
２．１１．１
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～海の News（１０月）～

３１（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　外国船監視に大型無人機　「富士山頂から地上わかる」（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBZ77GLNBVUTIL03B.html

〇　「無人航空機」 その目は何を…（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201031/k10012687131000.html

〇　海上保安庁 無人航空機を初公開 捜索などの実証実験 青森（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201031/k10012689411000.html

〇　陸自と海自のどちらが受け持つ？　イージス代替策に現場困惑（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/65353

〇　海上自衛隊が中国海軍の封じ込め本格化…！憲法の縛りもない「ヤバい実態」（現代ビ

ジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76884

〇　空からの救助や監視、実用性検証へ　海保が八戸で大型無人機公開（河北新報）

　https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202010/20201031_23010.html

〇　臥蛇島で着上陸訓練開始　日米共同、尖閣諸島の防衛想定（南日本）

　https://373news.com/_news/?storyid=127893

〇　海空自衛隊が激突？　親近感向上へ、トップ一役（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020103001219&g=soc

〇　もし北朝鮮軍と自衛隊が戦闘することになったら…　自衛隊を知り尽くした漫画家、元特殊部

隊員が明かす「国防」のリアル（デイリー新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10311059/?all=1

〇　大型無人航空機の実証実験　“監視・救助”有効性確認へ（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/102087

〇　台湾海峡で中国軍が活動活発化、台湾は威嚇やリスク想定し「万全の準備」（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201031-OYT1T50170/

３０（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　ステルス機まる見え!? ウワサの中国最新駆逐艦搭載レーダー 対抗策のカギは…F-15J？（乗

りものニュース）

　https://trafficnews.jp/post/101338

〇　【最新国防ファイル】日米共同統合演習「キーン・ソード」　米空軍オスプレイが海自艦へ初着

艦（zakzak）
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　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201030/pol2010300001-n1.html

〇　米中軍首脳が危機管理巡り対話、エスパー長官はドローン攻撃否定か（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/china-usa-military-idJPKBN27E3PM

〇　中国が「尖閣」を狙う本当の理由　「国防」の裏側と「自衛隊」のリアルとは　『空母いぶき』かわ

ぐちかいじ×『邦人奪還』伊藤祐靖（デイリー新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10301059/?all=1

〇　新型イージス艦増やす検討を “アショア”代替案提出 自民議連（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201030/k10012688191000.html

〇　米中防衛当局者が協議 緊急時連絡の枠組み設ける重要性確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201030/k10012688211000.html

〇　データ中継衛星１１月末打ち上げ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20201030/5050012462.html

〇　防衛省、次期戦闘機 F-X 開発で三菱重工業と契約締結（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/129046

〇　海上プラットフォーム上に設置するイージスは日本にとって最善の代替案となり得るのか？

（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/japan/202010307894242/

〇　臥蛇島で初の日米共同訓練（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20201030/5050012466.html

〇　ポンペオ米国務長官　中国をけん制　ベトナム首相らと会談（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65685090Q0A031C2FF8000/

〇　次期戦闘機開発、三菱重工と正式契約　防衛省、35 年配備開始目指す（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201030/k00/00m/010/213000c

〇　次期戦闘機、米と分担協議へ　年内に協力企業選定（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65666330Q0A031C2EA4000/

〇　米国務長官、ベトナムとの連携強調　中国けん制（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201030/wor2010300023-n1.html

２９（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　菅義偉首相が東南アジアで訴えた、対中外交のメッセージ（GLOBE+）

　https://globe.asahi.com/article/13879167

〇　日本のＦ３５Ａが米軍と海上訓練、「牙をむき出しにした」＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1693871?page=1

〇　民間高速フェリーが佐世保入港　日米共同演習参加中（西日本）
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　https://www.nishinippon.co.jp/item/n/658989/

〇　CV-22B オスプレイ「かが」初着艦 キーンソード始まる（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128980

〇　「自由で開かれたインド太平洋」に向け国家戦略策定を　有識者研究会が提言（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201029/plt2010290011-n1.html

〇　海自で初 女性の潜水艦乗組員（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20201029/4000009498.html

〇　中国の軍事研究に寄与している懸念は？軍事研究の是非は…当事者が日本学術会議につ

いて徹底討論（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/101066

〇　海上自衛隊の潜水艦で初の女性乗組員 広島 呉（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201029/k10012686151000.html

〇　艦艇に乗った気分で　「海軍カレー本舗」　横須賀にオープン　旧海軍レシピも再現（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201029/k00/00m/040/087000c

〇　米国務長官、南シナ海巡りインドネシアと協力へ新たな手段模索（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2HK1B9

〇　潜水艦に初の女性乗組員、５人に徽章…「活躍できるよう力に」（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/national/20201029-OYT1T50189/

〇　海自初の女性の潜水艦乗り、5 人誕生　性別制限を撤廃（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBY3V4ZNBYPITB001.html

〇　米、インドが安保協力協定に調印　中国にらみ（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35161673.html

〇　米、対中国包囲網へインドネシアに接近　外相会談（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65611680Z21C20A0FF1000/

〇　日米豪印外相会合、首脳級に格上げを　有識者提言（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65611210Z21C20A0PP8000/

〇　[FT]インド、海洋でも対中強硬に傾斜（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65597970Z21C20A0000000/

〇　「インド太平洋構想、行動計画を」　有識者が政府に提言（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBY5JFHNBYUTFK004.html

〇　米とインドネシア 中国念頭に南シナ海の島開発で協力確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201029/k10012687121000.html

〇　胸に”ドルフィンマーク”　女性潜水艦乗組員が誕生　海上自衛隊で初（FNN）
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　https://www.fnn.jp/articles/-/101508

〇　「海自の秘伝カレー」を艦艇のお皿で…「海軍カレー」と食べ比べ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/national/20201027-OYT1T50111/

〇　インドネシア、米中の板挟み　訪問のポンペオ氏が中国名指し批判　「駒」扱い警戒（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201029/k00/00m/030/321000c

２８（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　菅外交、米中バランス重視　インド太平洋「構想」外す（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65528770X21C20A0PP8000/

〇　アメリカとインド 中国念頭に軍事連携強化で協定締結（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201028/k10012683881000.html

〇　中国にらみ、米印が協定　軍事用データ共有（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14674358.html

〇　核兵器禁止条約　安全保障の観点が欠けている（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201027-OYT1T50266/

〇　【佐藤優への問い 3】中国の覇権主義的「欲張り」を日米が歓迎すべき理由とは？（ダイヤモン

ド）

　https://diamond.jp/articles/-/252045

〇　米大統領選後の混乱に懸念される中国・台湾の緊張 。危惧される｢台湾有事｣を検証

（BUSINESS INSIDER）

　https://www.businessinsider.jp/post-222892

〇　Ｆ－３５Ｂが着陸すれば甲板に１０００度の熱…韓国が軽空母技術開発会議（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/271660?servcode=200&sectcode=220

〇　米大統領選混乱で中国暴発の危機　緊迫する台湾海峡、日本の安全保障にも直結（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201028/for2010280001-n1.html

〇　自動航行時の重大事故を防止せよ、商船三井が衝突回避アルゴリズムを共同研究

（MONOist）

　https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2010/28/news029.html

〇　韓国、軽空母事業に着手も…必要性めぐる論争続く（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/271681?servcode=200&sectcode=220

〇　日米が大規模な軍事演習で武力誇示　地域の緊張がエスカレート（中国網）

　http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-10/28/content_76852244.htm

〇　国防部、台湾地区への武器売却計画の即時撤回を米側に強く促す（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1028/c94474-9774009.html
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〇　防衛省、弾道ミサイル探知レーダー「SPY7」導入へ　イージス代替策（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201028/k00/00m/010/128000c

〇　日米共同演習「キーン・ソード」始まる＝中国紙「コロナ禍にもかかわらず力を誇示」

（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b692467-s0-c10-d0035.html

〇　日米豪 パラオの海底光ケーブル敷設支援 中国けん制のねらいも（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201028/k10012685111000.html

〇　巡航ミサイル対処　防衛力底上げ　多機能イージス艦新造（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201028/plt2010280037-n1.html

〇　＜独自＞多機能イージス艦新造へ　代替案　地上用レーダー搭載　防衛大綱小幅改定（産

経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201028/plt2010280036-n1.html

〇　岸防衛相、中台の偶発的衝突懸念（共同）

　https://this.kiji.is/694197380140139617

２７（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　所信表明演説　活力回復へ実行力が問われる（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201026-OYT1T50271/

〇　【主張】所信表明演説　国家観示し指導力発揮を（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/201027/clm2010270003-n1.html

〇　【主張】核兵器禁止条約　廃絶と安全につながらぬ（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/201027/clm2010270002-n1.html

〇　【佐藤優への問い 2】米中対立と東西冷戦は何が違う？世界は再び二分する？（ダイヤモン

ド）

　https://diamond.jp/articles/-/252044

〇　習近平超一強体制の中国が攻勢をかける「米中コロナワクチン戦争」（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76750

〇　在日米軍トップ「尖閣防衛で部隊輸送可能」中国をけん制か（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201027/k10012682411000.html

〇　香港に続く「台湾有事」は「日本有事」になる――香田洋二（元海上自衛隊自衛艦隊司令官）

【佐藤優の頂上対決】（デイリー新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10270555/?all=1

〇　フィリピンが中国と協調し石油資源探査再開（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201027/mcb2010270500003-n1.htm
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〇　日米共同訓練 米オスプレイが自衛隊の護衛艦に着艦（テレ朝）

　https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000196619.html

〇　米政府機関がサイバー攻撃の被害に（日経 BP）

　https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nnw/18/041800012/102000120/

〇　稲田氏ら「尖閣海洋調査を党公約化」要望に下村氏前向き　中国のサラミ戦略に対抗し「実

効支配」強化へ法案も推進（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/98917

〇　竹島日本領表記の航空図　米国国立公文書館で発見（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBV6WVVNBRPTIB008.html

〇　中国、米ボーイングなどに制裁　台湾への武器売却で（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/business/35161498.html

〇　プーチン大統領「今後は中国とドイツが超大国に」、中国との軍事同盟の可能性も示唆―独メ

ディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b790750-s0-c10-d0062.html

〇　米国務省　台湾へ 24 億ドルの対艦ミサイルの売却を承認（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202010277885052/

〇　米印国防相が会談、機密衛星情報共有に関する協定締結へ（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-asia-india-idJPL4N2HI0I1

〇　護衛艦きりさめ　中東派遣から帰港　長崎県佐世保に（長崎）

　https://this.kiji.is/693640222789633121?c=174761113988793844

〇　アメリカ 台湾へ新たにミサイル売却決定 対中圧力さらに強める（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201027/k10012682671000.html

〇　戦略的重要性増すグリーンランド、監視体制は「節穴」（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63922.html

〇　中国、台湾地区への武器売却に関与した米国の企業・個人・団体への制裁を決定（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1027/c94474-9773497.html

〇　オスプレイが四国沖で海自護衛艦「かが」に着艦　日米共同統合演習で（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201027/k00/00m/040/104000c

〇　文在寅排除を狙い、米国がお墨付き？　韓国軍はクーデターに動くか（デイリー新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10271601/?all=1

〇　インド太平洋情勢をかき乱す米日豪印合同軍事演習（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1027/c94474-9773643.html

〇　インド・米、軍事協力を強化　衛星情報の共有で合意（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65511140X21C20A0910M00/
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〇　〈独自〉海保無人機、４年度にも導入　尖閣・日本海で監視拡大（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201027/plt2010270028-n1.html

〇　米、インド　安保協力を加速　2 プラス 2、3 年連続開催　中国への懸念共有（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201027/k00/00m/030/189000c

〇　中国大使館が再び「指図」、印メディアが猛反発　台湾をめぐって（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63896.html

〇　米国　F/A-18 に搭載する超音速巡航ミサイルを開発中（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/us/202010277885570/

〇　米の台湾向け武器売却に反発　２日連続、対抗措置の方針―中国（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020102701006&g=int

〇　日米共同演習始まる、離島防衛などを想定（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35161558.html

〇　自衛隊と米軍の共同軍事演習「キーンソード 21」始まる　中国をけん制（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63952.html

〇　アメリカ 台湾へ新たにミサイル売却決定 対中圧力さらに強める（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201027/k10012682671000.html

〇　インド、潜水艦 1 隻をミャンマーに引き渡し　中国に対抗する海軍能力を強化（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63913.html

〇　防衛省資金、大学応募６分の１以下に　学術会議「禁止」影響か（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201027/plt2010270057-n1.html

〇　米国　台湾に 20 億ドル相当の対艦ミサイル供給へ　対中防衛（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202010277887257/

〇　中国の砂採取船が台湾離島に集結　立法委員「海の血を吸っているよう」（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63942.html

〇　防衛の無人化に異能の力を（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65517180X21C20A0TCR000/

２６（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　米軍駐留経費　同盟の信頼踏まえて交渉せよ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201025-OYT1T50119/

〇　ロッキード・マーチン「SPY-7 とイージスは完全に統合されている」（日経 BP）

　https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/102300022/

〇　（社説）核禁条約発効へ　日本も参画へ姿勢改めよ（朝日）



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14671138.html

〇　君ならどうする？　戦場で究極の決断を迫られた零戦隊長の決断とは？（現代ビジネ

ス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76578

〇　「竹島は日本領」という米政府作製の地図が見つかって…「韓国」の反応を見てみると（デイ

リー新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10260558/?all=1

〇　【読者から】（１０月１５～２１日）尖閣領海侵入　「脱中国依存と対中牽制を」（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/201026/clm2010260006-n1.html

〇　【世界の論点】豪中の対立、先鋭化（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201026/wor2010260003-n1.html

〇　核禁条約、加藤長官「署名行わない考え方は変わりない」（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBV3Q0MNBVUTFK007.html

〇　加藤官房長官 核兵器禁止条約 署名行わない考え改めて示す（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201026/k10012681091000.html

〇　海自護衛艦きりさめ帰港　中東派遣、5 カ月ぶりに佐世保基地に（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201026/k00/00m/040/069000c

〇　米軍、西太平洋に巡視船配備へ　中国船の違法操業受け（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-china-pacific-idJPL4N2HH0T5

〇　菅義偉首相の所信表明演説全文（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/64296

〇　オスプレイが海自護衛艦に着艦　特殊作戦用、日米共同演習で（中日）

　https://www.chunichi.co.jp/article/143601

〇　日本はなぜ核兵器禁止条約を批准できないのか　野党も「理解」しているその理由（J-CAST）

　https://www.j-cast.com/2020/10/26397417.html?p=all

〇　中共の統一戦線工作の影響、軽視しないで=米大統領副補佐官が警告（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63880.html

〇　所信表明演説　外交・安保、危機感なしに進まぬ敵基地攻撃能力（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201026/plt2010260023-n1.html

〇　中東派遣護衛艦「きりさめ」帰国（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20201026/5030009612.html

〇　米中衝突が生むアジアの新たなパワーバランス（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/post-94825.php

〇　加速した中国たたき、「貿易戦争」に　安全保障でも対立～トランプの 4 年　外交③（毎日）



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://mainichi.jp/articles/20201023/k00/00m/030/190000c

〇　〈独自〉中国、尖閣で「領空侵犯」主張　海保機に退去要求（産経）

　https://www.sankei.com/affairs/news/201026/afr2010260020-n1.html

〇　恒例の日米共同訓練「キーンソード」始まる　11 月 5 日まで（おたくま経済新聞）

　https://otakei.otakuma.net/archives/2020102608.html

〇　台湾への武器売却巡り米関連企業に制裁を＝外交部（CRIonline）

　http://japanese.cri.cn/20201026/6a6f6533-e9c8-7595-e32e-e91efc71a293.html

〇　北村国家安保局長、ドイツ安保高官と電話協議　インド太平洋政策で連携（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201026/plt2010260041-n1.html

〇　自衛官から初の大使　妻も外交官、夫婦で皇居の認証式に（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBS7T4ZNBMUHBI010.html

〇　日米が共同演習始める　米オスプレイ、護衛艦かがに着艦（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBV77HYNBTUTIL00X.html

〇　首相の所信表明演説　中国は好意的　韓国冷ややか（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65481030W0A021C2PP8000/

２５（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　国連創設７５年　多国間協調の基盤を立て直せ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201024-OYT1T50243/

〇　岸防衛相が岩国基地に　就任後初（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/local/yamaguchi/news/20201024-OYTNT50055/

〇　【主張】中国の「抗米援朝」　平和への脅威はどちらだ

　https://www.sankei.com/column/news/201025/clm2010250001-n1.html

〇　核兵器禁止条約、来年 1 月発効　ホンジュラス批准し 50 カ国・地域に　国際規範で核軍縮迫

る（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201025/k00/00m/030/003000c

〇　イージス代替策で海自を活用　政府、陸上勤務員の艦船配置も（中日）

　https://www.chunichi.co.jp/article/142925

〇　三位一体の対潜能力を持つ海上自衛隊は「アジア最強」だ＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1693757?page=1

〇　核兵器禁止条約　来年１月に発効へ　ホンジュラスが批准し条件満たす、「抑止力」まで否定

（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201025/wor2010250002-n1.html

〇　核兵器禁止条約、年明け発効へ（共同）



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://this.kiji.is/692839681095550049

〇　核兵器禁止条約とは?　被害者の苦痛と非人道性を訴える（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBT2JQMNBMPTIL00X.html

〇　憲法遵守の精神、防衛にこそ徹底教育を（Economnic News）
　http://economic.jp/?p=90966

〇　中国・習主席「領土分裂には痛撃を与える」　台湾への武力行使を念頭に強硬発言　日米

は共同訓練で牽制（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201025/for2010250001-n1.html

〇　もはや原子力潜水艦と同等・・・日本の潜水艦が革命的な進歩＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1693759?page=1

〇　「中国と日本は安定関係が必要」 中国で「日本青書」発表（AFP）

　https://www.afpbb.com/articles/-/3311578

〇　核兵器禁止条約発効へ 日本被団協がコメント発表【全文掲載】（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201025/k10012679951000.html

〇　【書評】『統合幕僚長　我がリーダーの心得』河野克俊著（産経）

　https://www.sankei.com/life/news/201025/lif2010250017-n1.html

〇　核兵器禁止条約発効へ 各国の議論求められることに（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201025/k10012679921000.html

〇　自民、現実厳しいと指摘　野党は歓迎、核禁止条約（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201025/plt2010250014-n1.html

〇　防衛価値が最も高いのは日本　中国の軍事脅威巡り＝米 CSIS が各国有識者に調査（大紀

元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63848.html

〇　『朝鮮日報』の「独島物語」／事実の直視こそ必要（山陰中央新報）

　http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1603601347315/index.html

〇　核兵器禁止条約　日本政府は有効性疑問視　野党は歓迎（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201025/plt2010250020-n1.html

〇　核兵器禁止条約発効へ 核保有国との橋渡しで日本に期待の声（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201025/k10012680331000.html

〇　宇宙・電磁波・サイバーは「重大な安全保障分野」、中国・国防法の改正草案発表（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201025-OYT1T50093/

〇　米政府、核禁止条約「戦略的誤り」　主要メディアも冷淡（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020102500275&g=int

２４（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　「友人」なき中国　対米戦略で課題　D・グロスマン氏（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65376240T21C20A0TCR000/

〇　陸上イージスの代替策　白紙から妥当性の議論を（毎日）



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://mainichi.jp/articles/20201024/ddm/005/070/127000c

〇　ホワイトハウス高官が習主席の「全体主義」攻撃、中国語での講演で（Bloomberg）

　https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-10-23/QINU1QDWX2PU01

〇　「核兵器禁止条約」日本政府に参加促す新たな取り組み開始へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201024/k10012678541000.html

〇　「敵基地攻撃能力」はなぜ必要とされたのか？迷走する議論を振り返る（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76572

〇　菅首相の初の歴訪　日本としては目的遂行　米国の戦略はいかに？（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202010247876508/

〇　米沿岸警備隊、西太平洋に艦艇配備へ…中国の妨害行為に対抗（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201024-OYT1T50133/

〇　首相「日本の役割強化」　日米同盟、豪とも連携（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201024/plt2010240005-n1.html

〇　核兵器禁止条約「発効要件」50 か国まであと 1 か国に（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201024/k10012678621000.html

〇　米高官、日米豪印の連携「将来拡大も」　富士山会合（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65428180U0A021C2MM8000/

〇　米沿岸警備隊、艦艇を西太平洋に配備へ 中国に対抗（AFP）

　https://www.afpbb.com/articles/-/3311700

〇　【朝日新聞研究】朝日新聞こそ「平和ボケ」のチャンピオン　間接的に戦争に参加していた戦

後日本を「平和国家だ」と言い続けてきた（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201024/dom2010240006-n1.html

〇　岸防衛相、中国を強く批判　「コロナ禍でも事態激化」（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201024/plt2010240007-n1.html

〇　岸防衛相が海自岩国基地を視察（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20201024/4060007466.html

〇　【国連創設７５年】中国の攻勢、米国の関与低下で損なわれる創設時の理念（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201024/wor2010240019-n1.html

〇　【国連創設７５年】大国中心に限界　安保理改革論議も今や停滞（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201024/wor2010240026-n1.html

〇　「自らの役割と能力を強化」菅首相、日米同盟軸に脅威に対処する姿勢強調（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201024-OYT1T50204/

〇　「抗米援朝」を高らかに記念する中国、米国に何を伝えているのか―香港メディア

（RecordChina）



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://www.recordchina.co.jp/b847068-s0-c10-d0063.html

２３（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　[FT]高まる台湾巡る米中衝突リスク（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65315310S0A021C2TCR000/

〇　〈強権の中国〉尖閣奪取シナリオも（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGKKZO64894520S0A011C2FF2000/

〇　中国、首位米国との差縮小　アジア太平洋実力評価　日本は３位（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201023/mcb2010230500004-n1.htm

〇　EU が対中政策を再考、台湾との関係は深化するのか（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21076

〇　QUAD4 か国が合同軍事演習 豪州は 13 年ぶりに「マラバール演習」参加（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2020/10/45413/

〇　プーチン大統領　新 START へ中国が加入することを容認（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202010237872108/

〇　日米インドの演習に豪州が参加へ　中国の海洋進出を牽制（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBQ43LQNBNUHBI01L.html

〇　プーチン氏、「米国の影響力は低下、中国とドイツが超大国に」（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/russia-putin-idJPL4N2HD55M

〇　河野氏「将来シックス・アイズに」　日経・CSIS シンポ（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65356610T21C20A0I00000/

〇　新ＳＴＡＲＴ「延長に固執せず」　プーチン露大統領、米を牽制（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201023/wor2010230008-n1.html

〇　護衛艦内の雰囲気再現、食器も　カレービュッフェ開店（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBQ6W0TNBQULOB005.html

〇　菅首相の「はっきり言わない」反中外交―仏紙（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b712589-s0-c10-d0135.html

〇　輸送艦搭載訓練を初公開　陸自水陸機動団と海自、連携図る（長崎）

　https://this.kiji.is/692197856664536161?c=174761113988793844

〇　菅首相、米中関係巡り政治学者ブレマー氏らと会談（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201023/plt2010230009-n1.html

〇　国防部「米国による台湾地区への武器売却に断固反対」（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1023/c94474-9772509.html

〇　米国、将来の中国との海戦のための新しい戦略をテスト―英メディア（RecordChina）



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://www.recordchina.co.jp/b846602-s0-c10-d0054.html

〇　イージス・アショア代替策 自民議連が政府への提言まとめる（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201023/k10012677611000.html

〇　仏外相、台湾の国際機関への参加支持を改めて表明（フォーカス台湾）

　http://japan.cna.com.tw/news/apol/202010230004.aspx

〇　習近平氏「発展してこそ強くなれる」（CRIonline）

　http://japanese.cri.cn/20201023/512a5c0c-3d70-3833-e21d-921f778f41cd.html

〇　中国・習近平氏　中国軍の近代化加速を呼びかけ（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202010237873044/

〇　「インド太平洋、軍縮提唱を」　有識者、政府に安保政策提言へ（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14669244.html

〇　中国に菅内閣はどう向き合うべきか　産学官で練られた提言の中身とは（論座）

　https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020102200006.html

〇　アーミテージ氏、中国への対抗「ASEAN とも連携を」（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65368370T21C20A0MM8000/

〇　中国主席、朝鮮戦争参戦 70 周年で演説 狙いは「対米戦意高揚（AFP）

　https://www.afpbb.com/articles/-/3311576

〇　核兵器禁止条約　近く発効条件達成　批准国「残り３」に（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201023/wor2010230030-n1.html

〇　日米豪印「力強さ見せた」　米司令官、外相と会談（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65387590T21C20A0EA3000/

〇　米軍幹部相次ぎ来日　中国けん制の狙いも（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201023/k00/00m/030/202000c

〇　「自由で開かれたインド太平洋」へ協力　日・フィリピン防衛相（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201023/plt2010230026-n1.html

〇　空自Ｆ３５が米軍と初訓練　太平洋上で、揚陸艦参加（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201023/plt2010230027-n1.html

〇　アメリカ空軍、B-1B をグアムに前方展開 空自と統合訓練も実施（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128868

〇　「発展利益」保護で軍動員　米と紛争想定か、国防法改正案―中国（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020102300733&g=int

〇　空自 F35A が米揚陸艦と訓練（共同）

　https://this.kiji.is/692336410033996897

〇　自民党国防議連、イージス艦増隻を提言　アショア代替策（朝日）



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBR6RXQNBRUTFK01K.html

〇　核兵器禁止条約、発効へ批准「残り１カ国」（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201023/wor2010230034-n1.html

２２（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　NATO の欧州諸国とカナダ、防衛支出を増加（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/world/202010227869044/

〇　米、防衛費増を要求　同盟国に、ＧＤＰ比「２％以上」（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14666870.html

〇　【主張】首相の東南ア訪問　開かれた海へ構想共有を（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/201022/clm2010220002-n1.html

〇　（社説）首相の初外遊　地域の安定　対話重視で（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14666788.html

〇　菅首相、外遊終える　東・南シナ海の進出強める中国念頭の対応（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/63324

〇　菅首相の初外遊の目的は武器輸出を成長戦略の柱にすること（日刊ゲンダイ）

　https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/280289

〇　日本の新潜水艦「たいげい」が進水、中国メディア警戒「アジア太平洋の安全に不確実性」

（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b846182-s0-c10-d0062.html

〇　「コロナ」「中国」にらみ布石　菅首相、無難に初外遊―「たたき上げ」で信頼構築（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020102100958&g=pol

〇　米国防長官、「中国牽制協力１４ヵ国」で韓国を除く（東亜日報）

　https://www.donga.com/jp/List/article/all/20201022/2218392/1/  米国防長官、「中国牽制協

力  %EF%BC%91%EF%BC%94      ヵ国」で韓国を除く

〇　アメリカ大統領選を前に交渉加速　新 START 延長へ道（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBP6VXKNBPUHBI014.html

〇　中国警戒で広がる「ファイブアイズ」の役割－日独加わる余地の議論も（Bloomberg）

　https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-10-22/QIJCIEDWLU6J01

〇　アメリカ大統領選を前に交渉加速　新 START 延長へ道（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBP6VXKNBPUHBI014.html

〇　アメリカ 台湾に新たにミサイル売却決定 中国への圧力強める（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201022/k10012675141000.html

〇　米軍のアジアトップが来日へ　コロナ禍、統幕長と初会談（朝日）
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　https://www.asahi.com/articles/ASNBQ35C6NBPUTIL067.html

〇　米国務省、台湾への武器売却を承認 総額 1880 億円相当（フォーカス台湾）

　http://japan.cna.com.tw/news/apol/202010220001.aspx

〇　台湾国防相「中国との軍拡競争志向せず」、米国の武器売却承認で（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-taiwan-arms-idJPL4N2HD1BG

〇　イージス・アショア洋上案、建造費が陸上案の 2 倍以上に＝関係者（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/japan-aegis-ashore-idJPKBN2770JV

〇　武力を使わず侵略可能か  !?   日本国防の弱点を突いた「最悪のシナリオ」シミュレーション小説

（Business Journal）

　https://biz-journal.jp/2020/10/post_186075.html

〇　横須賀本港に「カレー本舗ベイサイドキッチン」　海自カレーが食べ放題（横須賀経済新聞）

　https://yokosuka.keizai.biz/headline/1534/

〇　水陸機動団と海自が訓練 佐世保、実戦での搭載想定（共同）

　https://www.47news.jp/news/5405897.html

〇　離島防衛 陸自と海自が出動訓練（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20201022/5030009570.html

〇　コロナ禍でも日米同盟強化　菅首相、米司令官と会談（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020102201016&g=pol

〇　台湾へミサイル含めた先端兵器を売却へ、米政府（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35161352.html

〇　対中デフォルト危機のアフリカ諸国は中国の属国になる？（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/post-94784.php

〇　報道陣に初公開 陸自と海自 合同で戦闘搭載訓練【長崎県佐世保市】（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/98590

〇　中国、国防法を改正へ　宇宙やネット「重大な領域」（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65331720S0A021C2FF2000/

〇　「ツムラ・ユキチ通り」トルコに日本人名の通りが登場…平明丸事件の真実（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/98013

〇　「自由で開かれたインド太平洋」へ協力確認 首相と米軍司令官（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201022/k10012676451000.html

〇　主張：日本は中国共産党と「利害一致」してはならない（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63780.html

〇　米の対台湾武器売却に反発　中国、対抗措置示唆（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201022/wor2010220026-n1.html
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〇　米海軍　駆逐艦全てに極超音速ミサイル搭載へ（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/us/202010227871852/

２１（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　ロシア「核弾頭数凍結の用意」、新 START 延長に譲歩（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65252700R21C20A0MM0000/

〇　日インドネシア首脳、防衛協力や経済関係強化で合意（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/japan-southeastasia-idJPL4N2HB3V4

〇　首相のＡＳＥＡＮ訪問　アジア外交進めるてこに（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201021/ddm/005/070/094000c

〇　日米印の海上演習、豪も参加　０７年以来、中国牽制する狙い（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14665453.html

〇　太平洋島国と閣僚会合（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14665527.html

〇　菅首相初外遊　東南アジアと信頼関係深めよ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201020-OYT1T50256/

〇　インドネシアと首脳会談　中国念頭に防衛の関係強化（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14665531.html

〇　中国外相が菅首相に投げた｢変化球｣。対米批判の陰に対日姿勢変化の予兆（BUSINESS 

INSIDER）

　https://www.businessinsider.jp/post-222355

〇　中国牽制へ「インド太平洋」深化　ASEAN は米中両にらみ（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201021/mca2010210609017-n1.htm

〇　日米豪印連携、公式化を　拡大は時期尚早―米高官（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020102100188&g=int

〇　「2 プラス 2」早期開催で一致　日インドネシア首脳会談（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/97849

〇　菅首相 就任後初めての外国訪問 成果は（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/k10012673241000.html

〇　菅総理、日越大学で講演、南シナ海問題にも言及（EconomicNews）

　http://economic.jp/?p=90921

〇　「安全保障のただ乗り認めない」米国防長官、日本などに防衛費増を重ねて要請（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201021/wor2010210007-n1.html
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〇　米国は同盟国と世界各地で露中に対抗　最悪のシナリオにも備えよ＝米国防長官

（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/world/202010217865584/

〇　日米豪印の枠組み「定例化と公式化を」　米国務副長官、中国の脅威にらみ（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201021/wor2010210015-n1.html

〇　米国防長官 同盟国に防衛負担の増額要求 最低でも GDP の 2％以上（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/k10012673461000.html

〇　「自由で開かれたインド太平洋」でＡＳＥＡＮと緊密連携　初外遊の菅首相が会見（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201021/plt2010210013-n1.html

〇　菅首相、南シナ海での「緊張高める行為に懸念」　ジャカルタで記者会見（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201021/k00/00m/010/080000c

〇　菅首相、「自由で開かれたインド太平洋」実現へ首脳外交展開（Bloomberg）

　https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-10-21/QIIWQADWLU6M01

〇　菅首相 「インド太平洋地域の平和で繁栄した未来をともに」（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/k10012673571000.html

〇　南シナ海の緊張高める行為に反対、インド太平洋版ＮＡＴＯは作らず＝菅首相（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2HC13K

〇　豪、日米印の海上演習に参加　中国にらみ軍事関係強化（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35161265.html

〇　オーストラリア海軍が参加へ、日米印の共同訓練「マラバール」（Bloomberg）

　https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-10-21/QIIS97DWRGGK01

〇　専門家「日本の潜水艦戦力増強の動向に警戒すべき」（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1021/c94474-9771493.html

〇　首相「インド太平洋版のＮＡＴＯ作る考えない」、徴用工では韓国牽制（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201021/plt2010210020-n1.html

〇　菅首相「緊張高める行為に反対」、中国念頭 韓国にも徴用工問題でけん制（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4107376.html

〇　菅首相 初の外国訪問から帰国の途に（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/k10012673881000.html

〇　東南アジア外遊の菅首相｢南シナ海の緊張を高める行為に反対｣　中国想定した安保同盟に

は慎重姿勢（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/post-94771.php

〇　王毅部長「湾岸地域の多国間対話メカニズム、3 原則を堅持すべき」（人民網）
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　http://j.people.com.cn/n3/2020/1021/c94474-9771577.html

〇　米海軍　ズムウォルト級ミサイル駆逐艦の初のミサイル発射実験映像を公開（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/us/202010217866264/

〇　「北川景子」父が海上自衛隊の HP に登場　三菱重工の重役、娘の美形は父譲り？（デイリー

新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10211658/?all=1

〇　岸防衛相 就任後初めて沖縄の自衛隊基地を視察 隊員を激励（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201021/k10012674291000.html

〇　防衛相「日本守る自覚を」　中国軍拡大受け隊員に訓示（サンスポ）

　https://www.sanspo.com/geino/news/20201021/sot20102118490007-n1.html

〇　［社説］ASEAN 訪問をアジア安定につなげよ（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65278530R21C20A0SHF000/

〇　護衛艦きりさめ　南シナ海で日米豪 3 か国共同訓練（おたくま経済新聞）

　https://otakei.otakuma.net/archives/2020102106.html

〇　NATO、新 START 延長を支持（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/world/202010217868090/

２０（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　日・豪「武器等防護」実施に向け調整へ（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4106179.html

〇　艦船防護、豪に適用調整　防衛相会談で一致　米に続き２カ国目（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14664179.html

〇　パンデミック後の世界の行方は中国に握られるのか（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21068

〇　日米印の共同訓練にオーストラリア海軍初参加へ 中国けん制か（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201020/k10012671601000.html

〇　日豪「準同盟」深化　国防相会談、中国への危機感共有（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201020/mca2010200630008-n1.htm

〇　戦艦大和の巨大旋盤、ツイッターで「屋外展示」に賛否　真相は？（withnews）

https://withnews.jp/article/f0201020001qq000000000000000W00b10201qq000021956A

〇　中国意識、連携アピール　菅首相のベトナム訪問（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101900808&g=pol

〇　日米印の海上演習に豪が参加へ、中国は反発も（REUTERS）
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　https://jp.reuters.com/article/india-military-exercises-idJPKBN274305

〇　日本で「優れた潜水艦」が進水した！　「その実力はやはり軽視できない」＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1693626?page=1

〇　ベトナムへの防衛装備品移転や技術協力 具体的検討へ 岸防衛相（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201020/k10012672011000.html

〇　豪、日米印の合同演習に参加表明 中国を意識（AFP）

　https://www.afpbb.com/articles/-/3310867

〇　豪軍を「武器等防護」対象で調整 “武力行使とは区別” 防衛相（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201020/k10012672241000.html

〇　初外遊で“中韓外し”菅首相の策謀　「南シナ海」で中国批判、ＡＳＥＡＮと連携強化で韓国・

文政権に“踏み絵”（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201020/pol2010200005-n1.html

〇　“対中強化”日米印合同演習に豪軍も参加へ　軍事的覇権拡大を進める中国に対峙する狙

い（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201020/pol2010200004-n1.html

〇　艦船防護、豪州軍にも適用へ調整　日豪防衛相会談（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBN56VYNBMUTFK01C.html

〇　日本、島嶼国が閣僚会合　北朝鮮対応で緊密連携（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201020/plt2010200034-n1.html

〇　日本海の好漁場に中国船急増　EEZ なのに水産庁は…（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBN648PNB9UTIL03P.html

〇　インドネシア、米国の哨戒機給油要請を拒否＝関係筋（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/indonesia-usa-idJPL4N2HB2RD

〇　菅首相 インドネシア ジョコ大統領との首脳会談終了（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201020/k10012672981000.html

〇　日インドネシア首脳が会談　対コロナ５００億円借款　東・南シナ海懸念共有（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201020/plt2010200046-n1.html

〇　日インドネシア首脳会談、中国念頭に安保分野の連携強化で合意…コロナ対策で円借款供

与も（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201020-OYT1T50233/

〇　日インドネシア首脳会談　インド太平洋構想実現へ協力を確認（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201020/k00/00m/030/302000c

〇　首相、インドネシア大統領と会談　安保協力の強化ねらう（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBN71YYNBMULFA02F.html
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〇　日インドネシア首脳会談 安保分野連携強化 看護師ら往来再開も（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201020/k10012673071000.html

〇　豪、日米印の海上共同訓練に参加　11 月に実施（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65229750Q0A021C2PP8000/

〇　中国牽制へ「インド太平洋」深化　ＡＳＥＡＮは米中両にらみ（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201020/plt2010200053-n1.html

〇　新ＳＴＡＲＴ交渉大詰め　米大統領選にらみ米露駆け引き（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201020/wor2010200039-n1.html

１９（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　菅首相ベトナム訪問 きょう首脳会談 中国念頭に連携確認へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012670001000.html

〇　東芝 “解読されない” 次世代の暗号技術 国内外で事業化へ（東芝）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012669971000.html

〇　緊急発進減少も依然 中国機多数（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20201019/5090012082.html

〇　プーチン氏から菅首相に北方領土提起　「2 島先行」継続へ（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201019/mcb2010190627006-n1.htm

〇　【世界のかたち、日本のかたち】大阪大教授・坂本一哉　戦後を終わらせた首相（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201019/plt2010190003-n1.html

〇　日ベトナム首脳が会談へ　インド太平洋構想の協力確認（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65159600Z11C20A0MM0000/

〇　首相、初の訪問先ベトナムで首脳会談へ　経済・安保協力確認（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201019/plt2010190004-n1.html

〇　孔鉉佑駐日中国大使に聞く「日本は自国の国益だけでなく地域貢献を」 米中対立の裏にあ

る思惑は（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/96670

〇　中国は釣魚島問題で国際司法裁判所に提訴するか　孔鉉佑駐日大使の回答（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1019/c94474-9770464.html

〇　北朝鮮の武器輸出の実態暴露するドキュメンタリー公開　国連、EU で問題提起へ

（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201019/mcb2010191144010-n1.htm

〇　ベトナムとビジネス往来目指す　菅首相 初外遊（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/97023
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〇　台湾は将来の中国からの攻撃に備えて強化すべき＝米大統領補佐官（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/china-taiwan-idJPKBN274084

〇　日ベトナム首脳会談はじまる（テレ東）

　https://www.tv-tokyo.co.jp/mv/hiru/news/post_212690/

〇　日本

ベトナム首脳会談 菅首相 中国を念頭に緊密連携を確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012670281000.html

〇　「インド太平洋」協力確認　菅首相「積極的関与は不変」―日越首脳が会談（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101900118&g=pol

〇　日本とベトナム両首脳が会談、防衛装備品の移転協定に合意（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/japan-vietnam-idJPKBN2740CS

〇　菅政権下で本格化する海自艦の「空母化」　「敵基地攻撃の一翼」と懸念の声（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201019/k00/00m/010/078000c

〇　菅首相の初の外国訪問について、元駐日ベトナム大使に聞く（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202010197860144/

〇　「インド太平洋構想」実現に意欲　安保・コロナで日越協力へ（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/97116

〇　首相、ベトナム首相と会談　防衛品の輸出協定、実質合意（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBM5398NBLULFA013.html

〇　ＮＺ、北の「瀬取り」監視へ　嘉手納基地拠点に（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201019/plt2010190042-n1.html

〇　首相、東南アジアへ供給網分散　ベトナムで演説（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65170240Z11C20A0MM8000/

〇　菅首相「南シナ海で法の支配と逆行の動き」（共同）

　https://this.kiji.is/690817594860979297

〇　首相、南シナ海軍事化批判　中国を念頭「法に逆行」（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201019/plt2010190022-n1.html

〇　菅首相 ハノイの大学で演説 ASEAN 各国支援 強化の考え示す（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012670781000.html

〇　日ベトナムの防衛装備品移転協定、特定国を念頭に置かず＝官房長官（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/japan-vietnam-idJPKBN2740UB

〇　自衛隊の豪軍防護実施で調整へ　中国念頭、米以外で初（中日）

　https://www.chunichi.co.jp/article/139794
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〇　グアムを「州に格上げ」して中国に対抗せよ（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/post-94745.php

〇　米 GA-ASI、青森県にて遠隔操縦無人機シーガーディアンの飛行実証を開始！

（TECHABLE）

　https://techable.jp/archives/139950

〇　菅首相、南シナ海の緊張に懸念　中国名指し批判は避ける（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBM5VTPNBMULFA019.html

〇　ベトナム訪問の菅首相、フック首相と防衛装備の技術移転で合意（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/post-94747.php

〇　豪州も武器等防護の対象に　米国に続き 2 カ国目　防衛相会談（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201019/k00/00m/010/186000c

〇　首相、南シナ海情勢「法に逆行」（共同）

　https://this.kiji.is/690816725618197601

〇　米高官、「中国の台湾侵攻に黙っていない」と警告　台湾に「防衛強化」呼びかけ（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63556.html

〇　平時の豪艦艇防護可能に　日豪防衛相、「準同盟」深化（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65179090Z11C20A0PP8000/

〇　防衛装備品の移転協定締結で合意　日・ベトナム首脳会談　中国のけん制狙う（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201019/k00/00m/030/198000c

〇　菅首相とフック首相が会談、12 件の協力文書に署名（VIETJO）

　https://www.viet-jo.com/news/politics/201019194747.html

〇　ロナルド・レーガン CSG、2020 年 3 度目の南シナ海展開（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128695

〇　ベトナム訪問中の首相の演説要旨（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65180430Z11C20A0PP8000/

〇　自衛隊、基地で幹部が高須院長を VIP 級接待…原資は税金、動員される自衛官から批判も

（Business Journal）

　https://biz-journal.jp/2020/10/post_185960.html

〇　シーガーディアン、海保向けに飛行実証を開始（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128742

〇　安保やコロナ対応で協力　日越首脳会談（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201019/plt2010190037-n1.html

〇　「武器等防護」実施へ調整　日豪防衛相が一致、米国以外で初（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101901016&g=pol
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〇　日本・ベトナム首脳会談 菅首相 中国を念頭に緊密連携を確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012670281000.html

〇　日豪防衛相会談 豪軍を「武器等防護」対象に加える方向で調整（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012671381000.html

〇　日豪「準同盟」深化　国防相会談、中国への危機感共有（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201019/plt2010190040-n1.html

〇　東芝 量子暗号通信事業化へ “解読されない” 暗号技術とは（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201019/k10012671541000.html

〇　ＮＺ、北の「瀬取り」監視へ　嘉手納基地拠点に（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201019/plt2010190042-n1.html

〇　日本の野心に警戒せよ！　尖閣問題を口実に軍事力を強化中だ＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1693611?page=1

〇　菅首相、ベトナム首相と１時間２０分会談…「両国の安全保障分野の大きな一歩だ」（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201019-OYT1T50206/

〇　豪、日米印海上演習に参加へ　軍事連携強化し中国けん制（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101901092&g=pol

〇　豪、日米印の海上共同訓練に参加　中国けん制の狙い（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201019/k00/00m/030/292000c

〇　菅首相 初外遊 ベトナム首相と会談　安全保障などで連携確認（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/97399

１８（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　外資土地取得　安全保障踏まえ現況明らかに（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201017-OYT1T50254/

〇　菅首相 就任後初の外国訪問 18 日からベトナムとインドネシアへ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201018/k10012668961000.html

〇　中国 輸出規制強化の法律が成立 安全保障関連の製品など（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201018/k10012669081000.html

〇　トルコ、ロシア製ミサイル「Ｓ４００」を試射か　米が非難（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35161106.html

〇　首相、外遊スタート　中国念頭に安倍路線強化（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201018/plt2010180008-n1.html

〇　首相、初外遊に出発　ベトナム、インドネシアへ　「地域の平和と繁栄のため貢献」（毎日）
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　https://mainichi.jp/articles/20201018/k00/00m/010/112000c

〇　首相初外遊「対中国で同じ目線に」　安倍外交の継承示す（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBL6FXMNBJULFA030.html

〇　菅首相、インド太平洋構想へ連携（共同）

　https://this.kiji.is/690444709319033953

〇　菅首相 就任後初の外国訪問先 ベトナムに到着 19 日首脳会談へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201018/k10012669871000.html

〇　わが国の国力は日本をどれだけ上回っているのか―中国メディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b808258-s0-c10-d0135.html

１７（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　在日米軍駐留経費協議、日米ともに金額提示せず　本格交渉、大統領選後に（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201016/k00/00m/010/267000c

〇　“思いやり予算”在日米軍の駐留経費 正式交渉に向け調整へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201017/k10012667921000.html

〇　【主張】首相の東南ア訪問　平和と繁栄へ声そろえよ（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/201017/clm2010170001-n1.html

〇　米、ロシアの新ＳＴＡＲＴ 1 年延長案を拒否　核配備凍結も要求（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/russia-usa-nuclear-putin-idJPKBN2712ZY

〇　米、新ＳＴＡＲＴ延長提案拒否　「全核弾頭の規制」要求（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101700181&g=int

〇　プーチン大統領 米との核軍縮条約 無条件で 1 年延長を提案へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201017/k10012667851000.html

〇　離島対策、政府と連携強化　都知事、小此木担当相と面会（産経）

　https://www.sankei.com/region/news/201016/rgn2010160023-n1.html

〇　米高官 北朝鮮との非核化交渉 東京五輪・パラを機に進展を期待（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201017/k10012667991000.html

〇　菅首相「インド太平洋」構想訴え　１８日から東南アジア訪問（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101601060&g=pol

〇　日本の「電波情報収集機」、その高い情報収集能力に強い警戒感＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1693554?page=1

〇　米、ロシアの新 START 延長案を拒否　駆け引き続く（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65138050X11C20A0NNE000/
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〇　プーチン露大統領、新 START1 年無条件延長を提案 米は追加条件求め拒否（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201017/k00/00m/030/053000c

〇　相次ぐ米軍機とロシア機の接近、「最大のリスクは判断ミス」　黒海上空（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35161070.html

〇　米政府、ロシアからの新ＳＴＡＲＴ延長提案を拒否（Bloomberg）

　https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-10-17/QIBSCQT1UM1801

〇　新ＳＴＡＲＴ延長、「無条件で１年延長」の露提案を米が拒否（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201017-OYT1T50110/

〇　【戦後７５年　第６部】拉致、北方領土、竹島…脅かされる国家主権（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201017/plt2010170019-n1.html

１６（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　フィリピン、南シナ海の油田探査許可　中国と開発前進も（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65067890W0A011C2000000/

〇　安全保障上重要な技術の海外流出阻止へ、米がリスト作成（WSJ）

　https://jp.wsj.com/articles/SB11915269657449514484304587038594014662050

〇　「中国包囲戦略」参加を迫る米国…苦悩深まる韓国（ハンギョレ）

　http://japan.hani.co.kr/arti/politics/38025.html

〇　米次期政権の行方、懸念浮上する台湾有事と現実路線への回帰（日経 BP）

　https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/101500209/

〇　舞台はずばり「離島」！ 日本の防衛に関係ありまくりな米軍の新たな「戦い方」とは？（乗りも

のニュース）

　https://trafficnews.jp/post/100875

〇　日本人は南極の国家的な重要性をわかってない（東洋経済）

　https://toyokeizai.net/articles/-/379577

〇　ジョンズ・ホプキンス大、国家の「サイバー攻撃予測指数」を示した Web サイトを公開！

（Tecable）

　https://techable.jp/archives/139728

〇　米軍事専門家「北朝鮮の１１軸ＩＣＢＭ発射車両、中国が支援した可能性」（東亜日報）

　https://www.donga.com/jp/List/article/all/20201016/2212315/1/  米軍事専門家「北朝鮮の  %EF

%BC%91%EF%BC%91      軸  %EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A2%EF%BC%AD      発射車

両、中国が支援した可能性」

〇　米空母ロナルド・レーガン、南シナ海で演習…７・８月に続き、中国に軍事的圧力（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201016-OYT1T50091/
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〇　香港、台湾が実効支配する島への民間機の飛行認めず＝台湾当局（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/taiwan-hongkong-idJPKBN27103Q

〇　中国外相、東南アジア歴訪　米包囲網に対抗（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65071600W0A011C2EAF000/

〇　フィリピン、南シナ海の石油探査再開を許可　中国と共同開発も（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/southchinasea-philippines-energy-idJPL4N2H707R

〇　緊迫の台湾海峡、習主席「全身全霊で戦争に備えよ」軍に指示　大統領選直前、米日豪印で

牽制（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201016/for2010160003-n1.html

〇　カナダ、中国企業による北極圏金鉱企業買収で安全保障上の審査へ（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/canada-mining-tmac-idJPKBN2710CA

〇　コロナで元気付く中国と後れを取るアメリカ…変わる世界勢力図を内田樹が分析（AERAdot）

　https://dot.asahi.com/dot/2020100600036.html?page=1

〇　菅首相 ベトナム・インドネシア訪問を発表 就任後初の外国訪問（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201016/k10012666411000.html

〇　日豪防衛相、１９日に会談へ　北朝鮮など地域情勢議論（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201016/plt2010160013-n1.html

〇　茂木外相 米軍駐留経費「思いやり予算」日本負担は適切な水準（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201016/k10012666471000.html

〇　中国の軍艦　朝鮮半島近隣海域での活動増加＝韓国（聯合）

　https://jp.yna.co.kr/view/AJP20201016002600882

〇　米世論調査、中国から日台などを守るため「リスク冒すべき」と大半占める（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63519.html

〇　「国際的航空秩序を壊すな」 国防相が中国に呼び掛け／台湾（フォーカス台湾）

　http://japan.cna.com.tw/news/apol/202010160008.aspx

〇　菅首相 ベトナム・インドネシア訪問を発表 就任後初の外国訪問（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201016/k10012666411000.html

〇　情報機器調達「米国と連携」　茂木外相　中国を念頭（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65083440W0A011C2EA3000/

〇　尖閣諸島の生態調査へ　環境省年内にも着手（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBJ55X2NBJULBJ00S.html

〇　フィリピン 南シナ海の資源探査再開 中国と共同で進める思惑か（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201016/k10012667061000.html
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〇　首相、１８日から初外遊　中国念頭にＡＳＥＡＮと連携強化（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201016/plt2010160044-n1.html

〇　脅威だ！　日本の「音響測定艦」が東シナ海に頻繁に出現しているぞ＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1693551?page=1

〇　新ＳＴＡＲＴ、プーチン露大統領「無条件で１年間延長を」（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201016/wor2010160042-n1.html

〇　日ロ外相が電話会談 平和条約交渉など 議論重ねることで一致（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201016/k10012667791000.html

〇　日米、駐留費初交渉終了　安保情勢、同盟の役割確認（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201016/plt2010160049-n1.html

１５（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　コロナ後の経済安全保障　日本は新国際秩序形成の要に（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201015/mca2010150500003-n1.htm

〇　【主張】尖閣領海に５７時間　公船侵入の中国を許すな（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/201015/clm2010150005-n1.html

〇　海上保安庁が無人航空機の実証実験 きょう開始（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012663761000.html

〇　自信を持ちすぎた中国の「悲しき末路」…大日本帝国の姿と重なって見える（現代ビジ

ネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76388

〇　米駆逐艦が台湾海峡を通過（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201015/wor2010150004-n1.html

〇　捜索などに無人航空機 実証実験（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20201015/6080010062.html

〇　北朝鮮の核・ミサイル計画「なお深刻な脅威」＝米国防長官（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-northkorea-southkorea-military-idJPL4N2H612L

〇　「守」から「攻」への転換を推進　専門家「『領域横断作戦』能力の向上を図る日本に警戒すべ

き」（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1015/c94474-9769454.html

〇　中国、「遠洋漁団」による乱獲を容認　漁師を海上民兵に＝豪研究所がレポート（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63414.html

〇　習近平、中国海兵隊に号令「戦争に備えよ」（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/post-94711.php



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

〇　中国軍 米海軍駆逐艦の台湾海峡通過を強く非難（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012664371000.html

〇　無人機「シーガーディアン」で不審船監視など 実証実験始まる（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012664111000.html

〇　韓国は中国を気づかって、米日豪印 4 ヶ国連携「クアッド」参加を否定（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/4-126.php

〇　米は国家安全保障概念を乱用＝中国外務省（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-antfinancial-blacklist-idJPKBN270120

〇　米国と中国、軍事衝突想定の演習を活発化…中国、弾道ミサイル“グアムキラー”連射

（Business Journal）

　https://biz-journal.jp/2020/10/post_185323.html

〇　岸防衛相、米海軍長官と会談　中国念頭に緊密連携（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201015/plt2010150038-n1.html

〇　「一帯一路で過剰生産能力解消」、吉林省などの内部資料（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63460.html

〇　「日本の選択、対応可能」　陸上イージス代替案で―米ロッキード社幹部（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101500753&g=soc

〇　ベトナム外務省 菅首相訪問に期待「関係さらに強化」（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012665711000.html

１４（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　中国・習国家主席が海軍部隊視察、台湾けん制狙いか（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4101615.html

〇　防衛装備をベトナムに輸出　首相、訪問時に協定署名へ（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64947190T11C20A0PP8000/

〇　憲法改正　党派を超えて精力的に論じよ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201014-OYT1T50003/

〇　「文政権」の「反日扇動」が北朝鮮へ飛び火　“旭日旗は戦犯、謝罪を”と言う大迷惑（デイリー

新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10140600/?all=1

〇　【真・人民日報】「アジア版ＮＡＴＯ」の勝者は米国一国？　再考すべき「お花畑」の外交思考

（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201014/for2010140001-n1.html

〇　中国軍、南シナ海で死傷者救助演習を実施へ、軍事衝突への備えか（大紀元）
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　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63352.html

〇　中国が豪産石炭の輸入停止　両国関係一段と緊張の恐れ（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201014/mcb2010140701007-n1.htm

〇　上陸できなかったイージス・アショア 地元に残った不信感、分断、イノシシよけの電気柵…

（ABEMA TIMES）

　https://times.abema.tv/news-article/8628355

〇　日本の F-35、南シナ海の脅威に―中国メディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b842248-s0-c10-d0135.html

〇　カナダ海・空軍、瀬取り警戒監視活動でフリゲートと哨戒機派遣（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128623

〇　【戦後７５年】　特攻同然に変更「突っ込みます」　サイパンに散った兄１７歳（産経）

　https://www.sankei.com/west/news/201014/wst2010140005-n1.html

〇　日米豪印安全保障構想に中国逆ギレ　王毅外相「新ＮＡＴＯ構築を企てている」（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201014/for2010140004-n1.html

〇　習近平総書記が海兵隊視察「多機能・即応・全域運用的精鋭部隊の構築を」（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1014/c94474-9768940.html

〇　海自の新型潜水艦が進水式（共同）

　https://this.kiji.is/688940990119887969

〇　艦名一新！ 海自の最新鋭潜水艦「たいげい」が進水 次世代国産潜水艦のネームシップ（乗りもの

ニュース）

　https://trafficnews.jp/post/100820

〇　米国の台湾地区への武器売却に外交部「状況の推移に応じて正当かつ必要な対応を取る」

（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1014/c94474-9768977.html

〇　加藤官房長官、中国の非難に反論（共同）

　https://this.kiji.is/688957728322536545

〇　インド太平洋“4 か国結束”は特定の国対象ではない 官房長官（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201014/k10012662741000.html

〇　海自新潜水艦「たいげい」進水式（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20201014/2020010235.html

〇　三菱重工、最新鋭潜水艦「たいげい」進水　神戸造船所で（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64979160U0A011C2LKA000/

〇　中台の両指導者が同日軍施設を視察、習近平氏「戦争準備に全力を」（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63421.html
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〇　中国、５年計画で海兵隊強化　「初歩段階」脱却急ぐ（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101400853&g=int

〇　「インド太平洋版ＮＡＴＯ」と中国外相が批判…日米豪印の海洋安保構想（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201014-OYT1T50264/

〇　防衛装備品輸出で日越協定　菅首相初外遊で署名へ（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101401050&g=pol

〇　１３年ぶり海自の新型潜水艦、「たいげい」進水…女性専用区画も（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/national/20201014-OYT1T50268/

〇　かが・いかづち、アメリカ海軍と南シナ海で戦術訓練（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128636

〇　中国、人権問題で「世論戦」　揺らぐ新興国の支持（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64993720U0A011C2MM8000/

〇　尖閣沖領海で５７時間３９分、中国公船が漁船追いかけ回す…挑発再開を政府警戒（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201014-OYT1T50310/

１３（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　菅首相 ベトナムとインドネシア訪問 経済支援等で意見交換へ（ＮＨＫ）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201013/k10012660521000.html

〇　激動の東アジア情勢、日本の戦略が「防衛省予算」から見えてきた…！（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76316

〇　「尖閣侵略」を狙う習近平の厚かましさ…中国の動向を歴史から読み解く（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76138

〇　「豊饒の海」はすでに実効支配されている！　「尖閣」で中国と闘う漁師たちの証言（デイリー

新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2020/10130556/?all=1

〇　９年連続「過去最高額」更新、防衛省概算要求（Economic News）

　http://economic.jp/?p=90618

〇　韓国、北朝鮮製ジャンパーを“政府支援”か　明確な国連制裁違反との指摘も　識者「文政権

下ではほかにも北と不透明ビジネス」（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201013/for2010130001-n1.html

〇　中国へ否定的な見方 73％、記録的な水準に　米世論調査　先進 14 カ国対象（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201012/k00/00m/030/235000c

〇　米国務副長官がインド訪問、北の新ＩＣＢＭ公開にも中国封鎖優先か（東亜日報）
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　https://www.donga.com/jp/List/article/all/20201013/2208956/1/  米国務副長官がインド訪問、北

の新  %EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A2%EF%BC%AD      公開にも中国封鎖優先か

〇　トランプ政権、台湾向け新鋭兵器 3 種類の売却計画を議会に通知＝関係者（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-taiwan-arms-idJPKBN26X2SJ

〇　「クアッド」拡大の用意、自由なインド太平洋目指す＝米高官（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/india-usa-idJPKBN26X2SN

〇　【一筆多論】国連「国際協調」のごまかし　内畠嗣雅（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/201013/clm2010130005-n1.html

〇　中国 カンボジアと FTA 調印 国際社会での孤立避けたい思惑（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201013/k10012660601000.html

〇　マレーシア、中国漁船６隻を拘束　領海侵犯で（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35160827.html

〇　海自第 2 護衛隊司令　プロ意識、誠実さが大切　北川氏、リーダーシップで講演（長崎）

　https://this.kiji.is/688569344783336545?c=174761113988793844

〇　遅れるトランプ政権の「355 隻艦隊計画」　進む中国海軍の強大化（GLOBE+）

　https://globe.asahi.com/article/13810650

〇　岩国の第 31 航空群、改編行事を挙行 電子戦部隊を統合（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128617

〇　首相、来週東南アジア歴訪へ（共同）

　https://this.kiji.is/688598987682497633

〇　米中関係　もっとも危険な時代に入った＝専門家が指摘（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202010137846202/

〇　中国とＡＳＥＡＮ、南シナ海の「外部障害」排除で協調を＝王毅外相（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/malaysia-china-wang-yi-idJPL4N2H41IT

〇　米露軍縮協議に中国の参加を求めるのは不公平で不合理かつ実行不能（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2020/1013/c94474-9768695.html

〇　中国、海警局の根拠法を審議　全人代常務委（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201013/wor2010130016-n1.html

〇　尖閣の中国船侵入、過去最長に（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64939320T11C20A0PP8000/

〇　尖閣沖 中国海警局の船 2 隻 領海侵入続ける 国有化以降最長に（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201013/k10012660661000.html

〇　中国とＡＳＥＡＮ、米の南シナ海戦略に警戒を＝王毅外相（REUTERS）
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　https://jp.reuters.com/article/malaysia-china-wang-yi-idJPL4N2H42B6

〇　米イージス艦と南シナ海で訓練　中国けん制狙いか―海自（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101300915&g=soc

〇　米印、日豪との枠組み構築に慎重過ぎる－ビーガン米国務副長官（Bloomberg）

　https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-10-13/QI4HF0T0AFB901

〇　中国の習主席、陸戦隊に実戦能力向上指示　尖閣、台湾にらみけん制（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101300999&g=int

〇　日米豪印安全保障対話 中共に対する一貫した対応を確認【禁聞】（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2020/10/45245/

〇　北朝鮮の新型ミサイル複数公開、従来のミサイル防衛で対応できず？（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201013/k00/00m/010/326000c

１２（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　中国の違法な遠洋漁業に米当局が警告　新たな対立の火種に（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201012/for2010120002-n1.html

〇　日本郵船の避航操船 AI が学ぶ、「ベテラン船長の技」とは（MONOist）

　https://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/2010/02/news003.html

〇　台湾総統、中国に「有意義な対話」を呼び掛け（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/taiwan-politics-idJPKBN26W10L

〇　異例づくしの北軍事パレード　新兵器登場も正恩氏「面目ない」（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201012/for2010120004-n1.html

〇　戦後世界の法と秩序／「法の優位」未達のまま（山陰中央新報）

　http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1602470528797/index.html

〇　尖閣沖での中国公船の領海侵入、今年 18 回目＝中国「釣魚島海域の巡航・法執行は中国

固有の権利」（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b842020-s0-c10-d0054.html

〇　マレーシアが中国漁船 6 隻拿捕、60 人拘束―中国メディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b842014-s0-c10-d0135.html

〇　北ミサイル「従来の装備では対処困難」　加藤長官、軍事パレードで警戒感（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201012/plt2010120006-n1.html

〇　日米豪印「クアッド会議」開催　鮮明になる「対中国」（Newsphere）

　https://newsphere.jp/world-report/20201012-1/

〇　日豪防衛相が電話会談（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101200909&g=pol
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〇　北朝鮮ミサイルで連携　日豪防衛相が電話協議（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64895910S0A011C2PP8000/

〇　岸防衛相 オーストラリアの国防相と電話会談（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201012/k10012660221000.html

〇　イギリス F-35 が初の地上攻撃訓練　空母クイーン・エリザベスは防空訓練（おたくま経済新

聞）

　https://otakei.otakuma.net/archives/2020101207.html

〇　（独自）思いやり予算　１年延長後に新協定　政府、米に提案へ（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201012/plt2010120033-n1.html

〇　中国、尖閣奪取シナリオも　海保の 2 倍の公船で圧力（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64894520S0A011C2SHA000/

〇　中国の高圧外交、世界身構え　130 カ国「最大貿易相手」（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64897870S0A011C2MM8000/

１１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　政府、無人戦闘機導入を一時検討（共同）

　https://this.kiji.is/687767763852002401

〇　イージス代替案具体化へ民間２社と調査役務契約（Economnic News）

　http://economic.jp/?p=90607

１０（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　米駆逐艦が「領海侵入」　中国が非難の談話発表（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201010/wor2010100001-n1.html

〇　米の「航行の自由作戦」非難　中国（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101000029&g=int

〇　台湾総統、防衛力増強主張へ　中国との緊迫化で（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/taiwan-politics-idJPKBN26U27N

〇　中国「米は挑発行動停止を」、米駆逐艦の南シナ海航行で（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/china-military-usa-idJPL4N2H036Z

〇　空自緊急発進３７１回　中国機、尖閣周辺に集中（八重山日報）

　http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/13396

〇　北朝鮮「瀬取り」監視でカナダ軍が艦船東シナ海派遣（NHJK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201010/k10012657081000.html
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〇　中国軍、南シナ海で「米軍駆逐艦が侵入」非難（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4098866.html

〇　中国の違法な遠洋漁業に米当局が警告　新たな対立の火種に（NEWS ポストセブン）

　https://www.news-postseven.com/archives/20201010_1601489.html?DETAIL

〇　米、大統領選までに実現目指す　ロシアとの核軍縮合意（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101000217&g=int

〇　米海軍、南シナ海で「航行の自由」作戦（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201010/wor2010100006-n1.html

〇　自衛隊員の「待遇改善」なしに国の未来は語れない（日刊 SPA！）

　https://nikkan-spa.jp/1705872

〇　【日本の解き方】「アジア版ＮＡＴＯ」の実現度　安倍政権が起点の中国包囲網、周辺各国の

動向も焦点になる（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201010/for2010100001-n1.html

〇　官邸主導の外交は終わり？　動く茂木氏、腕まくる外務省（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNB96CQVNB9UTFK00V.html

〇　日米、４万人の連合訓練実施へ…対中国「尖閣奪還」作戦含む可能性も（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/271026?servcode=A00&sectcode=A00

〇　加藤官房長官、普天間飛行場「１日も早い全面返還を実現」　長官就任後、沖縄初訪問（産

経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201010/plt2010100008-n1.html

〇　加藤官房長官、普天間など視察「辺野古移転で早期返還」（琉球新報）

　https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1205827.html

〇　蔡総統、「関係維持は共同責任」 中国に訴え／台湾（フォーカス台湾）

　http://japan.cna.com.tw/news/apol/202010100001.aspx

〇　「国連が露中の核強化を阻止しなければ米国は自衛措置を講じる」＝米軍縮大使

（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/world/202010107840066/

〇　コンパクト、新型護衛艦進水へ　省人・稼働率向上、２２年配備―海自（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101000160&g=soc

〇　日本最大の準空母が南中国海に出現　対潜水艦戦訓練を実施（中国網）

　http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2020-10/10/content_76792490.htm

〇　官房長官、沖縄の米軍基地を視察（共同）

　https://this.kiji.is/687535101458138209

〇　南部戦区報道官、米軍駆逐艦の西沙領海違法侵入について談話発表（人民網）
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　http://j.people.com.cn/n3/2020/1010/c94474-9767834.html

〇　海上自衛隊の派遣部隊 ベトナム寄港 中国念頭に連携強化ねらい（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201010/k10012657551000.html

〇　「唯一の解決策は辺野古移設」　加藤官房長官、沖縄で知事と会談　議論平行線（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201010/k00/00m/010/227000c

〇　辺野古移設 沖縄 玉城知事「断念を」加藤官房長官「理解を」（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201010/k10012658061000.html

〇　加藤長官、就任後初の沖縄訪問　「リンク論」で釈明も（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNBB6GKJNBBUTFK00H.html

０９（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　守るべき宇宙の平和 日米はもっと協力できる（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/20908

〇　海自いずも型護衛艦「艦首改造」に予算…どういうこと？ F-35B 運用に向け大改造開始！（乗りもの

ニュース）

　https://trafficnews.jp/post/100687

〇　かが・いかづち、インドネシア海軍と親善訓練（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128535

〇　日米豪印の連携　緊張高めず安定の基盤に（西日本）

　https://www.nishinippon.co.jp/item/n/652687/

〇　【最新国防ファイル】水平線の向こう探知しリスク回避　「Ｅ－２Ｄアドバンスド・ホークアイ」

（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201008/pol2010080005-n1.html

〇　岸信夫防衛相に聞く 敵基地攻撃や”対中国”戦略　「ミサイルを一発も撃たせないようにした

い」（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/93455

〇　空自の緊急発進、３７１回　上半期、対中国が最多（中日）

　https://www.chunichi.co.jp/article/134535

〇　防衛相 馬毛島計画の理解努める（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20201009/5050012295.html

０８（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　日米防衛相が電話協議（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201008/ddm/005/010/089000c
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〇　日米、対中戦略で豪印を引き寄せ　経済・安保で懸念共有（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64745570X01C20A0PP8000/

〇　日豪、日印が外相会談（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201008/ddm/005/030/093000c

〇　日米同盟強化へ連携　外務・防衛審議官級協議（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201008/plt2010080001-n1.html

〇　社説　日米豪印の外相会談　長期的な安定への土台に（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201008/ddm/005/070/108000c

〇　（社説）日米豪印会合　覇権争いの具とするな（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14650583.html

〇　中東派遣護衛艦、ようやく「交代」　横須賀出航むらさめ（産経）

　https://www.sankei.com/region/news/201008/rgn2010080004-n1.html

〇　アメリカの牽制が中国の軍備増強を招く　米中対立の「無限ループ」に出口はあるのか

（GLOBE+）

　https://globe.asahi.com/article/13795254

〇　米大統領補佐官、台湾巡り中国に警鐘　米国の反応は「曖昧」（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-china-taiwan-idJPL4N2GZ0GH

〇　米高官 同盟国などに中国やロシア製の兵器購入中止呼びかけ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201008/k10012653451000.html

〇　防衛相、中国海洋活動で懸念共有（共同）

　https://this.kiji.is/686790321554424929

〇　岸防衛相、在日米軍司令官と会談　中国動向で懸念共有（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201008/plt2010080026-n1.html

〇　【有本香の以読制毒】日米豪印連携「アジア版ＮＡＴＯ」構想に中国震撼！？　重要な枠組み

の安倍元首相「自由で開かれたインド太平洋構想」を大メディアも今までスルー…今後は国内外

へ浸透を（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201008/for2010080005-n1.html

〇　岸防衛相 在日米軍司令官と初会談 中国の海洋進出への懸念共有（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201008/k10012654011000.html

〇　（現場へ！）神戸と潜水艦：４　ドック入りが唯一の安らぎ（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14651708.html

〇　米国務長官、中国共産党の脅威「米中競争ではなく、自由と民主を支持する人々への挑戦」

（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63206.html
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〇　「イージス・アショア」代替策 海上配備案の実現性調査へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201008/k10012654941000.html

〇　海自、南シナ海で対潜戦訓練（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128592

〇　なぜ各国は「宇宙軍」を必要としているのか？（Gigazine）

　https://gigazine.net/news/20201011-why-countries-want-space-force/

〇　日曜安全保障 新型ミサイル公開 発射間近か　“北”未明に軍事パレード（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/94269

０７（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　岸防衛相が日米豪印防衛相会談に意欲　中国の海洋進出を念頭（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201006/k00/00m/030/323000c

〇　インド太平洋構想とは　経済・安保両面で協力（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXKZO64705290X01C20A0EA2000/

〇　中国に安保能力で劣勢の日本、対抗策を元外交官・宮家邦彦氏が提言（ダイヤモンド）

　https://diamond.jp/articles/-/249004

〇　日米豪印会談　海洋秩序の安定へ重い役割（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201006-OYT1T50225/

〇　【主張】日米豪印外相会合　「自由の海」へ仲間広げよ（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/201007/clm2010070003-n1.html

〇　菅首相 4 か国“結束”の一方で中国との向き合い方課題に（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201007/k10012650951000.html

〇　防衛省が 21 年度に護衛艦「かが」を改修、最新ステルス戦闘機の運用を念頭（ニュースイッ

チ）

　https://newswitch.jp/p/24081

〇　「アジアに安保枠組み」米国の狙いは？（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64698590W0A001C2000000/

〇　イージス洋上案の検討推進　日米防衛相が電話協議（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64707630X01C20A0MM0000/

〇　岸防衛相 米国防長官と電話会談 日米同盟の一層強化で一致（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201007/k10012651571000.html

〇　ファイブ・アイズ、日本と NZ でメンバー交代を＝豪学者が提案（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63103.html
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〇　「ママは護衛艦の艦長です」家族に会えるのは年に５～６回　女性自衛官としての不安と母親

としての誇り（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/91851

〇　台湾立法院で「米国と国交回復」「米軍に台湾防衛を要請」決議案が可決、“親中”のはずの

国民党が発案（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b840954-s0-c10-d0135.html

〇　岸防衛相が米国防長官と初の電話会談、日米同盟強化で一致（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4096222.html

〇　日豪、日印外相会談で「インド太平洋」推進一致（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201007/plt2010070021-n1.html

〇　対中国で米海軍増強へ　国防長官「45 年までに艦艇 500 隻以上保有目指す」（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201007/k00/00m/030/141000c

〇　ポンペオ米国務長官、日豪印との４カ国外相会合で対中結束を確認（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35160592.html

〇　陸上イージス代替策を連携し検討へ　日米防衛相が電話協議（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201007/k00/00m/030/151000c

〇　「自由で開かれたインド太平洋」構想実現へ連携　日豪、日印外相会談（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201007/k00/00m/030/154000c

〇　米窓口機関トップ「台湾との防衛協力強化すべき」中国の脅威増大を懸念（フォーカス台湾）

　http://japan.cna.com.tw/news/apol/202010070005.aspx

〇　中国 日米豪印 4 か国の「中国包囲網」を警戒してけん制（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201007/k10012652311000.html

〇　ポンペオ長官、クアッドの「公式化」に意欲　「対中宥和では解決できない」（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63143.html

〇　中国軍機、台湾防空識別圏進入が常態化…今年延べ２１７機（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201007-OYT1T50202/

０６（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　中国、尖閣領有主張のサイト　日本、抗議し削除求める（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14647920.html

〇　核兵器禁止条約 日本の立ち位置は？　来年初めにも発効、識者に聞く（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/59867

〇　馬毛島基地化、懸念増す九州　米軍機の空港利用に拍車も（西日本）

　https://www.nishinippon.co.jp/item/n/651573/
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〇　米ロ高官がヘルシンキで会談、新 START 延長協議（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64652930W0A001C2000000/

〇　海自 P-3C、9 月のアデン湾活動 飛行回数 20 回・特異案件なし（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128449

〇　【ニュースを疑え】本来の姿現す中国「共産党はひとつの王朝」岡本隆司・京都府立大教授

（産経）

　https://www.sankei.com/west/news/201006/wst2010060002-n1.html

〇　日米外相が結束確認　菅首相、午後にポンペオ国務長官と面会へ（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201006/plt2010060005-n1.html

〇　【コラム】米中の戦略競争が激化、在韓米軍の東南アジア再配置に対応を（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/270886?servcode=100&sectcode=120

〇　外相、米長官と同盟強化で一致（共同）

　https://this.kiji.is/686046699427234913

〇　菅首相とポンペオ米国務長官、午後に会談…中国念頭に強固な日米同盟確認へ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201006-OYT1T50139/

〇　焦点：日本が情報通信の防御強化、中国念頭にドローンや海底ケーブル（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/japan-china-technology-idJPKBN26R0FY

〇　日米外相、菅政権で初会談　同盟強化を確認（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64660210W0A001C2MM0000/

〇　米海兵隊と米海軍、沖縄や硫黄島で合同演習　１５日まで（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201006/plt2010060011-n1.html

〇　米豪外相会談、中国の「悪質な行動」巡り議論＝国務省報道官（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-asia-pompeo-australia-idJPKBN26R0N3

〇　菅首相、対面外交デビュー　ポンペオ米国務長官らと会談（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64664960W0A001C2MM8000/

〇　中東派遣護衛艦が交代　感染確認で到着遅れ（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201006/plt2010060025-n1.html

〇　「自由で開かれたインド太平洋」へ同盟強化、拉致問題も協力…首相がポンペオ氏と会談（読

売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201006-OYT1T50191/

〇　菅首相 米ポンペイオ国務長官と初の対面外交 緊密に連携を確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201006/k10012650151000.html

〇　ポンペオ氏訪問延期に韓国焦り　米中どっちつかずで「孤立」懸念（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201006/wor2010060020-n1.html
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〇　同盟強化、豪印と連携確認　菅首相、米国務長官と会談（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100600830&g=pol

〇　政府、中国「尖閣諸島の領有権主張」のオンライン博物館開設に抗議（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63088.html

〇　日米豪印外相会合、「友だちいない」中国の苦しい立場浮き彫りに―台湾メディア

（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b840721-s0-c10-d0054.html

〇　桜島大規模噴火時は自衛隊機課題（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20201006/5050012256.html

〇　米、国際社会の動揺払拭　トランプ氏感染も日米豪印会合にポンペオ氏出席（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201006/wor2010060023-n1.html

〇　米国務長官が中国を強く非難、日豪印と連携し「威圧から守る」（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2GX1YL

〇　日米豪印、海洋安保やサイバーなどで協力確認＝茂木外相（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/quad-indo-pacific-motegi-idJPKBN26R1PP

〇　中国念頭に連携強化　日米豪印外相が会合（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201006/plt2010060043-n1.html

〇　日米豪印、アジア太平洋戦略で連携　ポンペオ氏が中国批判（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100600688&g=pol

〇　ポンペイオ長官 “連携して中国に対抗を” NHK インタビュー（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201006/k10012650851000.html

〇　4 か国外相会合 中国をめぐる各国の動き（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201006/k10012650361000.html

〇　中国、日米豪印連携に警戒強める　圧力回避へ日本重視（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201006/wor2010060029-n1.html

〇　日米豪印外相会合　連携強めることで一致（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/92502

〇　4 か国外相会合 中国念頭に 4 か国結束 連携広げていく方針確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201006/k10012650651000.html

〇　ポンペイオ長官 訪日のねらいは… インタビューで何を語ったか（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201006/k10012651191000.html

〇　日米豪印外相会議、年 1 回定例化で合意　中国念頭に連携強化へ（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201006/k00/00m/030/304000c
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０５（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　社説　膨らむ防衛予算　コロナ下の聖域許されぬ（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201005/ddm/005/070/025000c

〇　米一流シンクタンクの知日派が「菅政権に最も期待すること」とは？（ダイヤモンド）

　https://diamond.jp/articles/-/249001

〇　操業範囲広げる中国漁船団は世界支配の先兵、「米国の先例に倣う」と米誌（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b600352-s0-c10-d0059.html

〇　Ｆ３５、三沢以外も配備検討　北海道～九州の戦闘機基地―防衛省予算（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100400251&g=pol

〇　3 番目の新編部隊めぐり 3 市が名乗り　水陸機動団（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNB46TX2N9YTOLB001.html

〇　北、核ミサイル開発を継続…国連専門家パネルが報告（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201005-OYT1T50067/

〇　官房長官 尖閣 “固有の領土” 主張の中国サイト 削除求める（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201005/k10012648651000.html

〇　（現場へ！）神戸と潜水艦：１　「海の忍者」の増強、急ピッチ（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14647194.html

〇　中国への先端技術流出懸念…日本、留学生ビザ審査を大幅強化（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/270853?servcode=A00&sectcode=A00

〇　アジア太平洋地域における外交の活発化は何をもたらすのか？（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/asia/202010057824793/

〇　米国がアジア・太平洋の海兵隊配置を全面見直し…韓米連合作戦への影響不可避（中央日

報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/270855?servcode=A00&sectcode=A20

〇　日米豪印外相会談、中国念頭に連携強化へ（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201005/plt2010050021-n1.html

〇　日米豪印「自由で開かれた太平洋」の“要”　欧州にも賛同広がる（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201005/plt2010050025-n1.html

〇　インドが、日米豪との４カ国連合への参加に前向き（ParsToday）

　https://parstoday.com/ja/news/asia-i66542

〇　首相、改憲巡る具体論は控える（共同）

　https://this.kiji.is/685830620823159905

〇　ポンペオ氏訪日で印太 NATO 構築への期待高まる（大紀元）
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　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/63037.html

０４（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　社説　対露外交と菅政権　安倍路線では前進しない（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201004/ddm/005/070/010000c

〇　防衛費概算要求　新たな領域の能力向上を図れ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20201003-OYT1T50303/

〇　米露を重視しすぎた安倍政権のツケか…菅総理の頭を悩ます「対中韓外交」（現代ビジ

ネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/76057

〇　（社説）イージス代替策　「迷走」の轍を踏むな（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14645969.html

〇　日本・サウジアラビア外相会談 中東の緊張緩和へ連携を確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201004/k10012647241000.html

〇　【独自】北への配慮で銃殺公務員の遺体捜査もでたらめに行った韓国海警・海軍（朝鮮日報）

　http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/10/04/2020100480008.html

〇　防衛相に安倍氏の実弟起用　三つの仮説と安保のジレンマ（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNB33FQ3N9VUTFK005.html

〇　中国 ネット上に尖閣の博物館開設 領有権主張 強めるねらいか（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201004/k10012647301000.html

〇　米軍宇宙部隊、沖縄に 9 月配置　衛星監視し駐留部隊の作戦支援（琉球新報）

　https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1202098.html

〇　韓米の対北朝鮮監視網…「世界最高水準でファクト中心に分析される」（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/270810?servcode=200&sectcode=220

〇　菅首相のベトナム訪問　その選択は偶然か必然か？（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202010047823462/

〇　カナダ、中国との緊張関係続く中、台湾海峡に軍艦派遣―米華字メディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b840267-s0-c10-d0054.html

〇　南シナ海で「オクトーバーサプライズ」は起きるのか（GLOBE+）

　https://globe.asahi.com/article/13777816

〇　中国軍、菅政権は「強硬」と判断（共同）

　https://this.kiji.is/685462193968645217

〇　中国軍、菅政権が「米国と海洋連盟目指す」と分析　内部会合で警戒呼びかけ（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201004/k00/00m/030/228000c
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０３（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　茂木外相が仏独外相と協議　中国にらみ連携確認（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNB26DPCNB2UTFK01J.html

〇　トランプ氏感染　「ペンス大統領代行」も視野　中露の挑発警戒（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201003/wor2010030024-n1.html

〇　カンボジアで米建設の施設破壊か（共同）

　https://this.kiji.is/684955865573426273

〇　「傍観」「北朝鮮擁護に没頭」と韓国各紙、海洋水産部職員の射殺事件で文政権批判強める

（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b793080-s0-c10-d0059.html

〇　トランプ氏とバイデン氏、中国と戦える「最高司令官」はどっちか（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/201003/for2010030002-n1.html

〇　「トランプ氏怒らせたら…」　韓国、不安から軍拡を加速（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNB13W4DN9YUHBI02C.html

〇　海上自衛官、そして母として　元艦長が語る不安と誇り（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/91561

〇　空自、入間に RC-2 配備（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/128438

〇　中国、尖閣サイトにデジタル博物館（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100300524&g=int

〇　《独自》無人機が次期戦闘機と編隊　防衛省が開発本格化（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201003/plt2010030017-n1.html

〇　尖閣は「日本が盗んだ」、中国が領有権主張するサイト開設…日英仏語でも宣伝へ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20201003-OYT1T50280/

〇　G20 成功へ連携確認　日サウジ外相（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64590290T01C20A0EA3000/

〇　茂木外相、中国にらみ「インド太平洋」牽引　サウジ外相と会談（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201003/plt2010030019-n1.html

０２（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　イスラエルとレバノン　海洋境界画定へ協議合意（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201002/wor2010020001-n1.html

〇　米大統領「空席」の最悪シナリオに備えよ！国際政治学者ブレマー氏が警告（ダイヤモンド）
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　https://diamond.jp/articles/-/248994

〇　洋上イージス、迷走の代償　「２４時間３６５日の防護」困難／海自が運用なら負担増加

（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14643242.html

〇　米欧も巻き込み軍事・外交双方で緊迫化する中台関係（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/20862

〇　「米国の輸出規制は自由の侵害でなく、自由を守る盾だ」（日経 BP）

　https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/093000016/

〇　防衛省 「電子戦」専門部隊 来年度全国 6 か所に新設へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201002/k10012644311000.html

〇　共同訓練など安保協力推進　日仏外相会談（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64513390S0A001C2EAF000/

〇　日仏外相会談 東シナ海問題などで緊密な連携を確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201002/k10012644681000.html

〇　陸上イージス、代替策に二つの足かせ　洋上案には疑問も（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNB1767YNB1UTFK006.html

〇　大前研一｢イスラエルと UAE が国交正常化した地政学的理由｣（PRESIDENT）

　https://president.jp/articles/-/39038

〇　イスラエルとレバノン、海洋境界画定協議を今月開始へ　米仲介（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/201002/wor2010020007-n1.html

〇　イスラエルとレバノン、海洋境界の交渉開始で合意　仲介の米政権、実績アピールか（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201002/k00/00m/030/039000c

〇　米、イスラエル・レバノン海洋境界交渉開始を歓迎　今後も調停役に（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201002/k00/00m/030/040000c

〇　海自佐世保地方総監・出口氏　インタビュー　機動団と相互理解が大事（長崎）

　https://this.kiji.is/684590723902243937?c=174761113988793844

〇　海自警備犬訓練 初の女性隊員も（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20201002/5030009416.html

〇　微分積分、関係ない？いいえ誰でも　自衛隊教官が解説本（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNB1744DN96TZNB00D.html

〇　新型コロナ対策で協力確認　日仏外相、対北朝鮮も連携（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201002/mca2010021403018-n1.htm

〇　「データ中継衛星」来月 29 日にも打ち上げる計画（NHK）



２．１１．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201002/k10012645071000.html

〇　中国スパイの接近“手口”、ＦＢＩが動画作成し警戒（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4092736.html

〇　意外とタフなバイデンの対中政策（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/10/post-94601.php

〇　核兵器禁止条約、年明け発効へ（共同）

　https://this.kiji.is/684676800949437537

〇　欧州歴訪中の茂木氏、仏独と外相会談　中国対応で緊密連携を確認（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20201002/k00/00m/030/177000c

〇　【寄稿】中国の餌食となった韓国のバランス外交（朝鮮日報）

　http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/09/29/2020092980158.html

〇　米国務省 南シナ海の軍事化を進める中共を非難（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2020/10/45162/

〇　アメリカ離れの中国寄り？　米中の対立で板挟みにあえぐ韓国【世界イッキ見】（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/91053

〇　空自、新型の電波情報収集機配備　中国機への電子戦（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100201107&g=soc

〇　日仏外相、共同訓練推進で一致　茂木氏、独外相に慰安婦像撤去要請（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201002/plt2010020013-n1.html

〇　〈独自〉安倍氏の辞任表明後、中国公船、尖閣で日本漁船を追尾せず　菅政権の姿勢見極

めか（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201002/plt2010020037-n1.html

〇　EU 外交弱点あらわ　全会一致原則、見直し求める声も（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64574920S0A001C2FF8000/

０１（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

○　中共への警告！米大統領選挙前後に沖縄周辺で大規模軍事演習＝日米カナダ軍 4 万人

参加（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2020/10/45153/

〇　重要性増すサイバー・宇宙防衛　装備開発の国策会社設立を（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/201001/mca2010010500003-n1.htm

〇　「瀬取り」カナダと対応（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14641836.html

〇　「この際、日本しか使わないイージスはやめよう」（日経 BP）
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　https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/093000015/

〇　日本が国連安保理の常任理事国になれない理由、それは「３つもある」＝中国報道

（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1693135?page=1

〇　防衛費概算要求、７年連続で過去最大に　「敵基地攻撃」関連兵器も続々（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/58844

〇　漂流船に残された「耳」と血痕…北朝鮮軍「海賊行為」の生々しい証言（Daily NK）

　https://dailynk.jp/archives/134301

〇　どっちが強い？ 空自 F-15J と韓国空軍 F-15K 同じ「イーグル」とはいえない両機を比較（乗りもの

ニュース）

　https://trafficnews.jp/post/100369

〇　「防衛装備庁」発足 5 年 次期戦闘機開発などの取り組み課題に（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201001/k10012642701000.html

〇　中国、北朝鮮への対応重視　新領域で能力強化―防衛省（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020093000927&g=pol

〇　幽霊船ではない。完全自立走行で「大西洋を横断」する次代の船舶モビリティー（Forbes）

　https://forbesjapan.com/articles/detail/37272

〇　常夏通信　その 63　戦没者遺骨の戦後史(9)　硫黄島での宿泊は〝敵国〟米軍宿舎　戸惑

いと興奮で眠れず（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20200930/k00/00m/040/348000c

〇　岸防衛相、初の部隊視察　横須賀の海上作戦センター（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201001/plt2010010004-n1.html

〇　北朝鮮と中国、イランに合同代表団を派遣か…米メディア報道（Daily NK）

　https://dailynk.jp/archives/134316

〇　西方海域で「プレゼンス」示す　海自佐世保の新総監　警戒強化へ（西日本）

　https://www.nishinippon.co.jp/item/n/649929/

〇　岸防衛相、初の部隊視察（共同）

　https://this.kiji.is/684216445142008929

〇　岸防衛相 海自「海上作戦センター」を視察（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201001/k10012643201000.html

〇　釣魚台の領有権を主張 活動家、出航計画するも船長に拒まれる／台湾（フォーカス台湾）

　http://japan.cna.com.tw/news/apol/202010010001.aspx

〇　海自「海上作戦センター」始動 新たに艦隊情報群も（テレビ朝日）

　https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000194493.html
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〇　海自 「海上作戦センター」運用開始 6 つの司令部を集約（テレビ東京）

　https://www.tv-tokyo.co.jp/news/original/2020/10/01/014038.html

〇　独、Ｐ１を候補から除外　「日本と協力欠如で高リスク」―次期哨戒機で（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100100764&g=pol

〇　中国の南シナ海の軍事化、海運に影響　商船は迂回ルート　EEZ 資源搾取の懸念も（大紀

元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2020/10/62893.html

〇　〈独自〉日独外相が急遽電話会談へ　中国との経済関係重視から転換　慰安婦像の撤去も求

める（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/201001/plt2010010039-n1.html

〇　横須賀に海上作戦センター発足　岸防衛相が初視察（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASNB1774KNB1UTFK01P.html

（了）


