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～ 海のＮＥＷＳ（９月）～
３０（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇尖閣周辺に中国船 ２４日連続（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200930/wor2009300015-n1.html
〇日本の防衛費、過去最大 5 兆 4900 億円を要求長射程の攻撃力を強化（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/japan-defense-budget-request-idJPKBN26L11T
〇台湾活動家が尖閣目指す 「領有権」主張も出航断念（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200930/wor2009300038-n1.html
〇Hudson Recommends 581 Ships, New Class of Corvette as Part of Input to
Pentagon Fleet Plan(USNI)
https://news.usni.org/2020/09/30/hudson-recommends-581-ships-new-class-ofcorvette-as-part-of-input-to-pentagon-fleet-plan#more-80389
２９（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇 北方領土で軍事演習 首脳の電話会談に合わせロシア（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092900706&g=int
〇台湾漁船と海保が接触 尖閣周辺の領海に侵入 退去警告を無視（沖縄タイムス）
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/639644
〇イージス・アショア代替策 イージス艦増やし対応を 自民議連（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200929/k10012640491000.html
〇無人機「シーガーディアン」実証実験、１０月開始 海保、コロナで遅れ（産経新
聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200929/plt2009290030-n1.html
〇かが・いかづち、スリランカ・インド海軍とインド洋で共同訓練(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/128249
〇アゼルバイジャンとアルメニア、停戦後最大規模の衝突（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092901172&g=int
〇「韓国の技術で５年以内に原子力潜水艦開発可能」（中央日報）
https://japanese.joins.com/JArticle/270711?sectcode=100&servcode=100
〇韓国文大統領は米韓同盟が邪魔なのか？「南北終戦宣言」を元駐韓大使が解説
(DIAMOND)
https://diamond.jp/articles/-/249842
２８（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇アゼルバイジャンとアルメニア、戒厳令導入 大規模戦闘で死傷多数（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200928/wor2009280003-n1.html
〇中国軍、４海域で演習 台湾に圧力、市街戦動画も（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200928/wor2009280014-n1.html
〇課題山積の洋上運用案 コスト、性能未知数―陸上イージス代替・政府（時事通
信）
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092800135&g=pol
２７（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇韓国、共同調査を要請 北朝鮮「領海侵犯」に警告（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092700219&g=int
〇中国、米の間隙突き軍事行動加速 コロナ抑え覇権拡大（共同通信）
https://this.kiji.is/682836773818172513
〇尖閣周辺に中国船 ２１日連続（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200927/wor2009270008-n1.html
２６（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮が「領海侵犯」警告 黄海で韓国の遺体捜索に（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200927/wor2009270007-n1.html
〇中国海軍と海上自衛隊の差はどれほどか―中国メディア（recordchina）
https://www.recordchina.co.jp/b838119-s0-c10-d0135.html
２５（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇「もうたくさんだ！」 中国が安保理で米国非難（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3306344
〇Chinese Navy Crafts Unmanned Sea Hunter Knock-off(USNI)
https://news.usni.org/2020/09/25/chinese-navy-crafts-unmanned-sea-hunterknock-off
〇イージス・アショア代替策 イージス艦増備も検討 岸防衛相（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200925/k10012634391000.html?utm_int=d
etail_contents_news-related_001
〇日本の次世代護衛艦がまもなく進水、「既存の護衛艦は中朝警戒に専念」と米メデ
ィア（recordchina：環球時報）
https://www.recordchina.co.jp/b837841-s0-c10-d0135.html
〇わが国は「先制攻撃を絶対にしない」とは言っていない―中国専門家
(recordchina：環球時報)
https://www.recordchina.co.jp/b838366-s0-c10-d0135.html
２４（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ロシア南部で大規模軍事演習 中国やイランなど計 8 か国参加（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3306149
〇北朝鮮が行方不明の韓国人男性を射殺・火葬した＝韓国国防省（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/northkorea-southkorea-shooting-idJPL3N2GL0TP
〇中国海軍の空母 2 隻「初の同時期訓練」共産党系メディア（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200924/k10012633461000.html
〇イージス・アショア代替策 海上配備の方向で検討 防衛省（ＮＨＫ）
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200924/k10012632531000.html?utm_int=d
etail_contents_news-related_001
２３（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国の爆撃機がグアムにそっくりな基地を攻撃する映像を公開（ロイター）
https://jp.reuters.com/video/watch/idOWjpvC5UWEF4O45PGK1O1EOZ9SCJ6A
M
〇ロシア 最新型の原子力砕氷船が完成 北極圏開発で主導権ねらう（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200923/k10012630331000.html
〇インドと中国、ヒマラヤ係争地への部隊増派停止などで合意（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3305944
〇次期戦闘機開発へ日本と協力呼びかけ 英国防省が寄稿（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200923/wor2009230021-n1.html
〇台湾有事を想定した動画を中国軍が公開(newsweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/09/post-94505.php
〇米中対立の国連総会、交錯する思惑 創設７５年、機能不全に懸念（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200923/wor2009230024-n1.html
〇ミサイル防衛装備の洋上配備「合理的でない」 米側が指摘（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200923/k10012630141000.html?utm_int=d
etail_contents_news-related_002
〇VIDEO: Marine F-35Bs Underway on U.K. Aircraft Carrier(USNI)
https://news.usni.org/2020/09/23/video-marine-f-35bs-underway-on-u-k-aircraftcarrier#more-80179
２２（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇安倍前首相の「置き土産」で窮地に陥る韓国 “いいとこ取り”のツケを払わされ
る時（デイリー新潮）
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/09220600/?all=1
〇中国軍機が台湾防空圏に進入、5 日間で 4 回目 台湾は緊急発進（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3305756
〇国連創設 75 周年、事務総長「課題多く解決策足りない」（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/un-anniversary-idJPKCN26D0G4
〇尖閣、北朝鮮、改憲…自衛隊トップ「統合幕僚長」はどう向き合ったか(現代ビジネ
ス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75824
２１（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米中、太平洋で「陣取り合戦」 パラオ、米軍基地建設を要請（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092000260&g=int
〇海上からロケット発射、台湾威嚇の観測 中国（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020092000261&g=int

２．１０．１
ささき

てるゆき（幹候 36 期）

〇中国軍、３海域で演習（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200921/wor2009210020-n1.html
〇中国、グアムの米空軍基地標的とみられる模擬攻撃の動画公開（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/china-usa-security-idJPKCN26C0UJ
２０（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米、対イラン国連制裁復活と主張 核合意当事国は認めず（共同通信）
https://this.kiji.is/680224054897247329
〇中国軍戦闘機や爆撃機など１９機、台湾の防空識別圏に進入（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200919-OYT1T50240/
〇政府のアショア代替策は「洋上案」に、２４日に与党に説明、年末までに最終結論
（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200920/plt2009200001-n1.html
〇独自〉電子戦部隊、東京に司令部 部隊新設も 防衛省、中露に対抗（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200920/plt2009200013-n1.html
１９（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国が台湾海峡付近で軍事演習 米高官訪台けん制（共同通信）
https://this.kiji.is/679716713351971937
〇安保法５年、米軍防護着々 進む一体化、中国にらみ（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091801016&g=pol
１８（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇防衛費を２％に 米国防長官が日本など同盟諸国に要求 対中露念頭（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200918/wor2009180003-n1.html
〇豪空軍 P-8A、9 月下旬から嘉手納展開 北朝鮮瀬取り監視(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/128085
〇Esper: Unmanned Vessels Will Allow the Navy to Reach 355-Ship Fleet(USNI)
https://news.usni.org/2020/09/18/esper-unmanned-vessels-will-allow-the-navy-toreach-355-ship-fleet
〇南極観測船「しらせ」10 年ぶり「里帰り」 海自所属、京都・舞鶴に寄港 （京都
新聞）
https://www.47news.jp/5273034.html
１７（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○“尖閣諸島の有効支配の実効性 強化” 自民 議員連盟が提言案（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200917/k10012622011000.html
〇米海軍に自律型艦艇・潜水艦を拡充配備へ、中国の脅威に対抗（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3305076
〇中国の対潜哨戒機、台湾の防空識別圏に侵入 米高官の訪台控え（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-security-idJPKBN26807A
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〇船体構成する９ブロック、３隻目の中国空母か…米研究機関が衛星写真公開（読売
新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200917-OYT1T50199/
１６（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇尖閣周辺に中国船 １０日連続（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200916/wor2009160020-n1.html
〇ベラルーシで１０月、６カ国軍演習 ロシア（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091600053&g=int
〇【菅内閣発足】安定重視の布陣 対コロナや行政デジタル化取組みへ（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200916/plt2009160070-n1.html
〇完全自律運航船、大西洋横断に向け出航(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/science/202009167774902/
〇護衛艦むらさめ、中東向け再出航 乗員感染で横須賀帰港（神奈川新聞）
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-235878.html
１５（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇「艦隊情報群」を来月編成 電磁波分析強化へ―海自（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091500978&g=pol
〇北朝鮮への報復に「核 80 発」もトランプ米政権が選択肢と指摘（共同通信）
https://this.kiji.is/678506641835787361
１４（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇「力の不行使」の文言消える、南シナ海でＡＲＦ議長声明（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200914/wor2009140004-n1.html
〇日米豪韓、海上演習「パシフィック・ヴァンガード」実施(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/127951
〇P-3C など、ロシア海軍艦艇 6 隻の宗谷海峡西進を確認 9 月 14 日(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/127992
１３（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇南シナ海情勢「懸念」 安定維持へ自制強調―ＡＲＦ議長声明（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091300374&g=int
〇中国と ASEAN が経済協力機関設立、FTZ 活性化目的で（ＡＦＰ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3304264
１２（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇バーレーンも正常化合意 対イスラエル、ＵＡＥに追随―トランプ氏（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091200094&g=int
〇ASEAN 地域フォーラム始まる 南シナ海問題も 米中外相参加せず（ＮＨＫ）
https://www.afpbb.com/articles/-/3304264
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〇「敵の敵は味方」の論理で進むアラブ構造変換 中川浩一・三菱総合研究所主席研
究員（元アラビスト外交官）（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200912/wor2009120026-n1.html
１１（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○台湾、周辺地域での中国の大規模軍事演習を非難（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/taiwan-china-security-drill-idJPKBN26204A
〇中印外相、国境の緊張緩和で一致 軍の早期撤退、発砲禁止確認（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091100341&g=int
〇ミサイル阻止「年末までに方策」 敵基地攻撃、明記せず―退陣直前に異例談話・
首相（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091101010&g=pol
〇駐ジブチ大使に海自出身の大塚氏（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/200911/plt2009110038-n1.html
１０（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇もはや威嚇レベルではない…中国は尖閣を台湾問題とセットで見ている(現代ビジネ
ス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75472
〇南シナ海めぐり米中応酬 東アジアサミット外相会議（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020091000500&g=int
０９（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇多数の中国軍機、台湾の防空識別圏進入…新型ミサイル発射実験でデータ収集か
（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200909-OYT1T50222/
〇中国、南シナ海で米非難 「軍事化で平和損なう」（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020090901391&g=int
〇自衛隊で初のクラスター 横須賀所在の海自同一艦艇で 4 人感染（毎日新聞）
https://news.livedoor.com/article/detail/18870617/
〇社説［尖閣 漁船衝突 10 年］中国の「自制」求めたい（沖縄タイムス）
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/629289
０８（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国「インドが威嚇射撃」と非難 国境係争地で緊張増す（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200908/wor2009080007-n1.html
〇尖閣沖衝突 10 年、沖縄漁船の苦悩「水揚げ半減」 やまぬ中国船侵入 トラブル
避け漁やめる人も（沖縄タイムス）
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/628822
０７（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
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〇長射程ミサイル、２２年取得 離島防衛、「敵基地攻撃」転用も―Ｆ３５搭載・防
衛省（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020090600201&g=pol
〇中国の「根拠ある」尖閣侵入に、「不作為」日本がとるべき対策 まず領海法の制
定を(現代ビジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75422
０６（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇迎撃専用艦の建造案を米に伝達 政府、地上イージスの代替策（共同通信）
https://www.47news.jp/news/5223758.html
〇米空母で新型コロナ感染者 日本に搬送、経路調査中（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200906/wor2009060012-n1.html
〇東アジアの海が熱くなる…韓日中の海上軍事力競争（中央日報）
https://japanese.joins.com/JArticle/269925?servcode=200&sectcode=220
０５（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北が弾道ミサイル「北極星３」実験準備か（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200905/wor2009050021-n1.html
〇無人シャトル打ち上げ成功 軍事利用視野か―中国（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020090500404&g=int
〇韓国の国防予算、高い伸び 数年内に日本超えとの見方も（共同通信）
https://this.kiji.is/674874917784257633
〇中印国防相が衝突後初会談、係争地の緊張緩和焦点（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200905/wor2009050018-n1.html
〇防衛省のやる気ナシ…「イージス・アショア断念」最大の問題は何だったか(現代ビ
ジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/75397
０４（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇かがといかづち、9 月 7 日からインド太平洋方面派遣訓練(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/127743
〇6 Companies Awarded Contracts to Start Work on Large Unmanned Surface
Vehicle(USNI)
https://news.usni.org/2020/09/04/6-companies-awarded-contracts-to-start-workon-large-unmanned-surface-vehicle#more-79494
０３（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇戦後 75 年 平和への祈り 戦艦ミズーリ上で（ＦＮＮ）
https://www.fnn.jp/articles/-/80873
〇米空軍がＩＣＢＭ発射実験、西部から太平洋に（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200903/wor2009030014-n1.html
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〇中国 抗日戦争勝利記念日 習主席の演説は行われず（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200903/k10012598271000.html
〇ロシア国防省、対日参戦の資料サイト開設 歴史問題でけん制（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020090201409&g=int
〇ロシア、対日戦勝 75 年で式典北方領土で軍事パレード（共同通信）
https://www.47news.jp/world/5215232.html
〇「中国艦隊、第３列島線に接近」ハワイ沖で訓練 台湾・国防部（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/200903/wor2009030036-n1.html
〇尖閣周辺に中国船 ８月３０日以来（産経新聞）
https://www.sankei.com/affairs/news/200903/afr2009030007-n1.html
〇いったい何が… 岐路に立つ中国の「一帯一路」【コメントライナー】
https://www.jiji.com/jc/v4?id=20200906com0001
０２（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国の核弾頭保有数、今後 10 年間で倍増の公算＝米国防総省（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/usa-china-military-nuclear-idJPKBN25S5WL
〇中国軍が再び挑発とインド「一方的な現状変更を阻止」（共同通信）
https://this.kiji.is/673561150423532641
０１（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇Pentagon Report: China Now Has World’s Largest Navy as Beijing Expands
Military Influence(USNI)
https://news.usni.org/2020/09/01/pentagon-report-china-now-has-worldslargest-navy-as-beijing-expands-military-influence
〇チェコ議長「台湾の人々を支持」立法院で演説、勲章授与（共同通信）
https://this.kiji.is/673377189454103649
〇潜水艦購入計画を延期 中国側と協議へ 「中止はせず」（バンコク週報）
https://bangkokshuho.com/thaipolitics-569/
〇中国海事、渤海などでの軍事演習を継続…米軍に強硬姿勢を示す（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/world/20200901-OYT1T50239/
〇護衛艦乗組員がコロナ感染 中東派遣へ出港後（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020090100735&g=cov
〇VIDEO: RIMPAC 2020 Exercise Wraps Up After Sinking Former U.S.
Warship(USNI)
https://news.usni.org/2020/08/31/video-rimpac-2020-exercise-wraps-upafter-sinking-former-u-s-warship

