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～ 海の News（６月）～
３０（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇香港駐留の中国軍が訓練 安全法巡り米けん制（共同通信）
https://this.kiji.is/650682841798214753
○米、香港への防衛輸出制限 中国本土と同じ扱いに―自治侵害で対抗（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020063000229&g=int
○中東派遣１陣、横須賀へ帰港 護衛艦「たかなみ」任務終え（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200630/wor2006300017-n1.html
○海洋情報の集約強化を提言 首相に有識者会議が意見書（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200630/plt2006300039-n1.html
２９（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇 尖閣周辺に中国船 ７７日連続（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200629/plt2006290004-n1.html
○新型コロナ死者５０万人超す（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200629/wor2006290004-n1.html
○海自 P-3C、中国海軍艦艇の宮古海峡通過と一時太平洋へ進出を確認(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/125966
２８（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇 米、ＡＳＥＡＮ対応歓迎 南シナ海巡り中国けん制（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200628/wor2006280008-n1.html
○中国 H-6 爆撃機、6 月 28 日に東シナ海と太平洋を往復飛行 空自が対応(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/125962
２７（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国軍、インドとの係争地で兵力増強か 米衛星画像（ＣＮＮ）
https://www.cnn.co.jp/world/35155948.html
○中国超大国への道、最大の障壁は「日本」 そこで浮上する第 2 の道とは
(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/2-255_1.php
○尖閣諸島周辺、中国公船「海警」が漁船に接近 本紙が映像入手 海保巡視船が警
告（琉球新報）
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1145864.html
２６（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇南シナ海「無責任な行動」を批判 ベトナム、中国を念頭に（共同通信）
https://this.kiji.is/649166915421242465
○朝鮮戦争勃発から 70 年、南北の雪解けなお遠く(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/70-32.php
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○南シナ海の安全確保で一致 中国の動き念頭―ＡＳＥＡＮ首脳会議（共同通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062600718&g=int
○政府、陸上イージス計画を全面撤回 秋田・山口「断念」、代替地「困難」（時事
通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062500927&g=pol
２５（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国係争地の一部確保か、インドが軍事行動活発化(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3290297?page=2
〇日本は「専守防衛履行を」 敵基地攻撃論をけん制―中国（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062401071&g=int
〇中国海軍艦艇 3 隻が宮古海峡から東シナ海へ進出、海自 P-3C などが確認
(FLYTEAM)
https://flyteam.jp/news/article/125767
〇北朝鮮情勢で情報収集、金委員長の健康状態疑われる＝河野防衛相（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/kono-presser-idJPKBN23W175
○朝鮮戦争７０年 文氏は「仲良い隣人へ」と対話呼び掛け 北は核抑止力増強（産
経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200625/wor2006250027-n1.html
２４（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇金氏、韓国への軍事行動「保留」宣伝放送用の拡声器撤去の動きも（共同通信）
https://this.kiji.is/648309779724698721
○中国が尖閣周辺の海底命名リスト、沖縄本島沖の日本ＥＥＺも 「尖閣」住所明記
に対抗か（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200624/wor2006240012-n1.html
○「船ではなく飛行機だと思って」海飛ぶ船復活、川重 25 年ぶり建造（神戸新聞）
https://news.biglobe.ne.jp/topics/domestic/0624/65869.html
○政府、ミサイル防衛政策の議論開始 敵基地攻撃能力も検討(産経新聞)
https://www.sankei.com/politics/news/200624/plt2006240024-n1.html
２３（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇トランプ後の世界で、「第一次安倍政権の夢想」が実現する可能性
その名も「自由と繁栄の弧」(現代ビジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73505
○米高官「ドイツ駐留米軍削減し日本含むアジア太平洋地域に」（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200623/k10012480351000.html
○中国版 GPS「北斗」完成 軍事面の応用も 各国の警戒強まる（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200623/k10012480861000.html
○奄美沖の潜水艦は中国 河野防衛相、異例の国籍公表（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062300645&g=pol
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２２（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇海自 P-3C など、ロシア海軍艦艇の宮古海峡と対馬海峡の航行を確認 （flyteam）
https://flyteam.jp/news/article/125707
○尖閣字名変更案を可決、石垣市議会 １０月１日から効力（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200622/plt2006220009-n1.html
○尖閣の字名変更に中台が反発、漁船団での抗議計画も（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200622-OYT1T50241/
○複数の中国軍機、台湾の防空識別圏に侵入 爆撃機も＝台湾軍（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-defence-idJPKBN23T1CV
○中国の太平洋進出の行方を握る小さな島国の選挙(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/06/post-93748_1.php
○秘密の核開発、武器禁輸…イランと欧米の対立が再燃（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200622/wor2006220023-n1.html
○中国 Y-9 情報収集機、6 月 22 日に東シナ海と日本海を往来 空自対応(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/125768
２１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国 海警局 軍と一体運用規定の法律施行 周辺国で懸念強まる（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200621/k10012478991000.html
○中国軍機、台湾空域に繰り返し侵入 今月 7 回目（台湾フォーカス）
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202006210005.aspx
２０（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国の潜水艦か、奄美沖の接続水域を潜航 自衛隊が警戒（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASN6N4K1FN6NUTIL00D.html
○イラン非難の決議採択 ＩＡＥＡ理事会、８年ぶり（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061901221&g=int
○米偵察機が連日、韓国上空を飛行 北朝鮮の状況監視か（共同通信）
https://this.kiji.is/646976237091112033
１９（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇「一帯一路」でコロナ対策、中国米にらみ協力強化（共同通信）
https://this.kiji.is/646555201831322721
○豪に大規模なサイバー攻撃 コロナ巡り関係悪化の中国関与か（共同通信）
https://this.kiji.is/646532302532756577
○中国機、台湾の防空識別圏に進入 異例の 4 日連続（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3289325
○「敵基地攻撃能力」保有なら攻勢的専守防衛への転換 首相検討表明（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200619/plt2006190034-n1.html
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１８（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米中外交トップがハワイで会談、コロナ対応や互恵的関係を協議＝米国務省（ロイ
ター）
https://jp.reuters.com/article/usa-china-pompeo-idJPKBN23O3MB
○北、非武装地帯の監視所に兵投入か 米偵察機も挑発警戒（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200618/wor2006180027-n1.html
○米国防総省が「国防宇宙戦略」を公表 中露に対抗 日本の宇宙作戦隊との連携も
強化へ（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200618/wor2006180025-n1.html

１７（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○北朝鮮軍、非武装地帯「要塞化」を警告 ビラ散布に報復（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200616/wor2006160012-n1.html
○韓国政府「首脳間の信頼損なう」北朝鮮は無礼と反発（共同通信）
https://this.kiji.is/645833445788386401
○中印「国境の平和維持」で一致外相が電話会談(共同通信)
https://news.biglobe.ne.jp/topics/international/0617/75758.html
○米、原子力空母 3 隻で中国けん制 3 年ぶり、太平洋に同時展開（共同通信）
https://this.kiji.is/645901040715547745
○造船再編、艦艇でも機運 造船工業会会長「集約必要」（日経新聞）
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60465530X10C20A6X13000/
１６（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中印衝突、インド軍２０人が死亡 中国側にも死傷者か（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200617/wor2006170020-n1.html
〇動画：韓国政府、北朝鮮が共同連絡事務所を爆破と発表 爆破の瞬間映像(ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3288685
○尖閣周辺に６４日連続で中国船、過去最長タイ コロナ禍でも継続(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/200616/wor2006160024-n1.html
○米陸軍 UH-60L、「かが」で発着艦訓練(WING)
http://www.jwing.net/news/26342
○USS John McCain Back to Operations Almost 3 Years After Fatal
Collision(USNI)
https://news.usni.org/2020/06/16/uss-john-mccain-back-to-operations-almost-3years-after-fatal-collision
１５（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中朝、核兵器の増強継続世界全体は微減１万３４００発―国際平和研（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061500097&g=int
○イージス・アショア計画停止 落下物の危険回避、大幅改修必要（産経新聞）
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https://www.sankei.com/politics/news/200615/plt2006150018-n1.html
１４（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇韓国「合意順守の努力を」、北朝鮮報復措置に自制要請（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200615/wor2006150008-n1.html
１３（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇金与正氏が南北連絡事務所の破壊予告（共同通信）
https://this.kiji.is/644518657175290977
○三菱重工、無人運航船開発へ 長崎で建造のフェリーに（長崎新聞）
https://this.kiji.is/644337015198139489?c=174761113988793844
１２（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮外相、核強化が「答えだ」 米朝会談２年で談話（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200612/wor2006120013-n1.html
○三井Ｅ＆Ｓ、防衛艦艇事業譲渡へ 三菱重と協議、玉野での建造継続（山陽新聞）
https://www.sanyonews.jp/article/1021101
○最新原潜が就役 ロシア（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061201191&g=int
○世界初、無人運航船の実証実験を開始(PRTIMES)
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000109.000025872.html
１１（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○米軍機 台湾上空を通過 中国「重大な挑発」と反発（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200611/k10012467541000.html
○中国、海洋観測衛星の打ち上げ成功 コンステレーション形成へ（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3287756?pid=3287756003
○ロシア IL-20 が北海道から能登半島まで飛行(wing)
http://www.jwing.net/news/26137
○中国、南シナ海で大規模演習へ ２空母参加の可能性（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200611/wor2006110024-n1.html
１０（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇韓国、脱北者団体を刑事告発へ 正恩氏批判のビラ散布めぐり（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020061000821&g=int
○米空母 インド太平洋地域の活動に出港 中国けん制のねらいも（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200610/k10012465831000.html
０９（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国戦闘機が台湾防空識別圏に一時侵入、警告受け圏外に（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-defence-idJPKBN23G0IZ
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○北朝鮮、韓国との連絡ルートを完全遮断 批判ビラ散布に反発(BBC)
https://www.bbc.com/japanese/52974679
○「一帯一路」は前途有望 貿易が逆境の中で増加 中国（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3287201
０８（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇海自の遠洋練習航海、練習艦「かしま」「しまゆき」参加 7 月 22 日まで(flyteem)
https://flyteam.jp/airline/japan-maritime-self-defense-force/news/article/125320
○Marines Look to Two New Ship Classes to Define Future of Amphibious
Operations(USNI)
https://news.usni.org/2020/06/08/marines-look-to-two-new-ship-classes-to-definefuture-of-amphibious-operations
０７（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国・インド軍のにらみ合い、両軍司令官が「平和的解決」で合意（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3287064
０６（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮 韓国との連絡事務所閉鎖へ キム委員長への批判ビラ受け（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200606/k10012460591000.html
○ＩＡＥＡ、イランの旧施設立ち入り拒否に懸念 核開発の疑い（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/iran-nuclear-iaea-idJPKBN23C30O
○在独米軍、９５００人削減 国防支出不足の不満反映か（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060600215&g=int
０５（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米軍艦が台湾海峡通過、天安門事件から 31 年の 4 日に（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/taiwan-security-usa-idJPKBN23C07P
○韓国軍が竹島周辺で「防衛」訓練 コロナの影響で上陸せず（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200605/wor2006050026-n1.html
○印豪首脳、防衛協力強化で一致 中国をけん制（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3286729
○緊張高まる中印国境、「相当数」の中国軍が展開 インド国防相（ＣＮＮ）
https://www.cnn.co.jp/world/35154859.html
０４（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇＜独自＞中国公船領海侵入 自民が政府に抗議要求 「極めて危険な行為」（産経
新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200603/plt2006030022-n1.html
○与正氏、南北合意破棄を警告 脱北者の非難ビラに反発―北朝鮮（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020060400382&g=int
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○米国防長官「軍投入は最終手段」大統領と距離、関係悪化も（共同通信）
https://this.kiji.is/641096105862513761
０３（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○尖閣周辺に中国船 ５１日連続（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200603/wor2006030018-n1.html
○米軍地位協定破棄を保留 比、同盟決裂を回避（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200603/wor2006030002-n1.html
○ロシアが核使用の指針公表、「発射情報」など明示 米国を牽制（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200603/wor2006030019-n1.html
０２（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇トランプ氏、暴力鎮圧のため米軍動員に言及 大都市で抗議続く（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/minneapolis-police-protests-trumpidJPKBN2383F1
０１（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国海軍艦艇 3 隻が宮古海峡から太平洋へ進出、海自 P-3C などが確認(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/125177
○海自 P-3C 復旧、ベトナムに要員を派遣 空自 C-2 で支援(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/125127
○韓国海軍潜水艦司令部が創設３０周年…「最強の水中戦力で海洋主権を守る」（中
央日報）
https://japanese.joins.com/JArticle/266541?servcode=200&sectcode=220
○香港、中国による立法 64％反対 国家安全法巡る調査（共同通信）
https://this.kiji.is/640147016027030625
○中国海軍、占拠する南シナ海の島で野菜栽培に成功…中国メディア報道(読売)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200601-OYT1T50196/

