  

〇 元海上自衛官に聞く「耐乏生活」を気分よく乗り切るヒント（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/271807  

〇 海自練習艦隊 3隻、舞鶴に寄港 護衛艦「いせ」など、初級幹部 155人が乗船（京都） 

https://flyteam.jp/news/article/123854
https://japanese.joins.com/JArticle/264880?servcode=A00&sectcode=A20
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-truce-macron-idJPKCN21X0JS
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http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-04/15/content_75935443.htm
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https://www.fnn.jp/articles/-/32928
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200414/k10012385491000.html
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/03890/
https://toyokeizai.net/articles/-/344088
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/271807
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 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/217694  

〇 【新型コロナと自衛隊】隔離された空間で１人からどのように感染が広がったのか クルー

ズ船感染で得た貴重なデータ（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200414/dom2004140001-n1.html  

〇 航空機のシミュレータを巡るビジネス(5)戦闘機シミュレータの通信対戦（マイナビ） 

 https://news.mynavi.jp/article/aero_tech-220/  

〇 京都）海自の練習艦隊が舞鶴寄港  コロナ厳戒で歓迎式典（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4F7JQBN4FPLZB007.html  

〇 アメリカ空軍 アフガニスタンの COVID-19患者を移動隔離システムでドイツへ（おたくま

経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020041402.html  

〇 米原子力空母で初の死者  感染者は 585 人に（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4G0DN0N4FUHBI03J.html  

〇 米空母、感染避け大西洋上で待機（共同） 

 https://this.kiji.is/622562105214501985  

〇 米空母トルーマン、コロナ感染避け大西洋上で待機（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200414/wor2004140016-n1.html  

〇 米原子力空母で初の新型コロナ死者 セオドア・ルーズベルト号（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200414/k00/00m/030/025000c  

〇 新型コロナ感染拡大の米空母、水兵１人が死亡（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35152335.html  

〇 「アメフェス」中止 佐世保の実行委 開催模索も断念（長崎） 

 https://this.kiji.is/622620898869789793?c=174761113988793844  

〇 コロナの世界的大感染の陰で…中国海軍に“不穏な動き” 識者「米軍が弱っているなか

で、いろいろ試している」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200414/for2004140002-n1.html  

〇 海自、中東派遣部隊交代見合わせ（共同） 

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/217694
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200414/dom2004140001-n1.html
https://news.mynavi.jp/article/aero_tech-220/
https://www.asahi.com/articles/ASN4F7JQBN4FPLZB007.html
https://otakei.otakuma.net/archives/2020041402.html
https://www.asahi.com/articles/ASN4G0DN0N4FUHBI03J.html
https://this.kiji.is/622562105214501985
https://www.sankei.com/world/news/200414/wor2004140016-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20200414/k00/00m/030/025000c
https://www.cnn.co.jp/usa/35152335.html
https://this.kiji.is/622620898869789793?c=174761113988793844
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200414/for2004140002-n1.html
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 https://this.kiji.is/622632500970177633  

〇 感染防護、自衛隊が指南 消毒方法などＨＰで紹介―新型コロナ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041400524&g=soc  

〇 水陸両用飛行艇 AG600、2020年中に初の海上試験飛行の予定（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123669  

〇 新型コロナで交代できず 中東派遣の哨戒機部隊（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/32179  

〇 マスクの外し方から消毒液の作り方まで「自衛隊式コロナ対策」指南（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3955616.html  

〇 ウイルス流行のなかで活発化する中国の軍事的挑発行為 河野防衛相や米議員が批判

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/54883.html  

〇 北朝鮮、飛翔体を日本海側に複数発発射 巡航ミサイルか 今年 5回目（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200414/k00/00m/030/113000c  

〇 北朝鮮が巡航ミサイル推定の飛翔体発射 戦闘機の活動も＝韓国軍当局（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/14/2020041480212.html  

〇 北朝鮮が短距離ミサイル発射、巡航型か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58028680U0A410C2FF8000/  

〇 中東派遣部隊の交代見合わせ 拠点の国が入国制限（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000181758.html  

〇 中国空母「遼寧」通過、コロナ影響なく「活動継続」と警戒感（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3955619.html  

〇 日本の駆逐艦が中国の漁船と衝突 外交部｢強い関心を寄せる｣（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-04/14/content_75930922.htm  

〇 米強襲揚陸艦が海自護衛艦と東シナ海で共同訓練＝中国メディア「こんな時にまだ武力

誇示」（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b798199-s0-c10-d0054.html  

https://this.kiji.is/622632500970177633
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〇 北朝鮮 日本海に短距離巡航ミサイルとみられる飛しょう体発射（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200414/k10012386331000.html  

〇 中東派遣の哨戒機部隊、新型コロナで交代延期（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200414/plt2004140029-n1.html  

〇 韓国総選挙前日に巡航ミサイル撃った北朝鮮…「ターゲットは米原子力空母か」（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/264862?servcode=500&sectcode=500  

〇 米当局、米台間の海底ケーブル利用を承認 グーグルなどが敷設（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/54818.html  

〇 クルーズ船でも感染者ゼロ 自衛隊のノウハウを公開（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4G6KN5N4GUTFK00X.html  

〇 西沙諸島と南沙諸島は中国の領土＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200414/db54ceaf-f952-100f-7cbb-9711c0c455cc.html  

〇 「あまりに無神経」ネットカフェ利用者施設で自衛官募集（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4G724QN4GUTIL04K.html  

〇 掃海母艦うらがと護衛艦あさひ・いせが大湊港に入港 近海練習航海で（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123757  

〇 自衛隊式「家庭でできるコロナ対策」 防衛省が紹介 消毒液作りやマスク注意点（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200414/k00/00m/040/327000c  

 

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

〇 新型コロナが証明した「独立国家」台湾（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/19263  

〇 海洋プラットフォーム「Aisea」自律運航船実用化を視野に新サービス開発目指す（ASCII） 

 https://ascii.jp/elem/000/004/008/4008966/  

〇 中国空母「遼寧」の部隊が台湾沿岸で軍事演習（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-defence-idJPKCN21V01E  
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https://www.sankei.com/politics/news/200414/plt2004140029-n1.html
https://japanese.joins.com/JArticle/264862?servcode=500&sectcode=500
https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/54818.html
https://www.asahi.com/articles/ASN4G6KN5N4GUTFK00X.html
http://japanese.cri.cn/20200414/db54ceaf-f952-100f-7cbb-9711c0c455cc.html
https://www.asahi.com/articles/ASN4G724QN4GUTIL04K.html
https://flyteam.jp/news/article/123757
https://mainichi.jp/articles/20200414/k00/00m/040/327000c
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/19263
https://ascii.jp/elem/000/004/008/4008966/
https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-defence-idJPKCN21V01E


R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 続・防衛最前線】イージス艦「まや」 敵を捉える目 僚機・僚艦と共有（産経） 

 https://www.sankei.com/premium/news/200413/prm2004130004-n1.html  

〇 米空母艦長の「決断」と「解任」から学ぶべき「新型コロナ」対処（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/04131130/?all=1  

〇 米防衛企業向け支援、ボーイングも申請なら不足する恐れ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-13/Q8P0LXT0AFBA01  

〇 竹島不法占拠／韓国の執念に根負けするな（山陰中央新報） 

 http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1586751788730/index.html  

〇 アメリカ空軍 U-2偵察機のコクピット電子機器を近代化改修（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020041306.html  

〇 日本に圧力 新型コロナがむき出しにした米中「犬猿」関係（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/33729  

〇 米海軍紙、中国の海洋進出に対抗するため民間船の使用を提案（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/54742.html  

〇 海自 P-1など、中国海軍の空母「遼寧」など艦艇 6隻の太平洋進出を確認（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123760  

〇 中国空母、南シナ海で訓練 米軍に活動誇示（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041300832&g=int  

〇 新型コロナ感染防止策強化へアプリ導入検討 自衛隊員の濃厚接触追跡―河野防衛相

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041300857&g=pol  

〇 安保熱弁の河野防衛相「反応ないからしゃべりづらい」 ほぼ無観客講演で本音（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200413/k00/00m/010/192000c  

〇 狭い船内、もし感染者出たら… 中東派遣の自衛隊が困惑（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN4F5WQZN47UTIL02W.html  

〇 中国空母、台湾南部から南シナ海へ 「類似の訓練を常態化」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200413/wor2004130013-n1.html  
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https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/54742.html
https://flyteam.jp/news/article/123760
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041300832&g=int
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 中国の軍事的挑発に「極めてけしからん」と河野防衛相（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200413/plt2004130033-n1.html  

 

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

〇 中国軍、台湾・南シナ海で挑発 コロナ感染で「米海軍力低下」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041100267&g=int  

〇 〈新型コロナ〉国策課題で国、目算外れ オスプレイ、漁協説明会開けず 新幹線、地方

出張できず（佐賀） 

 https://www.saga-s.co.jp/articles/-/511257  

〇 日本がステルス戦闘機を独自開発へ、「米英の計画に満足できず」と中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b797062-s0-c10-d0059.html  

〇 中国空母が沖縄本島、宮古間通過（共同） 

 https://this.kiji.is/621860106641933409  

〇 【寄稿】21世紀の親中事大主義が屈辱的な理由（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/10/2020041080198.html  

〇 【ＪＡＰＡＮ Ｆｏｒｗａｒｄから】生物兵器開発に注力する中国 モニカ・チャンソリア氏寄稿

（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200412/wor2004120002-n1.html  

〇 「コロナで連携すべき状況で…」中国軍活動に不快感 防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200413/k10012385361000.html  

 

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

〇 日米安保協力 感染の危機下でも抑止力保て（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200410-OYT1T50287/  

〇 「コロナ禍」でさらに緊張が高まる、日本を取り巻く国際政治の“残酷な真実”（DIAMOND  

online） 

 https://diamond.jp/articles/-/231351  
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http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/10/2020041080198.html
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 アメリカ海兵隊 戦車全廃か M1戦車大隊廃止 変わる戦い方 自衛隊・日本への影響は？（乗りも

のニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/95307  

〇 自衛隊をコロナ対策で「成田派遣」すべきではない理由（日刊 SPA!） 

 https://nikkan-spa.jp/1657848  

〇 尖閣周辺、３７日連続で中国公船（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/200411/lif2004110014-n1.html  

〇 護衛艦「しまかぜ」 佐世保基地に帰港 中国漁船と衝突（長崎） 

 https://this.kiji.is/621530075786986593?c=174761113988793844  

〇 最新レーダーの話題(13)レイセオンの戦闘機用レーダー（マイナビ） 

 https://news.mynavi.jp/article/military_it-344/  

〇 【ニュースの核心】コロナ対応、政府は自衛隊員をもっと参画させよ！ 「国の本気」感じさ

せる“ショック療法”にも（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200411/dom2004110006-n1.html  

〇 アメリカ艦船が、台湾海峡を通過（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i60651  

〇 波紋呼ぶ中国船とベトナム漁船衝突事故 米比など抗議（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200411/wor2004110008-n1.html  

〇 在宅ワークで曜日感覚が曖昧に...？ そんな悩みを解決する「自衛隊カレー」に注目（J

タウンネット） 

 https://j-town.net/tochigi/column/allprefcolumn/303968.html  

〇 政府自民、次期戦闘機の輸出議論（共同） 

 https://this.kiji.is/621676551287506017  

〇 中国空母が沖縄・宮古島間を通過、他に５隻も 去年６月以来４回目（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3954081.html  

〇 中国空母が沖縄―宮古間通過 昨年６月以来―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041100381&g=soc  
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 中国の空母「遼寧」 沖縄本島と宮古島間を通過 領海侵入なし（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200411/k10012382381000.html  

〇 中国空母が沖縄－宮古島間を通過 昨年以来４回目（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200411/plt2004110007-n1.html  

 

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

〇 「グローバル化すべき」と言う人が、完全に“時代遅れ”である理由（DIAMOND online） 

 https://diamond.jp/articles/-/231347  

〇 米、中国電信の免許取り消し検討 「脅威」と認定（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57899310Q0A410C2000000/  

〇 これから来る危機「日本人が真剣にとるべき行動」（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/33581  

〇 「島国に悲惨な運命を与える」北朝鮮メディア、安倍氏を非難（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/130815  

〇 「立派な自衛官に」 佐世保教育隊入隊式（長崎） 

 https://this.kiji.is/621157474136687713?c=174761113988793844  

〇 安保理、新型コロナで初会合「世界的な停戦」を支持（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200410-OYT1T50134/  

〇 新型コロナめぐり国連安保理が初会合 米中対立で開催遅れる（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/200410/lif2004100031-n1.html  

〇 国連安保理、新型コロナで初会合 具体策で合意できず（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-un-idJPKCN21S08V  

〇 2019年度スクランブル発進、前年から 52回減も過去 3番目に多い水準（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123675  

〇 ロシア海軍 Il-38N、オホーツク海から日本海を飛行 4月 9日（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123676  
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 新型コロナ 密閉、集団…海自艦、感染予防に苦心 防衛相「最悪なら中東撤退」 消毒

徹底、隊員上陸せず（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200410/dde/007/040/028000c  

〇 日本、ロシア軍機の独島侵犯を「自国領空の侵犯」統計に集計（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/264730?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 空母のコロナ感染で苦境の米海軍、軍事演習で牽制する中国軍との緊張高まる

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/04/post-93094.php  

〇 海上自衛隊が金曜日カレーを提案 在宅ワークで曜日感覚がなくなってる人へ（おたくま

経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020041007.html  

〇 中国、ひと月足らずで 2度目のロケット打ち上げ失敗。インドネシアの衛星焼失

（engadget） 

 https://japanese.engadget.com/jp-2020-04-10-3-b-2.html  

〇 【最新国防ファイル】オスプレイ部隊に隊旗授与 トータル１７機、島嶼防衛体制確立へ

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200410/pol2004100002-n1.html  

〇 国連安保理、新型コロナで初会合も米中対立で具体策なし（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3953112.html  

〇 金曜日はカレーの日？ 元自衛官による在宅ワークのライフハックが話題に「いいアイデ

ア！」（ABEMA TIMES） 

 https://times.abema.tv/posts/7049727  

〇 北朝鮮、核危機戦略に回帰 中国ミサイル能力向上を警戒―防衛研報告（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041000877&g=pol  

〇 中国が西太平洋全域で軍事力展開も 防研の戦略概観（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200410/plt2004100027-n1.html  

〇 海上自衛隊、在宅勤務に「金曜日のカレー」提案 これなら曜日感覚忘れない？（J-

CAST） 

 https://www.j-cast.com/2020/04/10384067.html?p=all  
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 “ロシア 極東に日本射程の中距離ミサイル配備も” 防衛研究所（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200410/k10012379981000.html  

〇 北朝鮮、「危機戦略」に回帰 防衛研が報告書（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57928550Q0A410C2EA3000/  

〇 自衛隊病院でアビガン治験を開始、６月末まで（サンスポ） 

 https://www.sanspo.com/geino/news/20200410/sot20041019500016-n1.html  

〇 緊急発進増で中国を批判 河野防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041001091&g=pol  

〇 中国、１２７カ国に支援外交 「救世主」狙う（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200410/wor2004100019-n1.html  

 

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

〇 フランスとアメリカ 5 空母でコロナ患者…なぜ多発するのか？（Smart FLASH） 

 https://smart-flash.jp/sociopolitics/98981  

〇 アフガン政府、タリバン捕虜１００人を解放 和平合意実現に前進（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200409/wor2004090001-n1.html  

〇 タリバンの捕虜を初解放（共同） 

 https://this.kiji.is/620649504600671329  

〇 新型コロナ｢中国生物兵器説｣がこれほど拡散された理由。新興宗教｢法輪功｣など反中

勢力が暗躍（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-210887  

〇 ブルーインパルス、3月 20日松嶋基地展示飛行レポート（リアルライブ） 

 https://npn.co.jp/article/detail/200002949  

〇 大阪のコロナ軽症者用ホテル、クルーズ船対応の自衛隊を派遣（Lmaga.jp） 

 https://www.lmaga.jp/news/2020/04/109265/  

〇 太平洋の米空母 4隻で新型コロナ感染者（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/04/09/2020040980035.html  
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 服務の宣誓もマスク姿で 海自佐世保教育隊で入隊式（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200409/k00/00m/040/062000c  

〇 捕虜のタリバン 100人を初解放（共同） 

 https://this.kiji.is/620796913564386401  

〇 尖閣周辺に中国船 ３５日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200409/plt2004090004-n1.html  

〇 空自緊急発進「９４７回」 河野防衛相、異例のツイート（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200409/plt2004090007-n1.html  

〇 タリバンの捕虜を初解放 和平合意受けアフガン政府（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57852450Z00C20A4000000/  

〇 死に絶える中東和平と新和平案というだまし絵（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/04/post-93067.php  

〇 ３７１人、新たな一歩 海自教育隊、入隊式 舞鶴 ／京都 （毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200409/ddl/k26/040/345000c  

〇 2019年度のスクランブル発進 947回 過去 3番目の多さ （テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000181367.html  

〇 マスク姿で入隊式、海自佐世保教育隊 ／長崎 （毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200409/ddl/k42/040/248000c  

〇 フィリピン、中国の南シナ海での行動を猛反発（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%95%E3%82%A

3%E3%83%AA%E3%83%92%E3%83%B3%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E3%81%A

E%E5%8D%97%E3%82%B7%E3%83%8A%E6%B5%B7%E3%81%A6%E3%81%AE

%E8%A1%8C%E5%8B%95%E3%82%92%E7%8C%9B%E5%8F%8D%E7%99%BA-

845788.vov  

〇 シリア軍、17年に化学兵器で攻撃 禁止機関が結論（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/52225402  

〇 空自の緊急発進、元年度は９４７回 対中国機が増加（産経） 
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200409/plt2004090013-n1.html  

〇 緊急発進９４７回 ２０１９年度、中ロ活発―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020040900904&g=soc  

〇 アラブ首長国連邦のムハンマド皇太子、停戦を反故にするためにアサド政権に金銭を供

与か（TRT） 

 https://www.trt.net.tr/japanese/shi-jie/2020/04/09/arabushou-chang-guo-lian-

bang-nomuhanmadohuang-tai-zi-ting-zhan-wofan-gu-nisurutameniasadozheng-

quan-nijin-qian-wogong-yu-ka-1394422  

〇 自衛隊機スクランブル 昨年度は減少も対中国機は増加（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200409/k10012377721000.html  

〇 昨年度の緊急発進、過去３番目の多さ（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3952320.html  

〇 空自のスクランブル、947回（共同） 

 https://this.kiji.is/620903748387587169  

〇 海自掃海艇衝突 自衛官を略式起訴 尾道区検「見張り不十分」 （毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200409/k00/00m/040/160000c  

〇 イージス・アショア秋田配備、自民党「地元にしっかり説明を」（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3952325.html  

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

 https://flyteam.jp/news/article/123603  

〇 タリバンの捕虜さらに解放（共同） 

 https://this.kiji.is/620971498996483169  

 

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

〇 米イラク、戦略対話を開催へ 駐留米軍の行方も議題（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57801800Y0A400C2000000/  

〇 内田樹「自国ファーストの米国と味方を増やす中国、ポスト・コロナ期に大きな差」

（AERAdot.） 
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://dot.asahi.com/aera/2020040700032.html?page=1  

〇 クルーズ船・乗客治療、関係者に謝意 米臨時代理大使「最高のケア」 神奈川（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/200408/rgn2004080003-n1.html  

〇 原油急落は日本に有利だが…振り回されることは問題 国家安全保障の観点が重要

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200408/dom2004080004-n1.html  

〇 自然も人も観測隊の魅力（共同） 

 https://this.kiji.is/620179788959712353  

〇 英半導体メーカー、中国国有企業が支配権握る恐れ 議員ら政府介入を求める（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/54438.html  

〇 世界初リチウム電池を搭載 潜水艦「おうりゅう」海自呉基地に配備（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/29835  

〇 砕氷艦「しらせ」、南極観測支援を終了 横須賀基地に 4月 6日帰港（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123521  

〇 護衛艦のコロナ対策に万全期す（共同） 

 https://this.kiji.is/620466300984706145  

〇 護衛艦コロナ対策万全期す 防衛相、中東派遣めぐり（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200408/plt2004080009-n1.html  

〇 イギリス新鋭潜水艦オーディシャス メーカーから受領し母港へ到着（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020040803.html  

〇 中東派遣護衛艦、来月交代でコロナ対策も（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3951049.html  

〇 護衛艦が船舶 2700隻を確認（共同） 

 https://this.kiji.is/620517259247977569  

〇 ベトナム東部海域問題で、国際社会はベトナムを支持する（ベトナムの声） 

https://dot.asahi.com/aera/2020040700032.html?page=1
https://www.sankei.com/region/news/200408/rgn2004080003-n1.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200408/dom2004080004-n1.html
https://this.kiji.is/620179788959712353
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https://www.fnn.jp/articles/-/29835
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%98%E3%83%8

8%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%A6%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A4%BE

%E4%BC%9A%E3%81%AF%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%

E3%82%92%E6%94%AF%E6%8C%81%E3%81%99%E3%82%8B-845301.vov  

〇 防衛相の現地視察「見通せない」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20200408/6010006664.html  

〇 米海軍長官代行が辞任－新型コロナ集団感染の空母艦長解任で批判（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-08/Q8GI3DDWLU6P01  

〇 大阪府軽症者受け入れへ 自衛隊に協力要請（読売テレビ） 

 https://www.ytv.co.jp/press/kansai/59805.html  

〇 掃海艇衝突で自衛官に略式命令（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20200408/4000007286.html  

〇 第 1ヘリコプター団輸送航空隊、隊旗授与式を実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123522  

 

０７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 南シナ海でベトナム漁船が体当たり受け沈没、外務省は中国に抗議（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/200406183148.html 

〇 おかえり「しらせ」 海自横須賀基地 コロナ影響、４日早く（東京） 

https://www.tokyo-

np.co.jp/article/kanagawa/list/202004/CK2020040702000156.html 

〇 陸自都が編成完結延期要請も式典強行（宮古新報） 

 http://miyakoshinpo.com/news.cgi?no=22732&continue=on 

〇 中国の南シナ海領有権主張、「コロナ禍利用するな」 米が警告（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3277448 

〇 海自の砕氷艦・しらせ、横須賀帰港 南極昭和基地観測隊を支援 ／神奈川（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200407/ddl/k14/040/166000c  
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 医師常駐、自衛隊派遣も ホテル療養“100床”（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/29471  

〇 強制休職の在韓米軍労働組合が怒り…「なぜ我々が担保に」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/264584?servcode=A00&sectcode=A20  

〇 リチウムイオン電池搭載 新型潜水艦が入港 広島 呉基地（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200407/k10012372601000.html  

〇 きょう緊急事態宣言 警察・消防・自衛隊・気象庁は？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200407/k10012372521000.html  

〇 VRで護衛艦「いずも」を体験！ 海上自衛隊が YouTubeで動画公開（おたくま経済新

聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020040706.html  

〇 緊急事態宣言後も自衛隊活動は変わらず（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200407/plt2004070033-n1.html  

〇 コロナ対応、人工呼吸器など調達 防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020040701043&g=pol  

〇 宮古島にミサイル部隊配備（琉球朝日放送） 

 https://www.qab.co.jp/news/20200407124812.html  

〇 「ウイルス肺炎を悪用」米国務省、中国を批判 ベトナム漁船沈没事件に憂慮（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/04/54431.html  

〇 潜水艦「おうりゅう」呉基地に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20200407/4000007268.html  

〇 米、中国に「深刻な懸念」 ベトナム漁船沈没（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%E4%B8%

AD%E5%9B%BD%E3%81%AB%E6%B7%B1%E5%88%BB%E3%81%AA%E6%87%

B8%E5%BF%B5-%E3%83%98%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%BC%8

1%E8%88%B9%E6%B2%88%E6%B2%A1-844882.vov  

〇 安倍首相会見、感染者増で自衛隊の医療班動員も想定（日刊スポーツ） 

https://www.fnn.jp/articles/-/29471
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202004070000646.html  

〇 ＥＵが再度、対イラン制裁の解除を要請（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i60556  

〇 「コロナの混乱に便乗するな」米の批判に中国反発（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000181213.html  

〇 新型コロナ対応で１２１億円、補正予算で自衛隊病院の機能強化（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3950717.html  

 

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

〇 在韓米軍７２人が新型コロナ感染確認…身元・感染経路は明かされず（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/36240.html 

〇 山口）海自航空学生、マスク姿で入隊式 小月教育航空群（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN457296N45TZNB001.html 

〇 宮古島にミサイル配備、背景に中国の勢力拡大が（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3949543.html 

〇 しらせ南極から帰国 コロナ影響、出迎えなく（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/200406/lif2004060045-n1.html 

〇 しらせ、南極から帰国（共同） 

 https://this.kiji.is/619788076454380641 

〇 新型ウイルスとの戦いに投入された米海軍の病院船とはどんな船か（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13273789 

〇 護衛艦いずも、VR で体験 海自が配信 背景に採用難（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN464FTVN43UTIL05L.html 

〇 「しらせ」南極から帰国 母港の海自横須賀基地へ（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-321268.html 

〇 南極観測船「しらせ」もコロナで早期帰国（TBS） 
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R２．５．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3949579.html 

 

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

〇 海自唯一になった非イージス対空護衛艦「しまかぜ」の未来は 昔ながらの旋回式発射機

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/95206 

〇 宮古島にミサイル部隊編成 中国にらみ地対空、地対艦（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200405/plt2004050007-n1.html 

〇 宮古駐屯地の編成完了 陸自、７００人規模 コロナ防止で延期要請も式典強行（琉球新

報） 

 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1102331.html 

〇 陸自、宮古島ミサイル部隊始動（共同） 

 https://this.kiji.is/619452491175134305 

〇 海上自衛隊、中東地域への派遣で 4 月 7日と 8 日に図上演習を実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123423 

〇 第 22 航空群の UH-60J、新型コロナウイルス患者の急患空輸に対応（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123467 

〇 護衛艦「てるづき」、アンダマン海でガブリエル・ギフォーズと共同訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123422 

 

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

〇 長崎 宮城 自衛隊を災害派遣 新型コロナ対応支援 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200404/k10012367901000.html 

〇 南シナ海 中国海警局船 ベトナム漁船を沈没させる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200404/k10012368081000.html 

〇 自衛隊中東派遣に影 哨戒機部隊の活動中断も―新型コロナ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020040301031&g=pol 
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〇 壱岐で陽性 長崎県内 9 人目 全国初の自衛隊ヘリ搬送（長崎） 

 https://this.kiji.is/618973847921132641?c=174761113988793844 

〇 中国軍“不穏な動き”は挑発か暴発か… 日本海と東シナ海を飛行、宮古島南東を東進 

識者「習氏への嫌がらせも」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200403/for2004030006-n1.html 

〇 護衛艦「きりさめ」中東派遣へ 海上自衛隊佐世保基地から（長崎） 

 https://this.kiji.is/618995731651806305?c=174761113988793844 

〇 「新型コロナとたたかうひとへ」 海上自衛隊がすすめる「バーチャル花見」（J-CAST） 

 https://www.j-cast.com/2020/04/04383702.html?p=all 

〇 ベトナム外務省、中国大使館に抗議（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナム外務省中国大使館に抗議-843702.vov 

〇 米空母で集団感染余波 米中“安保バランス”に影響も（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/28641 

〇 テロより深刻な米空母のコロナ感染（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i60452 

 

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

〇 中東派遣の護衛艦交代へ 哨戒機は引き揚げ可能性も（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000180880.html 

〇 中東派遣の護衛艦、６月に交代 情勢変化なし―河野防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020040300617&g=pol 

〇 中東派遣部隊への新型コロナ対策を検討 河野防衛相（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200403/plt2004030013-n1.html 

〇 山本防衛副大臣が国会で弁明 護衛艦事故、確認途中にツイート（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200403/plt2004030017-n1.html 

〇 海自の護衛艦と中国漁船の衝突の疑問、「なぜ日本の護衛艦が中国近海に現れたの

か」―米華字メディア（RecordChina） 
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 https://www.recordchina.co.jp/b795259-s0-c10-d0062.html 

〇 ジブチ派遣自衛隊部隊、コロナ拡大で最悪撤収も（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3947528.html 

〇 防衛相、ジブチ撤収可能性に言及（共同） 

 https://this.kiji.is/618733088238175329 

〇 中東派遣「きりさめ」に交代へ コロナ拡大なら哨戒機撤収も（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200403/k00/00m/010/159000c 

〇 未公開情報ツイートで山本副防衛相が陳謝 海自護衛艦衝突（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200403/k00/00m/010/168000c 

〇 中国、「燃える氷」２度目の試掘に成功…商業化へ「重要な一歩」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200403-OYT1T50273/ 

 

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

〇 非公開情報を投稿、山本防衛副大臣「猛省」（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3946033.html 

〇 河野防衛相が山本氏を注意 確認中の情報を投稿（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-317189.html 

〇 韓国元国防長官「現在の安保状況、『天安』爆沈当時より悪い」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/264392?servcode=200&sectcode=220 

〇 新型コロナとともに悪化する日中関係…「短い春は過ぎた」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/264424?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 ご当地“海軍カレー”が特別価格 レトルト品薄で（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000180794.html 

 

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

○ 米原子力空母の感染者２００人に拡大か 艦長が緊急支援求める書簡（産経） 
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 https://www.sankei.com/world/news/200401/wor2004010021-n1.html 

〇 衝突した護衛艦 鹿児島港に入港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20200401/5050009774.html 

〇 副大臣が非公表情報を投稿、河野防衛相「不適切」と注意（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3945134.html 

〇 ジブチで海自 P-3C を守る陸自の派遣海賊対処行動支援隊（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123285 

〇 防衛相、山本副大臣を注意（共同） 

 https://this.kiji.is/617927507552158817 

〇 防衛相、山本副大臣を注意 確認中の情報をツイート（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57500390R00C20A4EAF000/ 

〇 海自練習艦隊 あす佐世保入港 「あさひ」「いせ」など（長崎） 

 https://this.kiji.is/617901795357820001?c=174761113988793844 

〇 護衛艦衝突ツイート「不適切」 防衛相が副防衛相を注意 過去にも問題、菅氏は更迭否

定（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200401/k00/00m/010/109000c 

〇 山本副大臣を防衛相注意 護衛艦と中国漁船衝突の確認途中、ツイッターに投稿（産

経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200401/plt2004010017-n1.html 

〇 「５Ｇ」主導権争いに対応…国家安保局に「経済班」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20200401-OYT1T50123/ 

〇 中国漁船と衝突の海自護衛艦「しまかぜ」が鹿児島に（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3945128.html 

〇 非公表情報ツイート 山本防衛副大臣を注意（日テレ） 

 https://www.news24.jp/articles/2020/04/01/04618587.html 

〇 入間基地「ランウェイウォーク 2020」中止、感染拡大防止のため（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/123250 
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〇 非公表情報を記載 山本防衛副大臣を注意（日テレ） 

 https://www.news24.jp/articles/2020/04/01/04618663.html 

〇 「不適切」発信で山本副防衛相を注意 ツイッターで再三問題も菅氏は更迭否定（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200401/k00/00m/010/238000c 

〇 山本防衛副大臣、護衛艦事故の未公表情報を投稿…河野防衛相が注意（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200401-OYT1T50221/ 

〇 非公表情報ツイートを陳謝 中国漁船衝突で防衛副大臣（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020040101241&g=pol 

〇 国家安全保障局「経済班」発足 5G、サイバー攻撃、海洋資源争奪…新型コロナ対策も

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200401/k00/00m/010/266000c 

〇 非公表情報を投稿 山本防衛副大臣を注意（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/32900.html 

〇 海自艦と中国船衝突で非公表情報を投稿 山本防衛副大臣を注意（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200401/k10012361831000.html 

〇 山本防衛副大臣、ツイートを猛省（共同） 

 https://this.kiji.is/618061733618877537 

〇 日本の護衛艦、中国漁船との衝突で穴が開いたのは正常―中国軍事評論家

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b794640-s0-c10-d0063.html 

 

（了） 
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