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～ 海のＮＥＷＳ（１２月）～
３１（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米軍艦 2 隻が台湾海峡を通過 今年 13 回目(台湾フォーカス)
https://japan.cna.com.tw/news/apol/202012310002.aspx
〇韓国防衛事業庁、ステルス設計と対潜水艦能力を強化した新型護衛艦を海軍に引き
渡し（中央日報）
https://japanese.joins.com/JArticle/273960?servcode=200&sectcode=220
〇米駆逐艦 2 隻が台湾海峡通過、「挑発行為」と中国反発
https://jp.reuters.com/article/taiwan-security-usa-idJPKBN2950EO
３０（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮、1 月初旬に党大会 軍事パレードの実施も準備か（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/ASNDZ33QMNDZUHBI007.html
〇Top Stories 2020: International Naval Operations(USNI)
https://news.usni.org/2020/12/30/top-stories-2020-international-navaloperations#more-82403
２９（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇《独自》「国産トマホーク」開発へ 射程２千キロの新型対艦弾 １２式は１５０
０キロに延伸（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201229/plt2012290001-n1.html
〇「習近平国防法」の成立…強国・強軍を目指す法改正が意味するもの(現代ビジネ
ス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78875
〇Chinese Navy Expanding Bases Near South China Sea(USNI)
https://news.usni.org/2020/12/29/chinese-navy-expanding-bases-near-southchina-sea
２８（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国軍、今年の活動前年比１．５倍 米に対抗、大型艦整備（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122700143&g=int
〇中国、米の台湾関連法成立に反発 「内政干渉やめるべき」（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/usa-trump-china-idJPKBN2920L5
２７（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ドイツ、中国偏重の政策転換 「異質な国」と警戒―多角外交で日本重視（時事通
信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122600115&g=int
〇【政治回顧２０２０】地上イージス断念 迷走した代替案（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201226/plt2012260007-n1.html
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〇尖閣周辺で海保巡視船が中国船の接近阻止 漁船「かつてない危機」（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201227/plt2012270009-n1.html
〇＜独自＞中国の沖ノ鳥島周辺調査、日本の大陸棚延長阻止狙いか 「中国政府が主
導」政府分析（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201227/plt2012270012-n1.html
２６（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇露、最新鋭ステルス機「スホイ５７」が初実戦配備（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201225/wor2012250022-n1.html
〇海外権益防衛で法改正 海警法は来年制定―中国（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122600228&g=int
〇領海侵入、日本漁船に接近 中国公船２隻―沖縄・尖閣沖（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122600201&g=pol
２５（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇韓国軍「竹島の周辺海域で訓練」 日本政府は抗議 中止を要求（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201225/k10012783551000.html
〇ロシア、旧ソ連時代の兵器実験室の利用再開 北極圏の防衛強化（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/idJPKBN28Z0BY
２４（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米軍爆撃機が南シナ海飛行 中ロに「対応措置」か（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201224/wor2012240006-n1.html
〇尖閣周辺の領海を侵犯する｢中国海警｣の正体（東洋経済）
https://toyokeizai.net/articles/-/398181
〇First female commanding officer of an aircraft carrier will helm USS
Lincoln(USNI)
https://news.usni.org/2020/12/23/first-female-nuclear-carrier-co-will-commanduss-abraham-lincoln
２３（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇自衛隊機に緊急発進 「領空接近」でロシア軍機（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122300170&g=int
〇中国とロシア爆撃機、東シナ海と日本海で共同訓練 F-15 が緊急発進(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/130245
〇中ロの爆撃機が日本海と東シナ海上空で“合同監視活動”（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201223/k10012778901000.html
〇中央アフリカに軍派遣 大統領選前、反乱阻止―ロシア（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122300754&g=int
〇トップストーリー 2020: 米海軍作戦(USNI)
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https://news.usni.org/2020/12/22/top-stories-2020-u-s-navy-operations#more82274
〇「北朝鮮へのビラ散布禁止法」成立で米韓同盟の弱体化は必至、元駐韓大使が解説
（diamond）
https://diamond.jp/articles/-/258076
〇米中、台湾海峡に続いて南シナ海でも激しい神経戦（中央日報）
https://japanese.joins.com/JArticle/273675?servcode=A00&sectcode=A00
〇尖閣沖で中国公船２隻が領海侵入、日本漁船に接近…海保巡視船が間に入る（読売
新聞
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201223-OYT1T50113/
〇ロシア 北方領土に新たな"軍事施設"計画…軍人住宅含む 51 棟 軍事拠点化の布石か
（北海道ＵＨＢ）
https://www.uhb.jp/news/single.html?id=17061
〇砕氷艦「しらせ」、昭和基地接岸 CH-101 が隊員・初荷輸送(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/130259
２２（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中露の戦略爆撃機、日本海上空で合同パトロール 昨年に続き２度目（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201222/wor2012220034-n1.html
〇米軍、南シナ海で「航行の自由作戦」 中国は反発（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122200786&g=int
〇インド国防相と電話会談 岸防衛相（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122201074&g=pol
〇馬毛島、ボーリング調査を開始 来年５月末まで―防衛省（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122100784&g=pol
〇中国、海南に次世代空母用ドライドック建設中（中央日報）
https://japanese.joins.com/JArticle/273644?servcode=A00&sectcode=A00
２１（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国の国防大教授が明かす台湾統一への戦略と日程表(JBpress)
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/63326
〇米軍、対中国で「強硬姿勢」 リスク覚悟、前方展開強化―戦略文書（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122000210&g=int
〇米原潜がホルムズ海峡通過 異例の公表、イランけん制（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201222/wor2012220008-n1.html
〇Ｆ２後継機に５７６億円 防衛費、７年連続過去最高―来年度予算案（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020122100298&g=pol
２０（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国、米軍艦航行に反発（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201220/wor2012200012-n1.html
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〇中国空母が台湾海峡航行 米駆逐艦通過に反発（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201220/wor2012200022-n1.html
〇海自ひゅうが、沖ノ鳥島周辺で仏・原潜含め日米仏共同訓練(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/130162
１９（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米駆逐艦が台湾海峡を通過（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201219/wor2012190010-n1.html
〇米軍艦が台湾海峡を通過 今年に入って 12 回目（フォーカス台湾）
http://japan.cna.com.tw/news/apol/202012190002.aspx
〇中国海軍、瀬取り監視を牽制 増強裏付け、包囲網に警戒（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201219/plt2012190006-n1.html
１８（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国、27 年に米軍並み軍事力に アジアで新目標、台湾へ接近阻止(共同通信)
https://this.kiji.is/712577681515446272
〇中国軍が高官協議を無断欠席 米インド太平洋軍「約束尊重せぬ」（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201218/wor2012180017-n1.html
〇太平洋島しょ国海底ケーブル事業、米が中国企業の参加警戒＝関係筋（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/china-pacific-idJPKBN28S0OG
〇米、核関連機関にもハッキング 少なくとも 6 省庁で被害(共同通信)
https://this.kiji.is/712557230205632512
〇台湾最新のステルス哨戒艦、中国は「ヘリ 1 機で沈没させられる」と一蹴
(Nesweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/12/1-178.php
〇陸上イージス代替艦導入 「敵基地攻撃」議論は棚上げ―閣議決定（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121800540&g=pol
〇国産ミサイル能力、大幅拡大 長射程化、対地攻撃も―代替イージス「常時監視」
困難（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121801065&g=pol
〇［深層ＮＥＷＳ］イージス・システム搭載艦、小野寺五典氏「ミサイル防衛に専門
的に対応」（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201218-OYT1T50284/
１７（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○U.S. Maritime Strategy: Advantage at Sea(USNI)
https://news.usni.org/2020/12/17/u-s-maritime-strategy-advantage-at-sea
〇New U.S. Maritime Strategy Sets Sights on China(USNI)
https://news.usni.org/2020/12/17/new-u-s-maritime-strategy-sets-sights-on-china
〇防衛費５兆３４００億円 過去最大、Ｆ１５改修先送り―政府調整（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121701037&g=pol
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〇ロシアが衛星攻撃兵器実験 今年３回目―米宇宙軍が発表（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121700214&g=int
〇退職自衛官４６人に大学進学支援 即応予備登録で年２４万円 来年度予算で（産
経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201217/plt2012170023-n1.html
〇海自艇と貨物船の衝突事故「連絡取らず、互いが接近する方向に舵」…運輸安全委
（読売新聞）
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201217-OYT1T50106/
〇菅政権の「ヤバすぎる決断」、またアメリカに大金を支払うことに…
イージス・アショア代替策の末路(現代ビジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78434
１６（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇朝鮮戦争 中国参戦 70 年の関連行事 中朝友好を強調(ＮＨＫ)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201216/k10012767761000.html
〇ロシア製ミサイル制裁「抑制的」 米政権、トルコに配慮（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121501021&g=int
〇中国を封じ込める「海の長城」構築が始まった(Nesweek)
https://news.yahoo.co.jp/articles/133c1061246a7e1b4bfcae32354b91494379e44b
１５（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇北朝鮮が軍事演習を開始=韓国(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/politics/202012158020495/
〇米国防省、トルコ国防当局者に制裁 ロシア製ミサイル配備で（ロイター）
https://www.bbc.com/japanese/55284806
〇日ブラジルが防衛協力 中国けん制、１５日に覚書署名へ（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121400599&g=int
〇台湾で新造軍艦２隻引き渡し 中国圧力を牽制（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201215/wor2012150029-n1.html
〇ドイツの軍艦派遣「強く支持」 岸防衛相、共同訓練に期待（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121501096&g=int
１４（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇岸防衛相「領土、断固守り抜く」 防衛相協議で中国をけん制（毎日新聞）
https://mainichi.jp/articles/20201214/k00/00m/030/263000c
〇中国軍はいずれ米軍を凌ぐ＝米参謀本部議長(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/world/202012148016949/
〇中国国防相「主権と海洋権益守る決意揺るがず」 尖閣めぐり強調（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201214/wor2012140023-n1.html
１３（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
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〇インド太平洋に軍艦派遣＝独国防相―中国警戒、自衛隊と訓練も・岸防衛相と討論
へ（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121300103&g=int
〇オホーツク海から発射実験、ロシア原潜、ＳＬＢＭ４発（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201213/wor2012130013-n1.html
〇通商協定なしなら「海軍が海域警備」方針、英政府案に与党からも反発(BBC)
https://www.bbc.com/japanese/55291072
〇《独自》北極研究船の建造に本格着手 航路で存在感高める中国を牽制 政府３３
５億円投入（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201213/plt2012130001-n1.html
〇政府、F15 改修予算見送り 初期費用の大幅増受け(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/politics/202012138015365/
１２（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇アングル：防衛支援は継続か、バイデン氏の出方に気をもむ台湾(ロイター)
https://jp.reuters.com/article/taiwan-biden-china-idJPKBN28L0GI
〇垂秀夫・駐中国大使が着任「是々非々で安定した関係を」（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201211/wor2012110038-n1.html
〇米 国防予算 議会通過 トランプ大統領の動向が焦点（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201212/k10012760251000.html
１１（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
○台湾 対艦ミサイル搭載できる巡視船を配備（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201211/k10012759241000.html
〇米 U-2 偵察機が中国の防空識別圏に進入、台湾への軍事行動を牽制(Nesweek)
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/12/u-2.php
〇ロシア海軍、NATO 加盟国と共同訓練へ 10 年ぶり（AFP）
https://www.afpbb.com/articles/-/3320759
〇「戦狼外交」の本質は「中国脅威論」の焼き直し 中国外交部(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3320885
〇海自の中東派遣、１年延長 防衛相「緊張状態が継続」―政府（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121100621&g=pol
〇中国公船が尖閣周辺に領海侵入、官邸対策室を設置（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201209/plt2012090007-n1.html
〇米軍駐留費、交渉越年へ 次期政権と仕切り直し（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121101057&g=pol
〇陸自と海自、鹿児島県内の新型コロナウイルス患者空輸に対応(flyteem)
https://flyteam.jp/news/article/129942
〇海自護衛艦「しまかぜ」衝突事故 自衛官を書類送検（ＭＢＣ南日本放送）
https://www.mbc.co.jp/news/article/2020121100046345.html
〇造船所「浦賀ドック」跡地 住友重機が横須賀市に譲渡へ（テレビ神奈川）
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https://news.yahoo.co.jp/articles/d3f7849149377a9f8fc6fba6986533469d084e7c
〇Statement From Deputy Secretary of Defense David L. Norquist on the
Department of the Navy's Report to Congress on the Annual Long-Range Plan
for Construction of Naval Vessels(U.S DEPT OF DEFENCE)
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2442969/statementfrom-deputy-secretary-of-defense-david-l-norquist-on-the-department-o/
１０（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ASEAN と日米中など拡大国防相会議 共同宣言は米中双方に配慮（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201210/k10012757221000.html
〇中国の「戦狼外交」、欧米が協調して立ち向かう必要＝ＥＵ大使（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/china-eu-usa-idJPL4N2IQ1UU
〇ロシア、アフリカ海域で存在強化 スーダンに海軍拠点（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020121000841&g=int
０９（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇新型ミサイル長距離射程、敵地攻撃能力を意図せず＝官房長官（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/kato-missile-idJPKBN28J0AT
〇新型地対艦ミサイルに３３５億円 対中けん制、予算大幅増―防衛省（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120801124&g=pol
〇フランス、次期空母も原子力艦 「戦略的自立の要」(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/201209/wor2012090003-n1.html
〇巡航ミサイル対処可能に 陸上イージス代替艦―政府案の全容判明(産経新聞)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120801206&g=pol
〇航行の自由の重要性確認 南シナ海情勢で―ＡＳＥＡＮ国防相会議（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120901117&g=int
〇米国防総省 21 世紀半、中国は有事で米国を負かす可能性（sputnik）
https://jp.sputniknews.com/world/202012098005033/
〇「膨張する習近平政権」と向き合うために、歴史から学べること 歴史から見えて
きた、現代中国の諸相(現代ビジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77879
０８（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米知日派「アーミテージ・ナイ報告」 ファイブアイズへの日本参加促す(産経新
聞)
https://www.sankei.com/world/news/201208/wor2012080018-n1.html
〇英国の最新空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が隊列から離脱(sputnik)
https://jp.sputniknews.com/europe/202012088001021/
〇岸防衛相「近く馬毛島海洋調査」 着実に推進（産経新聞）
https://www.sankei.com/politics/news/201208/plt2012080018-n1.html
〇北海道旭川市に自衛官派遣 新型コロナ対応 大阪府は週内に決定（産経新聞）
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https://www.sankei.com/politics/news/201208/plt2012080031-n1.html
〇真珠湾攻撃で零戦隊を率いた指揮官が語り遺した「日本人不信」の理由(現代ビジネ
ス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77947
０７（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇世界の兵器市場、米中が上位に トップ 25 に初の中東企業(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3319982
〇地対艦弾の開発費、大幅増額へ 政府、南西諸島防衛を強化(共同通信)
https://www.47news.jp/politics/5580177.html
０６（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇中国、南シナ海に病院船配備 「国際貢献」誇示狙う（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120500379&g=int
〇ロシアは北極圏と北部の領土を「開発」する=プーチン大統領（sputnik）
https://jp.sputniknews.com/politics/202012067996269/
０５（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇米国防総省高官、中国に勝つために AI 活用を提言 国外基地縮小も(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3319791
〇米軍ソマリア撤退を命令 トランプ氏、約 700 人(共同通信)
https://www.47news.jp/world/5570383.html
０４（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇国防権限法の最終案、在ドイツ米軍や基地名巡りトランプ氏に抵抗（ロイター）
https://jp.reuters.com/article/usa-defense-congress-idJPKBN28E08P
〇物議醸した豪州兵士への中傷投稿、背後にある中国の長期戦略とは（ＣＮＮ）
https://www.cnn.co.jp/world/35163349.html
〇追い込まれた習近平…「理性的な対話」を放棄して、尖閣をマジで狙いにきた(現代
ビジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77983
０３（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇豪州、米と極超音速ミサイル開発へ中国念頭、数カ月以内に発射実験（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201202/wor2012020031-n1.html
〇日本とも連携強化 対中国戦略で―ＮＡＴＯ（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120300830&g=int
〇中国軍需企業による買収阻止 衛星・５Ｇ関連会社―独（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120301163&g=int
〇シュライバー元米国防次官補「台湾を失えば沖縄防衛が困難に」（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201203/wor2012030031-n1.html
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〇地上イージス代替策を協議 政府が NSC4 大臣会合（日経新聞）
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66965920T01C20A2PP8000
〇海自と海保 災害に備えて訓練 艦船⇒巡視艇 給油を公開 広島（中国放送）
https://news.yahoo.co.jp/articles/512dfe7b4b04651e454f2ed2a4773a8cefafdd82
０２（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇ロシアが北方領土へミサイルシステム配備日本政府は繰り返し抗議（Parstoday）
https://parstoday.com/ja/news/japan-i68439
〇ＮＡＴＯは対中政策強化を 外相理、改革案を協議(産経新聞)
https://www.sankei.com/world/news/201202/wor2012020020-n1.html
〇北朝鮮の石炭密輸で中国に調査求める 国連 専門家パネル責任者(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201202/k10012741651000.html
〇米、中国の対北制裁違反は「目に余る」…北の船が中国入り１年間で５５５回(読
売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/world/20201202-OYT1T50129/
〇北朝鮮、また軍事パレード準備中…バイデン米次期政権向けか（中央日報）
https://japanese.joins.com/JArticle/272908?servcode=500&sectcode=500
〇米、制裁逃れ情報に報奨金 対北朝鮮、中国の関与を批判(共同通信)
https://this.kiji.is/706647727073182817
〇ＩＨＯ新海図、海域の数字表記が確定（Parstoday）
https://parstoday.com/ja/news/japan-i68426
〇海洋国家の国際会議 海洋区域を保全する初の首脳文書を発表(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201202/k10012742081000.html
〇意外と日本はやりやすいかも…バイデン新政権の対中警戒外交を読む
中国が世界を支配するための２つの道筋(現代ビジネス)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77876
〇SECNAV Announces the Return of the U.S. Atlantic Fleet, Focus Will be on
Russian Threat(USNI)
https://news.usni.org/2020/12/02/secnav-announces-the-return-of-the-u-satlantic-fleet-focus-will-be-on-russian-threat
０１（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
〇スーダンめぐり米露綱引き 近隣ジブチには中国軍基地 紅海周辺で強まる角逐
（産経新聞）
https://www.sankei.com/world/news/201201/wor2012010029-n1.html
〇ロシアが米に対し、欧州への核兵器配備について警告（Parstoday）
https://parstoday.com/ja/news/world-i68415
〇ロシア軍 北方領土で地対空ミサイル「S300」の訓練を初実施（ＮＨＫ）
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201201/k10012741251000.html
〇火災の強襲揚陸艦、修理断念 米海軍に大きな痛手（時事通信）
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120100345&g=int
〇タレス、蘭ダーメン・スヘルデ海軍造船社とドイツへ納入する多用途戦闘艦
MKS180 の建造で協業(AFP)
https://www.afpbb.com/articles/-/3318980

