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ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

～海の News（令和 4年１月）～ 

 

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

〇 北ミサイル、グアム射程の可能性…外務省局長「烈度が高い」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220131-OYT1T50061/ 

〇 北ミサイル発射 尋常でない頻度に警戒を（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220131-DXDCD3GKSVLE5N6IQDZDUVC5TA/ 

〇 米、北朝鮮のＩＣＢＭ実験再開を懸念 直接協議促す（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2UB05F 

〇 「自分の国は自分で守る」どうやって抑止力高めるか 「相手に打撃与えたら反撃を受ける」立

民・泉代表の見解に疑問 米海兵隊出身・歴史研究家が緊急寄稿（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220131-NCGVAYOTKNN3TLQ6MWF464DXKA/ 

〇 北韓 「中長距離弾道ミサイル‘火星 12’発射」と報道（KBS） 

 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=81302 

〇 北朝鮮のミサイル「火星 12」 岸防衛相「実用化、生産段階」と警戒（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220131/k00/00m/030/055000c 

〇 制裁緩和求める北朝鮮 2018年実験停止破棄しミサイル実験継続か（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85815.html 

〇 アングル：北朝鮮、ミサイル発射「常態化」で国際社会に追認迫る（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/analysis-north-korea-idJPKBN2K50L5 

〇 石垣市長が尖閣を海上視察 就任後初、市が海洋調査―海警法施行１年・沖縄（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022013100684&g=soc 

〇 米国は F-35Cが中国に渡ることを懸念も、中国専門家「下衆の勘繰り、参考に値せず」―中

国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b888815-s25-c100-d0193.html 

〇 ＜独自＞石垣市が尖閣諸島で海洋調査 中国公船が領海侵入、妨害目的か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220131-RTTLUIQF7NNMRMZOG7T5W4B64Y/ 

〇 北朝鮮 米グアム射程のミサイル 実戦配備か 専門家分析まとめ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220131/k10013458331000.html 

〇 尖閣周辺で海洋調査、石垣市が実施…中国海警局の２隻が領海侵入し妨害（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220131-OYT1T50216/ 

〇 空自 F15戦闘機が墜落 小松基地を離陸後、洋上に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA31AO50R30C22A1000000/ 
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〇 日本は米国の同盟国の先頭集団なのか？レッドライン踏まない岸田首相―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b888694-s25-c100-d0059.html 

〇  

 

 

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

〇 「敵基地攻撃」改称論が拡大 年末の安保戦略改定にらみ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012900332&g=pol 

〇 台湾有事で自衛隊戦闘の恐れ 「始まってからでは遅い」―防衛ジャーナリストの半田氏（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012900342&g=soc 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル 防衛相「中距離以上の可能性」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM300DA0Q2A130C2000000/ 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル発射、｢ロフテッド軌道｣の可能性－政府発表（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-01-29/R4SW77T0AFCV01 

〇 北が今年７回目のミサイル発射、ロフテッド軌道か…日米韓で連携して対応へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220130-OYT1T50094/ 

〇 北韓が弾道ミサイルと見られる飛翔体１発を発射 ことし７回目（KBS） 

 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=81301 

〇 日本政府、北朝鮮のミサイル発射に厳重抗議 被害は確認されず（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220130/k00/00m/010/033000c 

〇 北朝鮮が中距離弾道ミサイルを発射 日本の排他的経済水域の外に落下（朝日） 

https://www.asahi.com/articles/ASQ1Z2ST1Q1ZUTFK001.html 

〇 北発射は中距離弾道ミサイル、韓国政府が分析 文大統領「安保理決議違反」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220130-ID42AQG5SFPSRPTG6VUZGIUI3E/ 

〇 佐々木貴文さん 『東シナ海 漁民たちの国境紛争』 日本はＥＥＺを失った（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220130-AOVPM6BGZJKVTCBJ5SOTI6PYDY/ 

〇 岸防衛相「ロフテッド軌道で発射」 北ミサイル（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220130-Y2PA6OHUAVMERHHHAIX7THHIWA/ 

〇 北朝鮮、中距離弾道ミサイル発射 「ロフテッド軌道」で日本海に―１７年以来、グアム射程か

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022013000123&g=int 

〇 米国防総省、軍需産業と会合へ 極超音速兵器の開発「督励」（CNN） 
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 https://www.cnn.co.jp/usa/35182812.html 

〇 北朝鮮ミサイル発射 “EEZ外に落下 中距離以上か” 官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220130/k10013457071000.html 

〇 北朝鮮 中距離弾道ミサイル発射 韓国で警戒強まる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220130/k10013457941000.html 

〇 北 ロフテッド軌道で発射、今年７回「凍結措置、破棄目前」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220130-6ARLFJSNGFO3ZCO76DV3HJHXTU/ 

〇 米主導の包囲網機能せず 北朝鮮 4年ぶり中距離ミサイル（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM301JO0Q2A130C2000000/ 

〇 北朝鮮が中距離弾道ミサイル 発射今年 7回目、高高度で EEZ外に落下か 核実験など

「凍結」破棄目前か（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/157265 

〇 北朝鮮ミサイル「フェーズ変わりつつある」 日本、強い表現で非難（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220130/k00/00m/030/198000c 

〇 北の弾道ミサイル、ロフテッド軌道で高度２０００キロ到達か…ＥＥＺ外の日本海に落下（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220130-OYT1T50150/ 

 

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

〇 米が台湾独立奨励なら、米中軍事衝突の恐れ＝駐米中国大使（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-usa-taiwan-idJPL4N2U84BJ 

〇 南シナ海に墜落のＦ３５Ｃ、写真が浮上 米海軍「本物」（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35182791.html 

〇 自衛隊は「便利屋」ではない 被災地活動など高い評価も 「主たる任務」は「国防」だ

（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220129-W3CW5DOMCNIWFG6P2QIOKIIWBU/ 

 

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

〇 岸防衛相 北朝鮮の飛しょう体は短距離弾道ミサイル 2発と推定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220128/k10013453921000.html 

〇 米軍無人機の鹿屋基地配備案 防衛省が速やかな現地調査の意向（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220128/5050017691.html 

〇 南シナ海に沈んだ F35C らしき画像が SNSに浮上、米中が回収合戦（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/01/f35csns.php 

〇 【解説】 ミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮、金正恩氏は何を望んでいるのか（BBC） 
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 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60164759 

 

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

〇 「敵基地攻撃能力」保有で増えるリスクは？ 集団的自衛権の行使で他国攻撃の可能性も

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/156575 

〇 日本が 3月から島根・山口沖合で「海洋ガス田」の採鉱を開始する背景（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/01270601/?all=1 

〇 北朝鮮が飛翔体 2発発射、今年 6回目 弾道ミサイルと韓国軍推定（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2U64VL 

〇 日米首脳会談に見る、日本の対中政策「3つの流れ」―華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b888578-s25-c100-d0193.html 

〇 北朝鮮 短距離弾道ミサイルと推定の 2発を発射 韓国軍（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/76443.html 

〇 アメリカ海軍、カール・ヴィンソン着艦失敗の F-35C 引き上げ修復へ（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/135625 

〇 北朝鮮 “短距離弾道ミサイルと推定の 2発を発射” 韓国軍（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220127/k10013452181000.html 

〇 新年から６度目の挑発…北朝鮮、咸興で短距離ミサイル２発発射（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/287208?servcode=500&sectcode=500 

〇 米空母打撃群、南シナ海と地中海で同時展開 NATO軍指揮下入りは冷戦後初（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85560.html 

〇 空自 F-15・F-2、海自 US-2など、日米豪共同訓練「コープ・ノース 22」参加（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/135630 

〇 北朝鮮ミサイル、政府の速報なし 低高度・短距離で捕捉できず？（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220127/k00/00m/030/235000c 

 

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

〇 安倍元首相が説く、台頭する中国にどう向き合うか（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00423/012400002/ 

〇 鹿屋航空基地に米軍無人機配備を検討（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/76360.html 

〇 島根・山口沖ガス田 安保上重要 専門家「国が全面支援を」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220126-YA7QWMRS4RJPPHFB2EFVOSS5UE/ 
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〇 北朝鮮、今度は巡航ミサイル発射…韓国軍、また飛行情報明らかにせず（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/287109?servcode=500&sectcode=500 

〇 米軍無人機 鹿屋航空基地に配備の方向で検討 日米両政府（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220126/5050017664.html 

〇 北朝鮮 巡航ミサイルの発射報じず＝訓練の一環との見方も（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220126002000882 

〇 アメリカ海軍の F-35C、南シナ海でカール・ヴィンソン着艦時に事故（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/135613 

〇 一触即発の海…米国ｖｓロシア、海上でも力比べ（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/287143?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 米軍 空母着艦失敗で海に落下の最新鋭戦闘機 F35C 回収急ぐ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220126/k10013450741000.html 

〇 自衛隊基地に初めて米軍無人機「MQ9」配備へ 鹿屋基地を検討（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220126/k10013450021000.html 

〇 南シナ海で墜落したＦ３５戦闘機、米海軍が回収急ぐ 中国軍の先回りを警戒（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35182647.html 

〇 安保戦略改定へ議論開始、政府（共同） 

 https://nordot.app/859015519315460096 

〇 美辞麗句とは裏腹な中国の兵器販売（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85509.html 

〇 戦略３文書改定へ有識者聴取 敵基地攻撃、経済安保（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220126-XDCUU332GJP7XORGTROGFAMN2Q/ 

 

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

〇 〈独自〉海自鹿屋基地 米軍の無人機部隊展開 「MQ9」7､8機 米兵 100人超が駐留 中国

軍の監視強化、春ごろから 1年程度 日米政府検討（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/150375/ 

〇 米Ｆ３５戦闘機が空母上に墜落、７人負傷 南シナ海（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35182536.html 

〇 台湾の防空識別圏に中国軍機 39機が進入、日米共同訓練に反応か（字幕・24日）

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/video/watch/idOWjpvC11ZO4UEVPDX239RRSD3JAW31U 

〇 中国、台湾で２日連続空中武力示威（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/287086?servcode=A00&sectcode=A00 
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〇 北朝鮮が巡航ミサイル発射か 韓国軍、2発と推定（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM254YW0V20C22A1000000/ 

〇 米海軍Ｆ－３５Ｃ、初の作戦で事故…空母甲板に衝突７人負傷（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/287094?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 北朝鮮 巡航ミサイル２発発射か（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220125002000882 

〇 米軍偵察機「ＭＱ９」海上自衛隊鹿屋航空基地に配備検討〈鹿児島〉（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/304653 

〇 北朝鮮が巡航ミサイル２発発射か 内陸部飛行 昨年公開の新型の可能性（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220125-W722OX7YKBIPRNM7LHRVWNNRRQ/ 

〇 尖閣諸島 緊迫の漁場に（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/feature/CO055312/20220124-OYTAT50033/ 

〇 北朝鮮、巡航ミサイル 2発発射か（共同） 

 https://nordot.app/858648988859924480 

〇 日米、対北圧力強化 原潜など異例の展開公表（産経） 

https://www.sankei.com/article/20220125-TOH67AU3ABL5HITCET5MHHQ74Q/ 

〇 中国支援のカンボジア海軍基地 周辺に浚渫船 深海港建設か（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85393.html 

 

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

〇 台湾海峡とは 米中対立で「世界一危険」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM221MA0S2A120C2000000/ 

〇 台湾・ウクライナ同時侵攻 中露のシナリオ、米国の悪夢（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25510 

〇 韓半島周辺に集まった米空母…北朝鮮に警告か（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/287012?servcode=500&sectcode=500 

〇 中国軍機 39機、台湾の防空圏に侵入 日米連携に反発か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM240SQ0U2A120C2000000/ 

〇 トンガ支援物資、海自輸送艦「おおすみ」に積み込み始まる 広島・呉（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220124/k00/00m/040/035000c 

〇 海自輸送艦に支援物資搭載 午後にもトンガへ出港（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220124-KTRGKP7N4ZLORC5TO72DYJGUDY/ 

〇 日米首脳会談での中国関連の否定的動きに在日本中国大使館が厳正な立場を表明（人民

網） 
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 http://j.people.com.cn/n3/2022/0124/c94474-9948637.html 

〇 自衛隊のトンガ支援、C-2 も派遣 C-47J搭載した輸送艦が出港（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/135590 

〇 冷戦を超えて フィリピンとインドが接近 超音速巡航ミサイル購入（1/2）（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85193.html 

〇 冷戦をこえて フィリピンとインドが接近 超音速巡航ミサイル購入（2/2）（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85339.html 

〇 輸送艦おおすみ、トンガ支援へ海自呉基地を出港【動画】（中國） 

https://www.chugoku-

np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=827130&comment_sub_id=0&category_id

=112 

〇 日米、沖縄南方で異例の大規模共同訓練の狙いとは 中国や北朝鮮の軍事的覇権拡大の

姿勢に警戒か 識者「演習が有事のテストになる」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220124-3OB3ZAJ23JNFVPMUQ75XW6AKM4/ 

〇 トンガ支援へ 海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」呉基地を出港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220124/k10013447181000.html 

〇 米議員、台湾侵攻なら中国側に厳しい制裁課す法案提出 「抑止力につながる」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85350.html 

〇 中国軍機 39機が台湾防空圏に進入 日米共同訓練への態度表明か＝専門家（フォーカス

台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202201240002 

〇 「トンガで自衛隊機見られるとは…」 首相ら総出でお出迎え（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/article/20220124-Y7ROZMZTNBPXPG7NA2W5K3DBHA/ 

〇 トンガ支援へ海自輸送艦「おおすみ」が出港 支援物資積み 広島・呉（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220124/k00/00m/040/192000c 

〇 中国軍機 39機、台湾の防空識別圏に進入 日米の軍事演習に反発か（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1S5GTMQ1SUHBI01C.html 

〇 米空母 2隻、訓練で南シナ海に 「有害な影響に対抗」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/southchinasea-usa-idJPKBN2JY108 

〇 中国軍、過去２番目に多い３９機を台湾の防空識別圏に進入 日米の軍事訓練に対抗か（産

経） 

 https://www.sankei.com/article/20220124-B624SEMCVVJBLMUISGNG56Q6K4/ 

〇 噴火被害のトンガ支援へ、海自輸送艦が救援物資を載せ出発（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220124-OYT1T50133/ 
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２３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日米首脳会談 「核抑止」の欠落は疑問だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220123-I2E5ZPCNWBLY7KZ22DP5L4MAII/ 

〇 政府 新たな国家安保戦略など改定へ 本格的な検討作業始まる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220123/k10013445151000.html 

〇 岸田流対米外交スタート 「核なき世界」、中間層重視―バイデン大統領と接点探る（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012200472&g=pol 

〇 台湾有事に備える防衛力（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220123-ISPIIPDQ5VNIPNGJHDJLTMV4G4/ 

〇 中国軍、アフリカ西岸部で軍港建設を模索＝米軍司令官（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85281.html 

〇 海自 米海軍と共同訓練 空母など大型艦艇参加 沖縄の南海域（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220123/k10013445621000.html 

〇 米紙、「イラン・ロシア・中国の海上合同軍事訓練は米に対する強いシグナル」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i92238 

〇 米海軍１０隻と訓練 沖縄南方で海自護衛艦（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220123-7KAHL5DEQRKD5L4ACHDFFG5JZI/ 

〇 しらせ、昭和基地離れる（共同） 

 https://nordot.app/857930978841968640 

 

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

〇 「核なき世界」へ期待と課題 保有国なお反対 核兵器禁止条約発効 1年 締約国「議論に

参加を」と訴え（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/155579 

〇 「災害派遣」とは何が違う？ 自衛隊が火山噴火災害のトンガへ 支援活動の根拠と手続き（乗

りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/114714 

〇 米、同盟強化再確認で中朝抑止 インド太平洋シフト後押し（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012100921&g=eco 

〇 東アジアの海に米原子力空母 3隻・強襲揚陸艦 2隻が集結…「北朝鮮に警告」（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/01/22/2022012280005.html 

〇 大国間競争の最前線となる「北東アジア」 拍車がかかる地域の分裂状態「日本が協力を期

待できる国はない」（まいどなニュース） 
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 https://maidonanews.jp/article/14523858 

〇 防衛省 空自 C-2輸送機もトンガへ派遣 先行出発の C-130Hは活動開始（乗りものニュー

ス） 

 https://trafficnews.jp/post/114756 

〇 海上自衛隊はなぜ略語大好き？ 「ネザ」「ミザ」「チョリト」 最難関「トヨト」（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/114468 

〇 イラン・中国・ロシアによる海上合同軍事訓練が開催（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i92116 

〇 航空自衛隊の輸送機 トンガに到着 飲料水 2600 リットル届ける（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220122/k10013444581000.html 

〇 自衛隊のトンガ支援が本格化（共同） 

 https://nordot.app/857420730503004160 

〇 「対中抑止同盟」化する日米同盟 軍事も経済も、Push back（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1Q3WN6Q1QUHBI001.html 

〇 核兵器禁止条約発効から 1年 核軍縮は停滞 会議での議論が焦点（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220122/k10013444981000.html 

〇 台湾有事にらみ戦略策定確認 日米「抑止力を一層強化」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA222BO0S2A120C2000000/ 

〇 自衛隊のトンガ支援本格化 第１陣が飲料水届ける（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220122-IK7FD5QM6RIKRGMQDDMV6LX4YQ/ 

〇 日米首脳、香港・ウイグルに「強い懸念」 バイデン氏来日へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220122-ZFO5FKOAX5PZBDHOL66WJ7KODA/ 

 

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

〇 米軍艦、南シナ海を航行 中国反発（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3386247 

〇 日仏２プラス２ インド太平洋での協力確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220121-2H7QJSL3UVNLFCYY7AJXN6D6RI/ 

〇 「円滑化協定」視野に議論開始 日仏、防衛協力強化で一致（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012000822&g=pol 

〇 日米首脳会談、安保・中国への対応が中心議題に＝ホワイトハウス（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-biden-japan-idJPL4N2U04CX 

〇 日仏「2プラス 2」 中国念頭に安全保障分野での協力強化で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220121/k10013441841000.html 
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〇 中ロ、追加制裁に賛同せず（共同） 

 https://nordot.app/857013496274534400?c=39546741839462401 

〇 日仏、インド太平洋地域の安全保障巡る懸念共有 ２プラス２（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-france-idJPKBN2JU2H5 

〇 在日米軍駐留経費の日本負担５年で１兆円超えに（Economic News） 

 http://economic.jp/?p=95247 

〇 なぜミサイル防衛に米軍を活用しないのか（毎日） 

 https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20220113/pol/00m/010/017000c 

〇 北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を受け国連安保理が緊急会合（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220121/k10013441681000.html 

〇 北朝鮮、「核・ＩＣＢＭカード」４年ぶりに再び取りだす（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/42349.html 

〇 米提案の対北朝鮮国連制裁、中国とロシアが棚上げに＝外交筋（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-un-idJPKBN2JU2KU 

〇 日仏 2プラス 2 中国の海洋進出、北朝鮮のミサイルへの懸念共有（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220121/k00/00m/030/004000c 

〇 トンガ支援で呉から輸送艦派遣（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20220121/4000015986.html 

〇 日本が「制約」の突破を狙っている！ 戦後レジームにとってのリスクだ＝中国（Searchina） 

 https://news.searchina.net/id/1704912?page=1 

〇 日仏 2プラス 2、中共念頭に防衛協力強化 共同演習を推進する協議開始（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85204.html 

〇 弾道ミサイル 北朝鮮に安保理決議の順守求める声明一致できず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220121/k10013442051000.html 

〇 米海軍艦、西沙諸島付近を航行 中国の領有権主張に異議（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35182400.html 

〇 輸送艦「おおすみ」トンガ派遣の準備始まる 火山噴火と津波被害の支援へ 海自・呉基地

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/302760 

〇 北朝鮮のミサイル問題、安保理が手詰まり 中ロ難色で制裁発動できず（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1P3SR5Q1PUHBI003.html 

〇 ロシア海軍、複数海域で演習へ 中東で中国、イランとも（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012100903&g=int 

〇 北朝鮮の核・ICBM実験示唆は瀬戸際外交、中国ににらまれたくない（日経 BP） 
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 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/012100092/ 

〇 日仏「台湾海峡の平和と安定重要」 ２プラス２で一致（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220121-6AHRQ7DSKNOCDMA7WMOLJMYR4M/ 

〇 「台湾の平和・安定は重要」 英豪、安保協力を強化（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM20BZU0Q2A120C2000000/ 

〇 中国・イラン・ロシア海軍が合同軍事演習（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-01/21/content_78004271.htm 

〇 台湾海峡の緊急事態に備え、緊密に調整している＝日米高官（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85238.html 

〇 国連安保理、深刻な機能不全 北ミサイル非難もできず（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220121-N7KTANXDLJPWXMXDGXFAZHMAQE/ 

〇 中国外務省 中国の核能力増強に言及した日米共同声明に反発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220121/k10013443541000.html 

 

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

〇 「台湾有事」を防ぐには「現状維持」しかない（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/293717 

〇 中国の北朝鮮擁護 暴走の利用は許されない（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220120-UXIUOF6S2FMODIGWE2MSSUH6WI/ 

〇 中国、日本の大学・学術界への「侵略」の実態…学術会議問題で見過ごされた経済安保

（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2022/01/post_274704.html 

〇 北朝鮮、核・長距離ミサイル実験再開を警告 米の敵視政策受け（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/korea-us-idJPKBN2JT2AI 

〇 米国、北のミサイル発射を「攻撃」と規定（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/01/20/2022012080005.html 

〇 自衛隊がトンガ支援の輸送機・輸送艦 オーストラリアに飲料水運ぶ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1N3FLYQ1NUTFK009.html 

〇 トンガ支援で自衛隊機・艦艇派遣 飲料水、洗浄機搭載―政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012000341&g=soc 

〇 噴火で被災のトンガ支援 空自輸送機 2機、20日にも豪州に出発（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220120/k00/00m/030/070000c 

〇 トンガ支援 航空自衛隊輸送機 2機 きょうにも出発 飲料水を輸送（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220120/k10013440151000.html 
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〇 トンガに空自Ｃ１３０と海自輸送艦を派遣へ…飲料水・高圧洗浄機など輸送（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220120-OYT1T50119/ 

〇 西沙諸島付近に米駆逐艦、追跡し警告＝中国軍（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-usa-southchinasea-idJPL4N2U01OQ 

〇 中国軍、南シナ海で航行の自由作戦実施の米駆逐艦に警告－環球時報（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-01-20/R5ZXC6T0AFBF01 

〇 米、南シナ海・西沙で「航行の自由作戦」 中国は反発（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022012000881&g=int 

〇 自衛隊 夜にもトンガへ出発 隊員 300人で飲料水輸送（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/302329 

〇 自衛隊、トンガ支援で輸送機出発 飲料水や高圧洗浄機など運搬（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220120/k00/00m/040/252000c 

〇 空自輸送機が豪に出発へ トンガ派遣、飲料水搭載（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220120-IX63JGPO45JD5BAH7K3CXDR3SY/ 

〇 北朝鮮“ICBM実験や核実験の中止”見直し検討示唆 米へ圧力か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220120/k10013441251000.html 

〇 グアムの「シードラゴン 2022」終了、米海軍・海自など 6カ国が参加（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/135567 

〇 北朝鮮、核実験や ICBM発射示唆 米国「圧力路線」に転換の可能性（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1N6F8YQ1NUHBI02Q.html 

〇 トンガ支援 航空自衛隊の輸送機 2機 豪へ出発 飲料水を輸送（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220120/k10013441161000.html 

〇 トンガ派遣、空自機が豪に出発（共同） 

 https://nordot.app/856890025700802560?c=39546741839462401 

 

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

〇 北ミサイル対処 反撃能力の検討を進めたい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220118-OYT1T50244/ 

〇 （社説）北朝鮮ミサイル 「瀬戸際」許さぬ結束を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15176399.html 

〇 日米 2プラス 2文書、気になる 4つの記述 「防衛に必要なあらゆる選択肢」とは？

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14524470 

〇 日米２プラス２ 朝日は「軍事偏重に不安」 産読「中国に対抗を評価」（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220119-O4T4HOKJBVIP7PHJQPYE4XOBII/ 

〇 北朝鮮ミサイルで安保理会合へ（共同） 

 https://nordot.app/856312469908373504?c=39546741839462401 

〇 台日国会議員が安保フォーラム開催、台湾：日本版台湾関係法の制定希望（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94698 

〇 「台湾有事」でロシアは中国を支持する 有事の際には尖閣諸島も巻き込まれるため人ごとで

はない 日本の備えは不十分（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220119-D3Y5YEN4PVJVBJC2ZKD3AHRKTE/ 

〇 北が列車から撃てば原点打撃は不可能…極超音速ミサイルの空中迎撃は無理（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/01/19/2022011980037.html 

〇 国連安保理 緊急会合開催へ 北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220119/k10013438201000.html 

〇 日台議員オンライン対話、日本版「台湾関係法」など意見交換（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/85032.html 

〇 異例の発表、米原潜「ネバダ」のグアム寄港 中国・北朝鮮を牽制 米ＣＮＮ報道（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220119-J3IUVHMRANPSZFF7TWVOCEAA5E/ 

〇 “台湾危機” 米中のはざまで 日本は（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220119/k10013434801000.html 

〇 北朝鮮、経済疲弊でもミサイル連発 「米の無関心」背景（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM191KT0Z10C22A1000000/ 

〇 日仏、北朝鮮ミサイルに強い懸念（共同） 

 https://nordot.app/856519208467841024?c=39546741839462401 

〇 台日安保フォーラム、安全と防衛への取り組みに焦点（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94705 

 

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

〇 竹島強奪 70周年―韓国はアメリカも認めていない不法行為に終止符を（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/91477 

〇 中国が台湾侵攻を決断へ その日、日本が〝戦場〟になる（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25441 

〇 緊迫化する世界情勢「ウクライナ危機」が長引くほどロシア有利に 様子を窺う習政権、米国

が譲歩すれば「台湾有事」誘発も（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220118-AVE6UJZDZVK35HU2UNUUA6D7UE/ 
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〇 核弾頭搭載の米潜水艦がグアムに寄港…異例の写真公開は「北朝鮮・中国狙い」（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/286817?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 ｢禁句の中国批判を堂々と展開｣ドイツで"脱中国"の外務大臣が国民人気を集めるワケ（プレ

ジデント） 

 https://president.jp/articles/-/53792 

〇 防衛省 北朝鮮 17日発射の弾道ミサイル おととし 3月と同型か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220118/k10013436131000.html 

〇 着々と実戦配備される北朝鮮の戦術核ミサイル、長距離ロケット発射も（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/286839?servcode=500&sectcode=500 

〇 「日本と相互に関係法制定を」民進党議員、中山前副防衛相らと交流／台湾（フォーカス台

湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202201180004 

〇 台湾危機は 2027年までに起きるのか?（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220118/k10013434791000.html 

〇 わっせわっせ 護衛艦「いずも」が出航する様子を記録した映像が話題に 小さなタグボート

にカワイイの声（ITmedia） 

http://news.ceek.jp/search.cgi?title=&notkind=&time=&summary=&sort=&kind=&wa

y=1&q=%B3%A4%CD%CE+%B3%A4%BE%E5%BC%AB%B1%D2%C2%E2+%A5%B7

%A5%CA%B3%A4%A1%A1%B0%C2%C1%B4%CA%DD%BE%E3 

〇 渡部恒雄氏、米中関係「安保と経済で競争に」 毎日・世論フォーラム（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220118/k00/00m/040/299000c 

〇 日台与党関係者が協議、「関係法の同時制定」提案（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220118-4A4TZHCFKZPOTP4QUA6343DJ5M/ 

〇 米海軍と同盟国 ペルシャ湾で記録的な量の違法貨物を押収（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220118/9976752.html 

 

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

〇 日本の経済安全保障｢防衛産業｣の議論が欠ける訳（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/502732 

〇 傷ついた信頼、回復遠く 「米国第一」復活の懸念も―バイデン政権発足１年（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011600237&g=int 

〇 対中シフト、問われる本気度 「協調」重視も不安要素―米政権（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011600234&g=int 
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〇 【社説】挑発する北朝鮮と目を閉じる韓国、どちらも問題だ（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/286765?servcode=100&sectcode=110 

〇 今年４度目のミサイルが。日本も警戒！北朝鮮の軍事レベル（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/224737 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル発射か すでに落下の可能性も（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84890.html 

〇 北朝鮮の相次ぐ発射、「技術・能力の向上図っている」 防衛相が指摘（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1K41M5Q1KUTFK00B.html 

〇 北朝鮮 弾道ミサイル 2発発射 EEZ外に落下と推定 ことし 4回目（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220117/k10013434381000.html 

〇 国内海洋ガス田３０年ぶり新規開発へ 島根・山口沖 令和１４年生産開始目指す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220117-OFYGGNPWEFIABJCYS4SM4CRY7I/ 

〇 【速報】島根・山口沖の海底で試掘調査開始へ 成功すれば 20年ぶりの国内天然ガス田開

発に（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/300206 

〇 対中外交、毅然と対応 「インド太平洋」で同志国と連携―林外相が外交演説（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011700690&g=pol 

〇 林外相 “日米同盟の抑止力・対処力 防衛力の抜本的強化必要”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220117/k10013434901000.html 

〇 平壌から発射、米韓を威嚇 北朝鮮が弾道ミサイル（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM175GU0X10C22A1000000/ 

〇 島根・山口沖でガスと石油試掘へ（共同） 

 https://nordot.app/855742969157713920?c=39546741839462401 

〇 天然ガス 商業生産可能か調べる試掘へ 約 20年ぶり 日本海（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220117/k10013434751000.html 

〇 中国の南シナ海進出に悩むフィリピン､切り札導入へ インドから超音速巡航ミサイル購入

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/01/post-97872.php 

〇 米、北と「対話」維持 無策に疑問も 中国は静観、支える構え（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220117-72HNOG4BWBKRNDRMRZDEFCJYFE/ 

〇 「日本外交のしたたかさが試される一年」岸田首相、初の施政方針演説（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84942.html 

〇 今年すでに 4回 北朝鮮が多様なミサイル発射実験 故金正日総書記の誕生 80年控え、

住民結束狙う？（東京） 
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 https://www.tokyo-np.co.jp/article/154658 

〇 海自護衛艦「きりしま」が寄港 イージス艦「こんごう」型の 2番艦 鹿児島港沖で公開（南日

本） 

 https://373news.com/_news/storyid/149971/ 

〇 今月４回目の北ミサイル発射、岸防衛相「急速に技術の向上図っている」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220117-OYT1T50335/ 

 

１６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 元米高官「野心むき出し中国共産党の言動で米中が決裂」著書で 17年米中会談回顧（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84776.html 

 

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

〇 北のミサイル、最高速度マッハ６か 今年３回目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220115-5PRIQNMUNZMP3IZ3M7IQAR5I3A/ 

〇 日仏、今月中旬にも 2プラス 2（共同） 

 https://nordot.app/854767413734866944?c=39546741839462401 

〇 北朝鮮、午前に米国非難談話を発表、午後には「短距離弾道ミサイル」発射（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/42284.html 

〇 離島急患搬送２５００人 感謝状 県など海自に贈る（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kagoshima/news/20220114-OYTNT50087/ 

〇 「自衛隊の名称を国防軍とするべき」 前統幕長、元陸幕長が語る憲法改正（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/01150556/?all=1 

〇 離島の急患搬送 2500人達成 海自鹿屋基地「島民の安全安心に貢献する」 鹿児島県から

感謝状（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/149831/ 

〇 北の極超音速は迎撃困難 日本も開発で「抑止力に」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220115-JBCPSKZXU5KVBJBIMO2DIP7QME/ 

〇 北朝鮮 発射ミサイルはロシア短距離弾道ミサイルの改良型か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220115/k10013432001000.html 

 

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

〇 相次ぐ北朝鮮のミサイル発射に制裁の刀を抜いた米国…「対北朝鮮政策は変わらない」（ハ

ンギョレ） 
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 http://japan.hani.co.kr/arti/international/42276.html 

〇 北朝鮮ミサイル進化に〝黒幕〟か 日本はどう抑止力強化する？ 識者「発射前に『敵基地

攻撃』議論進めるべきだ」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220114-IRBCVQT44FPGDGSTB5473XBFEY/ 

〇 相次ぐ北朝鮮のミサイル発射 「ああ、またか」で済ませられない理由（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14520485 

〇 米、北朝鮮への圧力強化 中ロが壁、制裁実現不透明（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022011300822&g=int 

〇 北朝鮮、新たな米制裁に反発 ミサイル発射「正当な自衛の権利」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-idJPKBN2JN296 

〇 中国人から見た「自衛隊」には「不思議」がいっぱい＝中国報道（Searchina） 

 https://news.searchina.net/id/1704754?page=1 

〇 北が米の制裁強化に反発「一層強力に反応」と警告（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220114-BA2NA7FQS5MFFLJHG3TAYPCATY/ 

〇 「米国の対中戦線から韓国が離脱し続ければ韓米同盟は二流同盟になる」（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/01/14/2022011480026.html 

〇 南シナ海めぐる中国の主張は「違法」 米国務省、報告書を発表（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84788.html 

〇 北朝鮮、弾道ミサイルとみられるものを発射 今年 3回目（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2TU26G 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル発射か 約 400キロ飛行、今年 3回目（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM145XY0U2A110C2000000/ 

〇 北朝鮮のミサイルが強くなるほど…シンクロ率高まる日米、空回りする韓国（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/286745?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 平時から有事…各種事態に即応 ６つもの司令部が集約された海自の拠点「海上作戦セン

ター」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220114-XEAAB3WUVFM4DPC7CBUHVQPWJY/ 

〇 「日米同盟の強化」など訴え、親中派・林外相が日本記者クラブで会見 「岸田政権＝米中二

股外交」というイメージ払拭が狙いか（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220114-TRVHZXDFSJLLZMH63S2CKJ3DNU/ 

〇 米国務省、南シナ海における中国の権益を否定（詳細）（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/01/post-97852.php 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル発射…今月３回目、北京大使館ルートで抗議（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220114-OYT1T50202/ 
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〇 台湾有事、在留外国人退避に備えよ 笹川平和財団の中村進客員研究員（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220114-7QGDMNWX5BPV5D2KJRMMD33MG4/ 

〇 北朝鮮、今月 3回目の飛翔体発射 昼間に 2発、弾道ミサイルの可能性（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/154207 

〇 「力には力で」制裁に反発し突然ミサイル発射？ 北朝鮮、対抗姿勢を明確に（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/154253 

〇 北朝鮮 弾道ミサイル少なくとも 1発 日本の EEZ外落下か 防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220114/k10013430611000.html 

 

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

〇 社説／東アジアの安全保障 同盟強化で技術獲得を進めよ（日刊工業新聞） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00624441 

〇 プーチン大統領の「大祖国戦争パート 2」が始まった（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/011100306/ 

〇 ［社説］韓国軍の「過小評価」に再び極超音速ミサイル発射した北朝鮮（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/42266.html 

〇 馬毛島に自衛隊基地建設へ 防衛省、地元に正式決定と早期整備の必要性説明 西之表

市長「納得いかない」（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/149700/ 

〇 佐世保重工業、最後の新造船命名 建造担ったドック改修（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1D6SFFQ1DTOLB007.html 

〇 金正恩氏、新兵器で米主導の先制攻撃抑止狙う－極超音速ミサイル誇示（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-01-13/R5ME44T0AFB401 

〇 松野長官、北朝鮮への制裁強化「不断に検討」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220113-6TPGNUPJPNMIFKLTGB7FAYG5AY/ 

〇 米 北朝鮮の核・ミサイル開発で制裁「あらゆる手段で対応」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220113/k10013428211000.html 

〇 バイデン米政権、中国の南シナ海「権益」違法 報告書（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1311Z0T10C22A1000000/ 

〇 陸自第 1空挺団 離島防衛想定のパラシュート降下訓練を公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220113/k10013428461000.html 

〇 専門家「日本が大国間ゲームに参加すれば中日関係は複雑で厳しいものに」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0113/c94474-9944378.html 

〇 「ＥＵとしてインド太平洋に艦船派遣目指す」 仏担当大使が書面インタビュー（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220113-QS3WIVJZ6BNOJD26ST6D2ITPMQ/ 

〇2022年の米中関係はどうなるのか 不安定な台湾海峡、対立の行方（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220113-2/ 

〇 イエメン内戦 国連特使 “再び深刻なレベルまで戦闘激化”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220113/k10013428821000.html 

〇 北朝鮮のミサイル実験、不安定化と危険をもたらす＝米国務長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-usa-idJPL4N2TT373 

 

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

〇 北ミサイル発射 脅威の深刻化は放置できない（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220111-OYT1T50292/ 

〇 ロシアが人工衛星を破壊、なぜ「無謀で危険な行為」なのか（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00292/113000070/ 

〇 北の弾道ミサイル 中露の「肩入れ」は許せぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220112-RRZ2BQJQFRLAHNKTTW4SHAYMDA/ 

〇 北朝鮮、「極超音速」否定した韓国軍に見せつけるかのようにマッハ１０ミサイル発射（ハンギョ

レ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/42254.html 

〇 北朝鮮 機関紙で極超音速ミサイルの発射実験の成功を発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220112/k10013425901000.html 

〇 「不沈艦」涼月の戦死者慰霊祭 日向灘での被弾から７８年、元乗組員の遺志継ぎ長男ら計

画（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220112-OYTNT50008/ 

〇 北ミサイル発射で航空機離陸が一時停止 米西海岸（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220112-AK5X7GU22JPIXNMXVDMQYTANRU/ 

〇 李承晩ライン 70年「苦難知って」 帰還した漁船員の写真発見（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220112/k00/00m/040/053000c 

〇 北朝鮮ミサイルはマッハ１０、北へ変則軌道 防衛相（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220112-MRTFDKD24ZLXJH2YSJWOFEH55E/ 

〇 「安保環境、緊張続く」 海自佐世保 西総監が年頭訓示（長崎） 

 https://nordot.app/853816678895337472?c=174761113988793844 

〇 北朝鮮のミサイル技術は著しい発展、看過できず＝松野官房長官（REUTERS） 

https://jp.reuters.com/article/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AE%

E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%8
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1%AF%E8%91%97%E3%81%97%E3%81%84%E7%99%BA%E5%B1%95-

%E7%9C%8B%E9%81%8E%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%EF%BC%9D%E6

%9D%BE%E9%87%8E%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98-

idJPL4N2TS0EF 

〇 北朝鮮 飛しょう体“弾道ミサイル 1発 700キロ超飛行か”防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220112/k10013426031000.html 

〇 岸防衛相、北朝鮮を「強く非難する」 11日に弾道ミサイルを発射（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1D3TJJQ1DUTFK006.html 

〇 出港直後の護衛艦で感染者（共同） 

 https://nordot.app/853854793896837120?c=39546741839462401 

〇 レールガン、敵基地攻撃能力…「あらゆる選択肢検討」と官房長官（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220112-UI5TEAAYDBMUVISK77XZULQNWY/ 

〇 日米が同盟関係の深化について議論 冷戦思考が顕著に（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0112/c94474-9943877.html 

〇 核抑止論へ走りだしたロシア…太平洋にらみ核弾頭配備 最新型原子力潜水艦を異例公開、

見学ルポ（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/153752 

〇 岸防衛相「変則軌道の弾道ミサイル」 安保理決議違反で北朝鮮に抗議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220112/k00/00m/010/171000c 

〇 佐世保重工業、最後の新造船命名式 今後は修繕に活路（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC1204S0S2A110C2000000/ 

 

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

〇 与那国駐屯地 ９０人増強…防衛省計画 電子戦部隊など（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220111-OYTNT50023/ 

〇 【独自】海自護衛艦、南シナ海で日本版「航行の自由作戦」…中国をけん制（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220110-OYT1T50151/ 

〇 日米｢臨時の攻撃用軍事拠点｣｢共同作戦計画ゴーサイン｣合意も、世論の反応薄。これは“戦

争シナリオ”なのに…（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-249114 

〇 北朝鮮から弾道ミサイル発射か、ＥＥＺ外に落下－今年２回目（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-01-10/R5IMKZT1UM0W01 

〇 北朝鮮が飛翔体、1週間で 2発 飛行距離 700キロ未満（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2TQ3PX 

https://jp.reuters.com/article/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AF%E8%91%97%E3%81%97%E3%81%84%E7%99%BA%E5%B1%95-%E7%9C%8B%E9%81%8E%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%EF%BC%9D%E6%9D%BE%E9%87%8E%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98-idJPL4N2TS0EF
https://jp.reuters.com/article/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AF%E8%91%97%E3%81%97%E3%81%84%E7%99%BA%E5%B1%95-%E7%9C%8B%E9%81%8E%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%EF%BC%9D%E6%9D%BE%E9%87%8E%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98-idJPL4N2TS0EF
https://jp.reuters.com/article/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AF%E8%91%97%E3%81%97%E3%81%84%E7%99%BA%E5%B1%95-%E7%9C%8B%E9%81%8E%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%EF%BC%9D%E6%9D%BE%E9%87%8E%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98-idJPL4N2TS0EF
https://jp.reuters.com/article/%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AF%E8%91%97%E3%81%97%E3%81%84%E7%99%BA%E5%B1%95-%E7%9C%8B%E9%81%8E%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%9A%EF%BC%9D%E6%9D%BE%E9%87%8E%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98-idJPL4N2TS0EF
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220112/k10013426031000.html
https://www.asahi.com/articles/ASQ1D3TJJQ1DUTFK006.html
https://nordot.app/853854793896837120?c=39546741839462401
https://www.sankei.com/article/20220112-UI5TEAAYDBMUVISK77XZULQNWY/
http://j.people.com.cn/n3/2022/0112/c94474-9943877.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/153752
https://mainichi.jp/articles/20220112/k00/00m/010/171000c
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJC1204S0S2A110C2000000/
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220111-OYTNT50023/
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220110-OYT1T50151/
https://www.businessinsider.jp/post-249114
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-01-10/R5IMKZT1UM0W01
https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2TQ3PX
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〇 北朝鮮が弾道ミサイルか、日本海に向け発射 政府発表（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA110D50R10C22A1000000/ 

〇 北朝鮮ミサイルで安保理緊急会合 各国非難も一致の姿勢示せず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013423961000.html 

〇 北朝鮮が日本海に向けて飛翔体発射 弾道ミサイルの可能性（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ1C2J5BQ1CUTIL001.html 

〇 北朝鮮が未詳の飛翔体発射 ６日ぶり＝韓国軍「分析中」（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220111000900882 

〇 インド太平洋地域で「戦略的驚き」も、米安保高官が警告（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-australia-idJPL4N2TR0BF 

〇 日米欧が北朝鮮非難の声明（共同） 

 https://nordot.app/853444572771598336?c=39546741839462401 

〇 北朝鮮ミサイル発射で 6カ国が非難声明 国連安保理会合（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220111/k00/00m/030/047000c 

〇 北朝鮮が発射の弾道ミサイル、マッハ１０超えか（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220111-VSKBCNE7IFNL5A64UL4EKXKSPQ/ 

〇 北朝鮮が弾道ミサイルの可能性あるもの発射 被害情報なし（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013424151000.html 

〇 北の飛翔体、岸防衛相「日本のＥＥＺ外に落下と推定」…音速の１０倍の速度と韓国軍分析

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220111-OYT1T50115/ 

〇 国連安保理、北ミサイル巡り欧米と中露が対立…声明発表など結束示せず（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220111-OYT1T50110/ 

〇 北朝鮮、弾道ミサイルらしき物体を発射 6日間で発射 2回目（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/59947543 

〇 佐世保・針尾無線塔 建造 100年 地域の象徴 戦争の歴史伝え続ける 頂上に上ったあの

日（長崎） 

 https://nordot.app/853463190812000256?c=174761113988793844 

〇 北朝鮮 弾道ミサイル非難の国連声明直後に発射 国際社会反発か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013424351000.html 

〇 北ミサイルは極超音速型か 韓国軍「最高速度マッハ１０前後」（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220111003300882 

〇 政府、ミサイル連続発射に警戒感（共同） 

 https://nordot.app/853554775808425984?c=39546741839462401 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA110D50R10C22A1000000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013423961000.html
https://www.asahi.com/articles/ASQ1C2J5BQ1CUTIL001.html
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220111000900882
https://jp.reuters.com/article/usa-australia-idJPL4N2TR0BF
https://nordot.app/853444572771598336?c=39546741839462401
https://mainichi.jp/articles/20220111/k00/00m/030/047000c
https://www.sankei.com/article/20220111-VSKBCNE7IFNL5A64UL4EKXKSPQ/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013424151000.html
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220111-OYT1T50115/
https://www.yomiuri.co.jp/world/20220111-OYT1T50110/
https://www.bbc.com/japanese/59947543
https://nordot.app/853463190812000256?c=174761113988793844
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013424351000.html
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220111003300882
https://nordot.app/853554775808425984?c=39546741839462401
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〇 “北朝鮮 飛しょう体 5日の弾道ミサイルより進展” 韓国軍（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013424871000.html 

〇 北朝鮮、ミサイル高度化 韓国軍「音速の 10倍」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM113950R10C22A1000000/ 

〇 朝鮮が再び試射か 「性急な決めつけはすべきでない」と中国外交部（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20220111/1fb912ed-e4af-e42d-9612-30c41082d4bd.html 

 

１０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 海上保安庁、海賊対策でベトナムに巡視船「えちご」派遣（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/220107180058.html 

〇 北朝鮮“極超音速ミサイル”の謎  火星 8 より細い先端、低空飛行、弾頭部は 1980年代の

米ミサイルにソックリ？（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/296125 

〇 世界最大の海軍演習リムパックに台湾軍を招待...はたして実現するだろうか（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84437.html 

〇 専門家に聞く「台湾有事」鹿児島への影響と制度の問題は（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220110/5050017449.html 

 

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

〇 防衛予算とは 中国は日本の 6倍超（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA082520Y2A100C2000000/ 

〇 日米韓を分断した文政権の四年半 「朝鮮半島藪睨み」特別版 産経新聞編集委員 久保田

るり子（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220109-RSCZSBU5RBPFRNUDEFGVBHK3SU/ 

〇 鉄道唱歌の詞は軍港の世界 レトロなＪＲ横須賀駅（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/life/article-789972.html 

〇 日米２プラス２ 同盟の強化で平和を守れ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220109-KCGHNBLSJRKCXI3O34GQ5LNRLQ/ 

〇 日本は「米軍のカモ」にされた…日豪「連携強化」のウラにある“米国の思惑”（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/91242 

〇 「思いやり予算」増額のウラで米国の「日本への嫉妬」が「焦燥感」に変わったワケ（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/91080 

〇 社説［日米２プラス２］ 緊張緩和へ努力尽くせ（沖縄タイムス） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013424871000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM113950R10C22A1000000/
http://japanese.cri.cn/20220111/1fb912ed-e4af-e42d-9612-30c41082d4bd.html
https://www.viet-jo.com/news/politics/220107180058.html
https://www.fnn.jp/articles/-/296125
https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84437.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220110/5050017449.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA082520Y2A100C2000000/
https://www.sankei.com/article/20220109-RSCZSBU5RBPFRNUDEFGVBHK3SU/
https://www.kanaloco.jp/news/life/article-789972.html
https://www.sankei.com/article/20220109-KCGHNBLSJRKCXI3O34GQ5LNRLQ/
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/91242
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/91080
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 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/891667 

〇 もし第二次日露戦争が勃発したら「日本が海戦を制する」とロシアメディアが断言する理由

(COURRiER) 

 https://courrier.jp/news/archives/274258/ 

〇 中東で「兼務」第 1陣出港（共同） 

 https://nordot.app/852793213670326272?c=39546741839462401 

〇 米国海軍とオーストラリア海軍が共同訓練を実施（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84424.html 

〇 海自護衛艦「さみだれ」呉基地を出港 ソマリア沖での海賊対処と情報収集活動（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/296132 

 

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

〇 米一般教書演説、3月 1日に（共同） 

 https://nordot.app/852258885724471296?c=39546741839462401 

〇 日米２プラス２ 同盟強化の具体策を進めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220107-OYT1T50227/ 

〇 （社説）日米２＋２ 備えの先 共存の道探れ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15165341.html 

〇 「敵基地攻撃能力」の検討伝達 日米、中国抑止を強化（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA066290W2A100C2000000/ 

〇 政府 日米「2＋2」受け 国家安全保障戦略などの検討 具体化へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220108/k10013420421000.html 

〇 南シナ海で「海洋権益拡大」狙う中国の無法…台風被害に乗じて新法施行か（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/91228 

〇 対中抑止へ日米一体 自衛隊の役割拡大、同盟変容も―２プラス２（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010701100&g=pol 

〇 日米２プラス２ 軍事一辺倒は解決に逆行する（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-01-08/2022010801_05_0.html 

〇 敵基地攻撃能力「検討」表明（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-01-08/2022010801_01_0.html 

〇 「思いやり予算」新協定（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-01-08/2022010802_01_0.html 

〇 自衛隊施設「共同使用はやるべきではない」 沖縄のデニー知事、台湾有事に懸念（沖縄タ

イムス） 

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/891667
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 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/891325 

〇 台湾有事で「基地が標的」に懸念 避難計画なし 鹿児島県（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220108/5050017434.html 

〇 北のミサイルはマッハ 6になったのに…韓国軍は「極超音速」「技術的進展」に否定的（下）

（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/01/08/2022010880012.html 

〇 台湾の強い「決意表明」 最新改良戦闘機Ｆ１６Ｖで「エレファント・ウォーク」披露 識者「中国

軍機と互角以上に戦える」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220108-F2UY5RBVJRNC3MVTZ26UEUVEL4/ 

〇 米日豪はトラブルメーカーになるべきではない＝外交部（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-01/08/content_77977650.htm 

〇 中国、日本漁船への接近 3倍に（共同） 

 https://nordot.app/852447000677171200?c=39546741839462401 

〇 台湾有事想定の空軍演習を実施（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/01/54330/ 

〇 海底に眠る旧日本海軍 24の潜水艦 原爆の歴史を変えたかもしれない「伊 58」も…命重ん

じた元艦長の思い【長崎発】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/294273 

〇 信じられない瞬間 米海軍が 2021年の素晴らしい写真を発表（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84428.html 

 

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

〇 北発射のミサイル音速の５倍超えか 日米韓へ脅威増す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220107-AE5SRWD7TNMSFFX73ERACQFRAQ/ 

〇 北朝鮮発射のミサイル「極超音速」 弾頭速度など向上か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM061OB0W2A100C2000000/ 

〇 2022年は米中覇権争いの序章！欧米列強とアジアの因縁の対立が根深い理由（ダイヤモン

ド） 

 https://diamond.jp/articles/-/292605 

〇 北朝鮮、マッハ５以上「極超音速ミサイル」発射実験の成功を誇示（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/42209.html 

〇 習近平も絶句する…「台湾侵攻」の後に始まる、中国の製造業「大崩壊」の序章（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/91161 
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〇 日本政府、「同志国」との連携拡大狙う 豪との円滑化協定、対英交渉に弾み（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010601096&g=pol 

〇 日本が潜水艦に巡航ミサイルを搭載の可能性、中国メディア「我が国を念頭」（Searchina） 

 https://news.searchina.net/id/1704609?page=1 

〇 日米２プラス２、中国台頭に懸念…「極超音速技術」に対抗（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220107-OYT1T50046/ 

〇 日米が軍事技術の新協定、極超音速兵器に対処へ 中国を強くけん制（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2TN0QO 

〇 米原潜寄港 南シナ海へ活動シフトか（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-01-07/2022010702_02_0.html 

〇 日米の外務・防衛閣僚協議 岸田政権発足後初（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/75188.html 

〇 中国や北朝鮮のミサイル対応などで共同研究へ 日米 2プラス 2会議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220107/k00/00m/010/028000c 

〇 海自 22航空群、今年初のヘリ飛行訓練 大村航空基地（長崎） 

 https://nordot.app/852007037773840384?c=174761113988793844 

〇 防衛研究開発で協力強化 「極超音速兵器」対処へ―日米２プラス２（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010700132&g=pol 

〇 日米 2プラス 2「同盟を絶えず現代化」 新たな共同研究の意向も（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ173QY9Q17UTFK001.html 

〇 日豪首脳、安保協力の「円滑化協定」調印 対中念頭（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=29770 

〇 中国大使館、日豪首脳会談における中国関連の否定的内容を厳しく批判（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0107/c94474-9942120.html 

〇 北朝鮮ミサイル発射 国連安保理が緊急会合を 10日に開催へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220107/k10013419001000.html 

〇 日米、敵基地攻撃念頭に決意表明（共同） 

 https://nordot.app/852009114449870848?c=39546741839462401 

〇 日中防衛相会談、発表された会談内容に日中で差があった理由＝中国（Searchina） 

 https://news.searchina.net/id/1704621?page=1 

〇 日米 2プラス 2会議、成果文書発表 新兵器対応のため共同で研究（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220107/k00/00m/010/079000c 

〇 海上自衛隊小月航空基地で新年最初の飛行訓練（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20220107/4060012237.html 

〇 米軍駐留経費の日本側負担 年間約 100億円増額に署名（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/75224.html 

〇 日米、防衛の最新技術開発で協定 極超音速兵器へ対処（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0667C0W2A100C2000000/ 

〇 中国の国産空母は「質の悪いパクリ品」？ 「そんなはずない！ 日本より強い」＝中国

（Searchina） 

 https://news.searchina.net/id/1704625?page=1 

〇 重要な一歩…日豪が円滑化協定に署名 インド太平洋地域の対中抑止強化へ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84360.html 

〇 日米同盟の絆は…２プラス２で「対中抑止力強化」を確認 北のミサイル発射を踏まえ役割分

担も（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220107-6QPBGWL7GJKURPYM3TCE4VB7DE/ 

〇 「Ｆ―３５」に対抗するロシア軍最新戦闘機「Ｓｕ―７５チェックメイト」 性能はほぼ互角ながら３

分の一ほどの低価格 ２６年ごろ配備目指す（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220107-KRBMIKWKG5L2LDC53VYT5NBNGE/ 

〇 海上自衛隊徳島航空基地 ことし初めての飛行訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20220107/8020013322.html 

〇 【詳細】日米「2プラス 2」共同発表 内容は？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220107/k10013419931000.html 

〇 日米 2プラス 2に中国反発（共同） 

 https://nordot.app/852110751639027712?c=39546741839462401 

〇 「敵基地攻撃」検討を伝達 日米、共同発表で中国けん制―防衛技術研究で協力（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010700961&g=pol 

〇 「国家防衛に必要なあらゆる選択肢」 日米 2プラス 2、共同発表要旨（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ175KNSQ17UHBI01J.html 

〇 日米「2プラス 2」“中国念頭に協力 あらゆる選択肢を検討”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220107/k10013418611000.html 

〇 台湾有事想定の避難計画策定 自治体単独の対応は困難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220107/5050017429.html 

〇 専門家「国は住民保護対策の具体的説明を」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220107/5050017431.html 

〇 セブン―イレブン中国法人に罰金（共同） 

 https://nordot.app/852134565579407360?c=39546741839462401 
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〇 日本の軍事的役割の発揮を後押ししているのは誰か？―中国紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b887604-s25-c100-d0193.html 

〇 政府が馬毛島の施設整備決定を伝達 日米外務・防衛閣僚協議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220107/5050017425.html 

〇 練習機「TC90」が編隊飛行 海自徳島教育航空群が今年初訓練（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220107/k00/00m/040/196000c 

〇 日米 2プラス 2、台湾海峡の安定を強調 外交部「歓迎と感謝」（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202201070008 

〇 F-35 ステルス戦闘機が世界各地に配備中（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84402.html 

〇 日米 2プラス 2、同盟深化へ 「敵基地攻撃」議論 中国の反発必至（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220107/k00/00m/030/222000c 

〇 中露「二正面」作戦の米、日本への期待高める（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220107-EQQK4ERHK5IC7FFXJFO5UJDOBY/ 

〇 日米 2プラス 2、中共の軍事的拡張に焦点 同盟の結束確認し防衛力強化へ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84395.html 

〇 日米同盟の抑止力強化、「敵基地攻撃能力」念頭に確認…２プラス２（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220107-OYT1T50288/ 

 

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

〇 職業としての自衛隊ＰＲ（タウンニュース） 

 https://www.townnews.co.jp/0112/2022/01/06/606656.html 

〇 北朝鮮、苦境でも軍備増強 日本海に弾道ミサイルか（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM050JS0V00C22A1000000/ 

〇 北朝鮮が飛翔体発射 日米韓の連携立て直しを（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220106/ddm/005/070/083000c 

〇 北ミサイル発射 孤立深める愚行を続けるのか（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220105-OYT1T50288/ 

〇 北は節目の年、ミサイル開発をアピールする狙いか…日米韓が分析急ぐ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220106-OYT1T50009/ 

〇 北の弾道ミサイル 敵基地攻撃力保有を急げ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220106-YCNC3BBGCBPYLG7T2XLCPFGBOQ/ 

〇 （社説）核保有国声明 廃絶の誓い 行動でこそ（朝日） 
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 https://www.asahi.com/articles/DA3S15163433.html 

〇 2022年からの対中国・ロシア関係で重視すべきは実は欧州（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/010400303/ 

〇 北朝鮮の飛しょう体発射 日米外務・防衛閣僚協議で対応協議へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220106/k10013416881000.html 

〇 インドが狙う対中国「敵基地攻撃能力」（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25342 

〇 圧倒的低コスト！ 見えてきた米海軍の新型揚陸艦 担うは海兵隊の新作戦 陸自も…？（乗

りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/114111 

〇 ［社説］新年早々の弾道ミサイル発射、北朝鮮は緊張を高めてはならない（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/42199.html 

〇 政府、海底ケーブル拠点を分散 安保・災害リスク低減へ（ITmedia） 

 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2201/06/news054.html 

〇 日本の核開発の能力は極めて高い！ 空母建造にも警戒すべき＝中国（Searchina） 

 https://news.searchina.net/id/1704584?page=1 

〇 「トランスフォーマー」に登場の夢の兵器「レールガン」、日本が本格開発推進（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/286397?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 インド太平洋の平和と繁栄の鍵となるオーストラリアの強固なパートナーシップ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84312.html 

〇 北朝鮮、５日に「極超音速ミサイル」の発射実験 国営メディア報道（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35181701.html 

〇 北ミサイルの射程距離、日本「500キロ」・韓国国防部「分析中」（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/01/06/2022010680042.html 

〇 ソマリア沖での海賊対処へ…海上自衛隊大村航空基地から哨戒ヘリと隊員が出発（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/294646 

〇 佐世保の防空指揮所跡など巡るツアー 「海軍さんの散歩道」が 14日再開（長崎） 

 https://nordot.app/851657132211486720?c=174761113988793844 

〇 松野氏、5日の飛翔体は「新型弾道ミサイル」 政府、北朝鮮に抗議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220106/k00/00m/010/090000c 

〇 北朝鮮のミサイルは「新型弾道」 最高高度 50キロと分析 岸防衛相（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ164CJ1Q16UTFK00H.html 

〇 政府、北朝鮮に厳重抗議（共同） 

 https://nordot.app/851674663089553408?c=39546741839462401 
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〇 北朝鮮「極超音速ミサイルを試射」 朝鮮中央通信（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM05CEG0V00C22A1000000/ 

〇 日本の空母発展の道は険しいものになる、中国国産空母との「差」＝中国報道（Searchina） 

 https://news.searchina.net/id/1704603?page=1 

〇 日豪が「歴史的」協定に署名、防衛協力を強化 中国「第三者を標的にしてはならない」

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220106-1/ 

〇 北朝鮮ミサイル 「これまでにない新型」防衛相（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220106-TS2JEDJJAZMAZPK6PSLXQZIGU4/ 

〇 頻繁な軍事演習で地域情勢を撹乱する日米、地域の安全保障リスクを増大（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0106/c94474-9941664.html 

〇 日豪首脳がテレビ形式で会談、安保共同宣言の早期更新で一致（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2TM1CO 

〇 日豪、東・南シナ海での威圧行動に強く反対（共同） 

 https://nordot.app/851722383276687360?c=39546741839462401 

〇 日豪首脳、対中念頭に協力強化 安保共同宣言更新へ―円滑化協定に署名（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010600811&g=int 

〇 日豪首脳「円滑化協定」署名 安全保障や防衛面で協力拡大（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/75176.html 

〇 進む日豪安保協力 「豪州モデル」他国への拡大狙う（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220106/k00/00m/010/220000c 

〇 豪に「地の利」 戦略的協力も可能に 円滑化協定（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220106-A72DXW5RQBMKJMVKOISTFUKD3E/ 

〇 日豪、共同訓練の円滑化で新協定（共同） 

 https://nordot.app/851741324004147200?c=39546741839462401 

〇 中国外務省報道官、「太平洋が真に太平の海となることを願う」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/asia-i91204 

〇 「自由で開かれたインド太平洋」は同盟の北極星…米駐日大使インタビュー（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220106-OYT1T50167/ 

 

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

〇 排他的経済水域で中共が無許可で海底調査か（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/01/54273/ 

〇 米海兵隊の変化と自衛隊の課題が見えてきた 日米、年の瀬の実動訓練（GLOBE+） 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM05CEG0V00C22A1000000/
https://news.searchina.net/id/1704603?page=1
https://newsphere.jp/world-report/20220106-1/
https://www.sankei.com/article/20220106-TS2JEDJJAZMAZPK6PSLXQZIGU4/
http://j.people.com.cn/n3/2022/0106/c94474-9941664.html
https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2TM1CO
https://nordot.app/851722383276687360?c=39546741839462401
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010600811&g=int
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/75176.html
https://mainichi.jp/articles/20220106/k00/00m/010/220000c
https://www.sankei.com/article/20220106-A72DXW5RQBMKJMVKOISTFUKD3E/
https://nordot.app/851741324004147200?c=39546741839462401
https://parstoday.com/ja/news/asia-i91204
https://www.yomiuri.co.jp/world/20220106-OYT1T50167/
https://www.ntdtv.jp/2022/01/54273/
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 https://globe.asahi.com/article/14514989 

〇 自衛隊と米軍の共同作戦計画 あからさまな戦争準備に沈黙の大マスコミ（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/299471 

〇 2022年は尖閣諸島に銃声！？日本は戦争を始める前に必ず被害者のふりをする―華字メ

ディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b887482-s25-c100-d0052.html 

〇 次世代ミサイル迎撃技術「レールガン」とは？（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL046EJ0U2A100C2000000/ 

〇 北朝鮮が飛翔体、日本のＥＥＺ外に落下か 500キロ飛行と推定（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2TK3KC 

〇 北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射、昨年 10月以来 弾道ミサイルの可能性（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/152457 

〇 ２０２２年最大の焦点は中国の動向 北京五輪後に台湾情勢緊迫も 投資過大の経済が不安

定要因（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220105-3LLHSOJHMVLUJBIVXN5HWVI2UE/ 

〇 日豪、円滑化協定に署名へ 自衛隊・豪軍訓練しやすく（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM050TU0V00C22A1000000/ 

〇 北朝鮮 弾道ミサイルの可能性あるもの 500キロ飛翔 EEZ外落下か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220105/k10013415441000.html 

〇 北朝鮮の行動、国際社会にとって深刻な課題＝官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2TL0OF 

〇 北朝鮮の飛翔体、官邸に対策室 首相「これまで以上に警戒」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220105/k00/00m/030/086000c 

〇 実は自衛官あるある？ きっちり畳まれた Tシャツのバウムクーヘン（おたくま経済新聞） 

 https://otakei.otakuma.net/archives/2022010505.html 

〇 安定性が脅かされる中、防衛強化を加速する日本（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/84261.html 

〇 海自 P-1、グアムで実施の「シードラゴン 2022」へ参加（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/135416 

 

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

〇 政府、海底ケーブル拠点を分散 安保・災害リスク低減へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220104-NLLUPNDBWJPFJDPYYQQORR4XMA/ 
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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM050TU0V00C22A1000000/
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０３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国船 日本漁船への接近 2倍 接続水域航行は 332日（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/74993.html 

〇 国際秩序の変動 「中国式」の拡張は放置できぬ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220103-OYT1T50006/ 

〇 尖閣沖 中国海警局の船 日本漁船への接近 前年の 2倍以上に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220103/k10013412841000.html 

〇 米中、冷戦期より「熱戦」の恐れ ジョン・ミアシャイマー氏（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010200103&g=int 

〇 米中、「戦争回避」が大前提 ロバート・デーリー氏（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022010200108&g=int 

 

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

〇 特集「岸田政権の対中姿勢を問う」 実像つかめない「ウナギ宰相」 産経新聞政治部編集委

員兼論説委員 阿比留瑠比（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220102-VBN4ZIIMXRIFBIF726K5IBHH4E/ 

〇 伊→独→日に所属、三国同盟の象徴のような潜水艦 黒潮に沈んだあまりに数奇な運命（乗

りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/114061 

〇 英誌が指摘「対中国の“最前線”にある日本は自衛力を高めなければならない」

（COURRiER） 

 https://courrier.jp/news/archives/273064/ 

〇 ミサイル防衛裏かく南極経由も 中国の極超音速兵器（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220102-4BNMZ25ULJIPBJJ6MUSSKR7Z3Y/ 

 

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

〇 EU、独自の安保・防衛追求＝NATO と両立課題（ドイツニュースダイジェスト） 

 http://www.newsdigest.de/newsde/news/news/12643-2021-12-31/ 

〇 在日米軍基地、日本人従業員パワハラの根にある深刻なダメ司令官問題（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/90988 

〇 「未来の支配」をめぐる米中 AI合戦（3/7）（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/01/83612.html 

〇 「敵基地攻撃」検討本格化へ ミサイル防衛、重層化図る―政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2021123100303&g=pol 

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/74993.html
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〇 2022年の世界情勢の行方：試される日本外交の主体性（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220101-1/ 

〇 ｢先端技術は中国に筒抜け｣日本の軍事技術が周回遅れになってしまった根本原因（プレジ

デント） 

 https://president.jp/articles/-/53172 

〇 世界の中国包囲網強化にあらがう中国 一強習近平主席が抱く「共産党求心力」への不安

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/289668 

 

（了） 
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