
２．９．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

～ 海のNews（８月）～ 

３１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 【世界の論点】中韓接近の行方（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200831/wor2008310002-n1.html 

 

○ 米大統領補佐官、イスラエル国交樹立でアラブ諸国の追随に期待（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/israel-emirates-usa-idJPKBN25R02I 

 

○ 安倍首相辞任、中国共産党系メディア「日米を離間させ、日本を取り込め！」

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94300.php 

 

○ 日本への毒針？原潜保有を宣言した文在寅政権 将来は「核武装中立」で米韓同盟

破棄（デイリー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/08311600/?all=1&page=1 

 

○ U.S. Destroyer Transits Taiwan Strait for Second Time in August（USNI 

News） 

https://news.usni.org/2020/08/31/u-s-destroyer-transits-taiwan-strait-for-

second-time-in-august#more-79609 

 

○ アラスカ漁船がロシア艦隊と鉢合わせ、米軍機がロシア軍機 6 機を牽制

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94306.php 

３０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「中国当局が警戒する人物」が次期大使に・・・中国が同意した背景（フジテレ

ビ） 

https://www.fnn.jp/articles/-/79140 

２９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 安倍首相 辞任の意向 各国や地域の反応（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200828/k10012588951000.html 

 

○ 「日米分断」訴え 安倍首相辞意で社説―中国紙（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020082900348&g=int 

 

○ 中国軍の南シナ海への弾道ミサイル発射で懸念共有 日米防衛相会談（毎日新聞） 
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https://mainichi.jp/articles/20200829/k00/00m/030/186000c 

２８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ Destroyer Conducts South China Sea FONOP Day After Chinese ‘Carrier Killer’ 

Missile Tests（USNI News） 

https://news.usni.org/2020/08/27/destroyer-conducts-south-china-sea-fonop-day-

after-chinese-carrier-killer-missile-tests#more-79535 

 

○ 米空母接近阻止狙う 「切り札」東風２６、精度不明―中国（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020082700857&g=int 

 

○ 中国軍 “米軍艦が南シナ海 西沙諸島の領海に侵入”と非難（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200828/k10012587391000.html 

 

○ プーチン氏、ベラルーシに治安部隊派遣も 混乱が「制御不能になれば」（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/53942161 

 

○ 米韓合同軍事演習が終了 北朝鮮に目立った動きなし（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200828/k10012589151000.html 

 

○ 安倍首相が辞任を表明、持病が再発 ｢国民の負託に応えられず」（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94284.php 

 

○ 中国によるスパイ活動と盗用行為が「アメリカの最大の脅威」（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94283.php 

２７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米中対立激化、台湾海峡で「第二のトンキン湾事件」勃発を心配する理由（ダイヤ

モンドオンライン） 

https://diamond.jp/articles/-/246994 

 

○ 日本は北朝鮮からのサイバー戦争に勝てるのか…暗号通貨、SNS はスキだらけ

（デイリー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/08271100/?all=1 

 

○ 焦点：台湾巡り米中が「演習」の応酬、高まる軍事衝突リスク（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/taiwan-us-china-idJPKBN25N0CB 

 

○ 王毅氏、イタリア外相と会談 二国間関係の全面的発展を表明（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3301413 
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○ 米国防長官 軍事演習視察で中国への圧力強める姿勢（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200827/k10012586511000.html 

 

○ 日韓 GSOMIA 再延長…戦犯と名指しする三菱にメンテを頼まざるを得ない皮肉

（デイリー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/08271700/?all=1&page=1 

 

○ 中国のミサイル発射、米空母排除の“切り札” 急がれる対中同盟網（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200827/wor2008270026-n1.html 

 

○ 中国が南シナ海に向け中距離弾道ミサイル 4 発発射 米軍当局者（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200827/k10012586031000.html 

２６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国国防省「米偵察機が演習区域飛行」「挑発行為」と非難（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/k10012583981000.html 

 

○ イラン制裁手続き 「合意形成できず対応不可」安保理議長（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/k10012584141000.html 

 

○ 米国防長官「世界は中国軍に備えなければならない」（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/k10012584191000.html 

 

○ ｢バイデン大統領｣の北朝鮮政策、制裁さらに強める可能性（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94263.php 

 

○ 中国の南シナ海軍事演習にベトナムが中止を要求（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/k10012584711000.html 

 

○ 李相哲氏詳報 １００年前と重なる韓国の「内戦状態」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200826/wor2008260014-n1.html 

 

○ 中国の王外相、欧州歴訪 香港問題で視線厳しく 「『新冷戦』あおる動きに反

対」（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200826/k00/00m/030/281000c 

 

○ 習近平訪韓予定の狙いはむしろ日本（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94271.php 

 

○ 中国の海洋進出に「強く反対」 豪駐在武官 日豪訓練を拡充へ（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200826/wor2008260025-n1.html 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200827/k10012586511000.html
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/08271700/?all=1&page=1
https://www.sankei.com/world/news/200827/wor2008270026-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200827/k10012586031000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/k10012583981000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/k10012584141000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/k10012584191000.html
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94263.php
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200826/k10012584711000.html
https://www.sankei.com/world/news/200826/wor2008260014-n1.html
https://mainichi.jp/articles/20200826/k00/00m/030/281000c
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94271.php
https://www.sankei.com/world/news/200826/wor2008260025-n1.html


２．９．１ 

おおくぼ なるひこ（幹候 35 期） 

 

○ 中国、米偵察に過敏反応 「撃墜の危険あった」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200826/wor2008260028-n1.html 

２５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 「米国黒幕説」に拘泥する中国共産党は、日本の香港政策を理解できない（ダイヤ

モンドオンライン） 

https://diamond.jp/articles/-/246751 

 

○ 中国とのインテリジェンス戦争で日本が生き残るために必要なこと（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74996 

 

○ コロナでグローバル化は衰退しないが、より困難な時代に突入する（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94251.php 

 

○ 険しいトランプ氏再選の道 コロナなど「３大危機」の処方箋がカギ（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200825/wor2008250024-n2.html 

 

○ 「悪意ある投資家」 米、イスラエルへの中国進出に警戒 首相との会談でも協議

（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200825/wor2008250031-n1.html 

 

○ 米露がベラルーシ介入を互いに警戒 米副長官訪露、情勢を協議（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200825/wor2008250035-n1.html 

２４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ ロシアで大規模な武器の見本市 最新の兵器が公開（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200824/k10012580411000.html 

 

○ ロシア外相 ベラルーシ情勢めぐり欧米の関与を警戒（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200824/k10012580431000.html 

 

○ どうなる２１世紀の「国際秩序」、無視できない「正義」の「経済」への影響力

（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20200817-OYT1T50015/ 

 

○ ポンペオ米国務長官が中東歴訪へ イラン包囲網を強化（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200824/wor2008240005-n1.html 
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○ イラン核関連施設での火災 原子力庁報道官「破壊工作で爆発」(NHK) 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200824/k10012580451000.html 

 

○ 【米大統領選 2020】 再選目指すトランプ大統領、主要課題に対する姿勢は

（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53872092 

 

○ GSOMIA 韓国は協定維持し 輸出管理措置など日本に対応要求か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200824/k10012580841000.html 

 

○ 中国 4 海域同時に軍事演習へ 米けん制か（日テレ NEWS） 

https://www.news24.jp/articles/2020/08/24/10705905.html 

 

○ 【米大統領選】トランプ氏政権公約「中国の不公正、徹底的に正す」 バイデン氏

と違い鮮明（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200824/wor2008240018-n1.html 

 

○ インド洋の要衝スリランカは、連続爆破テロで親中国に回帰した（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94249.php 

２３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ トランプ氏の勝利、鍵を握るのはベトナム系有権者か（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35158382.html 

 

○ 【地球コラム】政変前夜か、混迷のベラルーシ（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020081900672&g=int 

 

○ 韓国、切れないカード ＧＳＯＭＩＡ破棄、２４日に通告期限（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200823/wor2008230010-n1.html 

 

○ 台湾「金門砲戦」慰霊祭に米駐台代表 支持示す狙いか（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200823/wor2008230012-n1.html 

２２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 【米大統領選】歴代共和政権の７０人が「バイデン支持」 元安保高官ら米紙に意

見広告（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200822/wor2008220003-n1.html 

 

○ 中国潜水艦が地下基地を使用する場面か、衛星写真が波紋（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35158518.html 
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○ 元米陸軍グリーンベレーの男を逮捕・起訴、ロシアに情報提供（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3300517 

 

○ 金正恩から金与正へ…諜報機関も認め、加速する北の権力構造大転換のワケ（デイ

リー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/08221702/?all=1&page=1 

 

○ 習氏訪韓、早期実現で合意 中韓高官会談、コロナ禍で初（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020082200387&g=int 

２１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 習近平のオウンゴールで、中国の「経済」と「先端技術」が後退する…！（現代ビ

ジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74995 

 

○ 習近平も恐れ震える…米の経済制裁から始まる「中国崩壊」のシナリオ（現代ビジ

ネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75029 

 

○ 【米大統領選 2020】 挑戦者バイデン前副大統領、主要課題の主な姿勢は(BBC) 

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53837858 

 

○ 【米大統領選 2020】 バイデン氏、国民を守り闇を終わらせると 指名受諾演説

（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/53858168 

 

○ 対イラン制裁、米孤立深まる 「無効」が大勢―安保理（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020082100771&g=int 

２０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 北朝鮮、来年 1 月に党大会 経済の新 5 カ年計画を提示へ（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN8N2V99N8NUHBI003.html 

 

○ マリ､反乱指導の軍が民政移管を表明 影響力あるイスラム聖職者は政治から身を

引くと表明（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94222.php 

 

○ ベラルーシ大統領、警察にデモ鎮圧指示 武器の流入阻止も（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/53844595 
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○ 中国はなぜ尖閣での漁を禁止したのか（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94227.php 

 

○ ロシアがベラルーシに軍事介入するこれだけの理由（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94230.php 

 

○ 中国軍が東シナ海で実戦的演習、台湾をけん制か（TBS NEWS） 

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4058016.html 

 

○ 正恩氏、一部権限委譲か ストレス軽減、与正氏らに―北朝鮮（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020082000956&g=int 

１９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 新ＳＴＡＲＴ 米「ロシア次第で延長応じる」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200819/wor2008190001-n1.html 

 

○ アメリカ 民主党 バイデン氏を大統領候補に指名へ（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200819/k10012573071000.html 

 

○ マリでクーデターか、大統領が拘束後に辞任 政府と議会も解散（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/53817018 

 

○ 逮捕・処刑数百人......北朝鮮「幹部養成校」で起きていたこと（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94215.php 

 

○ バイデン氏はなぜ大統領候補になったか 苦難と復活の人生、妻子が事故死（産経

新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200819/wor2008190019-n1.html 

 

○ 「バイデン大統領」なら対中融和路線に逆戻りか 民主党綱領など分析（産経新

聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200819/wor2008190020-n1.html 

 

○ 中国ステルス機 2 機が中印国境に到着、空中戦準備の可能性も（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/2-280.php 

１８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 習主席は「マフィアのボス」、中国元教授が共産党批判で処罰（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/china-politics-professor-idJPKCN25D24D 
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○ 「中国が沖縄を潰し、尖閣諸島を奪る」米国「ヤバい論文」の中身（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74446 

 

○ 元 CIA 職員、アメリカに対するスパイ行為で逮捕 中国に機密情報を渡していた

と（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/53816452 

 

○ 米、台湾にＦ１６戦闘機６６機を売却へ 中国との緊張高まる中（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35158291.html 

 

○ 文在寅大統領「8・15 演説」、日本との対話を強調 その事情とは......

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/815-1.php 

 

○ 中国、米の華為禁輸強化に「赤裸々な覇権行為」と反発（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200818/wor2008180024-n1.html 

 

○ 副大統領候補ハリスが歩み始めた大統領への道 バイデンが期待する次世代政治家

の「力」（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94208.php 

１７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 村山元首相、「談話」が世界の平和に貢献することに期待（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3299402 

 

○ イラン イスラエルと UAE の軍事的接近をけん制（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200817/k10012570211000.html 

 

○ イスラエル、中国５Ｇ排除で近く米と合意＝米当局者（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/israel-usa-5g-china-idJPKCN25D056 

 

○ 日本経済、戦後最悪の落ち込み 4～6 月期は 27.8%縮小（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/53802810 

 

○ 露、ベラルーシ支援に動く 「ウクライナ化」警戒（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200817/wor2008170015-n1.html 

 

○ 南シナ海でマレーシア警備隊が漁船に銃撃、ベトナム人漁師 1 人死亡（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3299594 
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１６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 欧州で中国への傾斜を強める「怨念の民族」とは【コメントライナー】（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020081400380&g=int 

 

○ 韓国公船、海保の測量船に調査中止要求 日本は抗議（朝日新聞） 

https://www.asahi.com/articles/ASN8J3JT3N8JUTIL004.html 

 

○ 第 2 次世界大戦の英雄と、日本の過去との向き合い方（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53789705 

 

○ 文大統領「8・15 演説」からスッポリ抜け落ちた「韓国の不都合な真実」の全て

（デイリー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/08161800/?all=1&page=1 

１５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 民主主義の危機…日本が「ファイブアイズ」に加入すべき「これだけの理由」（現

代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74852 

 

○ 【解説】「米国と中国」 二大大国の衝突（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3297331 

 

○ 日韓 GSOMIA 更新が近づき…脅威と向き合わない韓国にだけ構ってはいられない

（デイリー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/08150700/?all=1&page=1 

 

○ 迫られる対中「踏み絵」 政治との間合い苦心―米ＩＴ大手、規制強化も（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020081400867&g=int 

 

○ 米長官 ”中国の通信機器は安全保障上問題” 「5G」めぐり（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200815/k10012567761000.html 

 

○ 「未確認物体」扱う専門組織、米が設立…安全保障の観点から探知・分析（読売新

聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20200815-OYT1T50159/ 

 

○ 徴用工問題で日本と対話呼びかけ 韓国大統領が解放記念日で演説（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200815/wor2008150011-n1.html 
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○ 「対イラン武器禁輸延長」決議案否決 支持広がらず 国連安保理（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200815/wor2008150012-n1.html 

 

○ 敏感な海域で漁労厳禁 中国当局が尖閣沖で漁船の管理強化 １６日に漁解禁（産

経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200815/wor2008150025-n1.html 

１４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イスラエル、ＵＡＥ国交正常化 トランプ氏「歴史的合意」―対イランで協力重視

（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020081400019&g=int 

 

○ 中国べったりの EU が一転「ファーウェイ排除」に動き出した理由（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74865 

 

○ 米国務省、米国内の孔子学院の統括組織を「外国公館」に指定（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200814/wor2008140005-n1.html 

 

○ イスラエルと UAE 国交正常化へ「歴史的な外交上成果」と強調（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200814/k10012566251000.html 

 

○ 在日ウイグル人をスパイ勧誘する中国情報機関の「手口」（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94176.php 

１３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ イスラエルの軍事企業に SNS 通じたサイバー攻撃 北朝鮮か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200813/k10012564871000.html 

 

○ 米、中国対抗へ日豪は重要 統参副議長「最高の友人」（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200813/wor2008130009-n1.html 

 

○ 現代中国の歴史は「侵略の歴史」である 沖縄は大丈夫か（デイリー新潮） 

https://www.dailyshincho.jp/article/2020/08130801/?all=1 

 

○ 台湾の蔡総統、対中防衛で「非対称戦力」の強化訴え（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200813/wor2008130017-n1.html 

 

○ トルコ、ギリシャとの対立激化 東地中海の資源探査、高まる緊張（共同通信） 
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https://this.kiji.is/666558134372664417 

 

○ チェコ議長が３０日から公式訪台 中国の反発必至（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200813/wor2008130030-n1.html 

 

○ 中国軍 台湾海峡含む海域で軍事演習 トランプ政権などけん制か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200813/k10012565941000.html 

１２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 米論文に「二階と今井は媚中」と名指しされた日本の立場を熟考する（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74799?imp=0 

 

○ プーチン大統領、ロシア製ワクチンに使用認可 欧米は懐疑的（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/53746782 

 

○ モーリシャス座礁、貨物船の船体が折れる可能性も（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35158051.html 

 

○ 中国漁船の尖閣領海侵入防止要求 16 日から操業可能、日本政府（共同通信） 

https://this.kiji.is/666184294420989025 

１１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国「恫喝も平気」 自民・甘利氏、国際機関での影響力拡大を懸念（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200811/wor2008110019-n1.html 

 

○ 米韓合同軍事演習 16 日から実施へ 北朝鮮反発か（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200811/k10012562071000.html 

 

○ 「一つの中国」への挑戦か：アザール厚生長官訪台（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94144_1.php 

 

○ アメリカは長崎に 2 つ目の原爆を落とす必要があったのか？（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/2-274.php 

 

○ South Korea Plans to Build F-35B Lightning Aircraft Carrier（USNI News） 

https://news.usni.org/2020/08/11/south-korea-plans-to-build-f-35b-lighting-

aircraft-carrier#more-79142 

１０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○ 尖閣行き「当局の指示次第」 中国漁民、東シナ海出漁準備（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080900272&g=int 

 

○ 香港メディア王の黎氏、国安法違反で逮捕 周庭氏ら活動家も（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/hongkong-security-idJPKCN256092 

 

○ 中国軍機が台湾海峡中間線を一時越える、米厚生長官の台湾訪問中（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/taiwan-usa-chinaairforce-idJPKCN2560Q5 

 

○ 台湾総統、米厚生長官と会談 「歴史的訪問」、中国反発（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020081000454&g=int 

０９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ アザー米厚生長官が台湾訪問 断交以降で「最高位」 中国は反発（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200809/k00/00m/030/148000c 

 

○ 北朝鮮、弾道ミサイルは日本照準 ほぼ全土を射程に（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200809/wor2008090019-n1.html 

 

○ トランプ米政権 「核戦争リスクの低減」に向け米中露の核軍縮枠組み目指す（産

経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200809/wor2008090021-n1.html 

 

○ ロシア、米牽制へ核搭載新兵器開発急ぐ（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200809/wor2008090025-n1.html 

０８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国の「南シナ海進出」の足場…なのか？ 「海南省プラン」のポテンシャル（現

代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74713 

 

○ 日本の貨物船が座礁し燃料漏出、環境災害の恐れ モーリシャス（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3298127 

 

○ 中国は「トランプ氏再選阻止」工作を展開中と米情報機関 ロシアはバイデン氏を

中傷（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200808/wor2008080011-n1.html 

 

○ 南シナ海の現状変更を試みる中国、「高い代償」支払う可能性 河野防衛相

（CNN） 
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https://www.cnn.co.jp/world/35157938.html 

０７（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国船が尖閣に押し寄せる 8 月、日米が「マジギレ」する時がきた…（現代ビジネ

ス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74680?imp=0 

 

○ 米中の国防相 南シナ海や台湾周辺の安全保障めぐりけん制（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200807/k10012555581000.html 

 

○ 米国防長官、南シナ海での中国の活動に懸念 魏国防相と電話会談（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-china-military-idJPKCN25237V 

 

○ 核の傘依存、原爆の教訓無視 日本、保有国と「共犯」―ＩＣＡＮ事務局長（時事

通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080600702&g=int 

 

○ サウジ皇太子、カナダに暗殺部隊派遣か 元高官が米裁判所に訴え（BCC） 

https://www.bbc.com/japanese/53689465 

 

○ 自然科学論文の数、中国が米国抜き世界一に 企業の研究開発費も（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200807/k00/00m/030/141000c 

 

○ 韓国大統領府高官６人が辞意 秘書室長も 文政権に打撃（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200807/wor2008070030-n1.html 

 

○ 脱北者、北に逃げる。物語で描かれないその素顔（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94128_1.php 

０６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 原爆投下７５年、「核なき世界」決意新たに…グテレス国連事務総長が寄稿（読売

新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20200806-OYT1T50159/ 

 

○ なぜ世界中で中国との対決が起きるのか、そのシンプルな理由（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74569 

 

○ 日本に「大きな責任」求める 駐日大使指名ワインスタイン氏―米上院委（時事通

信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080600227&g=int 
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○ ドイツ駐留米軍削減 国防長官は「戦略的判断」 トランプ氏は「ドイツへの仕返

し」 欧州の同盟弱体化に懸念（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200806/wor2008060023-n1.html 

 

○ 中国はファーウェイ 5G で通信傍受する、英米の歴史からそれは明らか

(Newsweek) 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/5g-15.php 

 

○ ７５年目のヒロシマ、原爆がたどった道を歩く(CNN) 

https://www.cnn.co.jp/world/35154907.html 

０５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 韓国、対日対応策を検討 「徴用工」資産現金化問題（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200805/wor2008050001-n1.html 

 

○ 米国は中国に「事実上の宣戦布告」、日本は絶対中国側に付いてはならない（ダイ

ヤモンドオンライン） 

https://diamond.jp/articles/-/245018 

 

○ 米空軍、ICBM 発射実験に成功(AFP) 

https://www.afpbb.com/articles/-/3297474 

 

○ 米厚生長官が訪台へ、断交以降で最高レベル 中国は反発（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/hhs-azar-idJPKCN251076 

 

○ 北京ではなく南へ 台湾・蔡英文が加速させる「新南向政策」の展望

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94106.php 

０４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 尖閣周辺に中国公船現れず 連続航行途切れる（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200804/wor2008040001-n1.html 

 

○ 中国船の尖閣領海侵入激増が暗示する「想像したくない近未来」（現代ビジネス） 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/74605 

 

○ 核弾頭小型化「恐らく実現」 北朝鮮、開発続く―国連報告書（時事通信） 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020080400319&g=int 
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○ 中国版ＧＰＳ誤差２～３メートル 実測値、精度は目安以上（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200804/wor2008040014-n1.html 

 

○ 中国、在米中国人記者が国外退去になれば報復へ＝環球時報編集長（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/usa-china-media-idJPKCN25005U 

 

○ 比、南シナ海合同演習の参加禁止 大統領、米中対立と距離か（共同通信） 

https://this.kiji.is/663316596220675169 

 

○ 中国「戦狼外交」のお家事情とは…米中“新冷戦”の行方（フジテレビ） 

https://www.fnn.jp/articles/-/70219 

０３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 中国軍、東沙諸島奪取演習を明言 台湾が実効支配、南シナ海緊張も（共同通信） 

https://this.kiji.is/662817648766764129 

 

○ 奇妙な北朝鮮「戦勝記念日」写真 金正恩の名を刻み込んだ自動拳銃「白頭山」

（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94089.php 

 

○ 「アメリカへの敵対心を緩めぬよう」北朝鮮の内部文書を入手（東京新聞） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/46715 

 

○ 湾岸危機３０年 中東混迷は世界に広まった（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200803/wor2008030005-n1.html 

 

○ 中国、独自ＧＰＳ「北斗」使用機器の半導体を量産（ロイター） 

https://jp.reuters.com/article/space-exploration-china-beidou-idJPKBN24Z0HG 

 

○ 【米大統領選】バイデン氏が対中強硬打ち出す 「中国に手ぬるい」批判に対抗

（産経新聞） 

https://www.sankei.com/world/news/200803/wor2008030020-n1.html 

０２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 怖いのは習政権の暴走、「香港」の次は「台湾」か【コメントライナー】（時事

通信 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020072700393&g=int 

 

○ 未来が見えない…」 イスラエル軍に撃たれ失った目 パレスチナ（AFP） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3292318 
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○ 「何も反論できない」韓国軍のずさんさ露呈 脱北者帰還見逃す 北朝鮮は宣伝

に利用（毎日新聞） 

https://mainichi.jp/articles/20200802/k00/00m/030/125000c 

 

○ 中国に核ミサイル早期警戒網か 「着弾前に核で反撃」と専門家（共同通信） 

https://this.kiji.is/662627991452583009 

０１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○ 香港警察、海外の民主活動家 6 人を指名手配 国安法違反の疑い（BBC） 

https://www.bbc.com/japanese/53609863 

 

○ 米中関係どん底へ バイデン大統領が誕生なら改善するか？（Newsweek） 

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/08/post-94085.php 

 

○ ハメネイ師、米国との交渉は「絶対にない」…核開発の継続指示（読売新聞） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20200801-OYT1T50229/ 
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