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～ 海の News（７月）～ 
 

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

〇 中国 ロシアとの軍事技術協力の発展に意欲（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/politics/202007317656591/ 

〇 対北朝鮮の防衛政策が大揺れ、政府与党には「打撃力」保有論（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/244198 

〇 新ミサイル防衛、自民提言まとめ 来週にも政府に提出（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14569288.html 

〇 海の自動運転で鍵握るレーダー技術、LiDAR で自動入港も（日経 BP） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01381/072900002/ 

〇 「米中どちらにもつかない」は韓国の知恵、称賛に値する―中国専門家

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b824643-s0-c10-d0135.html 

〇 「敵基地攻撃能力」の文言なし 自民党がミサイル防衛の提言案まとめる（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/45985 

〇 【追悼】李登輝・台湾元総統ラストインタビュー（上）「リーダーなき世界で日本は

今、何を考えるべきか」（ASCII） 

 https://ascii.jp/elem/000/004/021/4021767/ 

〇 ＥＵ、サイバー攻撃に初制裁 ロ中や北朝鮮対象（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020073100336&g=int 

〇 国際社会、中国の脅威認識 Ｇ７国安法非難は「日本主導」―米長官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020073100343&g=int 

〇 中国の領有権「法的根拠なし」 マレーシア、国連に書簡（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62124310R30C20A7000000/ 

〇 米中緊迫… 日本は言いなりか／政界地獄耳（日刊スポーツ） 

https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202007310000087.ht

ml 

〇 「敵基地攻撃能力」明記せず 自民、部会で提言案を了承（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200731/plt2007310005-n1.html 

〇 李登輝元総裁死去 放送されなかった 15 年前の単独インタビュー全文がいま明かさ

れる（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/68810 

〇 「相手領域内でも阻止能力を」 敵基地攻撃で自民部会（朝日） 
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 https://www.asahi.com/articles/ASN703RZJN70UTFK001.html 

〇 自民、ミサイル防衛の提言案了承 「相手領域内でも阻止」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62127420R30C20A7EA3000/ 

〇 自民 相手領域内でも攻撃阻止の提言案了承 ミサイル防衛体制（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200731/k10012543051000.html 

〇 ＥＵ「サイバー攻撃に関与」で初の制裁…露・中・北朝鮮の６個人３団体に（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200731-OYT1T50170/ 

〇 南シナ海で新型爆撃機訓練 中国、米けん制（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020073100829&g=int 

〇 南中国海で波を立てる米国、中国はその波を蹴り前進=国防部（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/31/content_76333370.htm 

 

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

〇 在日米軍トップ「尖閣周辺で日本を助ける義務まっとうする」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200730/k10012540041000.html  

〇 駐独米軍、1 万 2000 人削減 半数は欧州に再配置（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62068640Q0A730C2000000/  

〇 米豪 中国の南シナ海権益「無効」 中国外務省は強く反発（テレビ東京） 

 https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/news/post_207030/  

〇 【主張】国連事務総長演説 安保理改革あきらめるな（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200730/clm2007300002-n1.html  

〇 長島昭久・元防衛副大臣に聞く、日本が「敵基地攻撃能力」を持つことの是非（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/244359  

〇 横暴な米国、中国は理性的」 中国外相が米国務長官演説に反発（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/45732  

〇 米軍 欧州司令部を独からベルギーに移転 独駐留部隊を縮小（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200730/k10012540291000.html  

〇 駐留経費交渉、秋以降に 尖閣周辺の監視支援―在日米軍司令官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072901142&g=int  

〇 自民、次々と中国けん制 尖閣・香港・アプリで対抗―関係緊迫も（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072901056&g=pol  

〇 自民がこだわる「敵基地攻撃能力」が招く未来 自衛隊が中東などで攻撃に本格参加の恐

れ（AERAdot.） 

 https://dot.asahi.com/aera/2020072900017.html  
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〇 米中は南シナ海で衝突するか「日本も米国の悪事に手を貸すであろう」＝中国報道

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1691450?page=1  

〇 次期戦闘機の開発は三菱重工と単独契約か。防衛省の狙い（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/23205  

〇 日中、東シナ海情勢で協議調整（共同） 

 https://this.kiji.is/661384291202040929  

〇 米中が衝突した場合の 3 つのリスク―米メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b824000-s0-c10-d0062.html  

〇 在日米軍司令官、日本支援を表明－尖閣周辺海域侵入の中国船に対応（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-30/QE8XPNT0AFB401  

〇 米、ドイツ駐留軍を１万１９００人削減…欧州司令部もベルギーに（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200730-OYT1T50122/  

〇 自民、ミサイル防衛で政府への提言案了承 敵基地攻撃能力保有求める（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200730/plt2007300010-n1.html  

〇 周辺の脅威を誇張し、軍拡の口実を探し求める日本の防衛白書（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0730/c94474-9716648.html  

〇 ミサイル防衛 “必要な防衛力は最小限”盛り込み提言案 自民（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200730/k10012541181000.html  

〇 レイセオンとロッキードが日本で再び火花、陸上イージス代替巡り（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-defence-aegis-idJPKCN24V1F2  

〇 「国家防衛戦略」策定を 超党派勉強会（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020073001093&g=pol  

〇 国家防衛戦略策定を 石破、前原氏らの安保勉強会が提言（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200730/plt2007300028-n1.html  

〇 超党派議連 安保戦略見直し反撃能力保有を 政府への提言策定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200730/k10012541941000.html  

〇 中国軍の新型爆撃機、南シナ海で軍事訓練…トランプ政権に反発か（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200730-OYT1T50229/  

〇 ミサイル防衛「相手領域内でも」自民提言案了承（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62114700Q0A730C2PP8000/ 

〇 「相手領域内で阻止能力」 自民、「敵基地」文言避けた提言案 ミサイル防衛（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200730/k00/00m/010/363000c 
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〇 総領事館「スパイの巣窟」（共同） 

 https://this.kiji.is/661578195724518497 

〇 【李登輝氏死去】靖国で「涙が出ます」 東日本大震災の被災地にも足運ぶ（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200730/wor2007300027-n1.html 

〇 米国の対中政策に国際的支持、「形勢変わりつつある」＝国務長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-senate-pompeo-idJPKCN24V2NA 

 

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

〇 激化する米中対立 新冷戦にしてはならない（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200729/ddm/005/070/108000c  

〇 「打撃力」の保有検討、自民チームが骨子修正案（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61992570Y0A720C2PP8000/  

〇 米豪 2 プラス 2、中国の強権路線に「深刻な懸念」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62026150Z20C20A7000000/  

〇 中国の暴挙に釘を刺すポンペオ国務長官声明（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/20275  

〇 軍事紛争あおるトランプ再選戦略、被害は日本と台湾に（日経ビジネス） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/072800001/  

〇 【主張】米中対立激化 民主主義陣営は結束せよ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200729/clm2007290003-n1.html  

〇 米豪２プラス２、規則に基づく国際秩序の必要性で一致（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-australia-pompeo-idJPL3N2EZ472  

〇 米豪、中国の南シナ海権益「無効」（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4040077.html  

〇 アメリカの対中強硬政策はどこまで“本気”なのか。中国の体制転換求めたポンペオ演説を読

み解く（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-217382  

〇 Ｆ2 後継の次期戦闘機 “機体担当の 1 社とだけ契約”調整 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200729/k10012538011000.html  

〇 米豪、南シナ海の法支配回復へ協力 豪は対中関係も重要と強調（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-australia-pompeo-idJPKCN24T2U3  

〇 【コロナ時代の安全保障】激化する米中新冷戦 「自由主義と全体主義」の戦い 日本は非

難どころか習主席を「国賓」として招待する方針変えず…（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200729/for2007290005-n1.html  
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〇 田原総一朗「米国があてにならぬ今、改めて『専守防衛』の意味を問え」（AERAdot.） 

 https://dot.asahi.com/wa/2020072700052.html  

〇 海上自衛隊に大きく劣っていた中国海軍、戦力は「すでに逆転した！」＝中国報道

（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1691407?page=1  

〇 対中けん制、秩序維持で連携 米豪２プラス２（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072900238&g=int  

〇 米豪が２＋２協議 南シナ海での中国の覇権的行動への対抗を確認（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200729/wor2007290006-n1.html  

〇 米豪、中国主張は「無効」と批判（共同） 

 https://this.kiji.is/660996877256393825  

〇 「敵基地攻撃能力」とは何か？ イラク戦争当時の国連での議論から考える（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020072400002.html  

〇 新型コロナのワクチンを受けるために南シナ海を譲歩…フィリピン大統領、習近平首席に「Ｓ

ＯＳ」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268601?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 米豪、中国に「深い懸念」を表明  外務・防衛閣僚会合（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7Y3C6LN7YUHBI00J.html  

〇 米豪 香港問題や南シナ海領有権問題で足並みそろえ中国非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200729/k10012538281000.html  

〇 中国の南シナ海権益主張は「無効」…米豪が共同声明、軍事協力強化へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200729-OYT1T50163/  

〇 中国メディア、「米国の冒険防ぐなら核弾頭１０００基増強急がなければ」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268612?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 南中国海は米国のハワイにあらず=外交部（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/29/content_76324401.htm  

〇 第 3 水陸機動連隊 大村市が誘致へ 佐世保市も国に要望（長崎） 

 https://this.kiji.is/661030759702037601?c=174761113988793844  

〇 稲田氏ら「打撃力保有を」と提言（共同） 

 https://this.kiji.is/661062668950242401  

〇 米兵は緑色の短パンでやってきた 元教育長と元空将がたどる歴史の足跡＜つなぐ 戦後７

５年＞（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/45626  

〇 米中対立 北京で防空対策ポスター、上海で有事訓練（大紀元） 
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 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60156.html  

〇 「小国の日本はなぜ強くなれたか」だと？ 見当違いな疑問は「日本を正しく評価できていな

いから」＝中国報道（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1691426?page=1  

〇 米豪、中国主張の南シナ海領有権を「無効」と批判 対中包囲網は着々（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200729/for2007290007-n1.html  

〇 ポンペオ長官「歴史認識」で重大誤認：選挙対策が色濃い米国の「対中強硬策」（デイリー新

潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/07291430/?all=1  

〇 「敵基地攻撃能力の保有」などを提言 自民 女性議員グループ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200729/k10012538791000.html  

〇 米軍の南シナ海攻撃懸念 官製メディア「危険性高まる」―中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072900815&g=int  

〇 航空自衛隊、中国からの絶え間ない圧力に直面（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35157399.html  

〇 インド太平洋連携で対中包囲網 米と歩調、豪が前面に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62035410Z20C20A7EA2000/  

〇 米豪、「共同戦線」強化で中国に対抗 日本との合同演習も検討（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3296229  

〇 南シナ海巡る米豪の声明、歓迎し支持する＝官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/south-china-sea-suga-idJPKCN24U11G  

〇 【長州正論懇話会】百地章氏講演詳報「憲法改正議論加速を」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200729/plt2007290010-n1.html  

〇 日中外相が電話会談 茂木氏、尖閣周辺公船の自制求める（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200729/plt2007290014-n1.html  

〇 焦点：米中関係どん底へ、バイデン大統領なら改善するのか（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-us-election-idJPKCN24S0JM  

〇 公船の領海侵入やＥＥＺ内での無断調査、茂木外相が中国外相に抗議（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200729-OYT1T50251/  

〇 アメリカも対中戦争を考えていない？──ポンペオ演説とエスパー演説のギャップ

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94071.php  

〇 相手領域内でミサイル阻止 自民チームが提言案示す（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62041180Z20C20A7PP8000/  

https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60156.html
http://news.searchina.net/id/1691426?page=1
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200729/for2007290007-n1.html
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/07291430/?all=1
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200729/k10012538791000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072900815&g=int
https://www.cnn.co.jp/world/35157399.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62035410Z20C20A7EA2000/
https://www.afpbb.com/articles/-/3296229
https://jp.reuters.com/article/south-china-sea-suga-idJPKCN24U11G
https://www.sankei.com/politics/news/200729/plt2007290010-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/200729/plt2007290014-n1.html
https://jp.reuters.com/article/china-us-election-idJPKCN24S0JM
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200729-OYT1T50251/
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94071.php
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62041180Z20C20A7PP8000/
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〇 ミサイル防衛「日本と緊密に連携」 在日米軍司令官（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62048740Z20C20A7PP8000/  

〇 政府に尖閣海域調査促す 自民議連、法案提出方針（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62047850Z20C20A7PP8000/  

〇 対中包囲、豪と連携強化 民主主義ＶＳ権威主義―米（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072900677&g=int  

〇 「南シナ海権益無効」の米豪共同声明に中国強く反発（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4040893.html  

〇 ［深層ＮＥＷＳ］中国の海洋進出、「感染拡大で世界が止まっている間に進めている」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200729-OYT1T50307/  

 

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

〇 ミサイル防衛、米の打撃力重視 河野防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072800006&g=pol 

〇 対衛星兵器保有「国際情勢考慮」 官房長官（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200728/ddm/005/010/072000c 

〇 米国の国防概念拡大と中国＝国際公共政策研究センター理事長・田中直毅（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200728/ddm/008/070/105000c 

〇 「南シナ海−ベトナムからの発言」ベトナムの領有権を主張する和訳書が発行

（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/social/200726180217.html 

〇 米中対立の激化 報復の連鎖に歯止めをかけよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200727-OYT1T50254/ 

〇 中国の暴走を前に軍事協力深化を探る米台（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/20278 

〇 中国の「コロナ後」課題 “トゥキディデスのわな”避けつつ米国に迫る

（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200728/mcb2007280500005-n1.htm 

〇 （社説）米の対中政策 力の対決では道開けぬ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14565003.html 

〇 ポンペオ長官“怒りの演説”が中国共産党に突きつけた「究極の選択」（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74415 

〇 米ロが７年ぶり宇宙安保協議（時事） 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62048740Z20C20A7PP8000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62047850Z20C20A7PP8000/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072900677&g=int
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4040893.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200729-OYT1T50307/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072800006&g=pol
https://mainichi.jp/articles/20200728/ddm/005/010/072000c
https://mainichi.jp/articles/20200728/ddm/008/070/105000c
https://www.viet-jo.com/news/social/200726180217.html
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200727-OYT1T50254/
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/20278
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200728/mcb2007280500005-n1.htm
https://www.asahi.com/articles/DA3S14565003.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74415
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072800173&g=int 

〇 総領事館閉鎖で米国務省「中国の決定は遺憾」米中さらに緊張も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200728/k10012535791000.html 

〇 【動画】中国の国産水陸両用機 AG-600、初の海上飛行成功も 2 つの難題―中国メデ

ィア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b823760-s0-c10-d0135.html 

〇 抑止力の提言骨子案を提示へ 自民ミサイル防衛会合（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200728/plt2007280004-n1.html 

〇 中国が豪政府に猛反発 南シナ海での権益否定で（テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000189411.html 

〇 【大鶴義丹 やっぱりＯＵＴだぜ！！】世界が混乱の最中“マトモじゃない国”が暴

挙…大陸から遠く離れた沖ノ鳥島にどんな関係が？（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/ent/news/200728/enn2007280005-n1.html 

〇 陸上イージス代替 敵基地攻撃能力含む抑止力提言骨子案提示へ 自民チーム（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200728/k00/00m/010/070000c 

〇 中国の専門家の警告…「米国、南シナ海の中国暗礁を爆破する可能性高い」（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268564?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 米中ロ、「制宙権」めぐり攻防激しく（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61976930Y0A720C2FF8000/ 

〇 【解説】 米中関係、なぜ近年最悪の状態まで悪化しているのか（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53550305 

〇 米国、中国に“宣戦布告”…米英が水面下で戦争の準備、テロ支援国家に指定の可能

性も（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2020/07/post_170758.html 

〇 鯤竜、天問、北斗…中国の国家的プロジェクト名に込められたロマン（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0728/c95952-9715561.html  

〇 日本における中国の影響力 注力は「沖縄」＝米有力シンクタンク（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60113.html  

〇 ロシア、「対衛星兵器」の軌道上実験を実施か 米宇宙軍が報告（MIT） 

 https://www.technologyreview.jp/s/214386/the-us-says-russia-just-tested-an-anti-

satellite-weapon-in-orbit/  

〇 南シナ海 中国軍が実弾射撃訓練 米軍機も飛行 緊張高まる（NHK） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072800173&g=int
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200728/k10012535791000.html
https://www.recordchina.co.jp/b823760-s0-c10-d0135.html
https://www.sankei.com/politics/news/200728/plt2007280004-n1.html
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000189411.html
http://www.zakzak.co.jp/ent/news/200728/enn2007280005-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20200728/k00/00m/010/070000c
https://japanese.joins.com/JArticle/268564?servcode=A00&sectcode=A00
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61976930Y0A720C2FF8000/
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53550305
https://biz-journal.jp/2020/07/post_170758.html
http://j.people.com.cn/n3/2020/0728/c95952-9715561.html
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60113.html
https://www.technologyreview.jp/s/214386/the-us-says-russia-just-tested-an-anti-satellite-weapon-in-orbit/
https://www.technologyreview.jp/s/214386/the-us-says-russia-just-tested-an-anti-satellite-weapon-in-orbit/
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200728/k10012536961000.html  

〇 黒瀬悦成の米国解剖】米政権が目指す共産中国の体制変更（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200728/wor2007280016-n1.html  

〇 南シナ海、米中が軍事演習 米偵察機が福建省領海に接近（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60110.html  

〇 中国、空母 3 隻目の建造加速（共同） 

 https://this.kiji.is/660766435171435617  

〇 政府、次期戦闘機開発で米 3 社に提案要求へ 年末までに 1 社選定（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200728/k00/00m/040/173000c  

〇 政府がイージス艦新造など地上イージス代替案を説明 自民党会合で（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200728/plt2007280022-n1.html  

〇 次期戦闘機、国内１社が開発主導する方式採用 三菱重工選定で調整（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200728/plt2007280030-n1.html  

〇 激化する米中対立、どのような世界をもたらすのか？（Newsphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20200728-2/  

〇 東南アジアで米中応酬 「中国はルール無視」「米国は非論理的」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200728/wor2007280024-n1.html  

〇 次期戦闘機、三菱重との契約調整 基幹部分担当、日本主導に道筋―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072801134&g=pol  

〇 ASEAN 諸国と「南海行動準則」協議を推進＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200728/67f553da-d38f-b6d0-ec56-d66dfd29d477.html  

〇 中国をターゲットにした合同演習は「張り子の虎」―インドメディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b823750-s0-c10-d0054.html  

 

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

〇 ［寄稿］停戦協定は平和の終わり？（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/37340.html  

〇 豪、中国の領有権否定 南シナ海巡り、国連に書簡（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200727/ddm/007/030/155000c  

〇 南シナ海、対立先鋭化  米…２度の空母演習「中国抑止」 中…同時期に訓練、戦

闘機配備（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14563362.html  

〇 中国ファーウェイが絶体絶命…イギリス「完全排除」が新冷戦に与える影響（現代ビ

ジネス） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200728/k10012536961000.html
https://www.sankei.com/world/news/200728/wor2007280016-n1.html
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60110.html
https://this.kiji.is/660766435171435617
https://mainichi.jp/articles/20200728/k00/00m/040/173000c
https://www.sankei.com/politics/news/200728/plt2007280022-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/200728/plt2007280030-n1.html
https://newsphere.jp/world-report/20200728-2/
https://www.sankei.com/world/news/200728/wor2007280024-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072801134&g=pol
http://japanese.cri.cn/20200728/67f553da-d38f-b6d0-ec56-d66dfd29d477.html
https://www.recordchina.co.jp/b823750-s0-c10-d0054.html
http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/37340.html
https://mainichi.jp/articles/20200727/ddm/007/030/155000c
https://www.asahi.com/articles/DA3S14563362.html
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 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74373  

〇 不用な自衛隊装備品 581 万円！ 河野防衛相ホクホクのオークション（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/44988  

〇 「中国の国際感覚に失望」 中谷・元防衛相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072600169&g=int  

〇 豪、南シナ海における中国の主権主張に反対、国連に声明提出―米華字メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b823654-s0-c10-d0054.html  

〇 法の独裁共和国（東亜日報） 

https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200727/2132649/1/%E6%B3%95%E3%81%

AE%E7%8B%AC%E8%A3%81%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD  

〇 豪政府、中国の南シナ海領有権主張を否定 米国に同調（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/australia-china-idJPKCN24R0W0  

〇 豪州も中国が主張する南シナ海の領有権を否定－米国に続く（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-27/QE3KLOT1UM1601  

〇 豪政府 中国の南シナ海領有権主張 「法的根拠がない」と否定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012534241000.html  

〇 米軍の艦船で謎の火災、米中緊張の南シナ海戦略に大打撃（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94045.php  

〇 アメリカ猛攻──ファーウェイ排除は成功するか？（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94042.php  

〇 護衛艦「おおなみ」、スペイン・韓国海軍と海賊対処共同訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126702  

〇 米宇宙軍“ロシアが衛星攻撃実験” 官房長官「動向を注視」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012534501000.html  

〇 ロシアの対衛星兵器実験「府省で情報収集」官房長官（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61935600X20C20A7000000/  

〇 菅長官、ロシアの対衛星兵器注視 米軍発表「情報を分析」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200727/plt2007270008-n1.html  

〇 終戦、冷戦、変わる世界  一筋縄ではない日米安保の今後（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/ASN7V64GHN7DULZU002.html 

〇 菅長官、衛星攻撃兵器保有「国際情勢など考慮」 露の実験「情報分析」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200727/k00/00m/010/093000c  

〇 ポンペオ米国務長官の「対中苛烈批判」に見る中国理解の浅さ（Newsweek） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74373
https://www.tokyo-np.co.jp/article/44988
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072600169&g=int
https://www.recordchina.co.jp/b823654-s0-c10-d0054.html
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200727/2132649/1/法の独裁共和国
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200727/2132649/1/法の独裁共和国
https://jp.reuters.com/article/australia-china-idJPKCN24R0W0
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-27/QE3KLOT1UM1601
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012534241000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94045.php
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94042.php
https://flyteam.jp/news/article/126702
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012534501000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61935600X20C20A7000000/
https://www.sankei.com/politics/news/200727/plt2007270008-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASN7V64GHN7DULZU002.html
https://mainichi.jp/articles/20200727/k00/00m/010/093000c
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 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94046.php  

〇 米中、公館巡る全面対立で新局面（共同） 

 https://this.kiji.is/660401186639512673  

〇 政府・自民にトマホーク配備論 中朝のミサイル攻撃抑止に期待（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200727/plt2007270017-n1.html  

〇 菅長官“領事館閉鎖合戦”の米中に懸念 “宇宙戦”? ロシアの衛星攻撃実験には「動向に

関心」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/67129  

〇 中国「米に責任」と非難 成都の米総領事館閉鎖（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200727/wor2007270021-n1.html  

〇 孤立深める習近平外交 コロナ後、独善性に拍車（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200727/for2007270008-n1.html  

〇 中国 成都のアメリカ総領事館閉鎖 米中対立は新たな局面に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012535211000.html 

〇 フィリピン大統領、南シナ海で米中等距離 施政演説（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61966240X20C20A7EAF000/ 

〇 沖ノ鳥島周辺の EEZ 内を再航行の中国海洋調査船 水域出る（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012535441000.html 

 

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

〇 調査船拿捕、法整備 政府、中国念頭に検討（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200726/ddm/001/010/102000c  

〇 中国の覇権主義は忍び寄る新型コロナを見るよう 日本政府は尖閣の現地有人化も検討す

べき（サンスポ） 

 https://www.sanspo.com/etc/news/20200726/amk20072605000001-n1.html  

〇 ポストコロナの安保を問う（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072500300&g=eco  

〇 敵基地攻撃力 専守防衛国是を逸脱させかねない（Economnic News） 

 http://economic.jp/?p=89790  

〇 「逮捕覚悟」の尖閣上陸、そして国旗掲揚 元自衛官明かす「無罪放免」のウラ側（弁護士ド

ットコム） 

 https://www.bengo4.com/c_23/n_11516/  

〇 豪、南シナ海の中国権益を否定（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4037851.html  

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-94046.php
https://this.kiji.is/660401186639512673
https://www.sankei.com/politics/news/200727/plt2007270017-n1.html
https://www.fnn.jp/articles/-/67129
https://www.sankei.com/world/news/200727/wor2007270021-n1.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200727/for2007270008-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012535211000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61966240X20C20A7EAF000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200727/k10012535441000.html
https://mainichi.jp/articles/20200726/ddm/001/010/102000c
https://www.sanspo.com/etc/news/20200726/amk20072605000001-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072500300&g=eco
http://economic.jp/?p=89790
https://www.bengo4.com/c_23/n_11516/
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4037851.html
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〇 中国、ヒステリックな米国政治屋に断固反撃（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/26/content_76313411.htm  

〇 アメリカ空母ニミッツ中東へ 空母アイゼンハワーと交代（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020072602.html  

〇 南シナ海、中国の領有権否定 米と足並みそろえ国際圧力―オーストラリア（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072600176&g=int  

〇 焦点：米中対立 SNS が主戦場、南シナ海巡り「口撃」激化（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60030.html  

〇 自衛隊装備品、初の競売 落札総額は 581 万円（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61925940W0A720C2PE8000/  

〇 自衛隊装備品、初の競売 操舵輪は５２万円で落札（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200726/plt2007260006-n1.html  

〇 中国、南シナ海で新たな軍事演習 米国を威嚇（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61926230W0A720C2FF8000/  

〇 「強引さ」増す中国、周辺国と紛争の恐れも 南シナ海情勢（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35157230.html  

〇 自衛隊装備のオークション 66 万円で落札も 約 40 点出品（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/66816  

〇 オーストラリア、中国の南シナ海領有権主張に「法的根拠ない」 正式に表明（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/53535697  

〇 防衛省 不要になった防衛装備品 オークションで初めて売却（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200726/k10012533691000.html  

〇 売上５８１万円は国庫返納…自衛隊装備品の初オークション、操縦かんなど２１品目（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200726-OYT1T50195/  

〇 護衛艦「てるづき」、南シナ海でフィリピン海軍と共同訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126704  

〇 空自ヘルメット６６万円で落札 防衛装備品、初のオークション（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072600229&g=pol  

〇 河野防衛相がハンマー、自衛隊装備の競売 581 万円（日刊スポーツ） 

 https://www.nikkansports.com/general/news/202007260001161.html  

〇 自衛隊オークション、最高値は 66 万円  パイロットの…（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7V7KWBN7VUTFK005.html  

 

http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/26/content_76313411.htm
https://otakei.otakuma.net/archives/2020072602.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072600176&g=int
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60030.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61925940W0A720C2PE8000/
https://www.sankei.com/politics/news/200726/plt2007260006-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61926230W0A720C2FF8000/
https://www.cnn.co.jp/world/35157230.html
https://www.fnn.jp/articles/-/66816
https://www.bbc.com/japanese/53535697
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200726/k10012533691000.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200726-OYT1T50195/
https://flyteam.jp/news/article/126704
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072600229&g=pol
https://www.nikkansports.com/general/news/202007260001161.html
https://www.asahi.com/articles/ASN7V7KWBN7VUTFK005.html
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２５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 EXCLUSIVE-北朝鮮、石油輸入巡る国連制裁違反 米英など 43 国が指摘（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-sanctions-un-idJPKCN24P2GK  

〇 ポンペオ国務長官、対中演説 米、異例の体制批判 「包囲網」形成は不透明（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200725/ddm/002/030/061000c  

〇 陸自幹部の再就職紹介、違法なの？ 企業とのなれ合い問題 自衛隊法改正で禁止＝回

答・松浦吉剛（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200725/ddm/003/070/080000c  

〇 米国務長官「習氏は全体主義信奉」 歴代対中政策「失敗」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200725/ddm/001/030/113000c  

〇 「中国標準」国家が総力 技術支配、国際機関で主導権（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61905270U0A720C2MM8000/  

〇 【金波銀波】尖閣諸島周辺で神をも畏れぬ蛮行がまかり通っている。尖閣…（八重山） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/12636  

〇 ＜オスプレイ配備計画＞防衛省要請から６年 暫定配備で佐賀へ決断迫る（佐賀） 

 https://www.saga-s.co.jp/articles/-/552515  

〇 米ロ、宇宙安全保障巡り来週協議 7 年ぶり＝米当局者（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-russia-space-idJPKCN24P2NS  

〇 北朝鮮「瀬取り」56 回（共同） 

 https://this.kiji.is/659515881244591201  

〇 ２７年までに「新ミサイル部隊」 対中国、沖縄に展開―米海兵隊トップ会見（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072400218&g=int  

〇 米ロ、２７日に宇宙安保協議 ７年ぶり、核軍縮作業部会も開催（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072500193&g=int  

〇 日本の最南端・沖ノ鳥島は「岩」と主張、中国、EEZ 否定し海洋調査船また

派遣（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b823010-s0-c10-d0059.html  

〇 北朝鮮、上限超す石油精製品輸入か  安保理制裁違反疑い（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/ASN7T2TM5N7TUHBI001.html  

〇 敵艦も味方艦も日本製！ レアケースに見舞われた戦前の輸出艦「寧海」「平海」の顛末（乗りものニュ

ース） 

 https://trafficnews.jp/post/98270  

〇 日米など 43 カ国、北朝鮮の安保理制裁違反を指摘 瀬取りで石油精製品密輸入繰り返す

（毎日） 

https://jp.reuters.com/article/northkorea-sanctions-un-idJPKCN24P2GK
https://mainichi.jp/articles/20200725/ddm/002/030/061000c
https://mainichi.jp/articles/20200725/ddm/003/070/080000c
https://mainichi.jp/articles/20200725/ddm/001/030/113000c
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61905270U0A720C2MM8000/
http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/12636
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/552515
https://jp.reuters.com/article/usa-russia-space-idJPKCN24P2NS
https://this.kiji.is/659515881244591201
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072400218&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072500193&g=int
https://www.recordchina.co.jp/b823010-s0-c10-d0059.html
https://www.asahi.com/articles/ASN7T2TM5N7TUHBI001.html
https://trafficnews.jp/post/98270
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 https://mainichi.jp/articles/20200725/k00/00m/030/030000c  

〇 米露、28 日から核軍縮作業部会 核戦力の検証など議論か 新 START 来年２月期限切れ

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200725/k00/00m/030/033000c  

〇 宇宙での軍拡競争懸念 アメリカがロシアと 7 年ぶりに協議へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200725/k10012532011000.html  

〇 中国がアメリカに報復措置、成都市のアメリカ総領事館の閉鎖命じる（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/53535124  

〇 米 国土安保省 中国の脅威対処の特別チーム 取締り一段と強化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200725/k10012532081000.html  

〇 “北朝鮮制裁上限超え石油精製品を密輸入”米が国連に報告（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200725/k10012532101000.html  

〇 【CRI 時評】中国、ヒステリックな米国政治屋に断固反撃（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200725/16dc8685-9e11-f88c-9d21-850fcd63c441.html  

〇 米中衝突を誘発する「7 つの火種」とは（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/7-62.php  

〇 尖閣調査義務化へ議連立ち上げ 自民有志が法整備目指す（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200725/pol2007250002-n1.html  

〇 北朝鮮、不正な石油輸入で国連安保理制裁に違反－日米などが指摘（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-25/QE0DJNDWRGGD01  

〇 オーストラリア：「中国の主張は法的根拠がない」（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%AA%E3%83%BC%

E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E4%B8%AD%E5%9

B%BD%E3%81%AE%E4%B8%BB%E5%BC%B5%E3%81%AF%E6%B3%95%E7%9A%

84%E6%A0%B9%E6%8B%A0%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84-884339.vov  

〇 対中強硬攻勢強める英国、空母の極東派遣計画、香港との犯罪人引き渡し条約停止と矢継

ぎ早（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b817973-s0-c10-d0059.html  

〇 尖閣の海域調査で法整備、自民議連が発足へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61920080V20C20A7EA3000/  

〇 米海兵隊、27 年までに沖縄に新部隊 対中国戦略を強化（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/60022.html  

〇 南シナ海緊張 河野防衛相、沿岸国との防衛協力着々…中国牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200725/plt2007250007-n1.html  

https://mainichi.jp/articles/20200725/k00/00m/030/030000c
https://mainichi.jp/articles/20200725/k00/00m/030/033000c
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http://japanese.cri.cn/20200725/16dc8685-9e11-f88c-9d21-850fcd63c441.html
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〇 南シナ海緊迫…米、中国支配を拒絶 中国は実弾演習で対抗（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200725/wor2007250016-n1.html  

〇 南シナ海での中国の権益主張「全て法的根拠ない」…豪、国連に書簡提出（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200725-OYT1T50218/  

 

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

〇 中共党員の米国渡航が禁止の可能性 中国庶民は大歓迎「トランプは反腐敗局局長」【禁

聞】（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2020/07/44409/  

〇 英仏、ファーウェイ排除は長期戦 コストや対中摩擦を配慮（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61895250U0A720C2I00000/  

〇 北方領土交渉、険しさ増す ロシア改憲で割譲禁止明記（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61829440S0A720C2I00000/  

〇 【主張】中国公船１００日超 「尖閣の守り」強化へ動け（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200724/clm2007240003-n1.html  

〇 習近平の暴挙が止まらない…尖閣侵入の「次」に起きるヤバすぎる事態（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74348  

〇 「オスプレイ」は果たして災害派遣にも有用なのか（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/98208  

〇 トランプ氏、中国外交施設の追加閉鎖「ある」 火災は「証拠隠蔽」（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/44450  

〇 米国務長官、中国を痛烈批判 「対抗へ新同盟構築を」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61895920U0A720C2000000/  

〇 最高指導者の異変、関係国はどこまで迫ったか 北朝鮮めぐる情報戦（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13564416  

〇 文大統領「世界最高水準の弾道ミサイル成功をお祝い…保安に格別の努力を」（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/07/24/2020072480002.html  

〇 サイバー・電子戦教育を強化 防衛省、人材確保なお課題（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072300425&g=pol  

〇 ヒューストンの総領事館は中国のスパイ拠点 民主主義国で新たな包囲網―ポンペオ米国務

長官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072400203&g=int  

〇 特別リポート：急拡大する中国「海兵隊」、権益確保へ世界展開（REUTERS） 
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https://globe.asahi.com/article/13564416
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/07/24/2020072480002.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072300425&g=pol
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072400203&g=int
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 https://jp.reuters.com/article/special-report-china-amphibious-forces-

idJPKCN24M0SO  

〇 ポンペオ米国務長官の対中演説要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61896140U0A720C2000000/  

〇 米、ビザ不正取得で中国軍人ら訴追 大学で研究活動、１人は総領事館に（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072400251&g=int  

〇 尖閣諸島巡り立場が悪い中国･習近平…それでも国賓扱いする日本のバカさ

（PRESIDENT） 

 https://president.jp/articles/-/37240  

〇 「中国漁船、東海の北朝鮮水域でイカ５２００億ウォン分を密漁」（東亜日報） 

https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200724/2129969/1/%E3%80%8C%E4%B8%

AD%E5%9B%BD%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%80%81%E6%9D%B1%E6%B5%B7%

E3%81%AE%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E6%B0%B4%E5%9F%9F%E3

%81%A7%E3%82%A4%E3%82%AB%EF%BC%95%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%B

C%90%E5%84%84%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%B3%E5%88%86%E3%82%92%

E5%AF%86%E6%BC%81%E3%80%8D  

〇 「中国を変えねば中国が私たちを変える」 米国務長官、連携訴え（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200724/wor2007240012-n1.html  

〇 米海軍音響測定艦 海自艦とホワイトビーチに（琉球放送） 

https://www.rbc.co.jp/news_rbc/%e7%b1%b3%e6%b5%b7%e8%bb%8d%e9%9f%b3%e9

%9f%bf%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e8%89%a6%e3%80%80%e6%b5%b7%e8%87%aa%e8

%89%a6%e3%81%a8%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%93%e

3%83%bc%e3%83%81%e3%81%ab%e3%80%80/  

〇 「全体主義イデオロギーの信奉者」習主席を非難 米国務長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200724/k10012530811000.html  

〇 黒海でウクライナ海軍、アメリカ海軍らの多国間共同訓練「シーブリーズ」始まる（おたくま経

済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020072403.html  

〇 米国務長官、中国指導部の「暴政」批判－米中関係緊張高まる（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-24/QDY7E0T0G1MB01  

〇 中国の総領事館が身分を偽り活動との米主張は悪意ある中傷（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0724/c94474-9714416.html  

〇 中国、米国に成都の総領事館閉鎖を要求－ヒューストン閉鎖に対抗（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-24/QDYHIFT1UM0W01  

〇 中国、成都の米国総領事館閉鎖を要求 米に対抗措置（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-consulate-idJPKCN24P0AC  

https://jp.reuters.com/article/special-report-china-amphibious-forces-idJPKCN24M0SO
https://jp.reuters.com/article/special-report-china-amphibious-forces-idJPKCN24M0SO
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61896140U0A720C2000000/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072400251&g=int
https://president.jp/articles/-/37240
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200724/2129969/1/「中国漁船、東海の北朝鮮水域でイカ５２００億ウォン分を密漁」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200724/2129969/1/「中国漁船、東海の北朝鮮水域でイカ５２００億ウォン分を密漁」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200724/2129969/1/「中国漁船、東海の北朝鮮水域でイカ５２００億ウォン分を密漁」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200724/2129969/1/「中国漁船、東海の北朝鮮水域でイカ５２００億ウォン分を密漁」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200724/2129969/1/「中国漁船、東海の北朝鮮水域でイカ５２００億ウォン分を密漁」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200724/2129969/1/「中国漁船、東海の北朝鮮水域でイカ５２００億ウォン分を密漁」
https://www.sankei.com/world/news/200724/wor2007240012-n1.html
https://www.rbc.co.jp/news_rbc/米海軍音響測定艦　海自艦とホワイトビーチに　/
https://www.rbc.co.jp/news_rbc/米海軍音響測定艦　海自艦とホワイトビーチに　/
https://www.rbc.co.jp/news_rbc/米海軍音響測定艦　海自艦とホワイトビーチに　/
https://www.rbc.co.jp/news_rbc/米海軍音響測定艦　海自艦とホワイトビーチに　/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200724/k10012530811000.html
https://otakei.otakuma.net/archives/2020072403.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-24/QDY7E0T0G1MB01
http://j.people.com.cn/n3/2020/0724/c94474-9714416.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-24/QDYHIFT1UM0W01
https://jp.reuters.com/article/usa-china-consulate-idJPKCN24P0AC
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〇 中印の衝突地域 中国は 4 万人の軍隊配備か 撤退約束守らず（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59965.html  

〇 米、中国共産党を標的に 強権路線の修正迫る（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61896950U0A720C2000000/  

〇 米上院が可決した国防権限法 「台湾をリムパックに招待」と提言（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007240002.aspx  

〇 東南アジア各地で米中「論争」 南シナ海巡る対立激化で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61897890U0A720C2000000/  

〇 中国が打ち上げに成功した火星探査機は、新たな「宇宙開発競争」の始まりを象徴している

（WIRED） 

 https://wired.jp/2020/07/24/chinas-first-mars-rover-launch-could-make-history/  

〇 沖ノ鳥島沖のＥＥＺに再び中国海洋調査船（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200724/plt2007240011-n1.html  

〇 ヒューストン総領事館閉鎖 米エネルギー企業への妨害が一因＝報道官（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59991.html  

〇 沖ノ鳥島ＥＥＺ内に中国調査船（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200724/1000051866.html  

〇 〈独自〉尖閣実効支配強化へ自民議連立ち上げ 政府調査義務付けへ法整備目指す（産

経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200724/plt2007240012-n1.html  

〇 「共産主義で世界の覇権握る野望」米国務長官、対中批判強める 中国は抗議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200724/k00/00m/030/205000c  

〇 世界と対立する強権中国－習総書記、2022 年の共産党大会見据え始動（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-24/QDX989DWLU6C01  

〇 中国の海洋調査船 沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域を再び航行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200724/k10012531641000.html  

〇 「中国共産党は我々の自由で開かれた社会を悪用した」…ポンペオ氏演説の要旨（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200724-OYT1T50161/  

〇 インドネシア海軍 南シナ海で大規模演習（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61911150U0A720C2NNE000/  

 

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

〇 米の介入 試す意図も（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61880720S0A720C2PP8000/  

https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59965.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61896950U0A720C2000000/
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007240002.aspx
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61897890U0A720C2000000/
https://wired.jp/2020/07/24/chinas-first-mars-rover-launch-could-make-history/
https://www.sankei.com/politics/news/200724/plt2007240011-n1.html
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59991.html
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200724/1000051866.html
https://www.sankei.com/politics/news/200724/plt2007240012-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20200724/k00/00m/030/205000c
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-24/QDX989DWLU6C01
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200724/k10012531641000.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200724-OYT1T50161/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61911150U0A720C2NNE000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61880720S0A720C2PP8000/
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〇 （中国の尖閣航行 有識者に聞く）南シナ情勢に危機感（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61880650S0A720C2PP8000/  

〇 山口公明代表、憲法改正「議論が熟していない」 維新とは「方向性違う」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200723/k00/00m/010/016000c  

〇 米中、「政治戦争」が始まった 広がる共産党性悪論（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61855850S0A720C2TCT000/  

〇 中国の尖閣航行 有識者に聞く（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61880390S0A720C2PP8000/  

〇 ベトナム NZ 戦略的パートナーシップを構築（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%88%

E3%83%8A%E3%83%A0nz-%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%9A%84%E3%83%8F%E3

%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%83%E3%83%

95%E3%82%92%E6%A7%8B%E7%AF%89-883479.vov  

〇 ポンペオ米国務長官、インドに中国依存低減を要請（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/india-usa-china-idJPKCN24N2LR  

〇 米国務省、中国総領事館の閉鎖を要求（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4035586.html  

〇 宇宙政策、米と協力、見えぬ費用  安保や月探査、他分野圧迫の可能性  基本計

画改定（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14559511.html  

〇 ロシア議会“領土割譲は過激主義”処罰対象とする法改正案可決（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200723/k10012529451000.html  

〇 中国・習近平の大誤算…アメリカが「尖閣侵入」にマジで怒り始めた…！（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74257  

〇 日本人は韓国人と違い中国を「高く評価」、だからこそ警戒が必要―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b808279-s0-c10-d0135.html  

〇 在日米軍の撤収リスク増大 トランプ氏再選でボルトン氏―正恩氏「拉致合意済み」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072200826&g=pol  

〇 焦点：米中対立ＳＮＳが主戦場、南シナ海巡り「口撃」激化（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southeastasia-idJPKCN24M0YF  

〇 米戦略司令官、Ｂ-１Ｂグアム展開作戦で「中露を抑止」（東亜日報） 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61880650S0A720C2PP8000/
https://mainichi.jp/articles/20200723/k00/00m/010/016000c
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61855850S0A720C2TCT000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61880390S0A720C2PP8000/
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナムnz-戦略的ハートナーシッフを構築-883479.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナムnz-戦略的ハートナーシッフを構築-883479.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナムnz-戦略的ハートナーシッフを構築-883479.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナムnz-戦略的ハートナーシッフを構築-883479.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナムnz-戦略的ハートナーシッフを構築-883479.vov
https://jp.reuters.com/article/india-usa-china-idJPKCN24N2LR
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4035586.html
https://www.asahi.com/articles/DA3S14559511.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200723/k10012529451000.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74257
https://www.recordchina.co.jp/b808279-s0-c10-d0135.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072200826&g=pol
https://jp.reuters.com/article/usa-china-southeastasia-idJPKCN24M0YF
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https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200723/2128983/1/%E7%B1%B3%E6%88%

A6%E7%95%A5%E5%8F%B8%E4%BB%A4%E5%AE%98%E3%80%81%EF%BC%A2-

%EF%BC%91%EF%BC%A2%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%A0%E5%B1%95%E9

%96%8B%E4%BD%9C%E6%88%A6%E3%81%A7%E3%80%8C%E4%B8%AD%E9%9C

%B2%E3%82%92%E6%8A%91%E6%AD%A2%E3%80%8D  

〇 米大統領、中国公館追加閉鎖「あり得る」 国務長官、知財窃取非難（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072300209&g=int  

〇 ヒューストンの中国総領事館 閉鎖命令を認める アメリカ政府（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200723/k10012529241000.html  

〇 南シナ海は熱い、オーストラリアの船が日米に参加（インドネシアの声） 

 http://voinews.id/japanese/index.php/component/k2/item/3525-2020-07-23-01-32-02  

〇 米政府、ヒューストンの中国総領事館の閉鎖を命令（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/53509288  

〇 日米共同掃海訓練（RAB 青森） 

 https://www.rab.co.jp/news/news16386786.html  

〇 河野防衛相 サイバー攻撃に対処する教育現場を視察（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200723/k10012529821000.html  

〇 自衛隊サイバー部隊３年で３倍に拡充も、出遅れ否めず 河野防衛相、隊員教育を視察 

（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200723/plt2007230003-n1.html  

〇 防衛相、サイバー人材強化を表明（共同） 

 https://this.kiji.is/658930316216894561  

〇 米国務副長官が、イラン・中国間の合意に干渉（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i64032  

〇 防衛相、自衛隊のサイバー教育視察 「ネットワークの防護維持が重要」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200723/k00/00m/010/162000c  

〇 英が対中強硬策でファイブアイズ中核として存在感 ＥＵ離脱で独立した外交戦略推進（産

経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200723/wor2007230023-n1.html  

〇 フランスもファーウェイ排除 5G 製品、28 年までに（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61887750T20C20A7FF8000/  

〇 他の中国公館閉鎖「可能性ある」 トランプ氏、書類焼却の可能性示唆（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200723/k00/00m/030/178000c  

〇 トランプ氏周辺、強硬派が対中政策掌握か－中国総領事館閉鎖の意味（Bloomberg） 

https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200723/2128983/1/米戦略司令官、Ｂ-１Ｂグアム展開作戦で「中露を抑止」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200723/2128983/1/米戦略司令官、Ｂ-１Ｂグアム展開作戦で「中露を抑止」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200723/2128983/1/米戦略司令官、Ｂ-１Ｂグアム展開作戦で「中露を抑止」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200723/2128983/1/米戦略司令官、Ｂ-１Ｂグアム展開作戦で「中露を抑止」
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200723/2128983/1/米戦略司令官、Ｂ-１Ｂグアム展開作戦で「中露を抑止」
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072300209&g=int
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200723/k10012529241000.html
http://voinews.id/japanese/index.php/component/k2/item/3525-2020-07-23-01-32-02
https://www.bbc.com/japanese/53509288
https://www.rab.co.jp/news/news16386786.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200723/k10012529821000.html
https://www.sankei.com/politics/news/200723/plt2007230003-n1.html
https://this.kiji.is/658930316216894561
https://parstoday.com/ja/news/world-i64032
https://mainichi.jp/articles/20200723/k00/00m/010/162000c
https://www.sankei.com/world/news/200723/wor2007230023-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61887750T20C20A7FF8000/
https://mainichi.jp/articles/20200723/k00/00m/030/178000c
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 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-23/QDWGDXT0AFB801  

 

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

〇 漂流する習近平国賓訪日と東京五輪の複雑な関係（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61765490R20C20A7I10000/  

〇 米、対中包囲網へ欧州に連携迫る 国務長官が訪英（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61800980R20C20A7FF8000/  

〇 米国務長官、英首相と会談 中国への対応で各国と連携強化へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-britain-idJPKCN24M29P  

〇 米司法省、中国人 2 人起訴 サイバー攻撃でコロナ情報など窃取（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-cyber-idJPKCN24M2RQ  

〇 米国防長官、年内訪中に意欲 「危機下の意思疎通」探る（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61807380S0A720C2EAF000/  

〇 米国務長官「対中連合の形成を」 英国と協力確認（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61807560S0A720C2EAF000/  

〇 中国の尖閣侵入批判  訪中希望も言及  米国防長官講演（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14558210.html  

〇 【主張】海の日 海洋立国の原点思う日に（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200722/clm2007220002-n1.html  

〇 （いちからわかる！）今年の「防衛白書」、どんな特徴がある？（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14558153.html  

〇 米国務長官「中国の脅威 理解する国々の連合を構築したい」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200722/k10012527401000.html  

〇 日本に外交戦略見直しを迫る、香港の中国化・韓国の朝鮮化・ロシアのロシア化（ダイヤモン

ド） 

 https://diamond.jp/articles/-/243088  

〇 「韓国に生まれなくてよかった」元駐韓大使が今でも心底そう思う理由（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/243933  

〇 日本の空母は中国に及ばず、だがこれは中国よりも大きく優れている―中国軍事専門家

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b822226-s0-c10-d0135.html  

〇 米国防長官「中国艦船が尖閣諸島周辺に入る頻度増加」警戒感（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200722/k10012527511000.html  

〇 尖閣海域で中国が海洋活動を強化している背景（Newsphere） 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-23/QDWGDXT0AFB801
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61765490R20C20A7I10000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61800980R20C20A7FF8000/
https://jp.reuters.com/article/usa-britain-idJPKCN24M29P
https://jp.reuters.com/article/usa-cyber-idJPKCN24M2RQ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61807380S0A720C2EAF000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61807560S0A720C2EAF000/
https://www.asahi.com/articles/DA3S14558210.html
https://www.sankei.com/column/news/200722/clm2007220002-n1.html
https://www.asahi.com/articles/DA3S14558153.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200722/k10012527401000.html
https://diamond.jp/articles/-/243088
https://diamond.jp/articles/-/243933
https://www.recordchina.co.jp/b822226-s0-c10-d0135.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200722/k10012527511000.html
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 https://newsphere.jp/world-report/20200722-1/  

〇 元海自特殊部隊員が語る｢中国が尖閣諸島に手を出せない理由｣（PRESIDENT） 

 https://president.jp/articles/-/37043  

〇 【社説検証】防衛白書 中国に遠慮するなと産経 東京、日経は防衛費増額にクギ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200722/clm2007220004-n1.html  

〇 尖閣侵入の中国公船「沈めてしまえ！」の罠 現場は国際法を熟知してギリギリの対応

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200722/pol2007220001-n1.html  

〇 韓国海軍、アデン湾で日本・スペインの護衛艦と海賊対処訓練（KBS） 

 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=76408  

〇 元防衛相ら「地上イージス必要」（共同） 

 https://this.kiji.is/658524043214849121  

〇 米国防長官、年内の初訪中に意欲 中国の海洋進出については批判（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200722/k00/00m/030/122000c  

〇 自衛隊と米軍が機雷処理の訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20200722/6080009224.html  

〇 海上自衛隊護衛艦てるづき 空母ロナルド・レーガンらと日米豪 3 か国共同訓練（おたくま経

済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020072203.html  

〇 日本の防衛白書が対立を激化 地域の平和と安全にとってマイナス（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0722/c94474-9713452.html  

〇 中国が、南シナ海問題への干渉を理由にアメリカを批判（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/asia-i63981  

〇 森本元防衛相ら地上イージス「必要」 自民会合で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61838790S0A720C2PP8000/  

〇 南シナ海、日米豪が海軍合同演習 中国軍は戦闘機を配備か（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59893.html  

〇 防衛省、オークションに出す自衛隊装備品を公開（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200722/plt2007220024-n1.html  

〇 日本にとって最大の危惧とは 新型コロナ、サイバー戦争、それとも露中軍事同盟？

（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/japan/202007227631411/  

〇 米、衝突回避探る 国防長官が訪中意欲 不測の事態を懸念（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61848540S0A720C2FF8000/  

https://newsphere.jp/world-report/20200722-1/
https://president.jp/articles/-/37043
https://www.sankei.com/column/news/200722/clm2007220004-n1.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200722/pol2007220001-n1.html
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=76408
https://this.kiji.is/658524043214849121
https://mainichi.jp/articles/20200722/k00/00m/030/122000c
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20200722/6080009224.html
https://otakei.otakuma.net/archives/2020072203.html
http://j.people.com.cn/n3/2020/0722/c94474-9713452.html
https://parstoday.com/ja/news/asia-i63981
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61838790S0A720C2PP8000/
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59893.html
https://www.sankei.com/politics/news/200722/plt2007220024-n1.html
https://jp.sputniknews.com/japan/202007227631411/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61848540S0A720C2FF8000/
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〇 中国の動き、「非常に憂慮」 台湾が次の標的に―外交部長（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072200932&g=int  

〇 尖閣、豪雨、コロナ…海保が体制増強で同時対応（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200722/plt2007220028-n1.html  

〇 中国、ブータンで領有権争い インドけん制の見方も（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61851460S0A720C2910M00/  

〇 尖閣諸島沖合 中国海警局の船が 100 日連続航行 最長に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200722/k10012527801000.html  

〇 中国の軍事的脅威が高まっている＝台湾外交部長（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-defence-idJPKCN24N1DR  

〇 日本が自主開発する F-3 戦闘機、「たった 15 年」でできるのか？―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b822703-s0-c10-d0135.html  

〇 中国、対外強硬鮮明 尖閣周辺に連続 100 日（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61853370S0A720C2EA1000/  

〇 中国、尖閣で日本見透かす 夏以降さらに活発化も（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200722/wor2007220029-n1.html  

〇 過去の戦争から日本を「好戦的な国」と決めつける中国人＝中国報道（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1691270?page=1  

〇 ポンペオ氏の発言は「まったく信用できない」＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200722/9452cd54-6c0a-d52d-3dfd-aaef5a2a8097.html  

 

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

〇 米国が領土問題に関与へ、いずれ日本は踏み絵迫られる（日経ビジネス） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/072000187/ 

〇 日米、進む連携強化 宇宙監視、ミサイル防衛（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14556601.html 

〇 （社説）敵基地攻撃 乱暴な論理の飛躍だ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14556573.html 

〇 中国の「南シナ海人工島」をトランプが爆撃破壊する可能性（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74262 

〇 中国への圧力、一段と強める米国…「ドル取引排除」の最強手段も バイデン政権で

も“強硬”路線継続か（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200721/for2007210003-n1.html 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072200932&g=int
https://www.sankei.com/politics/news/200722/plt2007220028-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61851460S0A720C2910M00/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200722/k10012527801000.html
https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-defence-idJPKCN24N1DR
https://www.recordchina.co.jp/b822703-s0-c10-d0135.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61853370S0A720C2EA1000/
https://www.sankei.com/world/news/200722/wor2007220029-n1.html
http://news.searchina.net/id/1691270?page=1
http://japanese.cri.cn/20200722/9452cd54-6c0a-d52d-3dfd-aaef5a2a8097.html
https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/072000187/
https://www.asahi.com/articles/DA3S14556601.html
https://www.asahi.com/articles/DA3S14556573.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74262
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200721/for2007210003-n1.html
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〇 イージス・アショア配備中止 敵基地攻撃能力や海上基地艦は代替策になりうるか

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13562008 

〇 情報のプロたちが｢国家安全保障局の局長人事｣に心底驚いたワケ（PRESIDENT） 

 https://president.jp/articles/-/36923 

〇 米海軍の原子力空母 2 隻、南シナ海で再び軍事演習（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/200721112458.html  

〇 中国の沖ノ鳥島周辺調査「極めて遺憾」 河野防衛相がけん制（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200721/plt2007210017-n1.html  

〇 沖ノ鳥島周辺で中国船が活動 対応強化の意見相次ぐ 自民（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200721/k10012526151000.html  

〇 イージス・アショアの代替策、日本は陸と海の「分家」を検討中（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-07/21/content_76295939.htm  

〇 中国「日本漁船操業させるな」の“厚顔無恥”！ 尖閣諸島の知られざる歴史…山本皓一氏

「事故を演出し、中国海軍を上陸させる可能性も」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200721/pol2007210004-n1.html  

〇 「命懸けの仕事」機雷を除去…海上自衛隊 OB が語る“戦後処理”（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/628134/  

〇 日米豪、西太平洋・南シナ海で共同訓練 中国を牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200721/plt2007210022-n1.html  

〇 日米豪、南シナ海で共同訓練（共同） 

 https://this.kiji.is/658224194836071521  

〇 南シナ海で日米豪共同訓練 中国念頭に３か国の連携強調か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200721/k10012526471000.html  

〇 米海軍の強襲揚陸艦火災、太平洋艦隊に数年にわたって影響か（CNN]） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35157090.html  

〇 日米豪、南シナ海で訓練 領有権主張の中国けん制（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61795940R20C20A7PP8000/  

〇 自衛隊の不用品オークション「都外からの参加は自粛を」（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/ASN7P7501N7PUTIL02X.html  

〇 “韓日関係梗塞”でも両国海軍アデン湾で海賊対処共同訓練（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/37290.html  

〇 米国防長官、年内初訪中に意欲 「航行の自由作戦」最多ペース（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072101235&g=int  

https://globe.asahi.com/article/13562008
https://president.jp/articles/-/36923
https://www.viet-jo.com/news/politics/200721112458.html
https://www.sankei.com/politics/news/200721/plt2007210017-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200721/k10012526151000.html
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〇 潜水艦はどうやって海中で通信を行っているのか？（GIGAZINE） 

 https://gigazine.net/news/20200721-submarine-comunication/  

〇 沖ノ鳥島 EEZ 内で調査の中国船 拿捕可能の法整備検討で一致 自民 PT（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200721/k00/00m/030/375000c  

〇 米国防長官、年内訪中の意向表明 危機時の対話構築など（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-military-idJPKCN24M2A1  

〇 米国防総省 年末までに中国訪問を期待 摩擦を背景に（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/asia/202007217630392/  

 

２０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 宇宙基本計画 民間主導の開発を促したい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200719-OYT1T50193/  

〇 【主張】中国の豪州いじめ 日米印は連携し対峙せよ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200720/clm2007200003-n1.html  

〇 中谷・元防衛相に聞く、イージス・アショア配備撤廃の「内情」（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/243180  

〇 なぜ敵基地攻撃か…半田滋氏が懸念「政治家の暴走」の結末（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/276093  

〇 「敵基地攻撃能力」の議論の前に日米同盟の再定義を（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/20229  

〇 大国は「不平等を無視」、グテレス国連総長が安保理構成を批判（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/un-rights-guterres-idJPKCN24K0UW  

〇 国連事務総長「安保理の構成、投票権を改革すべき」 ５大国を批判（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200720/mcb2007200830008-n1.htm  

〇 Ｂ－１Ｂ爆撃機４機をグアムに再配備、２機は東海で訓練（東亜日報） 

https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200720/2125727/1/%EF%BC%A2%EF%BC

%8D%EF%BC%91%EF%BC%A2%E7%88%86%E6%92%83%E6%A9%9F%EF%BC%94

%E6%A9%9F%E3%82%92%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%81%AB%E5%

86%8D%E9%85%8D%E5%82%99%E3%80%81%EF%BC%92%E6%A9%9F%E3%81%A

F%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E3%81%A7%E8%A8%93%E7%B7%B4  

〇 米中の在ミャンマー大使館が批判の応酬、南シナ海問題巡り（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-myanmar-idJPKCN24L03P  

〇 中国の海洋調査船 沖ノ鳥島の排他的経済水域から出る（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200720/k10012524171000.html  
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https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200720/2125727/1/Ｂ－１Ｂ爆撃機４機をグアムに再配備、２機は東海で訓練
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200720/2125727/1/Ｂ－１Ｂ爆撃機４機をグアムに再配備、２機は東海で訓練
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200720/2125727/1/Ｂ－１Ｂ爆撃機４機をグアムに再配備、２機は東海で訓練
https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-myanmar-idJPKCN24L03P
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200720/k10012524171000.html
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〇 日本が中国軍機への対応強化、「対中強硬策で国民の関心をコロナからそらす狙い」と中国

専門家（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b822162-s0-c10-d0135.html  

〇 護衛艦まきなみ入港 自衛隊入隊希望者ら見学（日本海） 

 https://www.nnn.co.jp/news/200720/20200720079.html  

〇 「ミサイル迎撃」に未練残る日本…「敵基地攻撃」に５５％反対（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268274?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 日本が航空戦力強化のためステルス戦闘機開発へ（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0720/c94474-9712554.html  

〇 アメリカ空母ニミッツとレーガン 南シナ海で再度共同訓練（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020072007.html  

〇 情報ＢＯＸ：南シナ海巡り踏み込む米国、東南ア諸国も中国批判（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/factbox-southchina-sea-idJPKCN24L0GL  

〇 中国は旧米軍基地も狙う…北極で熱くなる新冷戦（１）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268279?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 中国は旧米軍基地も狙う…北極で熱くなる新冷戦（２）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268280?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 中国調査船、１０日連続活動 沖ノ鳥島周辺で―菅官房長官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072000743&g=pol  

〇 中国、3 隻目の空母 1 年以内に進水か 香港メディア（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000188890.html  

〇 日本が航空戦力強化のためステルス戦闘機開発へ（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/20/content_76292089.htm  

〇 国際社会、ベトナム東部海域での「法の支配」精神を掲げる（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A4%BE%E4%BC%9

A%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%E3%81%AE%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94

%AF%E9%85%8D%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E3%82%92%E6%8E%B2%E3%81%91

%E3%82%8B-882476.vov  

〇 航空自衛隊戦闘機 アメリカ空軍 B-1B 爆撃機と共同訓練（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020072008.html  

〇 官房長官が改めて批判 沖ノ鳥島、中国の海洋調査（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61732450Q0A720C2PP8000/  

〇 宇宙に広がる軍拡の懸念  中ロ脅威訴える米軍に日本は（朝日）  

https://www.recordchina.co.jp/b822162-s0-c10-d0135.html
https://www.nnn.co.jp/news/200720/20200720079.html
https://japanese.joins.com/JArticle/268274?servcode=A00&sectcode=A00
http://j.people.com.cn/n3/2020/0720/c94474-9712554.html
https://otakei.otakuma.net/archives/2020072007.html
https://jp.reuters.com/article/factbox-southchina-sea-idJPKCN24L0GL
https://japanese.joins.com/JArticle/268279?servcode=A00&sectcode=A00
https://japanese.joins.com/JArticle/268280?servcode=A00&sectcode=A00
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072000743&g=pol
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000188890.html
http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/20/content_76292089.htm
https://vovworld.vn/ja-JP/解説/国際社会ヘトナム東部海域ての法の支配精神を掲ける-882476.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/解説/国際社会ヘトナム東部海域ての法の支配精神を掲ける-882476.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/解説/国際社会ヘトナム東部海域ての法の支配精神を掲ける-882476.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/解説/国際社会ヘトナム東部海域ての法の支配精神を掲ける-882476.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/解説/国際社会ヘトナム東部海域ての法の支配精神を掲ける-882476.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/解説/国際社会ヘトナム東部海域ての法の支配精神を掲ける-882476.vov
https://otakei.otakuma.net/archives/2020072008.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61732450Q0A720C2PP8000/
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 https://www.asahi.com/articles/ASN7N313GN78UHBI00Q.html  

〇 中国公船、尖閣沖侵入が常態化 ９８日連続、最長記録更新中（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072000837&g=pol  

〇 沖ノ鳥島巡り日本が中国に反発（共同） 

 https://this.kiji.is/657884481079919713  

〇 中国船、沖ノ鳥島沖で 10 日間の無許可調査（日テレ） 

 https://www.news24.jp/articles/2020/07/20/04684783.html 

 

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

〇 中国の高圧外交 通用せず（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61640960X10C20A7TM5000/  

〇 防衛白書で示された「対中国」への戦闘ゲーム・チェンジャー（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/23067  

〇 中国外相「自国優先政策の米国に、もはや大国の風格なし」（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b821884-s0-c10-d0135.html  

〇 中国、太平洋地域への英空母配備をけん制（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3294568  

〇 北朝鮮を言い訳に隠していた爪を出す日本、海兵隊創設に続き空母配備（１）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268228?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 北朝鮮を言い訳に隠していた爪を出す日本、海兵隊創設に続き空母配備（２）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268229?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 B-1B が 5 月以来、グアム配備 空自 F-15J と訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126559  

〇 《独自》敵ミサイルを陸で探知、船から迎撃 政府が地上イージス代替案（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200719/plt2007190017-n1.html  

 

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

〇 米国の行動こそが世界の安定への重大な脅威＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200717/27e5cb79-7664-ebb9-93b6-89528eadcbbb.html  

〇 【主張】米の南シナ海声明 国際ルール無視許されぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200718/clm2007180003-n1.html  

〇 米海軍 原子力空母 2 隻が再度南シナ海で軍事演習（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200718/k10012521841000.html  

https://www.asahi.com/articles/ASN7N313GN78UHBI00Q.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072000837&g=pol
https://this.kiji.is/657884481079919713
https://www.news24.jp/articles/2020/07/20/04684783.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61640960X10C20A7TM5000/
https://newswitch.jp/p/23067
https://www.recordchina.co.jp/b821884-s0-c10-d0135.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3294568
https://japanese.joins.com/JArticle/268228?servcode=A00&sectcode=A00
https://japanese.joins.com/JArticle/268229?servcode=A00&sectcode=A00
https://flyteam.jp/news/article/126559
https://www.sankei.com/politics/news/200719/plt2007190017-n1.html
http://japanese.cri.cn/20200717/27e5cb79-7664-ebb9-93b6-89528eadcbbb.html
https://www.sankei.com/column/news/200718/clm2007180003-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200718/k10012521841000.html
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〇 米空母２隻、南シナ海で演習 今月上旬に続き、中国に圧力（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071800227&g=int  

〇 日本への F35 売却で「一石三鳥」の米国 同盟国の武装、中露牽制、日本の国産戦闘機抑

止（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-07/18/content_76285409.htm  

〇 対中強硬路線、米豪が共同歩調…電話で首脳会談（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200718-OYT1T50185/  

〇 海底こそ諜報の最前線 久保田正広（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/627357/  

〇 ロシアのハッカー集団が新型コロナワクチン開発を攻撃、と英米カナダが警告

（TechCrunch） 

 https://jp.techcrunch.com/2020/07/18/2020-07-17-russian-cyberops-are-targeting-

covid-19-vaccine-rd-intelligence-agencies-warn/  

〇 南シナ海、「中国の領有権主張は完全に不法」と米国務長官＝米中対立は新たな段階に

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b821501-s0-c10-d0059.html  

〇 米空母が南シナ海で演習（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200718/plt2007180007-n1.html  

〇 米国の行動こそが世界の安定への重大な脅威＝外交部（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/18/content_76285714.htm  

〇 中国、「米国は対イラン武器制裁延長の口実作りをしている」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/asia-i63794  

〇 米海軍の２空母打撃群、南シナ海で新たに演習 今月２度目（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35156966.html  

〇 【CRI 時評】中国政権党中傷の米国政治屋、恥辱にまみれる（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200718/83389449-b1e7-de10-3aec-66d38899bedd.html  

〇 最東端で日本の海を守る自衛隊 南鳥島で見た海洋国家の現実（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200718/plt2007180011-n1.html  

〇 グローバルな通信規格を目指した 5G は、いまや世界を“分断”している（WIRED） 

 https://wired.jp/2020/07/18/5g-unite-world-tearing-us-apart/  

〇 米空母２隻、再び南シナ海で演習…対中軍事圧力の継続を強調（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200718-OYT1T50286/  

〇 米空母が南シナ海で演習実施、中国をけん制か （TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4032039.html  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071800227&g=int
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-07/18/content_76285409.htm
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200718-OYT1T50185/
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/627357/
https://jp.techcrunch.com/2020/07/18/2020-07-17-russian-cyberops-are-targeting-covid-19-vaccine-rd-intelligence-agencies-warn/
https://jp.techcrunch.com/2020/07/18/2020-07-17-russian-cyberops-are-targeting-covid-19-vaccine-rd-intelligence-agencies-warn/
https://www.recordchina.co.jp/b821501-s0-c10-d0059.html
https://www.sankei.com/politics/news/200718/plt2007180007-n1.html
http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/18/content_76285714.htm
https://parstoday.com/ja/news/asia-i63794
https://www.cnn.co.jp/usa/35156966.html
http://japanese.cri.cn/20200718/83389449-b1e7-de10-3aec-66d38899bedd.html
https://www.sankei.com/politics/news/200718/plt2007180011-n1.html
https://wired.jp/2020/07/18/5g-unite-world-tearing-us-apart/
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200718-OYT1T50286/
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4032039.html
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〇 沖ノ鳥島ＥＥＺで中国船、１０日連続調査 日本政府が抗議「即時に中止すべきだ」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200718/plt2007180012-n1.html  

〇 対中国機、即時に緊急発進（共同） 

 https://this.kiji.is/657198097557029985  

〇 米空母２隻が再び南シナ海で演習 ７月上旬に続き（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200718/wor2007180030-n1.html  

 

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

〇 英米加、ロシアがサイバー攻撃と非難 コロナワクチン情報狙い（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-cyber-idJPKCN24H2OT  

〇 ロシア、ワクチン研究にサイバー攻撃か－米英などが非難（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-16/QDKH04DWRGG201  

〇 対中戦略、協調体制再構築を コロナ危機と世界秩序（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO61590040W0A710C2KE8000/  

〇 習近平の横暴をアメリカも警戒…中国の「尖閣侵入」に今こそ怒るべき理由（現代ビ

ジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74151  

〇 「敵基地攻撃」巡り与党内で温度差拡大 公明会合で議論なく（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/43145  

〇 韓国、日本政府の「防衛白書」にイチャモン！ 識者「『韓国はクレーマー国家』の悪評を…」

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200717/pol2007170003-n1.html  

〇 ロシア、新型コロナ研究施設にサイバー攻撃か 米英カナダが発表（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/tech/35156925.html  

〇 「米の核実験は素晴らしい偉業」（共同） 

 https://this.kiji.is/656672620042667105  

〇 護衛艦「あしがら」「いせ」、多国間共同訓練に参加 洋上訓練も実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126446  

〇 日米の安保担当高官が電話協議 南シナ海問題など意見交換（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200717/plt2007170013-n1.html  

〇 「ロシアのスパイがワクチン開発を標的に」、英米カナダが警告 新型コロナウイルス（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53440279  

〇 【CRI 時評】米国の一部政治屋は今や世界平和の大きな脅威に（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200717/5b1a5b4a-ffaa-2fe9-f708-4403b61db8c0.html  

https://www.sankei.com/politics/news/200718/plt2007180012-n1.html
https://this.kiji.is/657198097557029985
https://www.sankei.com/world/news/200718/wor2007180030-n1.html
https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-cyber-idJPKCN24H2OT
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-16/QDKH04DWRGG201
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO61590040W0A710C2KE8000/
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74151
https://www.tokyo-np.co.jp/article/43145
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200717/pol2007170003-n1.html
https://www.cnn.co.jp/tech/35156925.html
https://this.kiji.is/656672620042667105
https://flyteam.jp/news/article/126446
https://www.sankei.com/politics/news/200717/plt2007170013-n1.html
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53440279
http://japanese.cri.cn/20200717/5b1a5b4a-ffaa-2fe9-f708-4403b61db8c0.html
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〇 外交部、米側は核軍縮に対する特別で優先的な責任をしっかりと履行すべき（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0717/c94474-9711811.html  

〇 ワクチン研究にサイバー攻撃か──米英カナダがロシアの「APT29」を非難（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93990.php  

〇 米司法長官、中国政府と「連携する」米 IT 企業を非難 競争力を損なうと（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/53440545  

〇 近年米国がどのような国際機関から脱退してきたのか（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0717/c94474-9711875.html  

〇 中国 ASEAN ブルーエコノミー・シンポ開催 海洋協力を協議（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3294339  

〇 イージス・アショアに代わる防衛策検討本格化 ＮＳＣ４大臣会合（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200717/plt2007170022-n1.html  

〇 地上イージス断念の調査結果 防衛省、NSC で報告（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61663020X10C20A7EA3000/  

〇 中国、沖ノ鳥島周辺で無断調査（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071701031&g=int  

〇 世界各国 国際法に則りベトナム東部海域での紛争解決を訴える（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%96%E7%95%8C%

E5%90%84%E5%9B%BD-%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E3%81%AB%E5

%89%87%E3%82%8A%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%E3%81%AE%E7%B4%9B%

E4%BA%89%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%82%92%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%

82%8B-881929.vov  

〇 「北朝鮮に日本を核攻撃する能力あり」踏み込んだ防衛白書 読み解く３つのポイン

ト（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13550359  

〇 尖閣支配強化に上陸調査・日米訓練を 自民国防議連が中国対抗策（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200717/plt2007170014-n1.html  

〇 沖ノ鳥島周辺で調査活動 “日本の同意必要ない” 中国外務省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200717/k10012521371000.html  

〇 中国調査船、沖ノ鳥島付近で異例の長期活動 抗議聞かず（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61643950X10C20A7EA3000/  

〇 沖ノ鳥島調査船に日本抗議、中国「法的根拠なし」反発（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4031654.html  

http://j.people.com.cn/n3/2020/0717/c94474-9711811.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93990.php
https://www.bbc.com/japanese/53440545
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https://www.afpbb.com/articles/-/3294339
https://www.sankei.com/politics/news/200717/plt2007170022-n1.html
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https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/世界各国-国際法に則りヘトナム東部海域ての紛争解決を訴える-881929.vov
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https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/世界各国-国際法に則りヘトナム東部海域ての紛争解決を訴える-881929.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/世界各国-国際法に則りヘトナム東部海域ての紛争解決を訴える-881929.vov
https://globe.asahi.com/article/13550359
https://www.sankei.com/politics/news/200717/plt2007170014-n1.html
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〇 外交部、南シナ海問題四原則を重ねて表明（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/92656  

 

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

〇 米軍基地感染１３６人、沖縄知事が防衛相に迅速な情報提供を要請（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200715-OYT1T50300/ 

〇 中国、英ファーウェイ排除に警告 「投資に多大な影響」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/britain-huawei-trump-idJPKCN24G2B5 

〇 ［深層ＮＥＷＳ］茂木外相、中国の海洋進出に「力による現状変更は認められない」

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200716-OYT1T50054/ 

〇 中国最南端への挑戦状＝坂東賢治（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200716/ddm/002/070/068000c 

〇 南シナ海で米国が全面対決姿勢、中国が発する「回避のシグナル」（ダイアモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/243219 

〇 「現代版 ABCD 包囲網」進む コロナ・香港問題で深まる 2 強対立（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200716/mcb2007160500013-n1.htm 

〇 哨戒機は「転職組」が増加中 不振の旅客機から華麗に転身した P-3 の拓いた「道」

とは？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/98021 

〇 ベトナム 南シナ海めぐる米の主張歓迎も 米中対立激化に懸念（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200716/k10012517911000.html 

〇 海自、リムパック参加で米海軍と信頼関係強化へ（Economic News） 

 http://economic.jp/?p=89675 

〇 米ミサイル駆逐艦、南シナ海で「航行の自由作戦」（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/200715182059.html 

〇 米欧に広がる対中包囲網 英国は華為排除、追従の動きも（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7H7QKXN7HUHBI029.html 

〇 中東派遣第３陣、海自護衛艦むらさめ 来月、横須賀出港（産経） 

 https://www.sankei.com/region/news/200716/rgn2007160008-n1.html 

〇 米は南シナ海で中国に権益侵害されている諸国を支援＝国務長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-pompeo-idJPKCN24G38I 

〇 米国務長官「中国に領有権を侵害されているすべての国を支援」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200716/k10012518101000.html 

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/92656
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200715-OYT1T50300/
https://jp.reuters.com/article/britain-huawei-trump-idJPKCN24G2B5
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200716-OYT1T50054/
https://mainichi.jp/articles/20200716/ddm/002/070/068000c
https://diamond.jp/articles/-/243219
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200716/mcb2007160500013-n1.htm
https://trafficnews.jp/post/98021
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200716/k10012517911000.html
http://economic.jp/?p=89675
https://www.viet-jo.com/news/politics/200715182059.html
https://www.asahi.com/articles/ASN7H7QKXN7HUHBI029.html
https://www.sankei.com/region/news/200716/rgn2007160008-n1.html
https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-pompeo-idJPKCN24G38I
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200716/k10012518101000.html
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〇 米軍基地、見えぬ新型コロナ感染状況 神奈川（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7H6VJCN7HULOB011.html 

〇 中国、強硬派並べ香港掌握 治安維持機関を設立（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200716/mcb2007161021022-n1.htm 

〇 強気の中国が世界に迫る外交戦略見直し－欧米やインドにジレンマ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-16/QDJBN5DWLU7G01 

〇 米国、無人航空機を東南アジア 4 国に支援 防衛能力を強化（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59588.html 

〇 米国務長官「中国に領有権を侵害されているすべての国を支援」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200716/k10012518101000.html  

〇 トランプ大統領のファーウェイ政策に中国「禁止が安全保障と無関係であると改めて証明」

（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0716/c94474-9711312.html  

〇 中国・イラン、大規模な経済安保協定を計画 米報道（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200716/wor2007160014-n1.html  

〇 米軍、サイバー・電子戦を強化へ 南シナ海で中国に対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61594150W0A710C2910M00/  

〇 豪、ベトナム東部海域の海上の自由航行を支持（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E8%B1%AA%E3%83%98%

E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%9D%B1%E9%83%A8%E6%B5%B7%E5%9

F%9F%E3%81%AE%E6%B5%B7%E4%B8%8A%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B

1%E8%88%AA%E8%A1%8C%E3%82%92%E6%94%AF%E6%8C%81-881322.vov  

〇 ASEAN 米中のはざま 米国への不信も（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61599420W0A710C2910M00/  

〇 オスプレイ２機目、木更津到着 「５年以内」暫定配備―陸自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071600597&g=soc  

〇 P-3C など、ロシア海軍艦艇 2 隻の宗谷海峡西進を確認 7 月 14 日（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126486  

〇 “中国軍の侵攻想定” 台湾の軍事演習を公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200716/k10012518751000.html  

〇 米長官の中国非難声明を歓迎 南シナ海、対立激化は望まず―ベトナム（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071601105&g=int  

〇 アショア代替策、9 月末までに方向性 敵基地攻撃能力保有の是非含め（毎日） 

https://www.asahi.com/articles/ASN7H6VJCN7HULOB011.html
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200716/mcb2007161021022-n1.htm
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-16/QDJBN5DWLU7G01
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59588.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200716/k10012518101000.html
http://j.people.com.cn/n3/2020/0716/c94474-9711312.html
https://www.sankei.com/world/news/200716/wor2007160014-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61594150W0A710C2910M00/
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/豪ヘトナム東部海域の海上の自由航行を支持-881322.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/豪ヘトナム東部海域の海上の自由航行を支持-881322.vov
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 https://mainichi.jp/articles/20200716/k00/00m/010/214000c  

〇 ロシア、ワクチン研究にサイバー攻撃か 米英カナダが非難（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61623530W0A710C2000000/  

 

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

〇 習近平氏が唯一恐れる「北戴河会議」は開かれるのか（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61484890U0A710C2I10000/  

〇 南シナ海巡り対中制裁も（共同） 

 https://this.kiji.is/655784521332982881  

〇 米 南シナ海の中国主張を公式否定（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/62989  

〇 英国、５Ｇ通信網からファーウェイを排除－2027 年までに完全撤去（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-14/QDGKYBDWRGGE01  

〇 米、南シナ海問題で中国当局や企業に制裁も＝国務次官補（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-stilwell-idJPKCN24F2CA  

〇 防衛白書 専門家に聞く（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61521400U0A710C2PP8000/  

〇 敵基地攻撃、米衛星活用なら費用抑制 防衛大教授が試算（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61519750U0A710C2PP8000/  

〇 地域安定に寄与、米の関与を歓迎 茂木外相（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200715/ddm/007/010/046000c  

〇 地元説明に忖度の影＝古賀攻（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200715/ddm/002/070/097000c  

〇 敵基地攻撃、じわり再燃 陸上イージス断念に乗じ？ 専守防衛と整合性曖昧（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200715/ddm/002/010/108000c  

〇 英もファーウェイ排除 米が圧力か、方針一転（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200715/ddm/002/020/104000c  

〇 ポンペオ氏「中国の主張、完全に違法」 南シナ海権益巡り（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200715/ddm/007/030/062000c  

〇 中国は「現代の東インド会社」 米、南シナ海問題で（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3293799  

〇 防衛白書 脅威の増大へ対処能力高めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200715-OYT1T50015/  

https://mainichi.jp/articles/20200716/k00/00m/010/214000c
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61623530W0A710C2000000/
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〇 社説／20 年版防衛白書 「新領域」官民が力を合わせよ（日刊工業） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00564557  

〇 【主張】防衛白書 「中国の脅威」を明記せよ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200715/clm2007150003-n1.html  

〇 「中国、コロナで影響力拡大」 二〇二〇年版防衛白書（中日） 

 https://www.chunichi.co.jp/article/89218  

〇 （社説）防衛白書５０年  「国民の理解」こそ原点（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14549082.html  

〇 米、南シナ海で「航行の自由作戦」 高官、対中制裁も排除せず（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071500157&g=int  

〇 南シナ海領有権 米高官 中国と争う東南アジア諸国の立場支持（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200715/k10012516341000.html  

〇 「まるで跳ねる前にかがむカエルだ」金正恩が日本を警戒する理由（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/132862  

〇 米、英国決定を「歓迎」（共同） 

 https://this.kiji.is/655873986087666785  

〇 防衛白書から消えた「地元に説明」 馬毛島への訓練移転、住民反発（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/626214/  

〇 イギリス 次世代通信規格「5Ｇ」から中国ファーウェイ排除へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200715/k10012516211000.html  

〇 外交部・国防部、「独島は日本の領土」を主張した日本の防衛白書に強く抗議（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/37226.html  

〇 英政府のファーウェイ排除、中国は即座に非難－「残念かつ誤り」（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-14/QDH4ZKDWLU6F01  

〇 米海軍駆逐艦が「航行の自由」作戦（共同） 

 https://this.kiji.is/655886815329289313  

〇 ポンペオ国務長官、英政府ファーウェイ排除方針を「歓迎」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200715/wor2007150005-n1.html  

〇 日本の防衛白書、今年も「独島領有権」と主張 ２００５年以降１６年連続（東亜日報） 

https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200715/2120796/1/%E6%97%A5%E6%9C%

AC%E3%81%AE%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%99%BD%E6%9B%B8%E3%80%81%

E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%82%82%E3%80%8C%E7%8B%AC%E5%B3%B6%E9%

A0%98%E6%9C%89%E6%A8%A9%E3%80%8D%E3%81%A8%E4%B8%BB%E5%BC%

B5-%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%95%E5%B9%B4%E4%BB%A

5%E9%99%8D%EF%BC%91%EF%BC%96%E5%B9%B4%E9%80%A3%E7%B6%9A  
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〇 ロシア下院、領土割譲への一段と厳しい姿勢を支持－法案成立に前進（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-14/QDH6T1DWRGG501  

〇 米駆逐艦がスプラトリー諸島で「航行の自由」作戦 中国に対抗（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200715/wor2007150012-n1.html  

〇 外交部、日本の防衛白書は対中偏見や事実でない内容が多い（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0715/c94474-9710715.html  

〇 前自衛隊制服組トップ、アショア断念への苦言と敵基地攻撃能力への執心（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020071400010.html  

〇 【ニッポン放送・飯田浩司のそこまで言うか！】九州豪雨で奮闘する自衛隊員 本来の任務

である国防に影響を及ぼさない配慮も必要（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200715/dom2007150002-n1.html  

〇 中国が米ロッキード・マーティンへの制裁を決定（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2020-07/15/content_76274020.htm  

〇 米海軍、南シナ海で「航行の自由作戦」…中国への圧力強化を継続（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200715-OYT1T50189/ 

〇 英政府、ファーウェイの 5G 設備の排除を指示 2027 年までに（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/53413117 

〇 トランプ政権、中国に“厳然”鮮明 大統領選前に「負の遺産」清算図る（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200715/wor2007150019-n1.html  

〇 中国が改良型 052D を初公開、新レーダーはステルス戦闘機も捕捉―米華字メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b821086-s0-c10-d0135.html  

〇 米国務長官の中国批判を「糾弾」 北朝鮮、対中支持鮮明（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071500778&g=int  

〇 「不純な発想」北朝鮮、米国務長官を非難…中国の南シナ海領有権否定で（Daily NK） 

 https://dailynk.jp/archives/132883  

〇 アメリカ駆逐艦ラルフ・ジョンソン 南沙諸島で「航行の自由作戦」遂行（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020071505.html  

〇 南中国海に関する米声明に中国「もめ事を引き起こすのを止めるべき」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0715/c94474-9710835.html  

〇 北朝鮮 米の中国批判を「言いがかり」 中国を擁護し米をけん制（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200715/k10012517061000.html  

〇 焦点：英国が 5Ｇからファーウェイ締め出し、次は欧州に排除圧力（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/britain-huawei-europe-idJPKCN24G0SB  
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〇 中印関係の悪化を地政学から解く（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020071300010.html  

〇 米軍人の水際対策徹底を 沖縄知事、防衛相に要請（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200715/plt2007150026-n1.html  

〇 中国、南シナ海問題巡る米の制裁恐れず＝外務省（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-mofa-idJPKCN24G0W6  

〇 公明が地上イージス配備停止で議論開始 「敵基地攻撃」には踏み込まず（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200715/plt2007150031-n1.html  

〇 北朝鮮「ポンペオの南シナ海発言は不純な発想」…中国に肩入れし米国叩き（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268131?servcode=500&sectcode=500  

〇 イラン大統領、「米を筆頭とする超大国の圧力に屈しない」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i63733  

〇 【南シナ海】ポンペオの中国領有権「違法」発言は米中衝突の狼煙か（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93972.php  

〇 公明 新たなミサイル防衛体制の在り方議論へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200715/k10012517411000.html  

〇 公明、ミサイル防衛の議論開始 敵基地攻撃能力には慎重（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071501062&g=pol  

〇 中谷元防衛大臣「オスプレイ 宿毛で受け入れてもいい」 【高知】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/63254 

〇 南シナ海、周辺諸国を巻き込む米中衝突の危険高まる きっかけは「事故」＝専門家

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59519.html 

〇 公明、ミサイル防衛の議論着手「敵基地攻撃」議題にせず（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7H6KC6N7HUTFK00P.html 

〇 尖閣への主張、台湾与野党で温度差 台湾・副総統（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200715/wor2007150030-n1.html 

〇 オブライエン米大統領補佐官の中国関係発言に反論＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200715/dbf3c56d-7b19-ae9b-1e03-a99ca029f8ff.html 

 

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

〇 次世代暗号技術「量子暗号通信」大規模開発プロジェクト始動へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012513511000.html 

〇 米政権、中国の南シナ海巡る権利主張は「不法」と公式に非難（Bloomberg） 
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 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-13/QDF7MRT0G1L801 

〇 ボルトン「暴露本」より不安な米国の経済安全保障の実態（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00133/00037/ 

〇 「オスプレイ」暫定配備なら「首都圏防災航空センター」設置せよ（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/07140530/?all=1 

〇 【日本の解き方】“帝国主義的覇権国家”の異常ぶり…中国とまともに付き合うのは

限界だ！ 日本は欧米諸国と安保・経済の連携を（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200714/dom2007140002-n1.html 

〇 中国は「完全に違法」 南シナ海、領有権認めず―米長官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071400199&g=int 

〇 米、南シナ海巡り対中強硬姿勢強める 領有権主張は「違法」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKCN24E2X8 

〇 UPDATE 1-米、南シナ海巡り対中強硬姿勢強める 領有権主張は「違法」

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPL3N2EK41Z 

〇 米、中国の南シナ海主張に「法的根拠ない」（日テレ） 

 https://www.news24.jp/articles/2020/07/14/10680226.html 

〇 広島）敵基地攻撃能力「国政で」松井市長意見述べず（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7F6W0QN7FPITB00H.html 

〇 南シナ海巡る米国の主張は完全に不当、中国は断固反対＝在米中国大使館

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPT9N2B6009 

〇 南シナ海での中国の資源探査は「違法」 ポンペオ米国務長官（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3293596 

〇 英政府、14 日にファーウェイ５Ｇ排除決定の見通し（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/britain-huawei-idJPKCN24F03D 

〇 「コロナで影響力拡大」 防衛白書、中国を警戒（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61476690U0A710C2MM0000/ 

〇 防衛白書、閣議了承 周辺海空域で活発化する中国に強い懸念 イージス配備停止も

盛り込む（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200714/k00/00m/010/062000c 

〇 ２０年版防衛白書 韓国を冷遇＝「幅広い協力」削除（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200714001400882 

〇 防衛白書、コロナ禍の中国警戒（共同） 
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 https://this.kiji.is/655584072421475425 

〇 防衛白書、コロナ禍で中国の影響力拡大に警戒感 尖閣の領海侵入は「執拗」（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/42415 

〇 中国、尖閣周辺で「現状変更の試み執拗に継続」 防衛白書を了承（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200714/mca2007141056011-n1.htm 

〇 米トランプ政権 中国の南シナ海 海洋権益主張は「違法だ」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012514261000.html 

〇 中国「断固反対」 米国務長官声明に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61477270U0A710C2MM0000/ 

〇 英軍の最新鋭空母、極東派遣か 日米と演習想定と報道（中日） 

 https://www.chunichi.co.jp/article/88611 

〇 日本の防衛白書、コロナ禍中の中国を警戒 偽情報流布との指摘も（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-china-idJPKCN24F06S 

〇 イージス・アショアの配備撤回を明記 20 年版防衛白書（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7G3QQCN7FUTFK01K.html 

〇 米国務長官、南シナ海巡る中国の強硬姿勢は「完全に違法」 非難する声明発表（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200714/k00/00m/030/090000c 

〇 防衛白書まとまる 中国念頭に「国家間競争を顕在化させうる」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012514311000.html 

〇 南シナ海領有権に法的根拠なし 米が中国に対決姿勢（テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000188391.html 

〇 米ポンペオ長官「中国の南シナ海領有権主張は違法」（テレ東） 

 https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/hiru/news/post_206073/ 

〇 [FT]台湾に迫る脅威、兵力強化が喫緊の課題に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61478130U0A710C2000000/ 

〇 米国務長官「中国の主張、完全に違法」 南シナ海で批判 AI ニュース（7 月 14 日

昼）（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZZO61475840U0A710C2000000/ 

〇 駐米中国大使館報道官が米国務省の南シナ海関連声明について談話を発表（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20200714/8d898975-f5ed-2c9c-c4c9-fa167a54515f.html 

〇 「緊張を煽っている」中国 米 南シナ海領有権否定（テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000188406.html 
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〇 米国務長官、南シナ海への中国の主張を「違法」と断定（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35156740.html 

〇 中国の南シナ海権益主張「完全に不法」…米国務長官、周辺国支援の姿勢鮮明に（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200714-OYT1T50119/ 

〇 累計 600 万部「空母いぶき」の完結巻 13 集、大増刷を決定（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126328 

〇 合同演習「リムパック」に海自の護衛艦 2 隻参加へ 8 月ハワイで（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012514731000.html 

〇 軍事色深める中国公船 海軍が組織・装備支援―防衛白書（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071400470&g=soc 

〇 米長官の南シナ海声明を茂木外相「支持」 中国の領有権認めず（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200714/plt2007140020-n1.html 

〇 【米中ウオッチ】南シナ海巡り応酬、米議員を標的、10 兆ドルの節目（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-14/QDFX9KT1UM1101  

〇 中国とのデカップリングは自由を守るため必須＝豪国際戦略家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59494.html  

〇 中国、沖ノ鳥島沖で違法海洋調査！ 海保の要求無視して居座り… 識者「これまでのよう

な『遺憾砲』だけではダメ！徹底的に排除を」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200714/pol2007140002-n1.html  

〇 「２０２０年版防衛白書」報告 コロナ禍の中国の動向警戒 尖閣侵入は１４日で「連続９２日」

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200714/pol2007140003-n1.html  

〇 ポンペオ氏、中国の南シナ海領有権「不法」初めて公式言及…米中葛藤の火薬庫に浮上

（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/268076?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 「また韓国を冷遇した」日本の防衛白書に韓国メディアが不満示す、ネットの反応は？

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b812698-s0-c10-d0058.html  

〇 香港国家安全法という中国の暴挙を罰するアメリカの「最終兵器」（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93959.php  

〇 陸上イージス配備撤回、防衛白書に（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14548724.html  

〇 南シナ海「中国の主張は不法」 米国務長官（朝日） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35156740.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200714-OYT1T50119/
https://flyteam.jp/news/article/126328
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012514731000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071400470&g=soc
https://www.sankei.com/politics/news/200714/plt2007140020-n1.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-14/QDFX9KT1UM1101
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59494.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200714/pol2007140002-n1.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200714/pol2007140003-n1.html
https://japanese.joins.com/JArticle/268076?servcode=A00&sectcode=A00
https://www.recordchina.co.jp/b812698-s0-c10-d0058.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93959.php
https://www.asahi.com/articles/DA3S14548724.html
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 https://www.asahi.com/articles/DA3S14548711.html  

〇 河野防衛相が中国の尖閣での「執拗な行動」を批判 防衛白書で北朝鮮・韓国の記述にも

変化が（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/62744  

〇 米海軍主催の演習、海自護衛艦が参加 河野防衛相（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61493180U0A710C2PP8000/  

〇 米のコミットメント支持＝南シナ海巡る中国主張は違法との発表で菅長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/suga-comment-us-china-south-china-sea-

idJPKCN24F0ST  

〇 米国務長官声明「支持」 南シナ海領有権―政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071400951&g=pol  

〇 陸上イージス「ブースター問題優先、本末転倒」前統幕長（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/ASN7G5F54N7GUTFK00P.html  

〇 米、南シナ海巡る中国主張を公式に非難 台湾が「歓迎」（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007140005.aspx  

〇 菅氏、米長官の南シナ海声明を支持「緊張高めるいかなる行為にも反対」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200714/plt2007140029-n1.html  

〇 米トランプ政権 中国の南シナ海 海洋権益主張は「違法だ」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012514261000.html  

〇 防衛白書に中国反発「でっちあげ」 “歴史カード”も持ち出す（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200714/wor2007140026-n1.html  

〇 ［社説］周辺脅威を強調した防衛白書（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61504130U0A710C2SHF000/  

〇 イランに対する米国の非難が継続（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i63709  

〇 イージス・アショア導入中止は、日米同盟を再考する絶好のチャンス（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93960.php  

〇 英政府がファーウェイの 5G 採用排除へ（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200714/mcb2007141913024-n1.htm  

〇 防衛白書まとまる 中国念頭に「国家間競争を顕在化させうる」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012514311000.html  

〇 台湾、米国に同調 南シナ海での中国の主権主張は「違法」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200714/wor2007140028-n1.html  

〇 比「中国は国際法を順守すべき」 ポンペオ氏発言に同調（産経） 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14548711.html
https://www.fnn.jp/articles/-/62744
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61493180U0A710C2PP8000/
https://jp.reuters.com/article/suga-comment-us-china-south-china-sea-idJPKCN24F0ST
https://jp.reuters.com/article/suga-comment-us-china-south-china-sea-idJPKCN24F0ST
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071400951&g=pol
https://www.asahi.com/articles/ASN7G5F54N7GUTFK00P.html
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007140005.aspx
https://www.sankei.com/politics/news/200714/plt2007140029-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012514261000.html
https://www.sankei.com/world/news/200714/wor2007140026-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61504130U0A710C2SHF000/
https://parstoday.com/ja/news/world-i63709
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93960.php
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/200714/mcb2007141913024-n1.htm
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012514311000.html
https://www.sankei.com/world/news/200714/wor2007140028-n1.html
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 https://www.sankei.com/world/news/200714/wor2007140029-n1.html  

〇 中国、南シナ海主権「法に合致」 米否定に猛反発、実効支配推進（中日） 

 https://www.chunichi.co.jp/article/88868 

〇 台湾、南シナ海主権で米を支持（共同） 

 https://this.kiji.is/655716945782178913  

〇 防衛白書に中国が反発 「脅威論をあおっている」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200714/k00/00m/030/196000c  

〇 英空母、来年初めにも極東に 対中けん制、日米と演習想定―有力紙（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071401089&g=int  

〇 米、南シナ海介入へ転換 中国の領有権主張「違法」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61509680U0A710C2EA2000/  

〇 中国にとっての小笠原諸島の地政学的意味とは（Newsphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20200714-2/  

〇 米、中国の主張「完全に違法」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61475610U0A710C2MM0000/  

〇 米国は南海問題に関する挑発の停止を＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200714/a91d2425-a406-a486-ffec-854c85ec77e3.html  

〇 中国、南シナ海領有権「国際法に合致」 米に反発（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4028691.html  

〇 米国の台湾への兵器売却に断固反対、売却企業に制裁へ＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200714/6a6422e9-70b4-c999-16cf-5b565a131445.html  

〇 中国船活動 過去１０年で最長に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20200714/1050010791.html  

〇 米が中国の南シナ海権益を否定…茂木外相「歓迎し支持」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200714-OYT1T50217/  

〇 定義なき敵基地攻撃能力 イージス断念で「どさくさ紛れ」の保有論?（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200714/k00/00m/040/242000c  

〇 英政府、ファーウェイ排除方針を発表…５Ｇ巡り従来の方針撤回（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200714-OYT1T50225/  

〇 防衛白書“白書でなく黒い資料”中国外務省（日テレ） 

 https://www.news24.jp/articles/2020/07/14/10680965.html  

〇 南シナ海巡り中国“米こそ平和破壊”と反発（日テレ） 

 https://www.news24.jp/articles/2020/07/14/10680974.html  

https://www.sankei.com/world/news/200714/wor2007140029-n1.html
https://www.chunichi.co.jp/article/88868
https://this.kiji.is/655716945782178913
https://mainichi.jp/articles/20200714/k00/00m/030/196000c
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071401089&g=int
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61509680U0A710C2EA2000/
https://newsphere.jp/world-report/20200714-2/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61475610U0A710C2MM0000/
http://japanese.cri.cn/20200714/a91d2425-a406-a486-ffec-854c85ec77e3.html
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4028691.html
http://japanese.cri.cn/20200714/6a6422e9-70b4-c999-16cf-5b565a131445.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20200714/1050010791.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200714-OYT1T50217/
https://mainichi.jp/articles/20200714/k00/00m/040/242000c
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200714-OYT1T50225/
https://www.news24.jp/articles/2020/07/14/10680965.html
https://www.news24.jp/articles/2020/07/14/10680974.html
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〇 英政府、ファーウェイの５Ｇ排除方針を決定（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200714/wor2007140031-n1.html  

〇 中東海域の海自護衛艦、９月後半から「むらさめ」に交代へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200714-OYT1T50221/  

〇 英、27 年までにファーウェイ製品完全排除（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61516760U0A710C2EA2000/  

〇 ＥＵ上級代表、「核合意維持のためにできる限りの措置を惜しまない」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i63715  

〇 英最新鋭空母 極東に派遣か（テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000188451.html  

〇 中国船 沖ノ鳥島の排他的経済水域内で同意無しの活動長期化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012516071000.html  

〇 英、ファーウェイの 5G 製品購入を禁止 今年末から（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3293779  

〇 英、ファーウェイの５Ｇ製品排除へ 限定容認から一転 中国反発（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/britain-huawei-idJPKCN24F1SR  

〇 英国 中国を抑止するため空母をアジア太平洋地域へ派遣する計画（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/asia/202007147610738/  

〇 日本の防衛白書には中国への偏見と虚偽が多数ある＝外交部（CRIonline） 

 http://japanese.cri.cn/20200714/83178263-db39-f779-3d62-5041de53cff6.html  

 

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

〇 中国在留の米国人に「恣意的」な逮捕リスク、米国務省が警告（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-12/QDD7BWT0AFBC01  

〇 中国造船業、3 大指標で世界一を維持（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3293368  

〇 世界が中国の｢経済的恫喝｣に屈しない為の知恵（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/361249  

〇 ボルトンが暴露、米朝に割り込むため文在寅、嘘ついちゃいました（現代ビジネス）  

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73910  

〇 【軍事のツボ】オスプレイが木更津にやってきた。バロロロ！（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200713/dom2007130004-n1.html  

〇 米、中国にいる自国民に恣意的な拘束のリスクを警告（REUTERS） 

https://www.sankei.com/world/news/200714/wor2007140031-n1.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200714-OYT1T50221/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61516760U0A710C2EA2000/
https://parstoday.com/ja/news/world-i63715
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000188451.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200714/k10012516071000.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3293779
https://jp.reuters.com/article/britain-huawei-idJPKCN24F1SR
https://jp.sputniknews.com/asia/202007147610738/
http://japanese.cri.cn/20200714/83178263-db39-f779-3d62-5041de53cff6.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-12/QDD7BWT0AFBC01
https://www.afpbb.com/articles/-/3293368
https://toyokeizai.net/articles/-/361249
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73910
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200713/dom2007130004-n1.html
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 https://jp.reuters.com/article/usa-china-americans-idJPKCN24D0SZ  

〇 米政府の中国への対応、選択肢限られる＝香港問題でＷＳＪ紙（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-hongkong-idJPKCN24D0U0  

〇 米国がベトナムに近づくのはベトナムを中国から引き離すため―中国紙編集長

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b820385-s0-c10-d0062.html  

〇 英、ファーウェイ排除を 14 日に決定か－国家安全保障会議開催と関係者（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-12/QDDJT8DWRGG701  

〇 (動画)専門家がズバリ(49)日本の「新戦略」の方針、懸念すべき情報も（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-07/13/content_76265711.htm 

〇 【環球時報社説】欧州等に中国封じ込めを強いる米国は必ず行き詰る（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0713/c94474-9709884.html 

〇 ロシアの脅威と北欧のチャイナ・リスク──試練の中のスウェーデン（下）

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93947.php 

〇 「中国なんて脅威じゃない」対中政策“弱腰”のバイデン政権誕生なら・・・貧乏く

じをひくのは日本（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/62283 

〇 米中衝突に備えるオーストラリア 国防費拡大、インド太平洋に力点

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20200713-1/ 

〇 中国、ブータンで新たな領有権主張…インドに揺さぶりか（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200713-OYT1T50103/ 

〇 第１８回国民の自衛官に９人１機関 受章者決定（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200713/plt2007130026-n1.html 

 

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

〇 【主張】英の華為製品排除 「自由と民主」守る決断だ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200712/clm2007120002-n1.html  

〇 防衛相、南鳥島視察（共同） 

 https://this.kiji.is/654776879730984033  

〇 河野防衛相 最東端・南鳥島を視察 「日本の権益守る重要拠点」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/62012  

〇 「海上自衛隊体操」にチャレンジ。オタ芸っぽい体操も、ばっちり筋トレに（女子 SPA!） 

https://jp.reuters.com/article/usa-china-americans-idJPKCN24D0SZ
https://jp.reuters.com/article/usa-china-hongkong-idJPKCN24D0U0
https://www.recordchina.co.jp/b820385-s0-c10-d0062.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-12/QDDJT8DWRGG701
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-07/13/content_76265711.htm
http://j.people.com.cn/n3/2020/0713/c94474-9709884.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93947.php
https://www.fnn.jp/articles/-/62283
https://newsphere.jp/world-report/20200713-1/
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200713-OYT1T50103/
https://www.sankei.com/politics/news/200713/plt2007130026-n1.html
https://www.sankei.com/column/news/200712/clm2007120002-n1.html
https://this.kiji.is/654776879730984033
https://www.fnn.jp/articles/-/62012
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 https://joshi-spa.jp/1014406  

〇 シリア越境支援の規模削減（共同） 

 https://this.kiji.is/654852501044020321  

〇 国連安保理 シリア人道支援ルート減らす決議 深刻な影響懸念（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200712/k10012510911000.html  

〇 世界へ広がる中国の鉱物資源買収 オーストラリア･カナダ両国が「待った」

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2020/07/post-93943.php  

〇 中国船 抗議後もＥＥＺで活動（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20200712/1050010763.html  

〇 「地上イージス」国の対応批判 河野前統幕長（神戸） 

 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202007/0013501266.shtml  

〇 シリア越境支援の規模削減 安保理議決、欧米屈する（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61429500S0A710C2000000/  

〇 海上自衛隊呉史料館(てつのくじら館)で潜水艦に触れる！楽しみながら非日常体験を（ウォ

ーカープラス） 

 https://www.walkerplus.com/article/1002171/  

〇 米下院議員、中国との軍事紛争の可能性を警告（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i63676  

 

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

〇 米国、南シナ海の緊張激化で公式の立場を来週発表へ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-10/QD9FHDT1UM1Q01  

〇 シリア越境支援延長、中ロがまた拒否権（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3293213  

〇 ロシア外相 改憲で「領土割譲禁止」も日本との交渉は継続（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200711/k10012509411000.html  

〇 緊張高まる南シナ海、米海軍が 2014 年以来の空母 2 隻派遣、中国も同時期に訓練

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b819700-s0-c10-d0059.html  

〇 外務省騒然…「日本政府高官」が匿名で書いた「YA 論文」のヤバい中身（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73969  

〇 戦争、災害、金融危機再熱…中国は全世界を相手に戦争状態（日刊ゲンダイ） 

https://joshi-spa.jp/1014406
https://this.kiji.is/654852501044020321
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200712/k10012510911000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2020/07/post-93943.php
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20200712/1050010763.html
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202007/0013501266.shtml
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61429500S0A710C2000000/
https://www.walkerplus.com/article/1002171/
https://parstoday.com/ja/news/world-i63676
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-10/QD9FHDT1UM1Q01
https://www.afpbb.com/articles/-/3293213
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200711/k10012509411000.html
https://www.recordchina.co.jp/b819700-s0-c10-d0059.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73969
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 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/275825  

〇 「暫定の保証ない」「反対の声無視された」 オスプレイ木更津配備、地元は不満や不安（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/41726  

〇 中国公船、尖閣進入８９日連続 領海警備の海保でコロナ感染者（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200711/pol2007110002-n1.html  

〇 中国軍機の動向をフィリピンと共有 政府、東・南シナ海で監視強化（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200711/plt2007110006-n1.html  

〇 中国軍封じ込めへ教育訓練で布石 フィリピンとの情報共有（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200711/plt2007110009-n1.html  

〇 河野防衛相、南鳥島の部隊視察 日本最東端（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200711/plt2007110013-n1.html  

〇 「敵基地攻撃」名称変更も 先制攻撃と混同回避―政府・自民（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071100395&g=pol  

〇 中国船 抗議後もＥＥＺで活動（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200711/1000051278.html  

〇 河野防衛相、日本最東端の南鳥島視察  隊員を激励（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7C7QPTN7CUTFK00J.html  

〇 日本最東端の南鳥島で島しょ防衛強調 河野大臣（テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000188253.html  

〇 中国海洋調査船 11 日も日本の排他的経済水域で活動（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200712/k10012510491000.html  

 

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

〇 外務次官が米国務副長官と会談 北朝鮮や香港情勢協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61362800Z00C20A7PP8000/ 

〇 中国 5 社からの米政府機関調達規制、トランプ政権が正式導入へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-contracting-idJPKBN24A2OH 

〇 米国務副長官が来日 北朝鮮対応で日米の連携確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012507401000.html 

〇 中国｢戦狼外交｣を槍玉に盛り上がる反中勢力の誤解。日本やインドと関係悪化は望ん

でいない（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-216192 

〇 沖ノ鳥島沖に中国の調査船（朝日） 

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/275825
https://www.tokyo-np.co.jp/article/41726
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200711/pol2007110002-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/200711/plt2007110006-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/200711/plt2007110009-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/200711/plt2007110013-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071100395&g=pol
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200711/1000051278.html
https://www.asahi.com/articles/ASN7C7QPTN7CUTFK00J.html
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000188253.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200712/k10012510491000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61362800Z00C20A7PP8000/
https://jp.reuters.com/article/usa-china-contracting-idJPKBN24A2OH
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012507401000.html
https://www.businessinsider.jp/post-216192
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 https://www.asahi.com/articles/DA3S14543861.html 

〇 敵基地への攻撃力の保有検討 河野防衛相が強調（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/41470 

〇 習近平も青ざめる…中国の尖閣侵入に「日本のマジな怒り」を見せる方法（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73950 

〇 【最新国防ファイル】海上自衛隊音楽隊 女性ボーカルを採用して話題、三宅３等海

曹は“防衛省の顔”に（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200710/dom2007100002-n1.html 

〇 海自とアメリカ海軍、陸奥湾で機雷戦訓練と掃海特別訓練を実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126266 

〇 トランプ氏「金正恩氏と再会談の用意」 国務長官も期待表明（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200710/wor2007100014-n1.html 

〇 地上イージス計画断念を伝達へ 外相・防衛相ら米高官と会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61368950Q0A710C2EAF000/ 

〇 米国防長官、北朝鮮が嫌がる「ＣＶＩＤ」再び提唱（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200710/2116004/1/米国防長官、北朝鮮が

嫌がる「%EF%BC%A3%EF%BC%B6%EF%BC%A9%EF%BC%A4」再び提唱 

〇 平壌近郊に核弾頭製造施設、寧辺廃棄「スモールディール」は意味なし（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200710/2116001/1/平壌近郊に核弾頭製造

施設、寧辺廃棄「スモールディール」は意味なし 

〇 米、戦闘機 F35 の日本売却承認（共同） 

 https://this.kiji.is/654127347031376993 

〇 中国、沖ノ鳥島周辺で海洋調査か（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071000585&g=pol 

〇 同盟強化に向け連携を確認 茂木大臣と米国務副長官（テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000188127.html 

〇 事前同意なくＥＥＺで調査 外交ルートで中国に抗議（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100018-n1.html 

〇 茂木外相 米国務副長官と会談「日米同盟深化を」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012507871000.html  

〇 米、日本への F35 売却承認 105 機 2 兆 4800 億円（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3293063  

〇 中国調査船の活動に抗議 菅氏「即時中止を」（日経） 

https://www.asahi.com/articles/DA3S14543861.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/41470
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73950
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200710/dom2007100002-n1.html
https://flyteam.jp/news/article/126266
https://www.sankei.com/world/news/200710/wor2007100014-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61368950Q0A710C2EAF000/
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200710/2116004/1/米国防長官、北朝鮮が嫌がる「%EF%BC%A3%EF%BC%B6%EF%BC%A9%EF%BC%A4」再び提唱
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200710/2116004/1/米国防長官、北朝鮮が嫌がる「%EF%BC%A3%EF%BC%B6%EF%BC%A9%EF%BC%A4」再び提唱
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200710/2116001/1/平壌近郊に核弾頭製造施設、寧辺廃棄「スモールディール」は意味なし
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200710/2116001/1/平壌近郊に核弾頭製造施設、寧辺廃棄「スモールディール」は意味なし
https://this.kiji.is/654127347031376993
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071000585&g=pol
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000188127.html
https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100018-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012507871000.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3293063
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 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61372960Q0A710C2EA3000/  

〇 北朝鮮にらみ日米同盟の深化確認（共同） 

 https://this.kiji.is/654174155826136161  

〇 沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域に中国海洋調査船 中国に抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012507921000.html  

〇 米、台湾の地対空ミサイル更新を承認 6.2 億ドル規模（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-usa-defence-idJPKBN24B0GG  

〇 北朝鮮にらみ同盟深化確認 茂木氏、米高官と会談（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100028-n1.html  

〇 日本が「宇宙基本計画」を閣議決定 軍事利用の意図は明白（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-07/10/content_76258181.htm  

〇 米国、台湾への PAC3 更新を承認 総額 660 億円 国防部「感謝」（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007100002.aspx  

〇 日本の EEZ 内で中国船が無許可調査…抗議（日テレ） 

 https://www.news24.jp/articles/2020/07/10/04677430.html  

〇 トランプ氏「金正恩氏と再会談の用意」 国務長官も期待表明（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200710/for2007100005-n1.html  

〇 インド、日米との海上軍事演習に豪招待計画－中国を刺激する恐れ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-10/QD8LN0T1UM0X01  

〇 被災地の道路に「SOS」→海自が支援→道路に「アリガトウ」 大雨被害の熊本で（J-CAST） 

 https://www.j-cast.com/2020/07/10389916.html?p=all  

〇 谷内前ＮＳＣ局長が敵基地攻撃能力の必要性を主張（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100035-n1.html  

〇 米国がファーウェイを安全保障上の脅威に認定（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/361377  

〇 自民 ミサイル防衛体制めぐり有識者にヒアリング（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012508301000.html  

〇 緊急発進１９４回 中ロ依然活発、４～６月―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071000826&g=pol  

〇 米が台湾向けＰＡＣ３更新を承認  中国にらみ防衛強化を支援（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200710/wor2007100030-n1.html  

〇 陸上自衛隊の V-22 オスプレイ、木更津駐屯地に到着（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126336  

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61372960Q0A710C2EA3000/
https://this.kiji.is/654174155826136161
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012507921000.html
https://jp.reuters.com/article/taiwan-usa-defence-idJPKBN24B0GG
https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100028-n1.html
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-07/10/content_76258181.htm
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007100002.aspx
https://www.news24.jp/articles/2020/07/10/04677430.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200710/for2007100005-n1.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-10/QD8LN0T1UM0X01
https://www.j-cast.com/2020/07/10389916.html?p=all
https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100035-n1.html
https://toyokeizai.net/articles/-/361377
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012508301000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071000826&g=pol
https://www.sankei.com/world/news/200710/wor2007100030-n1.html
https://flyteam.jp/news/article/126336
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〇 陸自にオスプレイ初配備 まずは木更津で「暫定 5 年」 最終的には 17 機に（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200705/k00/00m/040/218000c  

〇 【動画】陸自オスプレイが木更津駐屯地に到着（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100039-n1.html  

〇 陸自オスプレイ 岩国基地を出発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20200710/4060006365.html  

〇 ボルトン氏単独インタビュー「10 月にトランプ・金正恩会談も」（日経ビジネス） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00119/070900032/  

〇 陸自オスプレイの木更津暫定配備で懸念される即応性…南西防衛強化へ課題は山積（産

経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100041-n1.html  

〇 ミサイル防衛「打撃力必要」 前安保局長、自民会合で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61389050Q0A710C2EA3000/  

〇 茂木外相、ビーガン氏と北朝鮮情勢めぐり協議（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100043-n1.html  

〇 陸自オスプレイ 千葉 木更津に配備開始 首都圏上空も飛行想定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012508741000.html  

〇 日本、イージス・アショア配備再開も 海上や沿岸に発射台設置案（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/aegis-ashore-japan-idJPKBN24B11N  

〇 日本、次世代ステルス戦闘機開発へ 米はＦ３５の売却承認（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35156631.html  

〇 中国船 沖ノ鳥島周辺にとどまる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200710/1000051241.html  

〇 陸自オスプレイが木更津到着  抗議の中、岩国を離陸（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7B5W7XN7BTZNB00L.html  

〇 「オスプレイ」１機目、木更津駐屯地に到着…２回延期の後に（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20200710-OYT1T50238/  

〇 沖ノ鳥島周辺のＥＥＺで海洋調査か、日本政府 中国側に抗議（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4025573.html  

〇 オスプレイの暫定配備開始 木更津駐屯地に１機―陸自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020071001052&g=soc  

〇 中国の海洋調査船 沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域内にとどまる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012509061000.html  

https://mainichi.jp/articles/20200705/k00/00m/040/218000c
https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100039-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20200710/4060006365.html
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00119/070900032/
https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100041-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61389050Q0A710C2EA3000/
https://www.sankei.com/politics/news/200710/plt2007100043-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012508741000.html
https://jp.reuters.com/article/aegis-ashore-japan-idJPKBN24B11N
https://www.cnn.co.jp/world/35156631.html
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200710/1000051241.html
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https://www.yomiuri.co.jp/national/20200710-OYT1T50238/
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4025573.html
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200710/k10012509061000.html
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〇 累計 600 万部突破の人気作『空母いぶき』完結巻 13 集、発売 1 週間で既刊 11 集と 12 集

含め緊急大増刷決定！（music.jp） 

 https://music-book.jp/comic/news/news/461055  

〇 イランと中国の 25 ヵ年包括的協力文書（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i63599  

〇 「年内は米朝首脳会談なし」 金与正談話が暗示する「追い詰められる北朝鮮」（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/13533647  

〇 80 億ドルの在日米軍駐留経費負担。これは同盟関係にとって正当なのか？（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/reportage/202007107601602/  

〇 米・ビーガン国務副長官、茂木外相・河野防衛相と会談（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/61788  

〇 ラブロフ露外相、日露平和条約で「基本構想」 日本の返答なし（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200710/wor2007100039-n1.html  

〇 防衛省に PAC3 改良型  北朝鮮のミサイルに警戒高める（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN7B5VWWN7BUTIL01Z.html  

〇 「敵基地攻撃」ではなく「自衛反撃」 積極自民に公明は（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/ASN7B7H84N7BUTFK00G.html  

 

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

〇 中国の「いじめ」許すな 米国務長官、尖閣沖侵入を批判（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070900340&g=int  

〇 尖閣問題は中国優勢、日本の立場芳しくない―米華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b819462-s0-c10-d0054.html  

〇 演習後も南シナ海に居座る米空母 2隻、今度は自衛隊艦艇と共同訓練―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b819662-s0-c10-d0054.html  

〇 ポンペオ米国務長官、中国公船の尖閣領海侵犯に言及 「世界はこのイジメを許すべ

きではない」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200709/for2007090005-n1.html  

〇 【単独取材】米ボルトン前大統領補佐官「同盟関係は損得勘定」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012505801000.html  

〇 防衛省、地元に追加説明へ イージス断念で河野氏意向（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200709/plt2007090006-n1.html  

〇 沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域 中国の海洋調査船が活動 調査か（NHK） 

https://music-book.jp/comic/news/news/461055
https://parstoday.com/ja/news/iran-i63599
https://globe.asahi.com/article/13533647
https://jp.sputniknews.com/reportage/202007107601602/
https://www.fnn.jp/articles/-/61788
https://www.sankei.com/world/news/200710/wor2007100039-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASN7B5VWWN7BUTIL01Z.html
https://www.asahi.com/articles/ASN7B7H84N7BUTFK00G.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070900340&g=int
https://www.recordchina.co.jp/b819462-s0-c10-d0054.html
https://www.recordchina.co.jp/b819662-s0-c10-d0054.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200709/for2007090005-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012505801000.html
https://www.sankei.com/politics/news/200709/plt2007090006-n1.html
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012506071000.html  

〇 中国念頭に批判 印太平洋の動きは「危険で威圧的」三国防衛相が共同声明を発表

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59322.html  

〇 「香港国家安全法」に反対の立場を取ったトルドーに中国が報復誓う（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93921.php  

〇 日本が「宇宙基本計画」を閣議決定 軍事利用の意図は明白（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0709/c94474-9708803.html  

〇 南シナ海で米空母２隻が共同演習、全乗組員がマスク着用（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35156545.html  

〇 イランとシリアが、軍事・安全保障協力強化の包括的合意書に署名（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i63579  

〇 米国務副長官 韓国安保室長と会談 北朝鮮情勢など意見交換（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012506461000.html  

〇 日豪首脳、香港安全法に「重大な懸念」共有（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61347480Z00C20A7PP8000/  

〇 日豪首脳会談 香港国安法「重大な懸念」で一致（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200709/plt2007090037-n1.html  

〇 アメリカ大統領選直前に米朝首脳会談か ボルトン氏が警戒感（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012506301000.html 

〇 日豪首脳、東・南シナ海の動きに「重大な懸念」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/australia-japan-idJPKBN24A22O 

〇 第 2 回 日米同盟の活力とは ジョセフ・ナイ米ハーバード大特別功労教授 豪印と

協力し中国抑止（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61323950Z00C20A7M12500/ 

 

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

〇 ［深層ＮＥＷＳ］中国の衛星測位システム「北斗」、「米のＧＰＳに依存したくな

い」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200708-OYT1T50019/  

〇 中国、「アメリカの目的は地域の軍事化と分断」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/asia-i63528  

〇 敵基地攻撃能力 議論が飛躍しすぎている（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200708/ddm/005/070/102000c  

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012506071000.html
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59322.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/post-93921.php
http://j.people.com.cn/n3/2020/0709/c94474-9708803.html
https://www.cnn.co.jp/usa/35156545.html
https://parstoday.com/ja/news/iran-i63579
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012506461000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61347480Z00C20A7PP8000/
https://www.sankei.com/politics/news/200709/plt2007090037-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200709/k10012506301000.html
https://jp.reuters.com/article/australia-japan-idJPKBN24A22O
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61323950Z00C20A7M12500/
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200708-OYT1T50019/
https://parstoday.com/ja/news/asia-i63528
https://mainichi.jp/articles/20200708/ddm/005/070/102000c


２．８．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34 期） 

50 

 

〇 【主張】尖閣と北方領土 「遺憾」で無法なくならぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/column/news/200708/clm2007080002-n1.html  

〇 「敵基地攻撃能力」高い壁 陸上イージス断念で衆院委議論へ（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14540988.html  

〇 <1>戦略家の大統領補佐官が「暴露本」を書いた重大な意味（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/275657  

〇 10 月に 4 度目の米朝会談？ 大統領選直前の“サプライズ”あるか（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/624001/  

〇 北朝鮮を激怒させた韓国・文在寅の“嘘つき外交”…非核化の意図を捏造、米国には賄

賂画策（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2020/07/post_166923.html  

〇 中国念頭に現状変更など威圧行動に反対で一致 日米豪防衛会談（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200708/k10012503771000.html  

〇 日米豪防衛相、香港国安法に懸念（共同） 

 https://this.kiji.is/653434278616679521  

〇 B-52H、F/A-18F など空母打撃群と南シナ海で航空作戦（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126194  

〇 トランプ政権内幕本のボルトン氏インタビュー 日本に警告！ 駐留米軍経費交渉不

調なら「在日米軍撤収も」（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200708/wor2007080019-n1.html  

〇 イージス「精緻な分析したか」 導入決定時の防衛相が批判（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070800879&g=pol  

〇 敵基地攻撃能力保有「政府でしっかり議論」と河野防衛相（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200708/plt2007080023-n1.html  

〇 菅氏、ボルトン氏の駐留経費めぐる発言に「答えるべきでない」（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200708/plt2007080024-n1.html  

〇 台湾、中国のアフリカ制覇牽制 ソマリランドに事務所設置で攻勢 グアムにも（産

経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200708/wor2007080023-n1.html  

〇 日本、米豪と「対中包囲網」 香港「深い懸念」国防相共同声明 与党にも香港市民

救済の声（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200708/k00/00m/010/197000c  

〇 河野防衛相、「新たな弾道ミサイル防衛強化計画は 9 月が節目」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/japan-i63555  

https://www.sankei.com/column/news/200708/clm2007080002-n1.html
https://www.asahi.com/articles/DA3S14540988.html
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/275657
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/624001/
https://biz-journal.jp/2020/07/post_166923.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200708/k10012503771000.html
https://this.kiji.is/653434278616679521
https://flyteam.jp/news/article/126194
https://www.sankei.com/world/news/200708/wor2007080019-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070800879&g=pol
https://www.sankei.com/politics/news/200708/plt2007080023-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/200708/plt2007080024-n1.html
https://www.sankei.com/world/news/200708/wor2007080023-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20200708/k00/00m/010/197000c
https://parstoday.com/ja/news/japan-i63555
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〇 安倍首相、豪首相と９日に会談へ－防衛・安全保障で連携強化を模索（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-08/QD55BQDWX2PT01  

〇 河野防衛相 「イージス・アショア」断念の経緯 検証する考え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200708/k10012504971000.html  

〇 米政権、強める対中警戒 対抗措置連発 大統領選にらむ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61292140Y0A700C2FF8000/  

〇 ASEANと相手国 法支配で地域の秩序を構築（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-

JP/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/asean%E3%81%A8%E7%9B

%B8%E6%89%8B%E5%9B%BD-%E6%B3%95%E6%94%AF%E9%85%8D%E3%81%A6

%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E7%A7%A9%E5%BA%8F%E3%82%92%E6

%A7%8B%E7%AF%89-878824.vov  

〇 日米豪の防衛大臣が香港情勢に「懸念」 中国は反発（テレビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000187997.html  

〇 敵基地攻撃は「自衛の範囲内」（共同） 

 https://this.kiji.is/653561880815404129  

〇 南極の海氷が解けている謎がわかった（GIZMODO） 

 https://www.gizmodo.jp/2020/07/mystery-of-antarcticas-record-drop-in-sea-ice.html  

〇 防衛相 アショア断念の経緯検証（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20200708/6010007557.html  

〇 敵基地攻撃「自衛の範囲」 防衛相、新たな脅威に対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61306550Y0A700C2PP8000/  

〇 機密情報が盗み放題?“スパイ天国”日本の実態…国際ジャーナリスト&元公安警察に

聞く（ABEMA TIMES） 

 https://times.abema.tv/posts/7061787  

〇 練習艦「かしま」と「しまゆき」、南シナ海でアメリカ海軍と共同訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126264  

 

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

〇 ［記者手帳］「グアム→米国後退」核爆撃機Ｂ‐５２がわずか２カ月で東海を飛んだ

わけ（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/37142.html 

〇 海上自衛隊、エンジン不具合の哨戒機 P-3C 受け入れでベトナムに感謝（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/nikkei/200706190909.html 

〇 南シナ海の緊張 中国への対処で結束が必要だ（読売） 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-08/QD55BQDWX2PT01
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200708/k10012504971000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61292140Y0A700C2FF8000/
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/aseanと相手国-法支配て地域の秩序を構築-878824.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/aseanと相手国-法支配て地域の秩序を構築-878824.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/aseanと相手国-法支配て地域の秩序を構築-878824.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/aseanと相手国-法支配て地域の秩序を構築-878824.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/aseanと相手国-法支配て地域の秩序を構築-878824.vov
https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000187997.html
https://this.kiji.is/653561880815404129
https://www.gizmodo.jp/2020/07/mystery-of-antarcticas-record-drop-in-sea-ice.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/akita/20200708/6010007557.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61306550Y0A700C2PP8000/
https://times.abema.tv/posts/7061787
https://flyteam.jp/news/article/126264
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/37142.html
https://www.viet-jo.com/news/nikkei/200706190909.html
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 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200707-OYT1T50027/ 

〇 【金波銀波】あるネット番組で習近平チャイナを「ジャイアニズム」と…（八重山日

報） 

 http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/12434 

〇 【追記あり】ＪＭＵ舞鶴が商船撤退、苦悩する造船業は８万人雇用を維持できるか

（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/22897 

〇 イージス・アショアは配備断念…辺野古新基地の行方は？ 中谷元・渡辺周両衆院議

員に聞く（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/40586 

〇 尖閣周辺に中国船 ８５日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200707/plt2007070003-n1.html 

〇 中国公船の尖閣領海侵入、過去最長時間を記録 日本政府（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35156386.html  

〇 ＴｉｋＴｏｋ含む中国アプリの禁止を検討─米国務長官＝ＦＯＸ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-tiktok-china-pompeo-idJPKBN2480FF  

〇 ドイツが、駐留米軍の受け入れ国として莫大な経費を負担（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/world-i63491  

〇 中国外務省報道官が、対イラン関係の拡大を強調（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/asia-i63492  

〇 令和６年度から試作機製造 防衛省、次期戦闘機の開発日程提示（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200707/plt2007070026-n1.html  

〇 空母化した「いずも」の戦力はロシアの空母すら凌ぐ可能性、そして我が遼寧

も・・・＝中国（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1690827?page=1  

〇 地震備え民間船に陸自車両 道路寸断想定、函館で訓練（産経） 

 https://www.sankei.com/life/news/200707/lif2007070024-n1.html  

〇 日本が「いずも」を準空母化 専門家「遠洋作戦が可能に」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2020/0707/c94474-9707890.html  

〇 スマートフォンのアプリが、いまや国際紛争の“武器”へと様変わりしている

（WIRED） 

 https://wired.jp/2020/07/07/smartphone-apps-weapon-international-disputes/  

〇 米国務長官 中国アプリ禁止を考慮（テレ東） 

 https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/you/news/post_205663/  

https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200707-OYT1T50027/
http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/12434
https://newswitch.jp/p/22897
https://www.tokyo-np.co.jp/article/40586
https://www.sankei.com/politics/news/200707/plt2007070003-n1.html
https://www.cnn.co.jp/world/35156386.html
https://jp.reuters.com/article/usa-tiktok-china-pompeo-idJPKBN2480FF
https://parstoday.com/ja/news/world-i63491
https://parstoday.com/ja/news/asia-i63492
https://www.sankei.com/politics/news/200707/plt2007070026-n1.html
http://news.searchina.net/id/1690827?page=1
https://www.sankei.com/life/news/200707/lif2007070024-n1.html
http://j.people.com.cn/n3/2020/0707/c94474-9707890.html
https://wired.jp/2020/07/07/smartphone-apps-weapon-international-disputes/
https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/you/news/post_205663/
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〇 次期戦闘機、２４年度から試作 １０月にも機体担当企業を選定―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070700968&g=pol  

〇 海自がコロナ禍の災害想定で訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20200707/6080009049.html  

〇 米ポンペオ国務長官、TikTok など中国製アプリの禁止を検討（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/tiktok-7.php  

〇 米国務副長官が韓国訪問 北朝鮮対応で連携確認へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200707/k10012502051000.html  

〇 空自の次期戦闘機 2031 年度に初号機製造を始める案示す 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200707/k10012502061000.html  

〇 旭日旗デザインの米海軍戦闘機を韓国メディアが批判＝ネット「米軍は無知だ」

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b819115-s0-c10-d0155.html  

〇 インドネシア、MV-22 ブロック C オスプレイを 8 機購入へ（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126227  

〇 緊張高まる南シナ海 米軍が空母２隻を派遣（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35156406.html  

〇 次期戦闘機 「ステルス性能などは国産、米英と部分協力も」 政府、自民に提示

（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200707/k00/00m/010/255000c  

 

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

〇 中国軍、３海域で同時演習 プレゼンス誇示、米反発も（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200706/wor2007060001-n1.html  

〇 オスプレイ 6 日午後 最初の 1 機が木更津駐屯地 暫定配備へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200706/k10012498101000.html  

〇 陸自にオスプレイ配備開始 21 年度末までに全 17 機 まずは木更津で「暫定 5 年」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200705/k00/00m/040/218000c  

〇 「中国を恐れる必要はない」、警戒一辺倒ではないアジアの対中観（日経ビジネス） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00118/070300024/  

〇 （社説）コロナと紛争  いまこそ停戦の実現を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14538086.html  

〇 奄美沖の潜水艦潜航…中国はコロナ禍につけこんだのか？（現代ビジネス）  

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73712  

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070700968&g=pol
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20200707/6080009049.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/07/tiktok-7.php
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200707/k10012502051000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200707/k10012502061000.html
https://www.recordchina.co.jp/b819115-s0-c10-d0155.html
https://flyteam.jp/news/article/126227
https://www.cnn.co.jp/usa/35156406.html
https://mainichi.jp/articles/20200707/k00/00m/010/255000c
https://www.sankei.com/world/news/200706/wor2007060001-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200706/k10012498101000.html
https://mainichi.jp/articles/20200705/k00/00m/040/218000c
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00118/070300024/
https://www.asahi.com/articles/DA3S14538086.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73712
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〇 「F-35 は欠陥機で売れてない」は本当？ 2019年の戦闘機生産シェアから真実を探る（乗りものニュー

ス） 

 https://trafficnews.jp/post/97829  

〇 香港、南シナ海、台湾…「香港国安法」以後、米中の軍事的緊張が拡大（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/37135.html  

〇 陸自オスプレイ木更津暫定配備へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20200706/1080011481.html  

〇 海警局、軍と一体化 中国、南シナ海で合同訓練（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070500196&g=int  

〇 【世界の論点】ボルトン氏「政権内幕本」の波紋（産経） 

 https://www.sankei.com/column/photos/200706/clm2007060003-p1.html  

〇 米軍、THAAD 搬入と北を狙った攻撃映像をリレー公開（朝鮮日報） 

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/07/06/2020070680018.html  

〇 中国海軍 南シナ海など 3 海域で同時に軍事演習 影響力誇示か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200706/k10012498781000.html  

〇 中国メディア「米空母は絵に描いた虎」 …縮小在独米軍、日本・豪州再配備の可能性（中央

日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/267790?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 中国海軍 ３つの海域で軍事演習、米海軍も南シナ海で演習（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4021441.html  

〇 中国海軍 南シナ海や東シナ海、黄海の 3 海域で同時に演習を実施 実弾射撃や船舶拿捕も

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/97852  

〇 アメリカ 南シナ海での中国軍事演習を非難しつつ同日程で海空軍の共同訓練実施（おたく

ま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2020070607.html  

〇 一触即発の南シナ海…中国の軍事訓練に米原子力空母・爆撃機が対抗（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/267794?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 海自 P-3C の 6 月活動状況、アデン湾の飛行回数は 20 回で特異案件なし

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126126  

〇 イラン、ウラン濃縮施設火災で「大きな被害」 サイバー攻撃説も（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/53303881  

〇 中国、米の南シナ海での軍事演習を批判（REUTERS） 

https://trafficnews.jp/post/97829
http://japan.hani.co.kr/arti/international/37135.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20200706/1080011481.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070500196&g=int
https://www.sankei.com/column/photos/200706/clm2007060003-p1.html
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/07/06/2020070680018.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200706/k10012498781000.html
https://japanese.joins.com/JArticle/267790?servcode=A00&sectcode=A00
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4021441.html
https://trafficnews.jp/post/97852
https://otakei.otakuma.net/archives/2020070607.html
https://japanese.joins.com/JArticle/267794?servcode=A00&sectcode=A00
https://flyteam.jp/news/article/126126
https://www.bbc.com/japanese/53303881
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 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-mofa-idJPKBN2470UV  

〇 豪州、国防分野に１０年で２０兆円 長距離攻撃能力強化、中国を牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200706/wor2007060011-n1.html  

〇 米空母が南シナ海で演習、中国海軍も近くに＝司令官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-defence-nimitz-idJPKBN2470ZJ  

〇 中国、３海域で軍事演習 米空母の南シナ海演習に対抗（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200706/wor2007060017-n1.html  

〇 南シナ海で米中激突！ 米軍が原子力空母２隻派遣、中国軍は異例の３海域同時演習 

識者「日本も米国と意思を示すべき」（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200706/for2007060006-n1.html 

〇 「南シナ海の平和を壊すな」中国、米軍演習に反発（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61218790W0A700C2FF8000/ 

〇 イージス艦２隻増 政府検討 地上イージス断念の代替策（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200706/plt2007060052-n1.html 

〇 米の非難に中国が反発、南シナ海の軍事演習（TBS） 

 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4021919.html 

 

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

〇 米海軍、南シナ海で軍事演習 空母 2 隻派遣（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN2460VN  

〇 金与正氏の浮上で南北関係はどうなるのか【コメントライナー】（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070300601&g=int  

〇 超大国への道歩む中国、「最大の障壁は日本」と米誌、西に目向ける選択肢にも言及

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b808231-s0-c10-d0059.html  

〇 外国軍と「特定機密」まで共有…力育てる日本のターゲットは中国（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/267748?servcode=A00&sectcode=A00  

〇 北朝鮮、米国と対面協議の必要ない＝朝鮮中央通信（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-southkorea-idJPKBN24600F  

〇 英、５Ｇ通信網でのファーウェイ機器使用を段階的中止へ－テレグラフ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-05/QCYW89T0G1L801  

〇 「合憲の敵基地攻撃能力」とは？ 世紀またぐ国会論戦にみる曖昧さ（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020070200001.html  

〇 日本は軍事大国化へ猛疾走…北朝鮮「敵基地攻撃能力」を非難（Daily NK） 

https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-mofa-idJPKBN2470UV
https://www.sankei.com/world/news/200706/wor2007060011-n1.html
https://jp.reuters.com/article/usa-defence-nimitz-idJPKBN2470ZJ
https://www.sankei.com/world/news/200706/wor2007060017-n1.html
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200706/for2007060006-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61218790W0A700C2FF8000/
https://www.sankei.com/politics/news/200706/plt2007060052-n1.html
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4021919.html
https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN2460VN
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070300601&g=int
https://www.recordchina.co.jp/b808231-s0-c10-d0059.html
https://japanese.joins.com/JArticle/267748?servcode=A00&sectcode=A00
https://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-southkorea-idJPKBN24600F
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-05/QCYW89T0G1L801
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020070200001.html
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 https://dailynk.jp/archives/132639  

〇 中国、東シナ海でも軍事演習 3 海域同時で影響力誇示（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61179680V00C20A7PE8000/  

 

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

〇 絶品 本物「海軍カレー」 金沢の居酒屋 25 歳店主は元海自（中日） 

 https://www.chunichi.co.jp/article/82921  

〇 （社説）宇宙基本計画  「安保」最優先の危うさ（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/DA3S14536506.html  

〇 イージス・アショア断念で再燃…「敵基地攻撃」議論の厳しすぎる現実（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73797  

〇 潜水艦どれだけ深く潜れるの？ 詳細な深度は最高機密 周辺国の保有艦は性能いかほど？（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/97649  

〇 陸自オスプレイ「立川に飛来 反対を」 市民団体、市に申し入れ（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/39806  

〇 コロナに負けるな！自衛隊音楽隊が球児にエール（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/59392  

〇 オスプレイ、6 日木更津へ 5 年後の移送先見通せぬまま（朝日）  

 https://www.asahi.com/articles/ASN737KC6N6TUTIL024.html  

〇 させぼ自衛隊グルメ事業 新９店舗、レシピ抽選会 ／長崎（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200704/ddl/k42/040/364000c  

〇 「ボルトン暴露本」が安保政策抜本的見直しの契機に？ トランプ氏の防衛費分担金“要求”

逆手に改憲への道筋も（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200704/dom2007040004-n1.html  

〇 米海軍、南シナ海に空母２隻派遣 軍事演習に参加（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35156281.html  

〇 外岡秀俊の「コロナ 21 世紀の問い」（11） 「中国式」の力と限界（J-CAST） 

 https://www.j-cast.com/2020/07/04389458.html?p=all  

〇 米軍も南シナ海で軍事演習へ、中国対抗を鮮明に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61169000U0A700C2NNE000/  

〇 イージス２隻増、陸自が補完 ＭＤ代替策、政府検討（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070400119&g=pol  

https://dailynk.jp/archives/132639
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61179680V00C20A7PE8000/
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〇 中国の対外膨張路線が過激化…日本は尖閣諸島に政府職員を派遣せよ（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200704/pol2007040001-n1.html  

〇 護衛艦「かが」のロゴマークを忠実に再現した絵皿が登場 ワキプリントピア（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/97833  

〇 米空母２隻が南シナ海演習 中国牽制、異例の同時実施（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200704/wor2007040008-n1.html  

〇 中国が豪州に浸透工作 世界支配を許してはならない（KAZUYA）（デイリー新

潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/06260555/?all=1  

〇 中国が、南シナ海の米軍駐留に警告（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/asia-i63373  

〇 アメリカ原子力空母が南シナ海で軍事演習 中国を強くけん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200704/k10012496541000.html  

〇 米中、南シナ海で同時期に軍事演習の異例事態（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200704-OYT1T50201/  

〇 米空母 2 隻が南シナ海で演習 中国の演習と異例の同時実施、けん制か（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200704/k00/00m/030/128000c  

〇 中国軍機、台湾の防空識別圏に侵入 南シナ海では米中が同時期に演習（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007040005.aspx  

 

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

〇 他国軍情報の管理厳格に 政府「特定秘密」に米軍以外も（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61079970S0A700C2PP8000/ 

〇 イージス・アショア計画断念 代替案の前に検証必要＝秋山信一（政治部）（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200703/ddm/005/070/013000c 

〇 空母「いずも」にＦ－３５Ｂ・・・「我が国の空母は劣勢に立たされるだろう」＝中

国（Searchina） 

 http://news.searchina.net/id/1690715?page=1 

〇 次は台湾が危ない…香港の陥落が示した、習近平「終身皇帝」への道（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/73776 

〇 米、中国の南シナ海軍事演習に「懸念」表明（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200703/wor2007030014-n1.html 

〇 米国防総省、南シナ海での中国の軍事演習を非難（REUTERS） 

http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200704/pol2007040001-n1.html
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 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN24403T 

〇 中国の南シナ海演習に懸念 米国防総省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070300449&g=int 

〇 【最新国防ファイル】ソマリア沖で海賊に立ち向かう「派遣海賊対処行動水上部隊」

（zakzak） 

 http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200703/dom2007030002-n1.html 

〇 南シナ海で中国が軍事演習、米国防総省が懸念表明（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3291786 

〇 香港問題「今後の状況注視」 公明・斉藤幹事長（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200703/plt2007030012-n1.html 

〇 「サイバー戦争のためのスパイ」 豪州が 500 人増員へ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN723HN3N6ZUHBI008.html  

〇 ボルトン氏、台湾の国家承認を米国に呼び掛け（フォーカス台湾） 

 http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007030004.aspx  

〇 ビーガン米特別代表、北朝鮮の非核化協議巡り韓国を来週訪問へ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59054.html  

〇 中国、香港の新治安機関署長に鄭氏を任命 「民主の村」鎮圧した強硬派（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3291852  

〇 オスプレイ 木更津に暫定配備へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20200703/5080006189.html  

〇 文氏、情報機関トップなど対北ラインを刷新 南北の先行き見通せず（産経） 

 https://www.sankei.com/world/news/200703/wor2007030028-n1.html  

〇 自衛隊中古装備品、２６日に初のオークション 操舵輪など３０品目（産経） 

 https://www.sankei.com/politics/news/200703/plt2007030014-n1.html 

〇 【米中ウオッチ】対中制裁法案、革命スローガン、亡命議会、転換社債

（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-03/QCVICXDWLU6F01 

〇 「操縦かん」「操だ輪」 防衛省 装備品のオークション初実施へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200703/k10012494231000.html 

〇 韓国、外交安保ラインを刷新 「北朝鮮重視」鮮明に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61136490T00C20A7FF8000/  

〇 C-1 初号機操縦桿や航空ヘルメットも！初の自衛隊装備品オークション（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/126144  

〇 千葉・木更津市への「オスプレイ」暫定配備、６日開始へ…河野防衛相（読売） 

https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN24403T
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020070300449&g=int
http://www.zakzak.co.jp/soc/news/200703/dom2007030002-n1.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3291786
https://www.sankei.com/politics/news/200703/plt2007030012-n1.html
https://www.asahi.com/articles/ASN723HN3N6ZUHBI008.html
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202007030004.aspx
https://www.epochtimes.jp/p/2020/07/59054.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3291852
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20200703/5080006189.html
https://www.sankei.com/world/news/200703/wor2007030028-n1.html
https://www.sankei.com/politics/news/200703/plt2007030014-n1.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-03/QCVICXDWLU6F01
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200703/k10012494231000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61136490T00C20A7FF8000/
https://flyteam.jp/news/article/126144
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 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200703-OYT1T50246/  

〇 韓国 国家安保室長や国家情報院長など人事刷新 北朝鮮を意識か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200703/k10012494751000.html  

〇 中国の西沙諸島での軍事演習、米「情勢を不安定にする」と懸念（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20200703-OYT1T50253/  

〇 対中関係とまどう日本 米中緊迫のさなかに尖閣、香港…関係改善の機運遠のき（毎

日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200703/k00/00m/030/248000c  

 

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

〇 国連海洋法条約 責任不明確で旗国動かず（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61026550R00C20A7PP8000/ 

〇 強権中国と世界(中) 幻の「平和的台頭」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61027970R00C20A7MM8000/ 

〇 海上自衛隊体操にふりまわされている（2） 宮川サトシ【俺は健康にふりまわされ

ている】（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2020/07020720/?all=1 

〇 本土からわずか９時間、米最精鋭空輸部隊がグアムで降下訓練（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200702/2108067/1/本土からわず

か%EF%BC%99 時間、米最精鋭空輸部隊がグアムで降下訓練 

〇 陸上イージス、浮上の背景に「北朝鮮の脅威」 元統幕長（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASN6W42JYN6LTZNB005.html 

〇 第 26 回 ASEAN 中国高官協議（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/第 26 回 asean 中国高官協議-877008.vov 

〇 ベトナム ホアンサ群島での中国の違法な軍事演習に反対（ベトナムの声） 

 https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナム-ホアンサ群島ての中国の違法な軍事演習

に反対-877041.vov 

〇 ベトナム外務省、中国の軍事演習に抗議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61096200S0A700C2EAF000/ 

 

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

○ 元イギリス外相「中国の外交は孤立の道」 国家安全法（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60993760Q0A630C2EA1000/ 

〇 中東派遣１次隊、帰国 コロナで１５０日下船できず（朝日） 

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20200703-OYT1T50246/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200703/k10012494751000.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200703-OYT1T50253/
https://mainichi.jp/articles/20200703/k00/00m/030/248000c
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61026550R00C20A7PP8000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO61027970R00C20A7MM8000/
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/07020720/?all=1
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200702/2108067/1/本土からわずか%EF%BC%99時間、米最精鋭空輸部隊がグアムで降下訓練
https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200702/2108067/1/本土からわずか%EF%BC%99時間、米最精鋭空輸部隊がグアムで降下訓練
https://www.asahi.com/articles/ASN6W42JYN6LTZNB005.html
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/第26回asean中国高官協議-877008.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナム-ホアンサ群島ての中国の違法な軍事演習に反対-877041.vov
https://vovworld.vn/ja-JP/ニュース/ヘトナム-ホアンサ群島ての中国の違法な軍事演習に反対-877041.vov
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61096200S0A700C2EAF000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60993760Q0A630C2EA1000/
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 https://www.asahi.com/articles/DA3S14532392.html 

〇 海自艦「たかなみ」帰港 初の情報収集任務終え 横須賀（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/article/entry-396195.html 

〇 フィリピン海に集結した米空母戦団、「挑発時は韓半島に」対北朝鮮警告（東亜日

報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20200701/2107156/1/フィリピン海に集結し

た米空母戦団、「挑発時は韓半島に」対北朝鮮警告 

〇 「海上自衛隊 YT01 号 260t 曳船 A（YT01,02）」「海上自衛隊 Y025 号 490t 型油船

A」など、艦艇モデルを中心に展示！【静岡模型商談会（2020 夏）速報レポート】モデ

リウム（電ホビ） 

 https://hobby.dengeki.com/event/1024202/ 

〇 豪、新防衛計画に 20 兆円 中国をけん制（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61016330R00C20A7FF8000/ 

〇 大湊海自カレーに新たな味 「しらぬい」が仲間入り（Web 東奥） 

 https://www.toonippo.co.jp/articles/-/372843 

〇 豪 中国念頭にインド太平洋地域の軍事力強化 10 年間で約 20 兆円（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200701/k10012491301000.html 

〇 尖閣諸島へ攻勢強める中国 その理由はコロナだけにあらず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200701/k10012489361000.html 

〇 防衛省、ASEAN 担当ポストを新設 インド太平洋地域の防衛協力強化図る（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20200701/k00/00m/030/193000c 

〇 中印衝突、なぜいまなのか？ 激化する中国と自由主義陣営の争い（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20200701-3/ 

〇 海保、9 月から八戸航空基地でドローンの飛行実証 導入可否の判断材料

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/125983 

〇 豪州、中国念頭に防衛戦略見直し－今後 10 年で約 20 兆円投じる（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-07-01/QCSDPYDWRGG101 

〇 幻の「平和的台頭」 経済が人質、動けぬ各国（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61027970R00C20A7MM8000/ 
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