
２．６．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

～ 海のNews（５月）～ 

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

○ 輸出管理強化措置 韓国が日本に見直し要求 きょう期限（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200531/k10012452081000.html 

 

○ EU WHO 脱退意向のアメリカに再考求め声明発表（MHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200531/k10012452161000.html 

 

○ 中国、トランプ米政権に徹底抗戦の構え 「分断」「新冷戦」加速か（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020053000328&g=int 

 

○ Ｇ７サミット、９月以降に延期 トランプ氏意向、ロシア・韓国も招待（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020053100113&g=int 

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

○ ＥＵ、中国の香港法制「深く懸念」 対中戦略厳格化で合意（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/hongkong-protests-eu-idJPKBN2352DL 

 

○ 米、香港の特別優遇廃止へ WHO 脱退を宣言、中国など制裁（共同通信） 

https://www.47news.jp/news/4862587.html 

 

○ 中国、米の措置に強気崩さず 「香港の役割低下」高くくる（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200530/wor2005300028-n1.html 

 

○ 中国インド実効支配線付近で両軍殴り合い、投石 武器使わず深刻化避ける（毎日

新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200530/k00/00m/030/169000c 

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

○ 香港の“高度な自治”は 中国「国家安全法制」に懸念相次ぐ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200529/k10012449551000.html 

 

○ 中国国産の大型水陸両用機 AG600、下半期に初の海上試験飛行を予定（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3284793 

 

○ ｢中国、台湾との再統一に向け軍事手段も必要」人民解放軍参謀長（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93539.php 
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○ 中東派遣の哨戒機 帰国途中ベトナムで故障 入国制限で留め置き（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200529/k10012450251000.html 

 

○  中国序列３位の栗氏「台湾独立派にあらゆる手段」 武力行使の発動示唆 反国

家分裂法で蔡英文政権を威嚇（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200529/wor2005290042-n1.html 

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

○ イラン核合意、米が残留国への制裁免除停止（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3285253 

 

○ ウイグル人権法案、米議会を通過 トランプ氏署名に注目（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3285264 

 

○ ポンペオ米国務長官、香港の自治は失われたと判断 通商に打撃も（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35154453.html 

 

○ 米国、香港情勢で安保理会合要請  中国拒否で対立表面化（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200528/wor2005280024-n1.html 

 

○ “冷戦はすでに始まっている” 米中パンデミック下の暗闘 3（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200528/k10012443771000.html 

 

○ USS Mustin Conducts FONOP Past Paracel Islands In South China Sea（USNI 

News） 

https://news.usni.org/2020/05/28/uss-mustin-conducts-fonop-past-paracel-

islands-in-south-china-sea#more-76940 

 

○ 米国務長官、香港は「自治失われた」 中国の国家安全法めぐり（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/52817544 

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

○ 中国全人代 習主席「ウイルス対策継続も軍強化を（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200527/k10012446481000.html 

 

○ “核実験停止の政策 現時点では変更ない” 米国防総省高官（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200527/k10012446941000.html 

 

○ 中国、コロナ対応批判を封じ込め全人代、周近平氏に忠誠誓う（共同通信） 

https://www.47news.jp/news/4853167.html 
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○ 正恩氏、側近 2 人を破格の重用 米朝中断、核増強への布陣か（共同通信） 

https://this.kiji.is/638285462819964001 

 

○ 香港「国家安全法制」採択を前に抗議活動 緊迫状態続く（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200527/k10012447521000.html 

 

○ 「ロシアがリビアへ派遣した戦闘機の写真」、米アフリカ軍が公開（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3285235 

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

○ 香港デモ再燃ルポ、「国家安全法」で一国二制度は終焉か？（ダイヤモンオンライ

ン） 

https://diamond.jp/articles/-/238149 

 

○ EU 外相「より強固な対中戦略が必要」、加盟国に共同歩調呼び掛け（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3284900 

 

○ 軍事境界線での銃撃「南北ともに休戦協定違反」国連軍が結論（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200526/k10012446251000.html 

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

○ 米政府高官 中国への制裁可能性を示唆 香港の治安維持方針で（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200525/k10012443391000.html 

 

○ 対中政策が争点化 バイデン陣営攻勢強める―米大統領選（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052400185&g=int 

 

○ 全人代「香港国家安全法案」は米中激突を加速させる（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93486.php 

 

○ 「イギリスが香港のために立ち上がらないことこそ危機だ」パッテン元総督

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93498.php 

 

○ 「一国二制度の失敗を中国が自ら宣言」“香港民主主義の父”李柱銘氏インタビュ

ー（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200525/wor2005250021-n1.html 

２４（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 北朝鮮、「核抑止力強化」へ 正恩氏指導で党軍事委開催（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052400084&g=int 

 

○ 「政治ウイルスが米国で拡大」中国・王毅外相が米国に反発、香港も「外部干渉認

めない」と牽制（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200524/wor2005240015-n1.html 

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

○ 領空開放条約違反は「米側」、ロシア次官が証拠提示を確約（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-russia-openskies-ryabkov-idJPKBN22Y2KG 

 

○ 中国 香港の治安維持で法律制定へ 米政府は反対表明（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200523/k10012441821000.html 

 

○ 核軍縮条約、コロナで難航の恐れも 米ロの査察が延期（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN5P3H1ZN5JUHBI00H.html 

 

○ ＮＡＴＯ「ロシアは領空開放条約の順守を」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200523/wor2005230011-n1.html 

 

○ 米政権、核実験再開を議論 中ロにらみ、結論至らず（共同通信） 

https://this.kiji.is/636769130725049441 

 

○ トランプ氏は大統領選で「大敗」、経済中心の選挙モデルで予測（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35154142.html 

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

○ 米大統領「強力な対応取る」 中国の香港治安法制に反発（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052200229&g=int 

 

○ 米「領空開放条約」離脱へ 「ロシアが守らなかったので離脱」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200522/k10012440111000.html 

 

○ トランプ政権 中国に対する戦略報告書公表 「新冷戦」の様相（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200522/k10012440121000.html 

 

○ United States Strategic Approach to The People’s Republic of China 

(Whitehouse.com) 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/05/U.S.-Strategic-

Approach-to-The-Peoples-Republic-of-China-Report-5.20.20.pdf 

 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052400084&g=int
https://www.sankei.com/world/news/200524/wor2005240015-n1.html
https://jp.reuters.com/article/usa-russia-openskies-ryabkov-idJPKBN22Y2KG
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200523/k10012441821000.html
https://www.asahi.com/articles/ASN5P3H1ZN5JUHBI00H.html
https://www.sankei.com/world/news/200523/wor2005230011-n1.html
https://this.kiji.is/636769130725049441
https://www.cnn.co.jp/usa/35154142.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052200229&g=int
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200522/k10012440111000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200522/k10012440121000.html
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/05/U.S.-Strategic-Approach-to-The-Peoples-Republic-of-China-Report-5.20.20.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/05/U.S.-Strategic-Approach-to-The-Peoples-Republic-of-China-Report-5.20.20.pdf


２．６．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

○ 8 月の多国間合同演習に海自艦艇も参加予定 河野防衛相（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200522/k10012440571000.html 

 

○ 香港版「国家安全法」に猛反発、「香港の民主化が潰される」（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93471.php 

 

○ 米中どちらに軍配？WHO 総会で習近平スピーチ、トランプ警告書簡

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/who-63.php 

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

○ アメリカが台湾に魚雷売却へ 中国への圧力さらに強める（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200521/k10012438651000.html 

 

○ 「戦闘領域」と化した宇宙 米中の覇権争い、月の先へ（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN5N7HSDN5MULZU017.html 

 

○ 新ＳＴＡＲＴ短期延長検討 米、来年２月の失効回避か（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052100692&g=int 

 

○ 対中で「外交無駄なら圧力強化」トランプ米政権、報告書で警告（共同通信） 

https://www.47news.jp/news/4834050.html 

 

○ 中国全人代、香港の治安法制審議へ デモ摘発へ「一国二制度」骨抜きか（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020052101136&g=int 

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

○ コロナ後の米中、「対立から衝突」の可能性に備える必要（ダイアモンドオンライ

ン） 

https://diamond.jp/articles/-/237650 

 

○ ＷＨＯ舞台に米中攻防 「脱退」強気のトランプ氏―習氏は資金拠出で対抗（産経

新聞） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051900923&g=int 

 

○ ２期目の蔡政権「信頼できるパートナー」 米国、半導体協力で中国の締め上げ強

化へ（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200520/wor2005200018-n1.html 
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○ エベレストもカバーの 5G、中国デジタル経済生態圏を再構築（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3283954 

 

○ コロナ流行下に「恥ずべき」無為無策、国際 NGO が国連安保理を非難（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3283944 

 

○ 台湾の「追い風」にいら立ち 習近平指導部、米に報復示唆（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200520/wor2005200024-n1.html 

 

○ USS Theodore Roosevelt Back Underway 2 Months After COVID Outbreak

（USNI News） 

https://news.usni.org/2020/05/20/uss-theodore-roosevelt-back-underway-2-

months-after-covid-outbreak#more-76649 

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

○ ＷＨＯ総会 中国 習主席「透明性もって情報提供してきた」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200518/k10012435121000.html 

 

○ 金正恩「急死騒動」で見えた、北朝鮮が中国に支配される近未来（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72633 

 

○ 米、自衛隊の宇宙作戦隊発足を歓迎 日本と連携強化（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200519/wor2005190019-n1.html 

 

○ 中国国防費、今年も増額の公算 新型コロナによる景気悪化でも（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/china-parliament-defence-idJPKBN22V06O 

 

○ 米、WHO 脱退検討も 資金拠出の恒久停止警告（共同通信） 

https://www.47news.jp/news/4825966.html 

 

○ 【遠藤良介のロシア深層】プーチン氏の「存在意義」喪失（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200519/wor2005190046-n1.html 

 

○ 米、脱退示唆し改革迫る 結束に冷や水―コロナ対応検証の決議採択・ＷＨＯ総会

（産経新聞） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051900824&g=int 

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

○ 対イラン国連制裁の復活示唆 核合意「完全崩壊」狙う―米（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051700144&g=int 
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○ 「新型ウイルスは実験室で生まれた可能性もある」とする論文が登場

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93431.php 

 

○ 金正恩氏が姿消した３週間 北朝鮮で防疫厳格化 感染にピリピリ（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200518/wor2005180013-n1.html 

 

○ 新型コロナめぐり中国の新戦術「戦狼戦術」とは（テレビ朝日） 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000184255.html 

１７（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ サウジアラビアがコロナ禍で窮地 日本のエネルギー安全保障に大打撃の可能性

（デイリー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/05170558/?all=1 

 

○ トランプ米大統領、「驚くべき」ミサイルの開発に言及（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35153884.html 

 

○ 【地球コラム】北朝鮮、強権独裁の強みと弱点（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051400533&g=int 

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

○ ファーウェイ経営に「影響大」 外国製禁輸で打撃―米商務長官（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051600214&g=int 

 

○ 中国が EU 情報スパイか マルタ大使館利用と仏紙（共同通信） 

https://this.kiji.is/634204699010958433 

 

○ 中国の 5G 戦略が世界をリードする（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/5g-10.php 

 

○ 米政治家の「政治的どう喝」は茶番、責任転嫁やうそは減らすべきだ（AFP) 

https://www.afpbb.com/articles/-/3283124 

 

○ 中国、周辺海域で「力の空白」突く 米国との軍事摩擦激化も（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200516/wor2005160020-n1.html 

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

○ トランプ氏、中国のコロナ対応に「心底失望」 断交の可能性も示唆（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-trade-china-idJPKBN22Q1PE 
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○ 北朝鮮は国家レベルの危機 クーデターが起きないのはなぜか（ポストセブン） 

https://www.news-postseven.com/archives/20200515_1563003.html 

 

○ トランプ大統領 ＷＨＯに何らかの対応策を示す考え 新型コロナ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200515/k10012432581000.html 

 

○ 米、ファーウェイへの輸出規制を強化 コロナで対立拍車（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN5H7R20N5HUHBI038.html 

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

○ ＦＢＩ、中国による米国のワクチン開発情報の窃取を捜査 米研究機関に警報を発

令 新型コロナ（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200514/wor2005140007-n1.html 

 

○ 米中「広報・宣伝外交」衝突 「五四」語る大統領副補佐官―「戦狼」報道官で対

抗（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051300670&g=int 

 

○ フランス、中国の批判をさらりと受け流す 台湾との兵器売却契約めぐり（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3282991 

 

○ 米、キューバを対テロ非協力国に再指定 北朝鮮、イランなど継続（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051400251&g=int 

 

○ 国連安全保障理事会 シリア対応で中国・ロシアが異例の欠席（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200514/k10012429391000.html 

 

○ USS McCampbell Transits Taiwan Strait Ahead of Taiwanese Presidential 

Inauguration（USNI News） 

https://news.usni.org/2020/05/14/uss-mccampbell-transits-taiwan-strait-ahead-

of-taiwanese-presidential-inauguration#more-76428 

 

○ 米特別代表、国連イラン制裁の再開手続き発動を警告（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-iran-sanctions-un-idJPKBN22Q0GB 

 

○ 「金正恩死亡説」は眉に唾して聞け（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93409_1.php 

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

○ 中国、コロナ乗じて台湾に圧力 米議会諮問機関の報告書（産経新聞） 
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https://www.sankei.com/world/news/200513/wor2005130005-n1.html 

 

○ 台湾との兵器販売契約を破棄せよ、中国がフランスに要求（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3282823 

 

○ コロナ禍の今、米中衝突の危機はそこまで迫っている（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93404.php 

 

○ 米議会 台湾のＷＨＯ年次総会への参加支援する法案を可決（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200513/k10012427691000.html 

 

○ 中国、空母建造の責任者を摘発 「重大な規律違反」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200513/wor2005130025-n1.html 

 

○ イスラエル首相、米国務長官と会談 １４日にも新政権発足（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200513/wor2005130027-n1.html 

 

○ 中韓首脳、コロナ協力評価 電話会談で年内訪韓を確認（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051301249&g=int 

１２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 朝鮮労働党幹部が明かした「金正恩異変説」の真相（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72515 

 

○ 中国軍が東沙諸島の奪取演習計画 南シナ海で、台湾実効支配の要衝（共同通信） 

https://this.kiji.is/632686946846983265 

 

○ 尖閣沖で漁船追尾 中国の主張「受け入れられない」 官房長官（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200512/k10012426311000.html 

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

○ 金正恩有事で北朝鮮難民とコロナが日本に大量流入!?最悪事態を検証（ダイアモン

ドオンライン） 

https://diamond.jp/articles/-/236718 

 

○ 「米国の核」撤去論再燃 トランプ不信強く―ドイツ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051000124&g=int 

 

○ 米国の「気前の良さ」は口先だけ、実際は利己的で冷血非情（AFP) 

https://www.afpbb.com/articles/-/3281998 
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○ 北朝鮮、日本人にアサリ密輸打診 外貨目的か、タイのレストランで（共同通信） 

https://this.kiji.is/632383823277147233 

 

○ 尖閣沖 中国海警局が日本漁船追尾 中国が日本側を批判（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200511/k10012425551000.html 

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

○ 中東派遣、第 2 次部隊が出港 コロナ対応で「洋上隔離」（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN5B577JN58UTIL01N.html 

 

○ 中国、領有権争う南シナ海域に休漁期設定、取り締まり強化 ベトナムは抗議（毎

日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200510/k00/00m/030/118000c 

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

○ 中露、感染対応で米牽制 首脳が電話会談（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200509/wor2005090005-n1.html 

 

○ 「中国がフォロワーを意図的に急増」 米国務省が批判（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN59428KN59UHBI00P.html 

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

○ 中国含めた軍備管理必要 トランプ氏、ロ大統領に（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200508/wor2005080006-n1.html 

 

○ 金正恩「カテーテル手術」疑惑…ウラにある「健康不安」のヤバい実態（現代ビジ

ネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72418 

 

○ U.S. Sends Warships on Patrol Near South China Sea Standoff（USNI News） 

https://news.usni.org/2020/05/08/u-s-sends-warships-on-patrol-near-south-

china-sea-standoff#more-76266 

 

○ どうやらアメリカは「中国を本気で許さない」つもりだ（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72435 

 

○ 金正恩「死んだふり」の裏で進んでいた秘密作戦（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93357.php 

 

○ 中国の新型宇宙船、地球に帰還 有人の月探査へ画期なす（AFP） 

https://this.kiji.is/632383823277147233
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200511/k10012425551000.html
https://www.asahi.com/articles/ASN5B577JN58UTIL01N.html
https://mainichi.jp/articles/20200510/k00/00m/030/118000c
https://www.sankei.com/world/news/200509/wor2005090005-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASN59428KN59UHBI00P.html
https://www.sankei.com/world/news/200508/wor2005080006-n1.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72418
https://news.usni.org/2020/05/08/u-s-sends-warships-on-patrol-near-south-china-sea-standoff#more-76266
https://news.usni.org/2020/05/08/u-s-sends-warships-on-patrol-near-south-china-sea-standoff#more-76266
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72435
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/05/post-93357.php


２．６．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3282205 

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

○ ロシアと軍縮交渉の用意 米国務長官（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020050700181&g=int 

 

○ 米国務長官、新型コロナ起源「確信ない」 武漢研究所説断定避ける（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020050700234&g=int 

 

○ 北朝鮮でＳＬＢＭ発射実験などに関連の動きか 韓国情報機関（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200507/k10012420191000.html 

 

○ 「プーチンのロシア」20 年 米欧を敵視、ソ連の世界観に回帰（共同通信） 

https://this.kiji.is/631025122972255329 

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

○ 北朝鮮が平壌近郊に新たな弾道ミサイル関連施設を完成へ ＩＣＢＭ用か 米研究

機関分析（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200506/wor2005060006-n1.html 

 

○ 米情報長官指名公聴会開催「政治性」に懸念も（共同通信） 

https://www.47news.jp/news/4785355.html 

０５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ アジアの即応態勢は維持 米国防長官、中朝を牽制（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200505/wor2005050010-n1.html 

 

○ 米高官が中国語で講演“中国は民主化求める声に向き合うべき”（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200505/k10012418041000.html 

 

○ 中国、医療品確保で情報隠蔽か米国土安全保障省が報告（共同通信） 

https://www.47news.jp/news/4783564.html 

 

○ 反中感情、天安門事件以来にも コロナ受け中国で報告書＝関係筋（ロイター） 

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

idJPKBN22G23O 

 

○ 米海軍、ロシア沖バレンツ海で軍事演習 30 年以上ぶり（AFP 通信） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3281688 
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○ 中国、宇宙ステーション建設前進 長征５号Ｂロケット打ち上げ成功（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020050500620&g=int 

 

○ 中国を激怒させるポンペオ米国務長官、コロナ巡り貫く強硬路線（AFP 通信） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3281733 

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

○ リビア戦闘激化 1 月停戦は有名無実化 国連「停戦しコロナ対策集中を」（毎日

新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200504/k00/00m/030/063000c 

 

○ SASC Will Consider Braithwaite SECNAV Nomination in Thursday Hearing

（USNI News） 

https://news.usni.org/2020/05/04/sasc-will-consider-braithwaite-secnav-

nomination-in-thursday-hearing#more-76107 

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

○ 金正恩「最新写真」が物語る、北朝鮮の異変と消えない健康不安（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72334 

 

○ トランプ氏、高齢層の支持離れ危機感 バイデン氏、熱気乏しく―米大統領選まで

半年（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020050200290&g=int 

 

○ 北朝鮮、韓国側監視所を銃撃 被害なし、対応射撃も―非武装地帯（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020050300103&g=int 

 

○ 駐日米臨時代理大使「軍の即応態勢 全く問題ない」新型コロナ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200503/k10012416741000.html 

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

〇 金正恩氏、20 日ぶり動静報道 工場落成式に出席と（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/52511632 

 

○ 健在誇示する金正恩委員長の隣に妹・金与正氏 内外に権威アピール…大学では

「王女様クラス」 幻の夫は超エリート？（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/articles/-/38849 

０１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ アフガン、和平プロセス泥沼化 米タリバン合意２カ月、進展せず（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020043000793&g=int 

 

○ 「米長官は不良で冷血」中国国営放送、連日攻撃（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200501/wor2005010008-n1.html 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020043000793&g=int
https://www.sankei.com/world/news/200501/wor2005010008-n1.html

