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～海の News（令和３年１月）～

３１（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　バイデン政権が新しく作ったポストは、対中政策転換のシグナルか（GLOBE+）

　https://globe.asahi.com/article/14145262

○　米軍、南シナ海での中国軍機飛行を批判（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-china-military-idJPL4N2K504Q

○　【新聞に喝！】中国海警法の危険性、もっと報道を　ブロガー・投資家・山本一郎（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210131/clm2101310004-n1.html

○　海自の護衛艦「せとぎり」が海賊取締りでソマリア沖へ（ABC）

　https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_9409.html

○　空母「クイーン・エリザベス」イギリス海軍の新たな旗艦へ就役（乗りものニュース）

　https://trafficnews.jp/post/104213

○　護衛艦「せとぎり」　海賊対策でソマリア沖に向け出港　舞鶴（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210131/k00/00m/040/065000c

○　海上自衛隊の護衛艦「せとぎり」がソマリア沖へ派遣（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/138065

○　中国が、米国空母への攻撃をシュミレーション（ParsToday）

　https://parstoday.com/ja/news/asia-i70734

○　台湾に対する中共の危険な新作戦【チャイナ・アンセンサード】（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2021/01/47513/

３０（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　米露核軍縮延長　新たな枠組み構築への一歩に（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210129-OYT1T50263/

○　【視点】尖閣　自由対独裁の戦場だ（八重山）

　http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/14360

○　蒙古軍船と北朝鮮工作船…日本侵入の企てを造船の科学技術から読み解く（現代ビジネス）

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79704

〇　日本、日米電話首脳会談後「自由で開かれたインド太平洋」の継承に満足（ハンギョレ）

　http://japan.hani.co.kr/arti/international/39003.html

○　中国念頭に日米豪印「クアッド」強化表明　サリバン米大統領補佐官（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210130/k00/00m/030/044000c
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○　日米豪印協力は「インド太平洋政策の礎」…米「中国の攻撃的な姿勢に立ち向かう」（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20210130-OYT1T50090/

○　【独占】中共は台湾への威嚇を止めない（看中國）

　https://www.visiontimesjp.com/?

p=14144&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=  【独占】中共は台湾への威嚇を止

めない

○　日本はなぜ尖閣問題における米国の後ろ盾確保を急ぐのか―香港メディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b870487-s0-c10-d0135.html

○　中国軍機の台湾識別圏進入、米空母へ威嚇目的か　大統領補佐官「ウイグル、台湾への対

価払わせる」（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210130/for2101300002-n1.html

○　自民外交部会「中国への言及抜くな」日米首脳協議の発表に批判（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE301TC0Q1A130C2000000/

○　海上自衛隊 P-1哨戒機　グアムでの多国間共同訓練「シードラゴン 2021」を終了（おたくま経

済新聞）

　https://otakei.otakuma.net/archives/2021013004.html

○　中国・海警法に日本政府懸念　「日米安保適用」も領海侵入常態化（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210130/plt2101300004-n1.html

○　日米豪印の連携強化を表明　米大統領補佐官「中国に対抗」念頭に（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210130/k00/00m/030/117000c

○　比とベトナム、中国海警法に猛反発　「戦争を仕掛けるという脅迫だ」（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210130/wor2101300013-n1.html

２９（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　社説　新政権下の日米関係　地域の安定を築く同盟に（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210129/ddm/005/070/101000c

○　日米電話会談　同盟深化へ意思疎通重ねたい（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210128-OYT1T50335/

○　【主張】日米首脳電話会談　なぜ「中国」を発信しない（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210129/clm2101290004-n1.html

○　（社説）日米首脳協議　国際協調　共に立て直せ（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14781004.html

○　米、南シナ海で中国に対抗　フィリピン・豪と外相協議（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN28FEU0Y1A120C2000000
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○　「中露の脅威」という現実…バイデン政権はトランプ時代よりも分断を生むのか（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79578

○　バイデン米政権の「戦略的忍耐」　不明瞭で中国をつけあがらせないか（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/business/news/210129/bsm2101290559003-n1.htm

○　米軍が佐世保・崎辺東地区を返還　防衛省、艦船施設整備へ（西日本）

　https://www.nishinippon.co.jp/item/n/685650/

○　バイデン政権、「対中」で日本と足並み　FOIP 継承（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASP1Y00KWP1XUTFK00Q.html

○　バイデン政権も連日中国叩き…「米中は最も重要な関係」だが「戦略的競争相手」（ハンギョ

レ）

　http://japan.hani.co.kr/arti/international/38989.html

○　［寄稿］完成直前の「金正恩の核ドクトリン」（ハンギョレ）

　http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/38992.html

○　日米首脳電話会談、対中足並み乱れ回避　「インド太平洋」の意義説得（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210129/mca2101290629006-n1.htm

○　安保・環境で連携確認　逆風五輪、話題に上らず―日米首脳が電話会談（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012801351&g=soc

○　豪州は「東シナ海で合同演習強化を」　山上新大使が期待―地元紙インタビュー（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012900275&g=pol

○　中共は米中首脳会談を模索 政府高官の訪問を計画 【禁聞】（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2021/01/47428/

○　米中関係は「多次元方程式」に、日本外交のサバイバル戦略は？（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95510.php

○　日英 2プラス 2、2 月 3 日にテレビ会議（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE2915S0Z20C21A1000000/

○　中国が台湾を脅迫 米国防総省「安全保障の約束を履行する準備がある」（フォーカス台湾）

　https://japan.cna.com.tw/news/apol/202101290002.aspx

○　日英 外務・防衛の閣僚協議 テレビ会議形式で来月開催へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210129/k10012838991000.html

○　国防部が警告、「台湾独立」は戦争を意味する（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2021/0129/c94474-9814377.html

○　釣魚島問題、日本が安心を求め米国に日米安保条約適用を確認（中国網）

　http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2021-01/29/content_77168818.htm
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○　米日豪印が反中同盟にならない 2つの理由＝米誌（中国網）

　http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2021-01/29/content_77168864.htm

○　日本、中国の南シナ海の領海主張を拒否　国連あてに文書提出（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2021/01/67810.html

○　中国、台湾独立は「戦争を意味する」　アメリカは台湾支援を約束（BBC）

　https://www.bbc.com/japanese/55851355

○　＜独自＞中国軍機、米空母威嚇が目的　台湾識別圏進入で国防部関係者（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210129/wor2101290026-n1.html

○　｢反中姿勢はトランプ並み｣バイデン新政権を注視する中国の焦り（プレジデント）

　https://president.jp/articles/-/42829

○　米国防総省 中国側“台湾独立は戦争を意味”発言をけん制（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4186242.html

○　中国、３隻目の強襲揚陸艦が進水　台湾侵攻視野に急速整備（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012901190&g=pol

○　中国海警法への対応協議　政府が NSC4 大臣会合（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE29BY70Z20C21A1000000/

○　自民外交部会「なぜ『中国』抜くのか」　日米首脳会談の報道発表批判（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210129/plt2101290037-n1.html

○　シードラゴン 2021終了、5カ国の海軍種航空部隊が訓練（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/130789

○　政府 NSC の 4 大臣会合 尖閣諸島含む東アジアの安保情勢を議論か（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210129/k10012840711000.html

２８（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　菅首相、バイデン大統領と電話協議（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/010/003000c

〇　菅首相、バイデン米大統領と初の電話会談…「自由で開かれたインド太平洋」推進へ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210128-OYT1T50038/

〇　日米同盟強化を確認へ　両首脳が初の電話協議（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE27E580X20C21A1000000

〇　海自中東派遣「異常なし」１年　なし崩し延長、現場不満（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210128/ddm/002/010/085000c

〇　首相がバイデン大統領と電話会談、「自由で開かれたインド太平洋」推進で一致（読売）
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　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210128-OYT1T50139/

〇　「中国の脅威に対抗」　次期米国連大使、国際協調に転換（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN27E180X20C21A1000000

〇　日米首脳が電話会談、同盟強化で一致　菅首相の早期訪米へ調整（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/japan-usa-suga-biden-idJPKBN29W2IJ

〇　日米首脳が初の電話会談、同盟強化や尖閣防衛など協議（Bloomberg）

　https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-01-27/QNLQN9DWX2PY01

〇　海自配備 抑止力向上に貢献　尖閣 実効支配強化策を　エルドリッヂ氏（八重山）

　http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/14328

〇　【主張】米露の延長合意　中国なき核軍縮は疑問だ（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210128/clm2101280003-n1.html

〇　イージス・アショア、血税を吹き飛ばし「無用の長物」と化す危険性（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79643

〇　米超え「世界最強軍隊」目標　著名な軍人明言、党もお墨付き（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210128/mcb2101280616003-n1.htm

〇　同盟重視、問われる具体像　菅首相と初の電話会談―バイデン米政権（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012800363&g=pol

〇　【バイデン新政権】日米電話会談　「日本に拡大抑止提供」を明言（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210128/wor2101280004-n1.html

〇　アメリカ 国連大使候補「中国の行動は世界の脅威」（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210128/k10012836591000.html

〇　日米首脳、気候変動・コロナで連携　首相訪米「可能な限り早期に」―初の電話会談（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012800030&g=pol

〇　【社説】文大統領が中国共産党を称賛、中国海軍は連日西海で圧力（朝鮮日報）

　http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/01/28/2021012880031.html

〇　バイデン氏「核の傘」提供　日米首脳会談で意向　気候変動サミットにも招待（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210128/plt2101280007-n1.html

〇　菅首相 バイデン大統領就任後初の電話会談 日米同盟強化で一致（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210127/k10012836451000.html

〇　米新政権 対中国 温暖化対策協力も他の問題で譲歩せず（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210128/k10012836611000.html

〇　中国海警法「違法操業の外国船舶に武器使用可能」（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274945?servcode=A00&sectcode=A00
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〇　田中角栄逮捕の裏側―明るみにされた策士キッシンジャーの権謀術数の数々（日刊サイ

ゾー）

　https://www.cyzo.com/2021/01/post_266544_entry.html

〇　バイデン政権の核合意復帰をめぐり一触即発のイランとイスラエル（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95511.php

〇　第１次上海事変記した将校の日記（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20210128/3020007243.html

〇　中国の南シナ海領有権否定　「インド太平洋」同盟国と連携―米国務長官（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012801025&g=int

〇　バイデン外交　対中シフト鮮明　政権１週間　問われる実践（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210128/wor2101280014-n1.html

〇　中国、台湾独立は「戦争を意味する」　支持勢力の挑発けん制（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2K32OP

〇　中国軍演習 台湾上陸想定か 米新政権へ対決姿勢（テレ朝）

　https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000205449.html

〇　台湾の研究者が台湾をめぐる今後の米中関係について懸念（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2021/01/47408/

〇　中国外務省、米長官の南シナ海発言に不快感（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012801224&g=int

〇　日米安保条約は「冷戦の産物」　中国が日米首脳会談に反発（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210128/wor2101280021-n1.html

〇　米国務長官“中国の南シナ海権益主張は違法”関係国と連携強化（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210128/k10012837271000.html

〇　米政権、中国の領有権巡る主張受け入れず－アジア同盟国と電話協議（Bloomberg）

　https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-01-28/QNMY0JDWRGG101

〇　中国軍が南シナ海で軍事演習 バイデン新政権けん制か（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4185397.html

〇　日米首脳電話会談　対中足並み乱れ回避　「インド太平洋」の意義説得（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210128/plt2101280033-n1.html

２７（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　中国の台湾威嚇　米新政権を試す露骨な挑発だ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210126-OYT1T50278/

〇　【主張】米の対中政策　戦略的忍耐では生ぬるい（産経）
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　https://www.sankei.com/column/news/210127/clm2101270003-n1.html

〇　両軍に負傷者か、中印国境で緊張続く　中国は実効支配進める動きも（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/82255

〇　【日本の選択】日米安保で尖閣適用確認も…祖国防衛は「自国は自国で守り抜く」気概持っ

てこそ（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210127/pol2101270004-n1.html

〇　米露、新ＳＴＡＲＴ５年延長で合意　戦略兵器削減条約、土壇場で失効回避（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210127/wor2101270002-n1.html

〇　韓国白リョン島４０キロ手前まで接近…中国軍艦、あからさまに西海を威嚇（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274856?servcode=A00&sectcode=A30

〇　ブリンケン国務長官を上院承認　バイデン新政権、外交・安保チーム本格始動へ（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210127/wor2101270009-n1.html

〇　有事の際に韓半島を狙う中国北海艦隊、空母に原子力潜水艦も４隻（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274859?servcode=A00&sectcode=A30

〇　米露首脳が電話会談　新ＳＴＡＲＴ延長手続き早期完了を確認（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210127/wor2101270014-n1.html

〇　ＥＥＺもまだ確定できていない韓中、複雑に絡まり合った境界線は時限爆弾（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274865?servcode=A00&sectcode=A30

〇　米国務長官就任 茂木外相と電話会談 同盟強化 緊密連携で一致（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210127/k10012834901000.html

〇　日米外相が電話会談、同盟強化や「自由で開かれたインド太平洋」推進で一致（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210127-OYT1T50069/

〇　茂木氏の早期訪米調整　日米外相が電話　同盟強化を確認（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE270LK0X20C21A1000000

〇　米大統領、安保強化へ協力姿勢　ＮＡＴＯ事務総長と電話会談（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012700374&g=int

〇　インド太平洋構想実現へ「緊密な連携」確認　日米外相協議（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210127/k00/00m/030/051000c

〇　習近平国家主席のブレーン｢バイデンの対中姿勢はトランプと同じ｣と断定。日本のスタンス難

しく（BUSINESS INSIDER）

　https://www.businessinsider.jp/post-228618

〇　「日清戦争当時のように」…中国海軍に韓半島が不安な理由（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274884?servcode=A00&sectcode=A30

〇　日本が南シナ海と尖閣の問題を騒ぎ立てバイデン氏をテスト―中国専門家（RecordChina）
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　https://www.recordchina.co.jp/b869922-s0-c10-d0054.html

〇　バイデン大統領 NATO トップと電話会談 NATO 重視の姿勢示す（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210127/k10012835141000.html

〇　バイデン政権 前政権で関係悪化のパレスチナとの関係修復へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210127/k10012835311000.html

〇　バイデン政権の対中政策で「戦略的忍耐」復活か　オバマ政権時代の外交失策を象徴　識者

「政権の本音が出た可能性」（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210127/for2101270006-n1.html

〇　米ロ首脳、新ＳＴＡＲＴ延長で原則合意　唯一の核軍縮枠組み維持（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012700180&g=int

〇　「バイデンはトランプと同じく敵対的」──中国主要メディアが一斉に警告（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95500.php

〇　米新政権に求められる対中政策の一貫性（日経 BP）

　https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/world/00323/

〇　「中国の核」棚上げの新ＳＴＡＲＴ延長　協議停滞なら脅威は増大（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210127/wor2101270033-n1.html

〇　アメリカ空母打撃群が南シナ海入り 艦載機の発着艦訓練も実施（乗りものニュース）

　https://trafficnews.jp/post/104088

〇　インド、ロシアでミサイル演習　年内導入に 100 人派遣へ（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM26C5M0W1A120C2000000

〇　中国の台湾部門報道官、武力行使辞さずと警告　南シナ海では軍事演習（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210127/wor2101270036-n1.html

〇　茂木外相、米国務長官と３０分間電話会談…「思いやり予算」交渉加速で一致（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210127-OYT1T50182/

〇　比大統領府、中国の海警法が「国際法違反」と批判（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2021/01/67750.html

２６（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　対中外交の鍵を握るカート・キャンベル氏とは（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21961

〇　社説／英国、ＴＰＰ加盟申請へ　米中以外で陣容拡大も選択肢（日刊工業）

　https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00586307

〇　【主張】中国の台湾威嚇　日米同盟で「抑止」を図れ（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210126/clm2101260003-n1.html
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〇　中国 習国家主席 “新冷戦は分裂招く” 米バイデン政権けん制（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210126/k10012833061000.html

〇　「辺野古が唯一の解決策」日米防衛相・再確認（Economnic News）

　http://economic.jp/?p=91835

〇　インドは、中国共産党の脅威に対抗して、国境東側での軍隊を 1万人増やす（看中國）

　https://www.visiontimesjp.com/?p=13933&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=

インドは、中国共産党の脅威に対抗して、国境東

〇　「対中国、戦略的競争と忍耐で」　米大統領報道官（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2603G0W1A120C2000000

〇　米大統領報道官「対中政策変わらず」強調　「戦略的忍耐」に言及も（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210126/wor2101260013-n1.html

〇　メルケル独首相とバイデン米大統領が電話会談　「同盟で責任担う」（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210126/wor2101260014-n1.html

〇　ＥＵ外相理事会に茂木外相も参加　インド太平洋へのＥＵ関与確認（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210126/wor2101260016-n1.html

〇　米露、新 START 延長に向け作業開始（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210126/mcb2101260949016-n1.htm

〇　トランスジェンダー米軍入隊を容認　バイデン氏が大統領令署名（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210126/k00/00m/030/044000c

〇　新ＳＴＡＲＴ、米ロ高官が延長に向け電話会談＝メディア（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/russia-usa-security-idJPL4N2K10EP

〇　「在韓米軍Ｕ－２Ｓ偵察機が南シナ海進入」＝香港メディア（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274836?servcode=A00&sectcode=A00

〇　バイデン政権の対中姿勢に不安　「インド太平洋調整官」就いたキャンベル氏は本当に「反

中・親日」か（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210126/for2101260001-n1.html

〇　中国、今週南シナ海で軍事演習実施へ（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/southchinasea-china-drills-idJPL4N2K115O

〇　バイデン新政権 対中強硬路線を維持　米報道官「戦略的忍耐を持ち対応」（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/135823

〇　大前研一氏　歴史を鑑として「習近平氏のヒトラー化」に警戒せよ（NEWS ポストセブン）

　https://www.news-postseven.com/archives/20210126_1630235.html?DETAIL

〇　トランプ氏の反共産主義の業績（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2021/01/67468.html
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〇　「すべての人を包み込み、アメリカは強くなる」 トランスジェンダーの軍入隊を容認　バイデン

政権が示した決意（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/82166

〇　習主席「新冷戦は分断招く」と米国をけん制　サキ報道官「中国は我を通している」（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210126/k00/00m/030/151000c

〇　ホワイトハウス報道官 対中国で対抗姿勢 「同盟国などと協議」（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210126/k10012833191000.html

〇　中国 習主席 バイデン政権をけん制「内政干渉すべきではない」（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210126/k10012833461000.html

〇　グレーゾーン対処の法整備を　中国海警法めぐり自民会合で意見相次ぐ（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210126/plt2101260050-n1.html

２５（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　中国の宇宙開発　「囲い込み」の発想は脅威だ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210124-OYT1T50117/

〇　バイデン政権の外交戦略、「日韓との核シェアリングもあり得る」（日経 BP）

　https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/012200037/

〇　【独自】中国船２００隻が台湾の離島集結、海底の砂吸い上げる…砂浜みるみる消失（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20210124-OYT1T50138/

〇　防衛施設周辺を「注視区域」指定　外資土地買収対策で法案概要判明（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210125/mca2101250637006-n1.htm

〇　中国、外国船舶への武器使用を許可　全人代が法案可決（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/china-coastguard-law-idJPL4N2K007S

〇　水陸機動団、第31海兵機動展開隊と沖縄で共同訓練 1月 28日から（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/130684

〇　警戒せよ！日米が 3日間に 2回も尖閣に言及―中国メディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b869455-s0-c10-d0054.html

〇　米新政権、対中抑止を維持するだろう＝中国のアナリスト（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/world/202101258103952/

〇　米国の軽視を懸念　日本が米新政権高官と釣魚島問題を言及（中国網）

　http://japanese.china.org.cn/photos/2021-01/25/content_77151072.htm

〇　中国、「米台連携」のバイデン新政権を値踏みか　台湾の防空識別圏に戦闘機など２８機進

入、併合のチャンス見極めか（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210125/for2101250003-n1.html

http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210125/for2101250003-n1.html
http://japanese.china.org.cn/photos/2021-01/25/content_77151072.htm
https://jp.sputniknews.com/world/202101258103952/
https://www.recordchina.co.jp/b869455-s0-c10-d0054.html
https://flyteam.jp/news/article/130684
https://jp.reuters.com/article/china-coastguard-law-idJPL4N2K007S
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210125/mca2101250637006-n1.htm
https://www.yomiuri.co.jp/world/20210124-OYT1T50138/
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/012200037/
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210124-OYT1T50117/
https://www.sankei.com/politics/news/210126/plt2101260050-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210126/k10012833461000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210126/k10012833191000.html
https://mainichi.jp/articles/20210126/k00/00m/030/151000c
https://www.tokyo-np.co.jp/article/82166


３．２．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

〇　欧州世論調査「米中対立、アメリカ支持は約 2割」（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95478.php

〇　【再起動　バイデンと世界】台湾　正念場の自力外交　見えぬ米政権の本音（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210125/wor2101250025-n1.html

〇　アメリカ海軍セオドア・ルーズベルト空母打撃群が南シナ海入り（おたくま経済新聞）

　https://otakei.otakuma.net/archives/2021012511.html

〇　茂木外相、ＥＵ外務理事会で「インド太平洋」訴え　欧州でも定着する中国の脅威（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210125/plt2101250038-n1.html

〇　EU に「インド太平洋」連携呼びかけ　外務理事会に日本初出席（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE242QF0U1A120C2000000

〇　茂木外相「自由で開かれたインド太平洋の実現を」（NHK）

　https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/52415.html

〇　「インド太平洋」で連携訴え　ＥＵ理事会に初出席―茂木外相（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012500863&g=pol

〇　茂木外相「自由で開かれたインド太平洋の実現を」EU理事会で（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210125/k10012832931000.html

〇　台湾が駆逐した中国の海砂採取船、2020 年は約 4000隻（AFP）

　https://www.afpbb.com/articles/-/3328287

〇　南シナ海の米軍事行動「平和に資さず」、中国が反発（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/china-usa-security-idJPL4N2K03KL

２４（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　海警法成立で中国警備船が武器使用可に、尖閣巡る争いが激烈化ー米華字メディア

（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b869235-s0-c10-d0142.html

〇　韓国が計画中の軽空母、「高宗の虚勢を想起させるショー」と主要紙が酷評、日本への「幼稚

な競争心理」とも（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b868816-s0-c10-d0059.html

〇　武器使用が可能となる中国公船に対して日本が準備すべきこと【コメントライナー】（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012200671&g=int

〇　軍拡を進める中国を止めるには､日本が世界平和の旗振り役になるしかない（PRESIDENT）

　https://president.jp/articles/-/42437

〇　「尖閣は安保５条の対象」米国防長官が確認…岸防衛相と電話会談、早期訪日の意向（読

売）
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　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210124-OYT1T50049/

〇　「オスプレイ」って危ないの？ 実はヘリよりも墜ちにくい機体 過去の事故原因と対策（乗りものニュー

ス）

　https://trafficnews.jp/post/103986

〇　尖閣に安保条約適用を確認　日米防衛相が電話協議（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE240BP0U1A120C2000000

〇　【日曜に書く】論説委員・川瀬弘至　自衛隊ヘイトを乗り越えて（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210124/clm2101240004-n1.html

〇　尖閣、安保条約適用を確認　日米防衛相が初の電話会談（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210124/plt2101240002-n1.html

〇　日米安保、尖閣に適用　駐留費早期合意目指す―防衛相電話会談（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012400152&g=pol

〇　米英首脳が電話会談 ”同盟関係 深めていくことを確認”（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210124/k10012830581000.html

〇　海自、伊勢湾で機雷戦訓練 アメリカ海軍も参加で掃海特別訓練も（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/130649

〇　日米合同訓練、緊急事態宣言中の沖縄で 2700人参加へ　陸自「コロナ対策徹底」　／沖縄

（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210124/rky/00m/040/014000c

〇　米国務省 中国に台湾への圧力停止要求 前政権方針継続の姿勢（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210124/k10012830721000.html

〇　就任当日から批判されるバイデン氏　同盟国からは「失望」の声も（看中國）

　https://www.visiontimesjp.com/?p=13910&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=

就任当日から批判されるバイデン氏　同盟国から

〇　日米防衛相が電話協議、尖閣への日米安保 5条適用を確認（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210124/k00/00m/030/099000c

〇　日米防衛相が電話会談 “尖閣諸島への日米安保条約適用”確認（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210124/k10012830601000.html

〇　尖閣にも日米安保の適用確認、日米防衛相が電話会談…「いかなる一方的な行動」にも反対

（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210124-OYT1T50082/

〇　対中ロ、「電子戦」強化急ぐ　陸自、１年で７拠点に新部隊―九州・沖縄と北海道重視（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012400090&g=pol

〇　中国軍機 28機、台湾南西部の防空識別圏に進入　異例の規模、米国反発（毎日）
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　https://mainichi.jp/articles/20210124/k00/00m/030/151000c

〇　中国軍機、15機飛来 過去4カ月の最多更新／台湾（フォーカス台湾）

　https://japan.cna.com.tw/news/apol/202101240005.aspx

〇　バイデン政権、台湾との関係強化を明言　トランプ氏の対中強硬路線を継承、圧力を非難（東

京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/81836

２３（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　中国「海警法」成立 尖閣諸島や南シナ海での影響懸念（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210123/k10012829281000.html

〇　「日米同盟さえしっかりしていれば」の時代はバイデン政権で終わる（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79512

〇　「トランプ外交」とは何だったのか？ 国際政治学者はこう評価する（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78432

〇　「第２海軍」、尖閣に脅威　世界最大の沿岸警備機関―中国海警局（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012200743&g=int

〇　【バイデン新政権】米、日韓と対北「新戦略」協議へ　「深刻な脅威」と大統領報道官（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210123/wor2101230006-n1.html

〇　【日本復喝】ＱＵＡＤ＋英仏独が集結「海の長城」で中国封じ　東シナ海に好機到来、日本に

問われる「自分の国は自分で守る」気概（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210123/for2101230002-n1.html

〇　中国、武器使用認める海警法成立　尖閣諸島周辺での活動強化の恐れ（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210123/for2101230004-n1.html

２２（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　中国、今後 10年で軍艦 65隻建造か―香港英字紙（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b868539-s0-c10-d0146.html

〇　政府、日米の軍事的一体化路線を維持　バイデン大統領就任「辺野古」は継続、米中関係を

注視（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/81262

〇　バイデン新大統領は東アジア問題に「そこまで強い関心を示していない」。日本の安全保障

は？（ニュースイッチ）

　https://newswitch.jp/p/25585
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〇　トランプ政権の功績と負の遺産　拉致に理解示し対中国姿勢一貫、連邦議会乱入事件を機

に問われる民主主義（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210122/for2101220001-n1.html

〇　米政権、新ＳＴＡＲＴの５年延長を目指すと表明（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210122/wor2101220009-n1.html

〇　核兵器禁止条約が発効　米国や日本は不参加（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN220QM0S1A120C2000000

〇　2月 5日に期限切れ迫る新戦略兵器削減条約　バイデン政権が 5年延長をロシア側に提案

へ（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/81373

〇　米、新 START5年延長表明「米ロの戦略的安定の要」（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASP1Q3FNPP1QUHBI005.html

〇　日本は米国の「対等な同盟国」になるか？（中国網）

　http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2021-01/22/content_77143200.htm

〇　バイデン米新政権発足　日本政府、対中政策に不安も（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASP1Q3W0XP1PUTFK00V.html

〇　ロシア、新型空母のコンセプトを発表（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/russia/202101228097285/

〇　岸防衛相、米国の新国防長官と早期電話会談に意欲（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210122/plt2101220014-n1.html

〇　黒人初の国防長官就任、ほぼ確実に…特例法案可決（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20210122-OYT1T50148/

〇　日米安保、尖閣諸島適用を確認　北村国家安全保障局長、米大統領補佐官と電話協議（毎

日）

　https://mainichi.jp/articles/20210122/k00/00m/030/224000c

〇　バイデン政権の対中政策は理屈っぽい、足元見られる危うさ（日経ビジネス）

　https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00133/00049/

〇　中国、「海警法」成立へ　国際法の解釈と異なる主張、尖閣諸島への影響必至（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210122/k00/00m/030/228000c

〇　バイデン氏は「核なき世界」継承も「縛られず」　核兵器禁止条約発効（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210122/wor2101220029-n1.html

〇　「中国に甘いバイデン」は誤解、対中改善しようにも手は限られている（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95461.php

〇　核兵器禁止条約、50カ国・地域で発効　保有国は不参加（日経）
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　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN211QL0R20C21A1000000

〇　韓国、海保測量船に調査中止要求（共同）

　https://this.kiji.is/725288746068312064

〇　海保調査の中止要求　韓国公船、今年２度目（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012201095&g=soc

〇　核兵器禁止条約発効　「安保環境の現実を踏まえよ」　秋山信将・一橋大教授（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210122/wor2101220033-n1.html

〇　海保測量船に韓国中止要求　日本側、外交ルートで抗議（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210122/wor2101220034-n1.html

〇　中国の海警局「準軍事組織」に　新法で位置づけ明確化（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM227GM0S1A120C2000000

〇　中国機、活動拡大変わらず　２０年４～１２月緊急発進―防衛省（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012201151&g=soc

〇　長崎県沖 海洋調査の測量船に韓国が再び中止要求 海保は抗議（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210122/k10012828961000.html

〇　武器使用明記、海警法成立　来月施行、尖閣の緊張激化懸念―中国（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012200744&g=int

〇　核兵器禁止条約が発効 核保有国や日本など参加せず（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210122/k10012827231000.html

〇　中国で海警法成立　尖閣周辺海域などでの武器使用を想定か　周辺各国が懸念（東京）

　https://www.tokyo-np.co.jp/article/81505

〇　核兵器禁止条約発効　首相「署名考えない」　日本は「橋渡し」（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210122/plt2101220043-n1.html

〇　中国で海警法が成立、武器の使用明記　尖閣諸島を意識（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASP1Q75T3P1QUHBI021.html

〇　中国で「海警法」成立 中国海警局の権限など定めた法律（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210122/k10012829031000.html

〇　中国の海保機関「海警」、武器使用可能に…尖閣周辺の日本船が対象の恐れ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20210122-OYT1T50285/

２１（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　バイデン就任直前にホルムズ海峡の緊張高めたイランの狙い（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21893
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〇　日米同盟での抑止力を一層強化したい　岸防衛相（Economnic News）

　http://economic.jp/?p=91779

〇　対中国で日本と連携　ボトムアップ外交に移行―米新政権（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012000946&g=int

〇　米外交再生目指す　北朝鮮、ロシア、イランが火種―バイデン政権（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012000973&g=int

〇　首相訪米、春にずれ込みか　対中・対北朝鮮戦略を注視（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012001145&g=pol

〇　豪首相「米との同盟が重要」　ＮＺも団結を歓迎（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012100302&g=int

〇　政府、バイデン大統領の同盟国重視・国際協調を歓迎（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210121-OYT1T50069/

〇　核兵器禁止条約とは？条約の意義、日本の参加は？ノーベル平和賞受賞団体の運営委員

に聞いた。（HUFF）

　https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_600361cfc5b62c0057bd7d2e

〇　バイデン米大統領の就任演説全文　日本語・英語（山陽）

　https://www.sanyonews.jp/article/1092496/

〇　米海兵隊オスプレイが試験飛行（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASP1N71KSP1NUDCB008.html

〇　米空母指揮官、中国海軍との「交流」は問題なし（中国網）

　http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2021-01/21/content_77140112.htm

〇　ブリンケン国務長官、トランプ政権の対中強硬路線の維持を示唆（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2021/01/67447.html

〇　核兵器禁止条約、２２日に発効　日本や米ロは不参加（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210121/wor2101210039-n1.html

〇　南シナ海で再び「懸念」　ＡＳＥＡＮ外相会議（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012101121&g=int

〇　核兵器禁止条約が発効　５０カ国・地域で違法化―日本は不参加（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012100779&g=int

〇　「インド太平洋」連携呼び掛け　日本政府、米の対中政策注視（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012101182&g=pol

〇　バイデン米大統領が就任、与野党が日米同盟強化の重要性指摘（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFS2163M0R20C21A1000000

〇　「バイデン政権と関係強化」ASEAN外相会議声明（日経）
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　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM21CP60R20C21A1000000

２０（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　米英、空母打撃群で協力　極東派遣で中国けん制か（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012000189&g=int

〇　「韓国の空母は日本にぜったい勝てない」韓国専門家も断言（Daily NK）

　https://dailynk.jp/archives/137116

〇　日米強化に謝意　安保局長、離任の大統領補佐官と電話協議（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210120/plt2101200004-n1.html

〇　「日本・英国、中国牽制のための西太平洋合同訓練を推進」（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274636?servcode=A00&sectcode=A00

〇　米新国務長官候補「中国に強い立場で臨む」　上院で公聴会（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210120/wor2101200014-n1.html

〇　バイデン次期政権の外交・安保閣僚 中国に強い態度で臨む方針（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210120/k10012823831000.html

〇　国家安全保障局長と米大統領補佐官が電話会談 緊密連携で一致（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210120/k10012823691000.html

〇　日本の防衛費から見て取れる「敵基地攻撃能力の可能性」＝中国メディア（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1696188?page=1

〇　敵基地攻撃能力の早期導入を、自民国防部会で意見相次ぐ（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210120/plt2101200018-n1.html

〇　日本の漁船が対象の可能性 中国・全人代常務委で「海警法」審議、２２日にも可決か（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4178455.html

〇　中国の狙いは尖閣諸島だけではない　太平洋に進出し不審な調査を続ける訳（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210120/for2101200009-n1.html

〇　バイデン政権で「対中包囲網」はどこまで形成されるのか（Newsphere）

　https://newsphere.jp/world-report/20210120-3/

〇　アメリカ F-35Bと駆逐艦　2021年もイギリスと統合空母打撃群を形成（おたくま経済新聞）

　https://otakei.otakuma.net/archives/2021012009.html

〇　バイデン次期政権の下「台湾は『中国に対する防波堤』になれる」（国防アナリスト）

（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95449.php

〇　中東派遣、活動開始から１年　日本政府、米イラン関係見守る（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021012000945&g=pol
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〇　中国に無人軍艦が出現するか？（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/asia/202101208093424/

〇　尖閣領海侵入に厳重抗議 海洋・安全保障分野で日中局長協議（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4179037.html

〇　中国船領海侵入に厳重抗議　外務省、東シナ海めぐり協議（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210120/plt2101200042-n1.html

〇　「中国と歩み寄るように」と米新政権に期待示す＝外交部（CRI）

　http://japanese.cri.cn/20210120/f89ed96c-ac2e-b7bc-5035-56c6ae978e01.html

１９（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　ポンペオ国務長官が南シナ海軍事化に関与する中共高官の入国禁止措置を発表（新唐人

テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2021/01/47129/

〇　「自由で公正な秩序、ルール構築へ主導的役割」　茂木外相の外交演説要旨（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210119/plt2101190002-n1.html

〇　（社説）米軍低空飛行　無軌道に歯止めかけよ（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14768283.html

〇　「戦略的不可欠性」ある技術を武器に日本の存在感を高めよ（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21871

〇　「トランプ現象」はバイデン時代も続く――宮家邦彦（内閣官房参与）【佐藤優の頂上対決】

（デイリー新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2021/01190555/?all=1

〇　米との軍縮協議前進を期待　ロシア外相、日米同盟に懸念（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM1907T0Z10C21A1000000

〇　バイデン次期政権でも「米露対立改善せず」　露外相が年頭会見（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210119/mcb2101190920007-n1.htm

〇　F-35はなぜ「ライトニング II」？ 影響与えた英国製ヘンテコ機 元祖「ライトニング」とは（乗りもの

ニュース）

　https://trafficnews.jp/post/103817#google_vignette

〇　イージス代替、日本海から「ロシア領の相当な部分にミサイル到達」と露外相懸念（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20210119-OYT1T50107/

〇　バイデン次期米政権、アジア政策統括に“親日派・知日派”キャンベル氏　早い段階から中国

の動き封じる戦略を提唱（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210119/for2101190003-n1.html
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〇　トランプ氏、中国製ドローン排除へ大統領令　政府調達と使用を制限（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011900397&g=int

〇　海自のカレーと空自の唐揚げ　組み合わせは 2244通り（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASP1L5HC7P1GUTIL04L.html

〇　バイデン政権でも続くアメリカの対中強硬姿勢、でもその中身は大きく変わる（GLOBE+）

　https://globe.asahi.com/article/14115461

〇　ロシア ラブロフ外相 日本政府の新型イージス艦建造に懸念示す（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210119/k10012821381000.html

〇　【時論】北朝鮮の核戦争脅威、実存的な安保リスクから減らすべき（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274595?servcode=100&sectcode=120

〇　韓国は１隻もないが…中国、３隻目の空母が年内進水か（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274597?servcode=A00&sectcode=A00

〇　中国、海警法を審議へ　２２日までの全人代常務委で（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210119/wor2101190014-n1.html

〇　米軍訓練移転賛否、最大の争点に　鹿児島・西之表市長選、24日告示　一騎打ちか（毎日）

　https://mainichi.jp/senkyo/articles/20210119/k00/00m/040/216000c

〇　米国が中国の軍事発展へ口出しすることに反対＝外交部（CRI）

　http://japanese.cri.cn/20210119/a0e3c39c-848b-8e4b-d765-fd882765bb01.html

１８（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　湾岸戦争３０年　安保環境の変化を直視したい（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210117-OYT1T50138/

〇　激変した欧州の「中国観」 日本は独・欧州ともっと手を結べ（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21836

〇　中国の狙いは尖閣諸島だけではない　太平洋に進出し不審な調査を続ける訳（NEWS ポスト

セブン）

　https://www.news-postseven.com/archives/20210118_1628546.html?DETAIL

〇　西太平洋に展開する英空母「クイーン・エリザベス」といずも型護衛艦（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210118/dom2101180005-n1.html

〇　米国が機密文書を前倒しで開示 中共の拡張を牽制【禁聞】（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2021/01/47109/

〇　菅首相演説で韓国を「極めて重要な隣国」から再格下げ…慰安婦判決に憤りか「極めて」削

除　中国には「懸案」追加（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/132404
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https://www.ntdtv.jp/2021/01/47109/
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011900397&g=int
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〇　【全文】菅首相 施政方針演説（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210118/k10012820521000.html

〇　政府、事態放置の土下座外交…北朝鮮の公船航行、中国が違法操業、日本の漁業者が大

打撃（Business Journal）

　https://biz-journal.jp/2021/01/post_203086.html

〇　「SOS」はもう古い 海上保安庁の新たな捜索・救助システム「MEOSAR」とは？（乗りものニュース）

　https://trafficnews.jp/post/103798

〇　茂木外相 外交演説“自由で公正なルール構築へ 主導的役割”（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210118/k10012820411000.html

〇　菅首相 施政方針演説「最前線に立ち 難局乗り越えていく」（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210118/k10012820371000.html

〇　海自あさひ・こんごう、セオドア・ルーズベルトCSGと共同訓練（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/130550

〇　空自戦闘機と B-1B、日本海・東シナ海・沖縄で共同訓練（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/130551

〇　首相施政方針、「尖閣」触れずに「課題解決へ連携」（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210118/plt2101180035-n1.html

〇　中国、ロシア、その他：バイデン氏を待つ外部の課題（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/us/202101188088042/

〇　日本「長距離巡航ミサイル」開発の下心は（ハンギョレ）

　http://japan.hani.co.kr/arti/international/38880.html

１７（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　インド太平洋　欧州の関与を安定につなげよ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210116-OYT1T50231/

〇　領海管理強化で法改正　海事局の尖閣活動へ布石―中国（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011600409&g=int

〇　北朝鮮の閲兵式はアメリカへのメッセージだ（東洋経済）

　https://toyokeizai.net/articles/-/404931

〇　湾岸戦争から 30 年 中東のパワーバランスに大きな変化（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210117/k10012818641000.html

〇　米軍がコロナも顧みず日本と離島奪還訓練を行った理由―華字メディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b867230-s0-c10-d0135.html
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〇　北朝鮮、核開発めぐりバイデン氏に向けメッセージ　「そっちが動く番」（BBC）

　https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-55672683

〇　【地球コラム】変質迫られる米韓同盟～「インド太平洋の核心軸」に～（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011500843&g=int

〇　日曜安全保障 軍事パレードに登場“ミサイル”の実力　米朝駆け引きと日本の防衛（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/132215

〇　空自、コープ・ノース 21参加 日米豪共同訓練（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/130540

１６（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　米軍、アフガン・イラクで駐留削減完了（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN15EK00V10C21A1000000

〇　ロシア「領空開放条約」離脱に向け手続き開始へ 米は去年離脱（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210116/k10012817581000.html

〇　米「北の核が最大の脅威」…北は新型SLBM公開（朝鮮日報）

　http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/01/16/2021011680010.html

〇　米外交問題評議会「今年最大の脅威は北朝鮮の核」（東亜日報）

　https://www.donga.com/jp/List/article/all/20210116/2374465/1/  米外交問題評議会「今年最大の

脅威は北朝鮮の核」

〇　米トランプ政権、インド太平洋戦略文書を機密解除　新政権に継承促す狙いか（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2021/01/67223.html

〇　ミサイル防衛に関する最近の話題(7)イージス戦闘システムの形態（マイナビ）

　https://news.mynavi.jp/article/military_it-384/

〇　トランプ大統領　30年早く機密解除「中国共産党を第一列島線に封鎖」（看中國）

　https://www.visiontimesjp.com/?p=13557&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=

トランプ大統領　  30      年早く機密解除「中国共産党を

〇　日本人の 78％「台湾に親しみ」、「印象良くない」90％の中国とは対照的―意識調査

（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b867365-s0-c30-d0059.html

〇　湾岸戦争開戦３０年　米の指導で世界が結束　中露強権時代の指針（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210116/wor2101160021-n1.html

〇　戦後レジームのつまずき露呈した湾岸戦争　河野克俊・前統合幕僚長（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210116/wor2101160024-n1.html

〇　台湾が建造開始の潜水艦隊、中国の侵攻を数十年阻止できる可能性（CNN）

https://www.sankei.com/world/news/210116/wor2101160024-n1.html
https://www.sankei.com/world/news/210116/wor2101160021-n1.html
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　https://www.cnn.co.jp/world/35165133.html

〇　海上自衛隊岩国航空基地　ＵＳ２などの訓練（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/131982

〇　防衛省の倉庫で見つかった自衛隊の５０年分の映像、ユーチューブで公開（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210116-OYT1T50181/

〇　北の武力誇示に沈黙する韓国・文在寅大統領、「国民守る義務放棄」と主要各紙が非難

（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b867364-s0-c10-d0059.html

〇　アメリカ 去年 11 月に臨界前核実験実施 トランプ政権で 3回目（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210116/k10012817801000.html

１５（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　米アジア戦略、同盟強化重視（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68174650U1A110C2FF1000/

〇　中国による「2021 年台湾海峡危機」を防衛筋が真剣に警戒する理由（ダイヤモンド）

　https://diamond.jp/articles/-/259160

〇　湾岸戦争 30 年、癒えぬトラウマ　防衛費増も抑止力に限り（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE188SY0Y0A211C2000000/

〇　武力で台湾併合を目論む中国、バイデンはどう向き合うのか（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21813

〇　岸防衛相 イギリスの東アジア周辺海域への空母派遣方針を歓迎（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210115/k10012815381000.html

〇　世界 2位の軍事大国・中国と 3位のインド、戦争勃発に警戒高まる…世界規模の戦争に発展

も（Business Journal）

　https://biz-journal.jp/2021/01/post_202576.html

〇　経済安保は全体戦略の一つ 財政面からも国を守るビジョンを（Business Journal）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21832

〇　コロナ禍の中にも迫る米中「新冷戦」へ我が国の構えを（論座）

　https://webronza.asahi.com/politics/articles/2021010500005.html

〇　中国国有石油大手に禁輸　南シナ海軍事化で―米（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011500333&g=int

〇　キャンベル元次官補、Ｄ１０やクアッド拡大など対中国同盟の多様化を提案（ハンギョレ）

　http://japan.hani.co.kr/arti/international/38853.html

〇　米、南シナ海の軍事拠点化巡り対中制裁（日経）

http://japan.hani.co.kr/arti/international/38853.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011500333&g=int
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　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM1513E0V10C21A1000000/

〇　民主主義の基盤が緩んでいる（共同）

　https://this.kiji.is/720084001012137984

〇　外交部、米高官と蔡英文氏の電話会談に断固反対（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2021/0115/c94474-9809968.html

〇　南シナ海の軍事拠点化巡り、米が中国当局者らのビザ発給を制限（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20210115-OYT1T50137/

〇　ポンペオ氏、ツィーターで中国共産党の核兵器の脅威を警告（看中國）

https://www.visiontimesjp.com/?p=13495&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
%25e3%2583%259d%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259a%25e3%2582%25aa
%25e6%25b0%258f
%25e3%2580%2581%25e3%2583%2584%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25bc
%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e3%2581%25a7%25e4%25b8%25ad%25e5%259b
%25bd%25e5%2585%25b1%25e7%2594%25a3%25e5%2585%259a%25e3%2581%25ae
%25e6%25a0%25b8%25e5%2585%25b5%25e5%2599%25a8%25e3%2581%25ae

〇　自衛隊「ヘリ空母」同行取材 中国軍が追跡（日テレ）

　https://www.news24.jp/articles/2021/01/15/07804111.html

〇　ＮＳＣ中国担当にローゼンバーガー氏　上級部長ポストを新設―次期米政権（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011500857&g=int

〇　どう動くバイデン外交　中東から米軍撤収　関係国と協力して進めるべき　ボストン大名誉教

授（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210115/k00/00m/030/005000c

〇　日仏防衛相がテレビ会談　中国念頭に「現状変更の試み」反対発信で一致（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210115/plt2101150041-n1.html

〇　鹿屋基地 P-1、シードラゴン 2021へ参加（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/130521

〇　領空開放条約、ロシアも脱退表明　バイデン米政権発足前に対抗（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011501284&g=int

〇　軍事力の誇示？　なぜ北朝鮮は軍事パレードを実施したのか（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/asia/202101158083482/

〇　露、領空開放条約から離脱表明　「役割損なわれた」　20年 11月に米脱退（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210115/k00/00m/030/371000c

１４（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　米中対立の本質は「100 年前の独英関係」にある！戦略論の識者 2 人が喝破（ダイヤモンド）
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　https://diamond.jp/articles/-/259155

〇　米次期政権のアジア統括ポストにキャンベル氏　対中強硬唱える知日派（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210114/wor2101140005-n1.html

〇　アジア政策統括にキャンベル氏　インド太平洋調整官を新設―米次期政権（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011400217&g=int

〇　米 次期政権 アジア政策統括の調整官に“知日派”キャンベル氏（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210114/k10012813441000.html

〇　米軍機密文書「日本が太平洋における安全保障の軸、自衛隊の近代化を支援」（朝鮮日報）

　http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/01/14/2021011480043.html

〇　中国が目指す、海の「万里の長城」　バイデン政権でも米中対立は終わらない（GLOBE+）

　https://globe.asahi.com/article/14102738

〇　海自潜水艦「せとしお」米国派遣訓練のためハワイに向けて出発（乗りものニュース）

　https://trafficnews.jp/post/103713

〇　バイデン政権が新設した「アジア担当」にキャンベル元米国務次官補、対中牽制役に　識者

「共和党主流派とも連携がとれる」（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210114/for2101140005-n1.html

〇　中国・インドネシア外相が共同記者会見　5つの共通認識（人民網）

　http://j.people.com.cn/n3/2021/0114/c94474-9809595.html

〇　バイデンのアジア重視を示したキャンベル元国務次官補起用（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95397.php

〇　日英防衛相テレビ会談　岸氏、英空母の東アジア展開歓迎（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210114/plt2101140023-n1.html

〇　英空母打撃群アジア展開で連携　日英防衛相が協議（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE14CLP0U1A110C2000000/

〇　造船大国で知られる日本に今、空母を造る能力はあるのか？（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1696042?page=1

１３（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　護衛艦の 4割、少人数運用の最新型に　防衛省（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE23DQV0T21C20A2000000/

〇　【独自】中国の「空母キラー」ミサイル、航行中の船へ発射実験…２発が命中か（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20210112-OYT1T50299/

〇　「尖閣切手」極秘に発行　日米両政府の圧力かわす　琉球郵政庁、72 年に（八重山日報）

　http://www.yaeyama-nippo.co.jp/archives/14220
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〇　日本と韓国、何がダメなのか？ 「関係悪化」を大国に利用されている（現代ビジネス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/79197

〇　日本測量船の韓国ＥＥＺ進入、慰安婦判決に引き続き葛藤重なる（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274366?servcode=A00&sectcode=A10

〇　韓日中間線付近での調査活動めぐる日本の抗議に　外交部が反論（KBS）

　http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=77941

〇　【グラフィック】韓国海警船と日本測量船の対峙位置（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274383?servcode=A00&sectcode=A10

〇　「2つの密」の維持・強化を　海自佐世保　出口総監が年頭訓示（長崎）

　https://this.kiji.is/721904765247815680?c=174761113988793844

〇　中国から日本や台湾を防衛　米政権のインド太平洋戦略―内部文書公開（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011300805&g=int

〇　米中の角逐に巻き込まれる台湾　消える「海峡中間線」（共同）

　https://www.kyodo.co.jp/intl-news/2021-01-13_3491509/

〇　世界巡航救援機能を持つ　中国初の 1万トン級巡視船が今年就役へ（中国網）

　http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2021-01/13/content_77111775.htm

〇　米トランプ政権 太平洋地域などの戦略まとめた内部文書を公表（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210113/k10012812121000.html

〇　北朝鮮、核増強路線へ回帰　党大会が閉幕（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM133QC0T10C21A1000000/

〇　海上自衛隊哨戒機　グアムで 5 か国共同訓練「シードラゴン 2021」に参加（おたくま経済新

聞）

　https://otakei.otakuma.net/archives/2021011306.html

〇　「危険で脆弱な超大国」独裁国家・中国のトリセツ（Newsweek）

　https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95388.php

〇　トランプ政権、インド太平洋戦略の枠組みに関する機密文書公開（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210113/wor2101130028-n1.html

〇　トランプ政権のインド太平洋戦略、台湾防衛など明記（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM131XE0T10C21A1000000/

〇　茂木外相 中南米など歴訪　中国の影響力指摘も（NHK）

　https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/51578.html

１２（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――
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〇　韓国公船、ＥＥＺ内で調査中の測量船に中止要求…日本政府は抗議（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/national/20210112-OYT1T50075/

〇　先進技術の軍事転用 情報収集 防衛省 新ポスト設置へ（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210112/k10012809261000.html

〇　影響力増す中国、「イラン包囲網」瓦解も（共同）

　https://this.kiji.is/719867965399121920

〇　中国 3隻目空母が完成間近、4隻目も建造開始か―外交・安保専門メディア（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b866379-s0-c10-d0054.html

〇　韓国海洋警察船舶、日本の測量船に調査中止要求…「韓国の海域」（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274331?servcode=A00&sectcode=A10

〇　昨年に続き今年もまた…日本の測量船、海洋調査と韓国の調査中断要求（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274338?servcode=A00&sectcode=A10

〇　海保測量船に調査中止要求　韓国が 2 日連続で（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/129921

〇　岸防衛相「情報収集、分析に全力」　北朝鮮の兵器開発表明で（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210112/plt2101120015-n1.html

〇　【社説】北の原潜・戦術核・極超音速兵器の予告にも文大統領は沈黙、安保を放棄した（朝鮮

日報）

　http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2021/01/12/2021011280085.html

〇　韓日中間線付近で日本の測量船が調査　韓国海洋警察の中止要求に日本が抗議（KBS）

　http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=77938

〇　海保測量船への退去要求「正当な法執行」＝韓国外交部（聯合）

　https://jp.yna.co.kr/view/AJP20210112004300882

〇　ロシアと中国　海上で米空母の優位性に挑む（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/world/202101128075678/

〇　海上保安庁の抗議に韓国外務省が反論 測量船の調査活動（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210112/k10012811111000.html

１１（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　フィリピンが海上民兵配備で迷走　大統領が凍結方針、対中刺激回避か（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210111/mcb2101110628005-n1.htm

〇　茂木外相がコロナ禍であえての対面外交　中国にらみ中南米、アフリカ歴訪（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210111/mca2101110648011-n1.htm
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〇　米国務長官、台湾との高官レベル交流に関する規制撤廃（REUTERS）

　https://jp.reuters.com/article/usa-taiwan-diplomacy-idJPL4N2JM0EN

〇　中国外相がＡＳＥＡＮ歴訪　米新政権にらみ「ワクチン外交」展開か（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210111/wor2101110017-n1.html

〇　〈インタビュー〉マイク・ポンペオ国務長：中国共産党は我々の国に浸透している（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2021/01/66969.html

〇　海上保安庁の測量船に韓国公船が中止要求（共同）

　https://this.kiji.is/721313199606185984

〇　ＥＥＺで調査中の海保測量船に韓国公船が中止要求（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210111/plt2101110009-n1.html

〇　海保の測量船に調査中止を要求　韓国公船、約５カ月ぶり（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/ASP1C6RB0P1CUTIL01V.html

〇　長崎県沖 海上保安庁の調査 韓国が中止要求 外務省を通じ抗議（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210111/k10012809121000.html

１０（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　【主張】バイデン次期政権　「自由の海」へ決意を示せ（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210110/clm2101100002-n1.html

〇　「電子戦」能力強化を加速　防衛省、新年度　留萌などに専門部隊配置（北海道）

　https://www.hokkaido-np.co.jp/article/499651

〇　菅政権の外交ブレーンが分析、「国防コスト再検討」が不可欠な理由（ダイヤモンド）

　https://diamond.jp/articles/-/259038

〇　国際社会において独特の位置づけを持つ国、日本　その秘密は「学習能力の高さにあり」＝

中国メディア（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1695897?page=1

〇　「アメリカ超え」を狙う中国を食い止めるため､いま日本がやるべきこと（SankeiBiz）

　https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210110/mcb2101100700002-n1.htm

〇　【新聞に喝！】安全保障の現実を直視すべきだ　インド太平洋問題研究所理事長・簑原俊洋

（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210110/clm2101100004-n1.html

〇　ＡＳＥＡＮ４カ国歴訪へ　中国外相（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021011000341&g=int

〇　中国、海事当局の権限強化へ…尖閣沖活動に口実の恐れ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/world/20210110-OYT1T50277/
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０９（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　もし米中戦争起きたら…米国は地上戦で大損害必至？日本も中国市場失い致命的打撃（ダ

イヤモンド）

　https://diamond.jp/articles/-/259129

〇　英の新型空母攻撃群、出動態勢整う　最初はアジアか（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/world/35164868.html

〇　インド太平洋構想で連携　外相、ブラジル大統領と（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210109/wor2101090037-n1.html

０８（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　14カ国が合意、持続可能な海の管理　日本参加の意義（ナショジオ）

　https://style.nikkei.com/article/DGXMZO67335260V11C20A2000000

〇　「今治造船×ＪＭＵ」連合発足！中国・韓国勢と生き残りをかけた受注競争に挑む（ニュース

イッチ）

　https://newswitch.jp/p/25414

〇　【最新国防ファイル】引退後も空自の歴史を語り続ける「Ｆ－４ファントムＩＩ」　注目は“超音速雑

用機”の異名もつ「３０１」号機（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210108/pol2101080001-n1.html

〇　あの戦闘機、戦車は…50年分「防衛庁記録」YouTubeに　なぜ今？（withnews）

　https://withnews.jp/article/f0210108001qq000000000000000W06k10101qq000022340A

〇　世界はどう日本を見ているのか・・・中国人の見解＝中国メディア（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1695864?page=1

〇　全長約 100 センチの大迫力サイズ！週刊『護衛艦 いずもをつくる』が 1 月 19 日に創刊！甲

板艦橋の灯火、エレベーターの昇降、サウンド再生など実艦さながらのギミックが満載（電ホビ）

　https://hobby.dengeki.com/news/1155286/

〇　日本が強国となったのは近代じゃない！　「ずっと強国だったのだ」＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1695866?page=1

〇　安保上重要な土地調査法案　通常国会提出へ　小此木担当相　避難指示一本化も（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210108/plt2101080012-n1.html

〇　アデン湾の第15次支援隊、1月 18日に成田からチャーター便で出国（FlyTeam）

　https://flyteam.jp/news/article/130402

〇　１４人会食の海自トップ指導　防衛相、危機管理に問題（産経）

　https://www.sankei.com/life/news/210108/lif2101080031-n1.html
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０７（木）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　台湾と米国の政治・軍事対話、順調に終了 外交部「密接な意思疎通続ける（フォーカス台

湾）

　https://japan.cna.com.tw/news/apol/202101070008.aspx

〇　海上自衛隊の護衛艦「いずも」　全長 99.2センチモデルが組み立てられる（J-CAST）

　https://www.j-cast.com/trend/2021/01/07402462.html?p=all

０６（水）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　台湾、昨年の中国機による防空圏侵入 380回と発表 過去最多（AFP）

　https://www.afpbb.com/articles/-/3324695

〇　軍装備近代化「３分の２完了」　インド製ミサイル導入も（まにら新聞）

　http://www.manila-shimbun.com/category/politics/news255434.html

〇　米、日本に「プレゼンス」迫る　「湾岸のトラウマ」、外交文書に（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14753945.html

〇　《独自》オスプレイ、佐賀の代替地選定へ　中国念頭に九州の基地想定（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210106/plt2101060002-n1.html

〇　21世紀版「朝貢制度」を目論む中国 米国が懸念するシナリオ（WEDGE Infinity）

　https://wedge.ismedia.jp/articles/-/21119

〇　（取材考記）陸上イージス代替策、海上運用へ「先祖返り」　政治主導での迷走、繰り返

さぬよう　寺本大蔵（朝日）

　https://www.asahi.com/articles/DA3S14754923.html

〇　英空母の太平洋派遣がパワーバランスに与える影響は？（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/europe/202101068066687/

０５（火）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　中国・習近平が、「バイデン政権のアメリカ」を「本気で警戒している」理由（現代ビジネ

ス）

　https://gendai.ismedia.jp/articles/-/78996

〇　“軍事衝突”の引き金に！？　中国「改正国防法」施行で対米戦争へ準備か　裏でうごめく中

国共産党内の権力闘争「悪いのはすべて習」（zakzak）

　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210105/for2101050002-n1.html

〇　米国が懸念する日韓関係の現状　「インド太平洋戦略」不参加への隠れみの「新南方政策」

で中国に配慮（zakzak）

http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210105/for2101050002-n1.html
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https://www.afpbb.com/articles/-/3324695
https://www.j-cast.com/trend/2021/01/07402462.html?p=all
https://japan.cna.com.tw/news/apol/202101070008.aspx
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　http://www.zakzak.co.jp/soc/news/210105/for2101050004-n1.html

〇　日本とロシアが北方領土を巡り衝突したら、どちらが勝つのか（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1695748?page=1

〇　ロシア最新コルベット「グレミャーシュチイ」就役 ウラジオストクの太平洋艦隊へ配備（乗りものニュー

ス）

　https://trafficnews.jp/post/103428

〇　中国が尖閣を狙う「海警局」の船に武器使用を認める法案、「3つの組織」に対抗策は？（デイ

リー新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2021/01050800/?all=1

〇　最近の面白そうな機体(9)既存の戦闘機でスキージャンプ発艦（マイナビ）

　https://news.mynavi.jp/article/aero_tech-258/

〇　アメリカ海軍 最新鋭イージス艦「ダニエル・イノウエ」2021年前半に就役予定（乗りものニュース）

　https://trafficnews.jp/post/103443

〇　米新政権の誕生をどう見るか　中国、“老朋友”の対中政策（共同）

　https://www.kyodo.co.jp/intl-news/2021-01-05_3471350/

０４（月）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　臨む’２１　これからの国際社会　協調の秩序取り戻す時だ（毎日）

　https://mainichi.jp/articles/20210104/ddm/005/070/012000c

〇　沖縄に自衛隊がどのように駐屯したのか　語られてこなかった元自衛官たちの声（沖縄タイム

ス）

　https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/687570

〇　バイデン時代の米中関係を展望する。｢不安な平和の始まり｣と中国学者（BUSINESS 

INSIDER）

　https://www.businessinsider.jp/post-226771

〇　「イージス・システム搭載艦」は本当にベストな選択か？ イージス・アショア代替問題（乗りものニュー

ス）

　https://trafficnews.jp/post/103338

〇　海南・三亜の中国軍基地に乾ドック 2カ所、空母の母港化が可能に（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b864783-s0-c10-d0142.html

〇　【世界の論点】２０２１年、米中展望　　現在の中国軍は過去とは別格に増強（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210104/wor2101040007-n1.html

〇　Ｆ－３５Ｂ導入急ぐ理由あった…２０３０年代「韓国型空母」鳥瞰図を初公開（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274048?servcode=200&sectcode=220
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〇　アメリカ海軍 史上初の女性空母艦長「エイブラハム・リンカーン」で誕生（乗りものニュース）

　https://trafficnews.jp/post/103421

〇　米国と同時に中国、ロシアとも関係を発展させたい＝菅首相（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/politics/202101048062284/

〇　米情報：中共、米軍殺害でアフガン民間人部隊に資金を提供（VISION TIMES）

　https://www.visiontimesjp.com/?p=13007&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=

米情報：中共、米軍殺害でアフガン民間人部隊に

〇　米海兵隊、日本で離島奪還訓練を強化中（琉球新報）

　https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1251351.html

〇　米 イラン周辺海域への原子力空母派遣を継続（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210104/k10012796221000.html

〇　米駆逐艦の示威に…中国も空母で対抗（中央日報）

　https://japanese.joins.com/JArticle/274063?servcode=A00&sectcode=A00

〇　今日の核兵器はどれほど危険なのか。第二次世界大戦時の原爆との比較が示す驚きの威力

（Esquire）

　https://www.esquire.com/jp/lifestyle/tech/a35066841/nuclear-bombs-powerful-today/

〇　アフガニスタンが中共諜報員 10人を逮捕 中国に正式な謝罪を要求【禁聞】（新唐人テレビ）

　https://www.ntdtv.jp/2021/01/46860/

〇　米国　中東に空母を留めているのはイランからの「脅威」が原因（SPUTNIK）

　https://jp.sputniknews.com/middle_east/202101048063545/

０３（日）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　コロナ禍と世界　国際協調体制を立て直す時だ（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210102-OYT1T50071/

〇　急ピッチで強襲揚陸艦の建造進める中国、「台湾海峡や南シナ海で優位に」と中国メディア

（RecordChina）

　https://www.recordchina.co.jp/b864436-s0-c10-d0059.html

〇　菅首相、バイデン政権と関係構築急ぐ　中国にらみ各国と連携―２１年・日本外交展望（時

事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021010200116&g=pol

〇　対米中戦略での結束焦点　英離脱後のＥＵ（時事）

　https://www.jiji.com/jc/article?k=2021010200185&g=int

〇　【古典個展】大阪大名誉教授・加地伸行　国民的課題は国防（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210103/clm2101030004-n1.html
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〇　【新聞に喝！】それでも中国の味方を続けるのか　作家・ジャーナリスト　門田隆将（産経）

　https://www.sankei.com/column/news/210103/clm2101030006-n1.html

〇　長期政権を見据える中国・習近平政権の行方（日テレ）

　https://www.news24.jp/articles/2021/01/03/10796712.html

〇　中国共産党 7 月に創立 100 年に アメリカとの対立など内外に難題（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210103/k10012795091000.html

〇　中国が「クリミア併合」方式で尖閣、沖縄を支配する未来　元陸自最高幹部が警鐘（デイリー

新潮）

　https://www.dailyshincho.jp/article/2021/01031700/?all=1

〇　軍隊・自衛隊のチャレンジコインは連帯の証（おたくま経済新聞）

　https://otakei.otakuma.net/archives/2021010305.html

〇　沖縄・基地反対活動家、住民への暴力と違法行為…取り締まらない警察、報じないメディア

（Business Journal）

　https://biz-journal.jp/2021/01/post_199568.html

〇　米実業家のパトリック・バーン氏「中国は我々を内部から滅ぼしている」（大紀元）

　https://www.epochtimes.jp/p/2021/01/66613.html

０２（土）―――――――――――――――――――――――――――――――――

〇　日本への「鉄砲・キリスト教」伝来は欧州の覇権争いの産物【世界史でわかる日本史】（ダイヤ

モンド）

　https://diamond.jp/articles/-/258036

〇　コロナ禍でも要警戒…大震災への“秒読み”は始まっている（日刊ゲンダイ）

　https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/283355

〇　自衛隊負荷軽減へ大規模自然災害管理庁の検討を（Economnic News）

　http://economic.jp/?p=91610

〇　米上院、トランプ氏が拒否権行使の国防権限法案を再可決し成立（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4164617.html

〇　全長約 100cm！海自最大級の護衛艦「いずも」をその手で組み立てよう！（GP）

　https://www.goodspress.jp/news/345168/

〇　米議会、大統領拒否権覆す　国防権限法が成立（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL020BS0S1A100C2000000

〇　核なき世界への決意に普遍的な価値（共同）

　https://this.kiji.is/714056531346194432

〇　米上院、国防権限法案を再可決　トランプ氏の拒否権を初めて覆す（CNN）
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　https://www.cnn.co.jp/usa/35164512.html

〇　【菅政権への提言】 国家安全保障戦略を見直し、日米の戦略形成をリードして中国の覇権主

義に対抗すべき（FNN）

　https://www.fnn.jp/articles/-/124437

〇　米国防法が成立、トランプ氏の拒否権不発（日経）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0204H0S1A100C2000000

〇　米で国防権限法が成立　トランプ氏の拒否権行使を覆す（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210102/wor2101020005-n1.html

〇　米バイデン新政権で米中・日米関係はどう変わる？（TBS）

　https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4164765.html

〇　尖閣接続水域に中国公船４隻、活動の常態化進む（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/national/20210102-OYT1T50037/

０１（金）―――――――――――――――――――――――――――――――――

○　菅首相が年頭所感　「皆さまと未曽有の国難を乗り越える」（産経）

　https://www.sankei.com/politics/news/210101/plt2101010002-n1.html

〇　首相「国民の命と暮らしを守り抜く」…年頭所感で感染防止と経済回復誓う（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201231-OYT1T50197/

〇　菅首相が年頭所感「感染拡大防止と経済回復に総力あげる」（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210101/k10012792241000.html

〇　【独自】中国「千人計画」に日本人、政府が規制強化へ…研究者４４人を確認（読売）

　https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201231-OYT1T50192/

〇　米、中国共産党の軍事的挑戦に対応して無人艦隊作りを加速（VISION TIMES）

　https://www.visiontimesjp.com/?p=12934&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
%25e7%25b1%25b3%25e3%2580%2581%25e4%25b8%25ad%25e5%259b%25bd
%25e5%2585%25b1%25e7%2594%25a3%25e5%2585%259a%25e3%2581%25ae%25e8%25bb
%258d%25e4%25ba%258b%25e7%259a%2584%25e6%25

〇　海軍力は親子の差　専門家が比較した日韓「本当の国防力」（NEWS ポストセブン）

　https://www.news-postseven.com/archives/20210101_1624051.html?DETAIL

〇　日本の「過去最大の防衛予算」は「軍国主義の復活」を意味するのか＝中国（Searchina）

　http://news.searchina.net/id/1695690?page=1

〇　イギリスにとって新時代始まる　EU離脱完了（BBC）

　https://www.bbc.com/japanese/55504697

〇　台湾・蔡総統、中国に対話を呼びかけ　新年談話（日経）

https://www.bbc.com/japanese/55504697
http://news.searchina.net/id/1695690?page=1
https://www.news-postseven.com/archives/20210101_1624051.html?DETAIL
https://www.visiontimesjp.com/?p=12934&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%E7%B1%B3%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E3%81%AE%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E7%9A%84%E6%8C%91%E6%88%A6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E7%84%A1%E4%BA%BA%E8%89%A6%E9%9A%8A
https://www.visiontimesjp.com/?p=12934&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%E7%B1%B3%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E3%81%AE%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E7%9A%84%E6%8C%91%E6%88%A6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E7%84%A1%E4%BA%BA%E8%89%A6%E9%9A%8A
https://www.visiontimesjp.com/?p=12934&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%E7%B1%B3%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E3%81%AE%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E7%9A%84%E6%8C%91%E6%88%A6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%A6%E7%84%A1%E4%BA%BA%E8%89%A6%E9%9A%8A
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201231-OYT1T50192/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210101/k10012792241000.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201231-OYT1T50197/
https://www.sankei.com/politics/news/210101/plt2101010002-n1.html
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210102-OYT1T50037/
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4164765.html
https://www.sankei.com/world/news/210102/wor2101020005-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0204H0S1A100C2000000
https://www.fnn.jp/articles/-/124437
https://www.cnn.co.jp/usa/35164512.html


３．２．１

ひらかわ しんじ（幹候 34 期）

　https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM010JU0R00C21A1000000

〇　台湾 蔡総統 中国側に対等な対話呼びかけ 新年談話（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210101/k10012792711000.html

〇　米、Ｂ５２爆撃機を中東に派遣　軍事力を誇示（CNN）

　https://www.cnn.co.jp/usa/35164508.html

〇　バイデン氏 20 日に大統領就任 “国際協調を重視”に世界が注視（NHK）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210101/k10012793451000.html

〇　台湾、対等な対話呼び掛け　中国指導部に、新年談話（産経）

　https://www.sankei.com/world/news/210101/wor2101010021-n1.html

（了）

https://www.sankei.com/world/news/210101/wor2101010021-n1.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210101/k10012793451000.html
https://www.cnn.co.jp/usa/35164508.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210101/k10012792711000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM010JU0R00C21A1000000

