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～海の News（令和 4年３月）～ 

 

３１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 差し迫ったロシアの脅威…欧州各国、国防費増へ続々（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220331-OYT1T50068/ 

〇 国家安保戦略 現状変更許さぬ抑止力を築け（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220330-OYT1T50368/ 

〇 ウクライナ戦争で迎えるポスト・アメリカ時代（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26174 

〇 プーチン、金正恩の脅威で岸田政権が迫られる「本気のミサイル防衛」（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93889 

〇 ウクライナ危機の裏で中国が執着する海上交通路戦略「真珠の首飾り」とは何か（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93902 

〇 足して２で割る安全保障論 日本はいつまで続ける気か（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26224 

〇 【まとめ】 ロシアによるウクライナ侵攻を「世界の専門家たち」はどう見ているのか

（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/283122/ 

〇 ウクライナ侵攻、プーチン氏のストレス値は？（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL306UQ0Q2A330C2000000/ 

〇 2027年までに中国「台湾侵攻」シナリオ 独立派支援で混乱を狙う可能性も（AERA） 

 https://dot.asahi.com/wa/2022033000014.html?page=1 

〇 台湾の最新世論調査｢中国は軍事侵攻しない｣が約 6割の“意外”。なぜか日本は｢侵攻懸

念｣が 8割超で…（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-252436 

〇 核抑止力の維持「最優先」 中ロの脅威、同盟国に配慮―米指針（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022033000967&g=int 

〇 ウクライナの抵抗を支える、国産対戦車ミサイル（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-252385 

〇 宮嶋茂樹 ウクライナ人が「親日」の理由教えたろ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220331-NKNDLX653FNNZOPAFISVYU7M3E/ 

〇 ミクロネシア連邦、ソロモン諸島に対中安保協定断念を要求（REUTERS） 
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 https://jp.reuters.com/article/pacific-china-idJPL3N2VY173 

〇 ソロモン諸島、中国との安保協定に合意（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3398018 

〇 ソロモン諸島、中国と安保協定 米豪、基地建設を警戒（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022033100963&g=int 

〇 米比、過去最大規模の合同演習 中国を牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220331-ZIGKAGDDM5ITDB7TTQT3LLD2QY/ 

〇 加速する自衛隊の「南西シフト」 ミサイル網構築、中国に対抗へ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ3X66JRQ3XUTIL016.html 

〇 ウクライナ戦争は終わった、アメリカ抜きで（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/post-98420.php 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 プーチン氏は真実知らず 戦況・経済制裁、軍が誤情報（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN311AD0R30C22A3000000/ 

〇 ロシア軍 ウクライナ東部要衝 完全掌握目指し 戦闘激化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220331/k10013561501000.html 

〇 日米韓制服組トップ会談 北朝鮮などを念頭に協力強化で合意（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220331/k10013561781000.html 

〇 防衛費の GDP2%達成は 8カ国 NATO報告書（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR31CH70R30C22A3000000/ 

 

３０（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 黒海に機雷漂流 ルーマニア・トルコの軍が除去（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR29CON0Z20C22A3000000/ 

〇 露、軍事行動停滞で軟化 ウクライナ安保枠組み焦点（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220329-CCT3RX54KRMZLBCZ2XCZHXX6XA/ 

〇 ウクライナが「中立化」提示、プーチン氏には受け入れ困難な内容も…予断許さぬ停戦交渉

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220330-OYT1T50054/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（29日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220329/k10013556561000.html 

〇 ロシアとウクライナ 停戦交渉終了 キエフなどの攻撃大幅縮小へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220329/k10013558341000.html 
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〇 バイデン米大統領が舌禍でおびえた、プーチン大統領「ケンカの流儀」（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03300610/?all=1 

〇 ロシアのプーチン大統領にとって危険な数字（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185579.html 

〇 プーチン政権に不満渦巻く くすぶるクーデター説―ロシア高官辞任、国防相は雲隠れ（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032900687&g=int 

〇 外交と戦争～抑止力の陰りとともに「米国の世紀」は終わるのか（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022032900002.html 

〇 ロシアとウクライナ 停戦交渉で一定の譲歩示すも停戦は不透明（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013558561000.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ３４日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220330-4VP4K7NAJNMWVMZTIRYGX2K5KM/ 

〇 ロシア、ウクライナと停戦交渉 キエフ周辺の軍事活動縮小を発表（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185603.html 

〇 ＜デスクの眼＞核実験と ICBM発射の凍結宣言を破棄した北朝鮮 米中、米ロの対立激化

で勢い（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/168660 

〇 プーチン氏、マリウポリを救うためには「ウクライナ軍が武器を置くべきだ」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220330-OYT1T50154/ 

〇 和平交渉に進展の兆し、ロシア軍は攻撃を続行 EU4カ国がロシア外交官 43人追放

（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60923096 

〇 ロシアとウクライナが停戦交渉も東部では激しい戦闘継続か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013558781000.html 

〇 中国海軍の艦艇が長崎県五島列島西を航行し日本海に、と防衛省発表（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/339550 

〇 ソロモン諸島、中国との安保協定を擁護 周辺国の反発は「侮辱的」（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185617.html 

〇 【解説】ロシアとウクライナ停戦交渉 歩み寄りはどこまで？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013558751000.html 

〇 中国とにらみ合う第 1列島線上 米軍が日の丸オスプレイと描く作戦（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ3S76V1Q3RTIPE027.html 

〇 ウクライナ侵略でロシア寄り態度の微修正を図るインド（WEDGE Infinity） 
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 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26208 

〇 人民日報がウクライナ危機に乗じた反米キャンペーンを開始（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/post-98413.php 

〇 中国、ソロモン諸島と安保協定を計画 オーストラリアの「裏庭」に足がかり（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60923628 

〇 防衛省、SNSでウクライナ戦況（共同） 

 https://nordot.app/881819343626272768 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 日本の核武装、ウクライナ侵攻が後押しとなるのか（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60872497 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（30日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013558281000.html 

〇 ウクライナ 新たな安全保障の枠組み提案 ロシアの判断が焦点に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013559681000.html 

〇 ロシアとウクライナの交渉、停戦への道筋示すも行く手には地雷原（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185626.html 

〇 防衛省が攻撃型ドローン研究へ ウクライナ侵攻で存在感示す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220330-WRGI3V54FRIE5AJ73GEX3CVIQQ/ 

〇 米「露、キエフ制圧に失敗」 部隊後退は「再配置」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220330-ZEK3VQR7WNIADGKKCSXD5G7LDM/ 

〇 ロシア情報収集艦が対馬海峡を南下（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220330-OML47OPQCZPDNKJBDAXGWE3W6Q/ 

〇 ロシア海軍の情報収集艦 1隻が対馬海峡を通過 20日にも海峡往復（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220330/k10013560101000.html 

 

２９（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米予算教書、ウクライナ危機で国防費増額 富裕層増税で赤字圧縮へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-biden-idJPL3N2VV3S4 

〇 露の連れ去り 人道にもとる蛮行やめよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220329-FQ22QLQQ65PNJHB3FCCXJ5M5FU/ 

〇 ロシアとウクライナ 29日にトルコで停戦交渉 中立化など焦点（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220329/k10013556481000.html 
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〇 海自の護衛艦「くまの」、横須賀に配備 掃海能力を初装備（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-888282.html 

〇 安保法 6年、「専守防衛」は有名無実化の岐路に 高まる敵基地攻撃論、他国との軍事協力

も加速（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/168321 

〇 「ロシアは世界で孤立」の嘘…国連決議に反対等の国の人口、世界の過半数か、西側へ不

信（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2022/03/post_287023.html 

〇 ロシア軍の機密情報がウクライナに「ダダ洩れ」な理由（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/283424/ 

〇 米バイデン政権 新年度の国防予算 4％増 ロシアや中国に対抗（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220329/k10013556701000.html 

〇 北朝鮮の核実験示唆、米ロの不和を利用か－追加制裁の可能性低く（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-28/R9H1L7DWRGG001 

〇 中国は「最大の戦略的競合国」 ウクライナ危機でも優先維持―米国防戦略（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032900281&g=int 

〇 尖閣周辺に中国船 ３３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220329-GCPAVVJMBRKBBLWFSYRYMPT3PY/ 

〇 ソロモン諸島首相、中国との安保協力を確認 反発は「侮辱的」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-china-solomon-islands-idJPL3N2VW0K3 

〇 過去最大規模 100兆円超の国防予算を提案 バイデン大統領、予算教書を発表（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/168454 

〇 国連 ウクライナ情勢めぐり 停戦合意に向け取り組む考え強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220329/k10013556871000.html 

〇 核兵器の使用は「国家の存在」が脅かされた場合のみ ロシア大統領報道官（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185543.html 

〇 プーチン氏との対話巡りＮＡＴＯ内に溝、逆効果と否定的な見方も（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-29/R9H8CPDWX2PT01 

〇 米の国家防衛戦略、ロシアは中国に続く「深刻な脅威」と位置付け…必要なら「紛争に勝つ用

意」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220329-OYT1T50127/ 

〇 バイデン米政権、国防予算を４％増の１００兆円に 中ロに対抗（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35185552.html 

〇 米インド太平洋軍司令官「中共の台湾侵攻、本当に起こりうる」（看中國） 
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 https://www.visiontimesjp.com/?p=32388 

〇 “海自カレーを味見” 無料支給対象でない自衛官ら 6人停職に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220329/k10013557141000.html 

〇 首都キエフ制圧できず…プーチン氏〝迷走〟狙いを東部ドンバスに変更 背景にロシア国

内の混乱 停戦交渉で領土分割なら「台湾有事」誘発も（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220329-SCH6VLSFSBJ5PCRNLQSG3SRIY4/ 

〇 南極観測船しらせが帰国 海自横須賀基地で行事（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220329-DOJZCX66UJMI5BDG72WUMFUSB4/ 

〇 ソロモン諸島、中国と安保協定計画 豪など反発「重大な懸念」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220329-HJ3N5J2F5VKOPFHZKHRKYNC7Q4/ 

〇 【独自分析】宇宙から見たウクライナ侵攻（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220329/k10013555031000.html 

〇 ウクライナ「安保、米欧含め新条約を」 ロシアと協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR2901Y0Z20C22A3000000/ 

〇 ウクライナ侵攻から見る台湾有事のリスク…日本と台湾はなにを学び、どう対策すべきか（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/103538 

〇 ロシアとウクライナ トルコで対面形式の停戦交渉（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220329/k10013557151000.html 

〇 NATO防衛力強化へ電子戦機 6機を独に配備 米国防総省（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3397572 

〇 中国海軍の 2隻が日本海へ（共同） 

 https://nordot.app/881507110133186560 

〇 ロシア軍「キエフ近郊の活動縮小へ」、ウクライナは安保体制提案（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-turkey-talks-russia-idJPL3N2VW3BI 

 

２８（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ウクライナ大統領「中立化可能」 トルコで停戦対話へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR274CP0X20C22A3000000/ 

〇 陸自に「電子作戦隊」発足（共同） 

 https://nordot.app/880895830575333376 

〇 首相の広島献花 二度と核を落とさせるな（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220328-2TZ5VWIBWBKHBEKTFN2OIB3WH4/ 

〇 北朝鮮「火星１７型発射した」とするが…韓国軍当局は火星１５型と推定（中央日報） 
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 https://japanese.joins.com/JArticle/289243?servcode=500&sectcode=500 

〇 北朝鮮は「強力な攻撃能力」の開発続ける─金総書記＝ＫＣＮＡ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/north-korea-missile-idJPKCN2LO0L6 

〇 イタリア海軍の次代を担うか 多目的哨戒艦「パオロ・タオン・ディ・レヴェル」就役（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/116941 

〇 ウクライナ、中立化と東部巡る譲歩の用意＝ゼレンスキー大統領（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL3N2VU0QI 

〇 陸自に「電子作戦隊」発足 安保新領域、大幅強化へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220328-EETWBK6YH5IJNKQX3YXX2AYDU4/ 

〇 尖閣諸島の日本漁船は､いつ中国に撃たれてもおかしくない…東シナ海で起きている｢国境

紛争｣の衝撃（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/55714 

〇 誕生経緯に起因、自衛隊が抱える「矛盾と問題」 憲法９条への明記は賛成も…自衛、国防

軍の創設が可能な再改正を（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220328-N5RXMPF55RN7FELKGRXR2MTXTY/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ３２日連続、機関砲のようなもの搭載（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220328-WXBONO4ABRPMHAPR3TPEDPUOT4/ 

〇 ロシアとウクライナ 停戦交渉 早ければ 28日から対面実施見通し（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220328/k10013555301000.html 

〇 ゼレンスキー氏、「中立化交渉の用意ある」 ロシアと 28日からトルコで対面協議へ（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60896944 

〇 アングル：「ゴール」動かしたロシア、行き詰まるウクライナ侵攻（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-analysis-idJPKCN2LP0DX 

〇 陸自に「電子作戦隊」が発足 中ロ念頭「電子戦」に対応へ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/338460 

〇 アメリカ軍とフィリピン軍 過去最大規模の合同軍事演習始まる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220328/k10013555541000.html 

〇 ロシアのウクライナ侵攻により加速する 脱「中国依存」＝専門家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/103471 

〇 【詳しく】なぜトルコが仲介？ウクライナとロシアの交渉（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220328/k10013550431000.html 

〇 北方領土含む地域でロシア軍事演習「受け入れられず」官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220328/k10013556071000.html 
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〇 【現地は今】ロシア キエフ攻略は挫折？最新戦況と現地の声（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220328/k10013555421000.html 

〇 北朝鮮 キム総書記「強力な攻撃手段をより多く開発 軍に配備」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220328/k10013555211000.html 

〇 フィリピンと米国が合同軍事演習、15年以降で最大規模（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/philippines-usa-defence-idJPKCN2LP109 

〇 不肖・宮嶋、南極潜入！〜「南極観測隊」に同行した 5カ月の記録（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/53052 

〇 ロシアの攻勢揺るがすウクライナ、戦況は新たな局面へ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185509.html 

〇 ロシア・ウクライナ、停戦へ新安保枠組み焦点 29日協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR213SG0R20C22A3000000/ 

〇 電子戦の司令部発足 中ロ念頭、北海道・九州の部隊統括（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2849C0Y2A320C2000000/ 

〇 ウクライナ侵攻 対面の停戦交渉 29日にトルコで行われる見通し（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220328/k10013556241000.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（28日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220328/k10013553291000.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

 

２７（日）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米、核使用の厳格化を見送り ロシア抑止を優先（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN263EL0W2A320C2000000/ 

〇 宇米２＋２協議にバイデン氏参加 「ウクライナで起きていることは２１世紀の歴史を変える」

（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3440662-yu-mixie-yinibaiden-shi-can-

jiaukurainade-qikiteirukotohashi-jino-li-shiwo-bianeru.html 

〇 国連安保理 露に常任理事国資格ない 岸田首相は改革に取り組め（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220327-XVV7O5AZ75L25D663V6BKV37XQ/ 

〇 （社説）ＩＣＢＭ発射 秩序混迷に乗じた暴挙（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15247212.html 

〇 ウクライナ大統領府長官顧問、ロシアとの協議で結果が出るための条件を説明

（UKRINFORM） 
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 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3440806-ukuraina-da-tong-ling-fu-zhang-guan-

gu-wenroshiatono-xie-yide-jie-guoga-churutameno-tiao-jianwo-shuo-ming.html 

〇 【コラム】「三不を守れ」 韓国に警告する中国（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/03/25/2022032580136.html 

〇 クアッドに名連ねる日印、「蜜月関係維持も固有の食い違い隠せず」と中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b891338-s25-c100-d0059.html 

〇 対北朝鮮でも身動き取れず 安保理の機能不全、深刻化―制裁めぐり米中対立・国連（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032600457&g=int 

〇 【コラム】回避できない馬毛島基地建設 環境に最大配慮を（Economic News） 

 http://economic.jp/?p=95855 

〇 ロシアを完全に締め出す「思考停止」の危険性 「『プーチン後』を見据えた議論が必要」専門

家が指摘（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022032400053.html?page=1 

〇 第 2師団が機動師団に改編 国内各地へ即応展開も（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ3V6SR0Q3VIIPE00P.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ３１日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220327-UKGKCY3TNVK5PFK7ZIHSDHF2R4/ 

〇 東アジアの現状変更許さず（共同） 

 https://nordot.app/880645595775074304 

〇 首相「戦後最大の危機」に警鐘 防衛大卒業式で訓示（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA270AT0X20C22A3000000/ 

〇 東アジアの現状変更許さず 首相、防衛大卒業式で訓示（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220327-NWONGNDFRZPTRHTDOV4LS6KN3E/ 

〇 首相 防大卒業式で訓示「力による一方的な現状変更に対抗」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220327/k10013554121000.html 

〇 プーチン氏は「権力にとどまれず」、ポーランドでバイデン氏演説（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-poland-idJPL3N2VU026 

〇 米大統領補佐官、ロシアに対抗した化学兵器使用は考えず（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35185453.html 

〇 中国への「責任転嫁」が露呈、ロシア・ウクライナ危機の責任は米国に（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-03/27/content_78133015.htm 

〇 フィリピンの巡視船に中国海警局の船が接近 南シナ海（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220327/k10013554571000.html 

〇 アフリカ諸国の一部がプーチン氏非難をためらう理由は（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185456.html 

〇 中国、南シナ海で新たに 3環礁を軍事基地化 米比は合同軍事演習を過去最大規模で実

施へ（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/3-311.php 

〇 米政権、核の役割縮小を断念 中ロの脅威、抑止力低下に懸念（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032700277&g=int 

〇 中共 南シナ海の３つの人工島を軍事化（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/03/55870/ 

〇 米、核政策で現実路線に傾斜 使用厳格化を見送り（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN271V90X20C22A3000000/ 

 

２６（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ロシア、作戦目標の縮小示唆 ウクライナ東部「解放」に焦点（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3397030 

〇 対露圧力の強化 長期戦に備えて結束を固めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220325-OYT1T50399/ 

〇 ロシアにすり寄る北、機能不全の安保理…ＩＣＢＭ発射で「追加制裁なし」判断か（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220326-OYT1T50035/ 

〇 （社説）対ロシアの結束 持続的な秩序へ議論を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15245843.html 

〇 日米韓、対北制裁強化を訴え ＩＣＢＭ発射で安保理会合（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220326-2XQAHEX2FNNO7BXT3QZEMETJ7E/ 

〇 プーチンも洗脳？超保守主義学者の危険すぎる思想（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26182 

〇 ロシア軍 マリウポリの一部掌握 市内全域支配へ部隊展開か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220326/k10013552471000.html 

〇 ロシア、ドンバスに集中と表明 ウクライナでの計画縮小示唆か（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL3N2VS3XB 

〇 日米韓、北朝鮮ＩＣＢＭ発射を非難 中国「米は魅力的な提案を」（REUTERS） 

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

idJPL3N2VS3YK 

〇 ミサイル迎撃の現実味 北朝鮮ＩＣＢＭ発射―米国向けも法的可能・防衛省（時事） 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032501285&g=pol 

〇 G7外相 北朝鮮の新型 ICBM発射を強く非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220326/k10013552641000.html 

〇 Ｇ７外相、北ミサイル発射非難の共同声明…「無謀な行為は予測不能なリスクもたらす」（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220326-OYT1T50104/ 

〇 自衛隊を「戦力以下の組織」として創設、吉田茂元首相の後悔 「軍事の重要性をもっと説く

べきだった」 大きな矛盾を抱える原点（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220326-WAZW7TVRKVIR5IK2TQFGZM42NQ/ 

〇 米国、国連安保理に制裁強化案提出へ 北朝鮮の ICBM発射（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220326/k00/00m/030/078000c 

〇 尖閣周辺に中国船 ３０日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220326-BVW3PS7JSVMUDALI5BTBA5G74Y/ 

〇 ウクライナ東部へ重点攻勢のロシア、ジョージア駐留部隊を投入の兆候（東京） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220326-OYT1T50123/ 

〇 国連安保理 北朝鮮 ICBM発射で公開での緊急会合 米中が対立（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220326/k10013552481000.html 

〇 弾薬と発射装置(10)対艦ミサイル「ハープーン」と SSM-1B（マイナビ） 

 https://news.mynavi.jp/techplus/article/military_it-446/ 

〇 呉 海上保安大学校の卒業式 岸田首相も出席（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20220326/4000016955.html 

〇 ウクライナ大統領、ＮＡＴＯ戦闘機や戦車の「１％」提供促す（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185440.html 

〇 【そもそも解説】北朝鮮はなぜ発射？ICBM とは何か、火星 17は…（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ3T7RPQQ3TUHBI02Y.html 

〇 中露結束「考えにくい」 米政権幹部 対中制裁必要ない（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220326-X6C6TS7BPNPBJAJFDROPMZ7ZP4/ 

〇 中露、ＩＣＢＭ発射の北を名指しで非難せず 安保理（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220326-5BHRT7ZVXZM6PLGOX7MYXANYGM/ 

〇 ロシア ウクライナ東部で支配拡大に重点 停戦交渉は依然不透明（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220326/k10013553681000.html 

〇 米の核戦略、「先制不使用」宣言は断念へ…日本やＮＡＴＯなど同盟国に配慮か（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220326-OYT1T50184/ 

〇 米が北朝鮮への制裁強化提案も…中ロ反対、安保理一致せず ミサイル発射問題（東京） 
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 https://www.tokyo-np.co.jp/article/167975 

〇 ウクライナ「首都近郊で反撃開始」 露は本格侵攻「可能性排除せず」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220326/k00/00m/030/251000c 

〇 米欧、中国包囲網狭める 対ロシア結束をテコに（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN260OQ0W2A320C2000000/ 

〇 ロシア脅威が再浮上 中国、北朝鮮との３正面の備え（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220326-ASCE4Z4KRRPMNDAXLJPT46JBRA/ 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（26日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220326/k10013552581000.html 

 

２５（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ソロモン諸島、中国と安保協力強化か 艦船寄港や軍派遣（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM24DF80U2A320C2000000/ 

〇 米、中露にらみ同盟活性化 結束に自信（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220325-GJWD6XE2ERKUJCV3WGWSN2LK2E/ 

〇 米、緊急時対応策を策定へ ロシアの核兵器使用に備え＝政府高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-biden-arms-idJPKCN2LL1XZ 

〇 「日露平和条約」交渉停止、日本が取るべき選択とは？（ダイヤモンド） 

 北朝鮮が新型ＩＣＢＭ発射、米と「長期対決」の用意（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-idJPL3N2VR3TS 

〇 北ＩＣＢＭ発射 核ミサイルの脅威が増大した（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220324-OYT1T50302/ 

〇 米国を覆う「戦略的ナルシシズム」の闇（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/plus/00033/032200002/ 

〇 北のＩＣＢＭ発射 国民守る具体策を講じよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220325-D6E4VTKTNVKHDN2MPOILQTGPYM/ 

〇 ウクライナ “ロシア海軍の艦艇撃沈” 停戦交渉停滞で長期化か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220325/k10013550651000.html 

〇 プーチン大統領は「何を恐れて」ウクライナに侵攻したのか？ その「思想と思惑」を読み解く

（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93692 

〇 ゼレンスキーは「英雄」か？ ウクライナに武器と金を送ることは本当に「正義」なのか？（現代

ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93698 
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〇 「ロシア・ウクライナ戦争」のカギ握る 中国の微妙な立ち位置（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/302964 

〇 新型 ICBMで北朝鮮の脅威高まる 政府 警戒強化で制裁含め検討へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220325/k10013550681000.html 

〇 侵攻長期化、問われる覚悟 化学兵器、対中国を協議―日米欧「ロシア包囲網」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032401023&g=int 

〇 インド太平洋の「現状変更」に危機感 岸田首相訪欧、強行日程で対中連携提起（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032400933&g=pol 

〇 善悪二元論では解決しない。プーチンを追い詰めすぎて｢出口｣を失うリスク（BUSINESS 

INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-252037 

〇 プーチンの“レッドライン”と内在的論理とは 識者らが指摘するバイデン－ゼレンスキーの問

題点（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022032300061.html?page=1 

〇 プーチンは正気を失ったのではない、今回の衝突は不可避だった──元 CIA分析官

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/cia3915106910511003792-cia-

putins-resentful-realism-221-alexey-nikolskysputnikkremlinreuters.php 

〇 北のミサイル試射、ＩＣＢＭ級の可能性 ２０１７年以来か（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185370.html 

〇 現役自衛官の告白「いま日本の国防最前線で起きているヤバイ事態」（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/234144 

〇 ウクライナ、米国にミサイル提供を要望 「ジャベリン」と「スティンガー」１日各５００基（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185383.html 

〇 ウクライナ侵攻 世界大戦防止のために日本は「停戦とウクライナの中立化」に向けた独自外

交を（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220325-RWB6EKC4ZBJRJOBSXGX4DAA6EI/ 

〇 ロシアが化学兵器を使用するならサリン プーチンと「731部隊」の不気味過ぎる共通点も（デ

イリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03251115/?all=1 

〇 北朝鮮の弾道ミサイル “次元の異なる深刻な脅威” 岸防衛相（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/79863.html 

〇 北朝鮮、大型 ICBM「火星 17」の発射実験に成功と発表（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60871358 
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〇 ソロモン諸島と中国の安保協議、豪・ＮＺが「不安定化」と懸念（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/australia-pacific-solomon-islands-idJPL3N2VS1B2 

〇 焦点：米政権、ウクライナ危機で国防費に膨張圧力（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-us-defense-spending-idJPKCN2LL08I 

〇 【国際観察】「戦争帝国」が誘発したロシア・ウクライナ衝突（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0325/c94474-9976097.html 

〇 バイデン氏、けむに巻く「戦略的曖昧さ」で対応か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220325-BFMLCXR4JBP3XDT6R2NK7SX5UY/ 

〇 仏軍司令官「インド太平洋の緊張高まる」 ウクライナ侵攻で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220325-OK643UVCRRJP3GR23WP665KKZY/ 

〇 「戦争帝国」が誘発したロシア・ウクライナ衝突（人民網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-03/25/content_78130688.htm 

〇 【詳しく】ロシア プーチン大統領の誤算 侵攻１か月分析（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220325/k10013550131000.html 

〇 ロシア駆逐艦が対馬海峡を南下（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220325-DNB6GW5DAROMXPGDACK3DML3I4/ 

〇 NATO、生物・化学兵器対策支援 「使用容認できぬ」露に警告（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220325/k00/00m/030/395000c 

〇 ロシア海軍の駆逐艦 1隻 対馬海峡を通過し東シナ海へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220325/k10013552311000.html 

〇 日米韓「次元が異なる脅威」 北ミサイル抑止へ圧力強化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220325-V4EYUMMXQNPWHNTR7PQMMJM76A/ 

〇 北朝鮮、新型 ICBM発射と発表 米国全土が射程内か 金正恩氏「米国との長期的対決に

準備」（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/167726 

〇 北朝鮮 新型 ICBM「火星 17型」発射映像を公開 米を強くけん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220325/k10013551431000.html 

 

２４（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 東欧４国に新部隊配備へ ロシアをけん制―ＮＡＴＯ事務総長（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032400006&g=int 

〇 ロシア軍事侵攻 1か月 プーチン大統領の発言変遷 裏には焦り？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013548561000.html 

〇 ウクライナへの軍事侵攻開始から 1か月 ロシアの攻撃激化懸念（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013548371000.html 

〇 中国、「立ち位置」調整に腐心 停戦へ協力アピール―ロシア配慮に疑問の声も・ウクライナ

侵攻（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032300679&g=int 

〇 国連総会が緊急特別会合 民間人への攻撃に非難相次ぐ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN23CXA0T20C22A3000000/ 

〇 ウクライナ侵攻で機密情報を拡散する「ゴースト」たちの目的（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/46530 

〇 ウクライナ侵略１カ月 「侵略やめよ」の世論で包囲へ（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-03-24/2022032403_01_0.html 

〇 近づく防衛と民生分野 新護衛艦「くまの」搭載の技術を応用した超マルチ無人艇とは（乗りも

のニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/116889 

〇 ロシア、米外交官を国外退去に 国連外交官追放に対抗（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-diplomats-idJPKCN2LL01T 

〇 ｢侵略の津波止める団結を｣ゼレンスキー大統領は国会演説で、日本を想起させるレトリックを

散りばめた（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-252133 

〇 ウクライナ 大量無差別攻撃を止めるヒントは「日本の終戦」 東郷和彦×手嶋龍一（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022032300045.html?page=1 

〇 ４月号 「ロシアの論理」との対峙（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220324-LCJABK4FJRNNBEBJ2R2ROPKQ2U/ 

〇 尖閣周辺に中国公船 ２８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220324-GEAWEQ3POZP3BFEJH46DFP2ZKE/ 

〇 ＮＡＴＯ首脳会議開催へ 西側諸国の結束示す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220324-UWCCEOLU5FKP3CG7QCWTXOQ4LQ/ 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（24日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013548471000.html 

〇 日本人は｢ロシアの核｣の危なさをわかっていない（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/541177 

〇 ロシア、米国防総省・軍トップとの対話拒否 米報道（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN243RY0U2A320C2000000/ 

〇 相次ぐ偽旗作戦、プーチン大統領「禁断兵器」使用もあるぞ…バイデン大統領“軍事的圧力”

踏み切るか（日刊ゲンダイ） 
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 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/302952 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル発射か、ＥＥＺ内に落下 ＩＣＢＭとの報道（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2VR1DN 

〇 北朝鮮が新型 ICBM、全米射程に 北海道沖 EEZ内に落下（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA168NN0W2A310C2000000/ 

〇 米欧が脱ロシア産エネルギーで合意へ…バイデン氏訪欧、対中国けん制も（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220324-OYT1T50169/ 

〇 弾道ミサイルの可能性あるもの 午後 3時 35分青森県沖落下見込み（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013549311000.html 

〇 ショイグ国防相はどこに？戦争中にトップ不在の異常事態（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/post-98370.php 

〇 ウクライナ侵攻であらわになった「核の危機」 今こそ問われる被爆国日本の姿勢（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022032300046.html?page=1 

〇 ロシア ウクライナへの軍事侵攻から 1か月 2人の大統領の発言は（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013548941000.html 

〇 ７１分間飛翔は過去最長 最高高度も更新 北発射（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220324-P3AYZJFGO5L6JJT5RR23J5C56U/ 

〇 中国、ロシアに兵器供与の兆候なし 米中首脳会談以降（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35185356.html 

〇 ウクライナ人道危機、ロシアの責任追及の可否めぐり外交戦 国連総会（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220324-3PQ2JICYM5PJFJ7A6A6O3NVVDE/ 

〇 「ロシアによるウクライナ侵略は…」防衛省が“異例”の情報発信。Twitterを活用、そのねら

いとは（BuzzFeed） 

 https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/mod-twitter-ukraine 

〇 核は使われるのか ～ロシアの思惑は 核軍縮は～（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013548821000.html 

〇 ロシア支援めぐり分裂する「中国」上層部...ただ、どう転んでも習近平には得（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/post-98367.php 

〇 “北”発射は「新型 ICBM級」 高度 6000km 北海道沖に落下 弾道ミサイルに列島緊張 

国内（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/336819 

〇 レッドライン越えた北朝鮮 米欧ＶＳ中露の間隙突き（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220324-YWLOHABK4JJJZAF7JKUVQKZLLE/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻 1か月（24日の動き）（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013548471000.html 

〇 “弾道ミサイル 北海道渡島半島沖の EEZ内に落下か” 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013549441000.html 

〇 ＮＡＴＯが欧州東部の軍備増強へ、ロシアの核兵器使用にも備える（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-24/R98ZBRDWLU6V01 

〇 「敵基地攻撃」有識者会合の発言内容公表を検討 政府、非開示の方針一転も発言者が特

定されない形（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/167579 

〇 米、北のＩＣＢＭ発射 抑止網再構築が急務（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220324-NFOKJQEJCVJ55BYYKHVW3PCDQI/ 

〇 北朝鮮の脅威、新段階に 4月にも ICBM再発射か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM249A30U2A320C2000000/ 

〇 北朝鮮ミサイル発射 元海将「アメリカ全土射程 開発最終段階」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013550411000.html 

〇 北弾道ミサイル、飛行時間は過去最長７１分…１１００キロ飛行は米本土全域が射程か（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220324-OYT1T50297/ 

 

２３（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「ウクライナは中国海軍の近代化に寄与」 ウクライナと中国共産党の関係（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/03/55777/ 

〇 西側諸国、Ｇ２０からのロシア除外を検討＝関係筋（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-g20-russia-idJPL3N2VP3LU 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（22日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220322/k10013544421000.html 

〇 プーチン保身でロシア国内総崩れ？有事に崩壊する権威主義体制の弱点（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/299736 

〇 ロシア「存亡の危機でのみ」核兵器使用＝ペスコフ報道官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-nuclear-idJPL3N2VP3XF 

〇 プーチンの“高笑い”が聞こえる…ウクライナ侵攻で中東諸国の「アメリカ離れ」が始まったワケ

（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93540 

〇 ウクライナ発の疑問、米国が日本に差しかける核の傘は機能するか？（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/032200103/ 

〇 ＜社説＞ロシアが領土交渉拒否 身勝手な主張に理はない（北海道） 
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 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/659942 

〇 ウクライナ大統領府長官、ロシアとの協議から期待するものに言及（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3437216-ukuraina-da-tong-ling-fu-zhang-

guanroshiatono-xie-yikara-qi-daisurumononi-yan-ji.html 

〇 日本の軍事・安全保障研究を長年阻んできた「考えずの壁」 事前審査は科学者の意欲を削

ぐ（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220323-PY4NJ5BGKJJNNPLLGGGYIRSTWY/ 

〇 NATO・G7首脳で対ロ制裁強化検討 制裁逃れ阻止も議論（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2308U0T20C22A3000000/ 

〇 西側諸国、対ロ追加制裁発表へ バイデン氏が欧州訪問（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-idJPKCN2LJ2EN 

〇 「平和の番人」機能不全露呈 会合１０回以上も決議採択できず―国連安保理（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032200660&g=int 

〇 ウクライナ侵攻で、闇社会にも分断 親ロシア派と親ウクライナ派に分かれるサイバー犯罪集

団（ITmedia） 

 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2203/23/news046.html 

〇 マリウポリ「灰と化す」恐れ、ロシア攻撃激化 米欧は制裁強化へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL3N2VP4JF 

〇 ロシアと米英が非難の応酬、ウクライナでの化学兵器攻撃巡り（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-chemicalweapons-idJPL3N2VP4KW 

〇 ロシア戦闘力、ウクライナ侵攻前の 90％に低下＝米高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-pentagon-idJPL3N2VQ05N 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 日本の防衛政策一変の可能性 ウクライナ危機が影響 専門家の見方（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3396210 

〇 ロシア報道官「国が存亡の危機になれば核兵器使える」 牽制か（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ3R3DB0Q3RUHBI00P.html 

〇 中国警察、海外メディア特派員の私邸訪ね...報道内容を「指図」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/89158.html 

〇 ロシア軍の補給不足深刻、凍傷の兵士も 米国防総省分析（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220323-FXBUN4ND5ROOVFUA7ZO64YKOWU/ 

〇 中華民国国防部「中共、民間航空機で離島を攪乱」（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=32230 
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〇 「武力による現状変更」容認せず 安倍元首相と台湾・蔡総統が一致（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220323-PD7QYETMM5NXPPU3ZJU2GY6BXY/ 

〇 ロシア海軍の情報収集艦が対馬海峡を航行 防衛省が公表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220323/5030014372.html 

〇 マリウポリで大型爆弾投下、ゼレンスキー氏「市民避難の実現」訴え ウクライナ侵攻 27日目

（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60843553 

〇 米国・フィリピン、28日から軍事演習 中国をけん制（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM232L10T20C22A3000000/ 

〇 新型ステルス護衛艦「くまの」就役、横須賀基地に配備 中露の覇権拡大睨み警戒監視 識

者「いずれ海自の主力艦になる」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220323-EIBJQX5XP5IW7CJZN63A4JF5JI/ 

〇 ウクライナでの戦争が変える世界秩序－プーチン氏の思惑とは別物に（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-23/R9668GT0AFB401 

〇 海自 P-3C と米海軍 P-8A、三陸沖で対潜戦訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136168 

〇 ゼレンスキー氏、対ロ経済制裁の継続を要請 国会演説（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA22C850S2A320C2000000/ 

〇 ウクライナの善戦を支える「ドローン」がロシア軍を次々と撃破する理由とは（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/52895 

〇 安倍元首相、台湾・蔡英文総統とオンライン会談 安全保障や経済協力について意見交換

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/2022/03/89219.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 ロシアのウクライナ侵攻で日本でも強まる偽情報の脅威～対策には課題山積（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022032200005.html 

〇 ゼレンシキー宇大統領の日本の国会での演説全文（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3437813-zerenshiki-yu-da-tong-lingno-ri-benno-

guo-huide-yan-shuo-quan-wen.html 

 

２２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 池上彰氏「ウクライナ危機は半年以上続く」と危惧、今こそ地政学が欠かせない理由（ダイヤ

モンド） 
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 https://diamond.jp/articles/-/299447 

〇 EU、5000人の即応部隊創設 30年までの安保戦略（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR214WS0R20C22A3000000/ 

〇 元陸上幕僚長が提言「敵基地攻撃能力保有は急務」 現状では迎撃できない「極超音速ミサ

イル」（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03220558/?all=1 

〇 プーチンが「核のボタン」を押すならば、いつどこが“標的“となるのか（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/282668/ 

〇 ウクライナ、ロシアの最後通告受け入れず 大統領表明 紛争激化（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL3N2VO3H1 

〇 キエフへの攻撃激しさ増す 市民の犠牲さらに増える懸念（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220322/k10013544681000.html 

〇 対ロシア、中国で結束促す 岸田首相、対面外交を本格始動（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032100367&g=pol 

〇 米インド太平洋軍司令官、「中国が南シナ海の３つの人工島の軍事化完了」（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20220322/3265093/1 

〇 日米共同訓練４４６日 コロナで大幅減（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-03-22/2022032202_02_0.html 

〇 独自部隊、２５年までに整備 新安保・防衛戦略決定―ＥＵ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032200286&g=int 

〇 EU ウクライナへの追加軍事支援で合意 支援額は 650億円余（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220322/k10013544731000.html 

〇 もがみ型護衛艦のなかで最初に就役（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/116836 

〇 プーチン「大国ロシア復活の幻」を支える闇のサークルの正体（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/235129 

〇 日本に｢危機管理専門｣の官僚が足りない根本理由（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/539186 

〇 「最後通告には屈しない」とゼレンスキー氏 ロシアは住居ビル砲撃 ウクライナ侵攻 26日目

（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60830242 

〇 ＥＵ、５千人の即応部隊創設へ ロシア脅威踏まえ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220322-CKYVACT3EJPYJH5TV3HVWYQMBQ/ 

〇 海上自衛隊の最新鋭護衛艦「くまの」完成 玉野で引き渡し式（NHK） 

https://diamond.jp/articles/-/299447
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 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okayama/20220322/4020012138.html 

〇 米軍「中国の南シナ海の岩礁での軍事化、近隣諸国を脅かす」（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=32159 

〇 【ウクライナ】ロシアがマリウポリ制圧に集中、「プランＢ」に変更か（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-22/R94NS8DWRGG901 

〇 新型護衛艦、ＦＦＭ「くまの」就役 横須賀基地に配備へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220322-DJKPDO5NORKR7N2JF7CVYUZLC4/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 【新冷戦特別連載】米国の対中露反撃：同盟関係構築と制裁強化 第 3回（全 3回）（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88454.html 

〇 紛争国での偽情報とプロパガンダに対抗するには（SWI） 

https://www.swissinfo.ch/jpn/%E7%B4%9B%E4%BA%89%E5%9B%BD-

%E5%81%BD-%E6%83%85%E5%A0%B1-

%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%91%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80-

%E5%AF%BE%E6%8A%97-

%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A-

%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%A1%E3

%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%82%A2-

%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%AF/47451266 

〇 ウクライナ侵攻で始まった戦後秩序崩壊 G7 と日本は新秩序を作れるのか（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/46483 

〇 ウクライナ危機、停戦前に戦果が必要なプーチンが核兵器の使用も（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/032200102/ 

〇 中国、南シナ海 3礁を軍事化（共同） 

 https://nordot.app/878909620737835008 

〇 尖閣周辺に中国公船 ２６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220322-GO6DNTXTNROS7C6QI4UWMJZ4TI/ 

〇 機雷の排除にも対応…最新護衛艦「くまの」防衛省に引き渡し 横須賀基地に配備【岡山・玉

野市】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/335509 

〇 米、迫られる欧州防衛へ関与拡大 バイデン氏が訪欧へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN221IU0S2A320C2000000/ 

〇 新型護衛艦「くまの」就役 コンパクト船体で多様任務（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220322-65IXUJFI7FOKVEJBF3Q5PNDONA/ 

〇 ロシア軍 東部掌握に向け圧力も ウクライナは徹底抗戦の構え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220322/k10013546191000.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 ロシア情報収集艦が対馬海峡往復（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220322-C3XV4CXIRFNN7CWTXLWD3QRAXM/ 

〇 ロシア海軍情報収集艦 対馬海峡を往復 日本周辺でも動き活発化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220322/k10013546521000.html 

 

２１（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 岸田首相 カンボジアの首相と首脳会談 緊密な連携を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220320/k10013543431000.html 

〇 米の「アジアシフト」遅れ…香港中文大学（深セン）教授 鄭永年氏［分析 ウクライナ危機］

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220321-OYT1T50025/ 

〇 日印首脳会談 ロシアの暴挙に結束し対応を（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220320-OYT1T50250/ 

〇 プーチン氏の野心、ウクライナのＮＡＴＯ加盟方針宣言前から…「モルドバなども欲している」

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220321-OYT1T50034/ 

〇 （社説）米中首脳協議 秩序危機へ共に対処を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15239559.html 

〇 ウクライナ侵攻で対照的な「情報戦」 ロシアは虚偽情報拡散、米欧は機密情報公開で優位

に（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/166795 

〇 「敵基地攻撃」保有検討、議事録作らず 有識者会合、議事概要も公表せず（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/166794 

〇 ウクライナ大統領 対話実現の考え示すも事態打開の道筋見えず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220321/k10013543401000.html 

〇 ロシアと向き合う戦略 大阪大名誉教授・坂元一哉（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220321-6N7KEWU5ONKWFLSFF7U47UYD6A/ 

〇 普及が進む顔認識技術が、「ロシア兵の身元特定」にも使われている（WIRED） 

 https://wired.jp/article/facial-recognition-identify-russian-soldiers/ 
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〇 ロシアの侵略に学ぶ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220321-QLO7SGW4TVJUZAVNXLUS465K3Q/ 

〇 ロシア・ウクライナ停戦交渉「合意近い」 トルコ外相（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3396054 

〇 ウクライナ問題で王毅部長「中国の主張は客観的かつ公正で、歴史の正しい側にある」（人民

網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0321/c94474-9973942.html 

〇 中国外交副部長、「ウクライナ危機はアジア太平洋情勢を見る鏡」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0321/c94474-9973947.html 

〇 日印の「蜜月関係」、固有の食い違いを隠せず（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-03/21/content_78120330.htm 

〇 中国外交副部長、「米側はバイデン大統領の前向きな姿勢表明を具体的に実現すべき」（人

民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0321/c94474-9974017.html 

〇 日本への教訓「無抵抗主義は評価も理解もされない」〜チェコからの報告（下）（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022031700008.html 

〇 自民・森山氏「無人機は１０機超」 鹿屋配備計画で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220321-UCDIHDDD6ZK4FADUJUSV4KNRQE/ 

〇 自衛隊病院を廃止、衛生隊診療所に移行 病床数大幅減、京都・舞鶴（京都） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/752263 

〇 プーチン氏を突き動かすものは？ その頭の中を西側情報当局が探る（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60817386 

〇 「人権制限」「全体主義」…政府、露体制批判強める（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220321-WREACZICFVKGJNAHSY4CEQ3KX4/ 

 

２０（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日印首脳、ウクライナ情勢協議 戦闘の即時停止を要求（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2VM06K 

〇 日印首脳「力による現状変更許さず」 ロシア侵攻を協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA16CJ40W2A310C2000000/ 

〇 台中関係は地政学的にウクライナの状況と異なる 台湾・大阪処長が語る（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220320-MYAOEUCTMFME5NAB4YTQ4FED7E/ 

〇 日印首脳会談 岸田首相、対露インドつなぎ留め（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220319-ZH6ZN6H4ZJLH7ITXPU6BYAF3ZM/ 
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〇 「チャイナ監視台」蔣介石のひ孫が動き出す 産経新聞台北支局長 矢板明夫（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220320-46L552ZDA5NMROM2KMYR66VCKY/ 

〇 日印首脳会談 “紛争の平和的解決を求める必要ある”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220320/k10013542141000.html 

〇 米国の対中警告 侵略支えるなら代償は大きい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220320-OYT1T50078/ 

〇 日印首脳、力による現状変更許さず ウクライナ念頭「深刻な懸念」―共同声明、ロシア批判

避ける（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031900355&g=pol 

〇 ウクライナ侵略への旗色は鮮明にせず 戦略的要衝握るトルコ（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26084 

〇 【限定公開】中国の狙うマラッカ海峡進出 その野心に対抗する術を持て（WEDGE 

Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26026 

〇 手嶋龍一氏が「プーチンの戦争」分析 中国が調停なら「習近平にノーベル賞」の悪夢も

（NEWSポストセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20220320_1736180.html?DETAIL 

〇 ＜米中首脳会談＞バイデン氏「対露支援」にクギ、習氏「一つの中国」確約を―「G2取引」成

立か（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b891096-s25-c100-d0199.html 

〇 思惑抱えた神経戦 ウクライナ・台湾で応酬―米中首脳、２時間の会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031900475&g=int 

〇 ウクライナ報道、気を吐くＢＳ番組「エッジきかせゲリラ的に」「情緒には流されない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/culture/20220318-OYT1T50137/ 

〇 マリウポリで市街戦激化（共同） 

 https://nordot.app/878050204050259968 

〇 諸島警備隊を創設せよ 大阪大名誉教授・加地伸行（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220320-MFVWBONSYBLAFLMESHGKGBONJU/ 

〇 習近平国家主席がバイデン米大統領とテレビ会談（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-03/20/content_78118422.htm 

〇 【CRI時評】問題を引き起こした張本人が問題を解決すべき＝ウクライナ危機（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20220320/cdc2b200-6669-7cd9-beb0-428c370d1756.html 

〇 激しい戦闘続き、救助や避難が難航 ウクライナ侵攻 24日目（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60811196 
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〇 北朝鮮が短距離の飛翔体発射、韓国は国家安全保障会議を開催（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-20/R915CBT0G1KW01 

〇 【地球コラム】台湾揺さぶる中国「グレーゾーン」戦略（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031400522&g=int 

〇 韓国軍「北朝鮮 ロケット砲と推定される 4発を黄海に向け発射」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220320/k10013543001000.html 

〇 共同声明に「侵略」明記 日・カンボジア首脳会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220320-HP4RW22MSVL47EUJG6F7ALG35I/ 

〇 ロシア名指しせずウクライナからの撤退要求…日本・カンボジア首脳会談「共同声明」で（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220320-OYT1T50212/ 

〇 中国 J-20が米 F-35 と東シナ海で遭遇、米司令官「指揮と統制に感銘受けた」―中国メディ

ア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b891105-s25-c100-d0192.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（20日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220320/k10013540631000.html 

〇 ウクライナ侵攻「即時停止を」 対中、南シナ海の行動けん制―日カンボジア首脳（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022032000248&g=pol 

〇 岸田首相、カンボジア首相と緊密連携を確認 「国際秩序の根幹守る」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-cambodia-idJPKCN2LH0C3 

 

１９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国主席、ウクライナ紛争「一刻も早く終結を」 米大統領「ロ支援なら結果伴う」

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-xi-ukraine-idJPL3N2VL3IF 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 国家安全保障戦略とは 22年末までに初改定（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA186DE0Y2A310C2000000/ 

〇 ウクライナ中立化で最も見解一致、非軍事化は「半ば」＝ロシア交渉責任者（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-negotiator-idJPL3N2VL3KN 

〇 国連安保理 “ロシアに生物化学兵器使用のおそれ” 各国が警戒（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013540581000.html 

〇 バイデン氏、ロシア支援阻止へ警告 習氏に制裁示唆（日経） 
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 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN18EQB0Y2A310C2000000/ 

〇 米「ロシアを援助したら米の敵だ」、中国「どちらの側にも立たぬ」…［米中対立の現場］（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220319-OYT1T50071/ 

〇 100年以上ロシアに圧迫されてきたフィンランドが、「ウクライナ戦争」に思うこと（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93487 

〇 暴君プーチンの頭の中、NATO分断を目論む「デカップリング」戦略とは（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/298878 

〇 日本の国家戦略の変化、ウクライナ戦争で加速―華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b890955-s25-c100-d0052.html 

〇 プーチン率いる「マフィア国家」の求心力は、イデオロギーではなくすべて「カネ」にある（現代

ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93528 

〇 ロシア軍 ウクライナ東部で攻勢強める 市民の犠牲も増え続ける（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013540601000.html 

〇 経済制裁を受けるほど中国に依存するロシア（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26082 

〇 《日本は「盾」、米国は「矛」という時代は終わった》自衛隊元最高幹部が問う「専守防衛」の見

直し（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/52701 

〇 米、中国のロシア支援をけん制 ロ軍攻撃継続で民間人の犠牲増える恐れ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPKCN2LF2B6 

〇 「賢人」たちの見方から考えるロシアのウクライナ侵攻（毎日） 

 https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20220317/pol/00m/010/010000c 

〇 アングル：北朝鮮の弾道ミサイル、実験失敗は開発進展のサインか（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/korea-missile-idJPKCN2LF0CL 

〇 中国のロシア・ウクライナ戦争における戦略は今のところ成功―米華字メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b890890-s25-c100-d0052.html 

〇 露再び「米国が生物兵器開発に関与」 国連安保理会合（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220319-LZVJN5ROZJMAZCKIRTZOWI43SM/ 

〇 ロシアのウクライナ侵攻、欧州のロケット打ち上げに大打撃 - その理由とは？（マイナビ） 

 https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220319-2297161/ 

〇 【独自】「宇宙防衛隊」創設を 宇宙の安全保障戦略 自民党提言案の全容判明（FNN） 
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 https://www.fnn.jp/articles/-/334176 

〇 習近平主席「効果的で持続可能な安全保障の枠組みを構築すべき」 中米首脳会談（新華

網） 

 http://jp.news.cn/2022-03/19/c_1310520657.htm 

〇 「米が生物・化学兵器開発」とロシア一方的主張、安保理の理事国「露こそ使う前兆かもしれ

ない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220319-OYT1T50129/ 

〇 モンテーニュとの対話 「随想録」を読みながら 

 https://www.sankei.com/article/20220319-Y2GYFIH5VBJVBDFZDMQUSGZZEM/ 

〇 米中首脳がビデオ会談、プーチン氏は「ロシアの団結示した」軍称賛 ウクライナ侵攻 23日

目（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60803880 

〇 尖閣周辺に中国船 ２３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220319-L3WJNJLE4VPEXFBFQPDSZQQ2J4/ 

〇 国連安保理会合、生物兵器巡り西側がロシア非難 偽情報を拡散 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-russia-idJPL3N2VM03V 

〇 習近平国家主席がバイデン米大統領とテレビ会談（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0319/c94474-9973523.html 

〇 国際司法枠組みでロシア指導者を処罰できるか？（SWI） 

https://www.swissinfo.ch/jpn/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8F%B8%E6%B3%95%

E6%9E%A0%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%83%AD%E3%82%B7%E3%

82%A2%E6%8C%87%E5%B0%8E%E8%80%85%E3%82%92%E5%87%A6%E7%BD%B

0%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B-/47444962 

〇 ウクライナ紛争 中露主導の新秩序の台頭か（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88779.html 

〇 習主席、米大統領と中米関係やウクライナ情勢で意見交換（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20220319/a7fd1890-bdd3-d8f1-3c81-8cca12d6f659.html 

〇 ＜独自＞日本有事にミサイル避難先足りず、地下施設指定わずか２・４％（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220319-ZRU2FAQ6YVPNHFMUI32PFIXMYU/ 

〇 スロバキア、ウクライナに地対空ミサイルシステム「Ｓ－３００」供与へ 蘭がスロバキアに代替シ

ステム供与発表（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3434027-surobakiaukurainani-de-dui-

kongmisairushisutemu-gong-yuhelangasurobakiani-dai-tishisutemu-gong-yu-fa-

biao.html 

〇 米空母キティホークが廃棄処分へ、７０年代には人種暴動の舞台にも（CNN） 
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 https://www.cnn.co.jp/usa/35185114.html 

〇 日トルコ外相が会談 ウクライナ情勢で連携確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220319-6IIEHHLRA5NR3D6BL73UBAEHNU/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 岸田首相 インド首相との首脳会談始まる 連携を確認したい考え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013542291000.html 

〇 敵の謀略への断固たる抵抗を強調するイラン海軍司令官（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i94896 

〇 国連安保理の限界が浮き彫り…侵略の正当性繰り返すロシア、常任理事国から外せず空転

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/166594 

〇 建前は「中立」、本音は「親露」 中国共産党の二枚舌（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88846.html 

〇 日本 トルコ外相会談 ロシア軍事侵攻は国際法違反で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013542051000.html 

〇 習氏、ロシア支援で言質与えず 米中首脳協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN191880Z10C22A3000000/ 

〇 日印首脳会談 岸田首相「力による現状変更は許さないと確認」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013542341000.html 

〇 プーチンはウクライナだけで満足するか？〜チェコからの報告（上）（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022031600013.html 

 

１８（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ロシア・ウクライナに「大きな隔たり」、和平交渉で＝欧米当局者（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-negotiation-officials-idJPL3N2VK3QA 

〇 多極化した秩序出現…独国際安全保障研究所シニアフェロー マルクス・カイム氏［分析 ウ

クライナ危機］（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220318-OYT1T50027/ 

〇 【基礎からわかる】沖縄の安保上の意味合いは？（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220317-OYT1T50350/ 

〇 【基礎からわかる】なぜ沖縄に基地がある？（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220317-OYT1T50370/ 

https://www.cnn.co.jp/usa/35185114.html
https://www.sankei.com/article/20220319-6IIEHHLRA5NR3D6BL73UBAEHNU/
https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013542291000.html
https://parstoday.com/ja/news/iran-i94896
https://www.tokyo-np.co.jp/article/166594
https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88846.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013542051000.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN191880Z10C22A3000000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220319/k10013542341000.html
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022031600013.html
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-negotiation-officials-idJPL3N2VK3QA
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https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220317-OYT1T50350/
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220317-OYT1T50370/
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〇 国連安保理、常任理事国からロシアを外すだけでは不十分…改革に限界も Ｇ７中心の〝世

界平和〟体制を（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220318-4DMC4RCJFJLILJULEZ54HHQLNQ/ 

〇 米国務長官「中国がロシア軍事支援検討」 18日米中協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN180130Y2A310C2000000/ 

〇 ロシア ウクライナ侵攻 マリウポリの劇場破壊 救助活動続く（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013538641000.html 

〇 北朝鮮のミサイル開発にスカウトされた技術者、ロシアからもウクライナからも（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14574475 

〇 プーチン・ロシア軍が核兵器使用を想定する「2つのシチュエーション」（NEWSポストセブ

ン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20220318_1736022.html?DETAIL 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 ロシア提出のウクライナ安保理決議案、18日の採決取りやめ 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL3N2VK4LG 

〇 国連安保理 各国がロシア非難 市民の避難先の劇場破壊で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013538851000.html 

〇 馬毛島での年間飛行回数は 2万 8900回 防衛省が予測公表（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ3K72GFQ3KTLTB008.html 

〇 ロシア、人道問題で孤立鮮明 国連安保理の公開会合（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-XTSN65HOLZNQHBHT5WZQKTRQFU/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ２２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-ZSPIDR4IERPDHJU6VXMAR7RETA/ 

〇 米「中国がロシア支援検討」と警告、和平交渉はなお隔たり（産経） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL3N2VL0ID 

〇 【ウクライナ】米大統領、中国のロシア支持警告か－習氏と首脳会談へ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-18/R8X61QT0G1KW01 

〇 避難所への爆撃続く、プーチン氏は要求明らかに ウクライナ侵攻 22日目（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60790416 

〇 戦争犯罪とは何か、プーチン大統領訴追の可能性はあるか－QuickTake（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-18/R8VHQAT1UM0W01 

〇 外交部「日本の一部勢力はウクライナ問題を利用して軍拡を企図」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0318/c94474-9973154.html 

https://www.zakzak.co.jp/article/20220318-4DMC4RCJFJLILJULEZ54HHQLNQ/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN180130Y2A310C2000000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013538641000.html
https://globe.asahi.com/article/14574475
https://www.news-postseven.com/archives/20220318_1736022.html?DETAIL
https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL3N2VK4LG
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013538851000.html
https://www.asahi.com/articles/ASQ3K72GFQ3KTLTB008.html
https://www.sankei.com/article/20220318-XTSN65HOLZNQHBHT5WZQKTRQFU/
https://www.sankei.com/article/20220318-ZSPIDR4IERPDHJU6VXMAR7RETA/
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL3N2VL0ID
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-18/R8X61QT0G1KW01
https://www.bbc.com/japanese/60790416
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-18/R8VHQAT1UM0W01
http://j.people.com.cn/n3/2022/0318/c94474-9973154.html
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〇 中国当局者がロシア大使と会談、声明にウクライナに関する言及なし（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35185091.html 

〇 中国〝豹変〟プーチン氏を見限り！？ 「漁夫の利」ない…本音は「重荷」 ロシアの敗色が

濃厚、軍事支援なら米欧を完全に敵に回す（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220318-F3LBRSN2ZBOTNIFEA4YLNXK6QE/ 

〇 プーチン氏の崩れたゲームプラン、ウクライナ南部侵攻で透ける思惑（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-18/R8WME0T0G1KW01 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（18日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013538521000.html 

〇 日仏、東シナ海で共同訓練 中国牽制、護衛艦参加（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-ENJN5CS56ROBBA3RP7RR34MVK4/ 

〇 「中国は歴史の間違った側」との米国務長官の発言に外交部が反論（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-03/18/content_78116489.htm 

〇 ウクライナ停戦交渉なお溝 ロシアが時間稼ぎか（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-UXR264367ZL4LOL4OY5H3UBQLE/ 

〇 豪州、軍備増強を加速 中露を念頭（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-WVLAWUSSP5IB3FXJZ4QR2RFR4Y/ 

〇 「影響圏」求める過剰防衛意識 プーチン暴走の背景、防衛研究所兵頭氏に聞く（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-AVRVCIHXA5JWNE4POZIHUSYM2Y/ 

〇 ロシア軍 ウクライナ東部で攻勢 交渉の早期合意目指す考えも（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013540261000.html 

〇 中国が南シナ海全域で、海底から大量の「砂」をかき集めまくっている理由（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/post-98329.php 

〇 自衛隊「宇宙作戦群」が発足 指揮機能加え体制強化（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031800995&g=soc 

〇 マリウポリ 劇場に攻撃 「最大の激戦地」で いま何が（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013539101000.html 

〇 飛行禁止区域 過去に３カ国で設定 軍事的効果は限定的か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-DIDVZGJLNZIPVAK2IARZGUX5OU/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（18日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013538521000.html 

〇 「奇跡の勝利」と「最悪のシナリオ」 プーチン氏の野望がもたらす未来とは（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/333780 

〇 習氏、ロシア制裁に反対 米中首脳協議（日経） 

https://www.cnn.co.jp/world/35185091.html
https://www.zakzak.co.jp/article/20220318-F3LBRSN2ZBOTNIFEA4YLNXK6QE/
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031800995&g=soc
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013539101000.html
https://www.sankei.com/article/20220318-DIDVZGJLNZIPVAK2IARZGUX5OU/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220318/k10013538521000.html
https://www.fnn.jp/articles/-/333780
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 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN180Y90Y2A310C2000000/ 

〇 米中首脳、対ロシアで協議 ウクライナ侵攻後初（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/166448 

〇 中国から北朝鮮への輸出が３５００倍に １～２月（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-D6ULPWDVIJNWXD6IC3IMMKZ6EQ/ 

〇 習主席「平和・安全こそ国際社会が最も大切にすべき財産」ーバイデン大統領と会談（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20220318/488b9dbc-e6b6-7d76-3cc8-8b5d49b54935.html 

〇 ウクライナ民間人の死傷者２０００人超 劇場空爆に非難相次ぐ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220318-TQ2TBOCORJLWPI4BIGGJMT4Y2I/ 

 

１７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ロシアが化学兵器使用なら「結果伴う」 高官が侵攻後初の電話会談（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-usa-idJPL3N2VJ3OF 

〇 NATO、ウクライナ支援拡充 欧州東部の防衛体制見直し（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR16ERZ0W2A310C2000000/ 

〇 「自国軍持つ中立化」案、ウクライナは拒否の構え…１５項目の合意案を協議（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220317-OYT1T50121/ 

〇 ウクライナへの軍事侵攻 3週間 停戦へ妥協点見いだせるか焦点（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220317/k10013535511000.html 

〇 米、ウクライナに 8億ドルの追加支援 対空システムやドローン提供（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-biden-arms-idJPL3N2VJ48E 

〇 米、ウクライナに「前例ない」追加支援 長距離兵器など提供（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3395404 

〇 対露圧力 中国の抑止に…米戦略国際問題研究所上級副所長 マイケル・グリーン氏［分析 

ウクライナ危機］（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220317-OYT1T50083/ 

〇 米、対空含めウクライナ追加支援（共同） 

 https://nordot.app/876926553471369216 

〇 欧州東部の部隊、大幅増強へ 対ロ防衛態勢を再構築―ＮＡＴＯ理事会（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031600894&g=int 

〇 【限定公開】「アジアの地中海」が中国の海洋進出を読み解くカギ（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26017 

〇 ロシアの脅威に対抗 防衛態勢を抜本強化 NATO国防相会議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220317/k00/00m/030/082000c 
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〇 対中 ODA終了へ、だが日本は初心を忘れるな―中国専門家（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b890829-s25-c100-d0052.html 

〇 プーチン氏は「戦犯」と米大統領、和平交渉には譲歩の兆しも（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL3N2VK04U 

〇 葛城奈海 リーダーは国を守る気概を示せ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220317-B52DS7A675NKJM5POH75YTEGUY/ 

〇 秦剛駐米大使、中国に関する虚偽情報への反論を米紙に寄稿（新華網） 

 http://jp.news.cn/2022-03/17/c_1310517615.htm 

〇 プーチンの「大迷惑な侵攻」が、世界と日本の経済に与える「深刻なインパクト」（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93455 

〇 米高官「攻撃やめるべきだ」 露高官とウクライナ侵攻後初の協議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220317/k00/00m/030/125000c 

〇 ウクライナ侵略は、日本にとり「対岸の火事」では済まされない（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022031600007.html 

〇 初確認の中国製 UAV東シナ海上空を飛行 航空自衛隊がスクランブル（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/116702 

〇 自衛隊サイバー防衛隊が発足（共同） 

 https://nordot.app/877026081482899456 

〇 露軍、津軽海峡通過「ウクライナへ輸送可能性」 松野官房長官（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220317-NQU4724I4VIHBM342MPB64KVFU/ 

〇 【新冷戦特別連載】権威主義の枢軸 第 1回（全 3回）（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88061.html 

〇 ロシア、地上戦闘部隊の 75%投入 余力乏しく対話模索か 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN171TM0X10C22A3000000/ 

〇 バイデン米大統領が「プーチン氏は戦争犯罪人」と非難 劇場空爆で多数の市民が下敷きか

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/166147 

〇 【詳報】ロシア ウクライナに軍事侵攻（17日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220317/k10013535231000.html 

 

１６（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（15日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220315/k10013531721000.html 
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〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 ロシア・ウクライナ戦争の和平を実現するために「最も重要なモノ」（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93397 

〇 ドイツは反戦・平和主義からの転換を果たせるのか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26032 

〇 「プーチンは狂っている」――そう判断した時、私たちの敗北は始まる（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03160606/?all=1 

〇 米国で予算成立、ウクライナ支援に 1・6兆円 対空兵器や弾薬提供（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ3J2202Q3JUHBI00D.html 

〇 沖ノ鳥島の重要性、知っていますか？ 東京都が「沖ノ鳥島フォーラム」を無料でオンライン配

信（共同） 

 https://www.kyodo.co.jp/release-news/2022-03-16_3676213/ 

〇 アメリカ海軍＆海上自衛隊 東京湾で初の魚雷使った対潜水艦戦訓練を実施（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/116577 

〇 オスプレイで輸送訓練 日米、離島防衛で連携 東富士演習場（静岡） 

 https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1039718.html 

〇 ロシア軍のウクライナ侵攻、いま何が起きている？ウクライナ政府、4回目協議で｢妥協の余地

あり｣16日も継続（解説）：随時更新（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-249700 

〇 ドイツ、米戦闘機Ｆ３５Ａを購入へ ウクライナ侵攻受け軍事費増額（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35184925.html 

〇 米原潜の佐世保寄港、2年間「ゼロ」 米軍／コロナで最小限に 識者／中国対策も関係か

（長崎） 

 https://nordot.app/876651519099355136?c=174761113988793844 

〇 中国のロシア軍事支援｢可能性薄｣と言える理由。根深い中ロ“相互不信”理解のカギは｢多極

化｣と専門家（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-251774 

〇 東欧 3カ国首相、キエフでゼレンスキー大統領と会談 協力を確認（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220316/k00/00m/030/110000c 

〇 対ロ交渉「より現実的」とウクライナ、首都空爆で死者 難民 300万人（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-president-zelenskiy-idJPKCN2LD0AC 
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〇 ウクライナ大統領が NATO加盟は「できない」と見解、市民は食料不足 ウクライナ侵攻 20

日目（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60760395 

〇 ロシアの侵略で米核抑止政策に変化 日本にはプラスに＝専門家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88730.html 

〇 【ウクライナ】ゼレンスキー氏、停戦交渉難航－米が 950億円軍事支援（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-16/R8TLEBDWRGG001 

〇 ロシアへの軍事支援報道に中国反発 「米国側が虚偽情報をまき散らしている」 地対空ミサ

イルやドローン提供事実なら厳しい制裁（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220316-VLRDQDY4GBIW3LES74UEW3OPJM/ 

〇 ウクライナの食料供給網、ロシア軍の標的に－人道危機悪化の恐れ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-16/R8TJ0ST0AFB401 

〇 ウクライナ国民の決死の抵抗が効いている…ロシアが｢3月中の停戦｣を受け入れるために必

要なこと（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/55619 

〇 ロシア、バイデン米大統領と高官 12人の入国禁止 西側の制裁に対抗（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60761381 

〇 停戦協議でウクライナの「中立化」検討、ロシア「合意近い」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2VJ2F9 

〇 呉外相「常に防衛の準備が必要」 台湾侵攻時期を示す露機密情報流出で（フォーカス台

湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202203160008 

〇 NATO国防相会議始まる ロシアに対する防衛態勢強化を議論（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220316/k10013535141000.html 

〇 ロシア ウクライナ侵攻 16日も 3日連続で停戦交渉の見通し（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220316/k10013534991000.html 

〇 【速報】ロシア海軍の戦車揚陸艦が津軽海峡を通過（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/332705 

〇 東シナ海で中国無人機飛行 防空識別圏入り、空自対応（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220316-WVTF2YMIJJPSLMPJ2RBUGZ54WY/ 

〇 “北朝鮮 発射失敗で爆発か ICBM関連の可能性” 韓国軍（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220316/k10013533801000.html 

〇 中国の台湾侵攻、外交部「準備整う」（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94969 
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〇 ウクライナへ輸送目的か ロシア艦 4隻、津軽海峡を通過（共同） 

 https://nordot.app/876808020068089856 

〇 「核共有」 自民の会合で議論 導入に積極的意見出ず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220316/k10013535631000.html 

〇 林芳正外相、ロシア支援なら「国際法上の責任を負う」 中国による援助報道めぐり（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88813.html 

〇 ウクライナ中立化、ロシアが受け入れの姿勢－交渉に期待高まる（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-16/R8U8C3DWRGG201 

〇 外交部：米のインド太平洋と台湾海峡に対する重視変わらず（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94971 

〇 【詳報】ロシア ウクライナに軍事侵攻（16日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220316/k10013533261000.html 

〇 ウクライナ大統領、軍事支援や対ロ制裁強化を要請 米議会で演説（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-congress-idJPL3N2VJ3CX 

〇 ウクライナへの NATO平和維持部隊派遣案、加盟国は慎重（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3395390 

〇 ウクライナ大統領「バイデン氏は世界平和の指導者に」 米議会で演説（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-congress-idJPL3N2VJ3MF 

 

１５（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国軍機 13機、台湾防空識別圏に侵入（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-defence-china-idJPKCN2LB1W2 

〇 NATO とは 「加盟国攻撃なら反撃」明記（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB144WS0U2A310C2000000/ 

〇 核衝突の可能性「現実のものに」、即時停戦を＝国連事務総長（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL3N2VH4B3 

〇 中国、米が「偽情報」流布と非難 ウクライナ問題めぐり（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3394959 

〇 ドイツ、対ロシアで米戦闘機 F35調達 核共有に使用（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR14CEB0U2A310C2000000/ 

〇 米中協議、米「ロシア支援懸念」伝達 中国は交渉支持（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN14BUZ0U2A310C2000000/ 

〇 冷戦以上に難しい根本的対立（日経 BP） 
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 https://business.nikkei.com/atcl/plus/00033/031100001/ 

〇 【限定公開】インド太平洋重視の欧州 日本は受け身やめ積極関与を（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26025 

〇 米中高官会談 アメリカ側 中国とロシアの連携に強い懸念示す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220314/k10013531741000.html 

〇 米国、中国のロシア支援に懸念伝える－米中高官がローマで対面会談（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-14/R8R464T1UM0W01 

〇 米、中露協力に警告「深い懸念」 直接高官会議で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220315-ZRPAKLLDGNJCZHEO7WFD44XPQQ/ 

〇 仏領ニューカレドニアに日本領事事務所 来年１月 中国の進出に対抗（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220315-UDUAAO3CRFIFRJV7S7VM63IVP4/ 

〇 ロシア艦また津軽海峡通過 兵器輸送艦、防衛省が確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220315-SPFYHCN6SFJXLIVZPXIIBIKBV4/ 

〇 米補佐官、中ロ友好関係に「深い懸念」 ローマで７時間の高官協議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031500144&g=int 

〇 安倍元首相が提起した「核共有」が絶対ムリな本当の理由…実際は米国が許さない？

（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2022/03/post_284456.html 

〇 ウクライナ侵攻で「核戦争、起こり得る」グテレス国連事務総長が危機感（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/165660 

〇 同志国と連携し中国に対しても責任ある行動求める＝ウクライナ情勢で官房長官

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2VI0CF 

〇 尖閣周辺に中国船４隻 うち１隻は機関砲？搭載（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220315-ZFFWDX5RSZMWZGYOVEITZSI57Y/ 

〇 米「中国が対ロシア軍事協力前向き」 欧州に公電で伝達（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB151FO0V10C22A3000000/ 

〇 注目度高まるＥＵとＮＡＴＯ 経済と軍事の連盟は一体だが…ウクライナのＥＵ加盟は対ロシア

としては次善の策だ（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220315-SJJATHSF2ZMN5ISWW26FC7BTMQ/ 

〇 英国：インド太平洋の安保強化に向けて資金拠出を表明（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88591.html 

〇 狂信的侵攻招いたプーチン大統領の「精神の密室」（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03151035/?all=1 
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〇 ロシアは中国に武装ドローン提供要請、米が欧州に警告－関係者（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-15/R8RJYGT0G1KW01 

〇 米、ロシアへ軍事・経済支援巡り中国に警告 日欧は対ロ追加制裁（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-russia-us-idJPKCN2LC0CX 

〇 【解説】 「ウクライナは生物兵器を開発している」 ロシアの主張をファクトチェック（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60733307 

〇 小児病院を爆撃、これでも一線を越えていないと言えるのか（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35184798.html 

〇 偽情報の流布で米のウクライナ危機責任は隠蔽できず（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0315/c94474-9971413.html 

〇 ウクライナ侵攻、インド太平洋の安全保障を変える＝専門家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88557.html 

〇 【演説全文】ウクライナ ゼレンスキー大統領 何を語った？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220315/k10013532101000.html 

〇 ロシアが敵対国に仕掛けてきた狡猾な「ハイブリッド戦争」（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00141/031500024/ 

〇 日本のウクライナ支援物資、米軍機で輸送へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1512L0V10C22A3000000/ 

〇 中米高官のローマ会談 7時間にわたって何を話し合ったのか（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20220315/d1ec67f3-3bb1-f009-6592-d739dd1e5a0f.html 

〇 海自艦艇 カンボジア南部の要衝寄港 中国けん制がねらいか（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220315/k10013532631000.html 

〇 【限定公開】露の侵攻で欧州〝大転換〟 日本に必要な不動の決意と行動（WEDGE 

Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26065 

〇 北朝鮮のＩＣＢＭ兆候に…対北情報戦に続き中国「本格説得」に出た米国（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/288833?servcode=500&sectcode=500 

〇 中米高官のローマ会談 何を話し合ったのか（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3395162 

〇 中国の海洋調査船 奄美大島沖で同意なく活動 外務省が抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220315/5050018138.html 

〇 有事機動展開にオスプレイを活用（共同） 

 https://nordot.app/876402096052649984 

〇 【解説】 戦争犯罪とは？ プーチン大統領を裁くことは可能なのか（BBC） 
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 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60746620 

〇 “ロシアが中国に軍事支援要請”報道 米懸念も中国は米を批判（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220315/k10013531981000.html 

〇 台湾問題での米国の行動と態度は不一致=外交部（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20220315/94cf3c2f-e015-7141-9472-88deb0c5ce1b.html 

 

１４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 イラク北部に弾道ミサイル イラン革命防衛隊が攻撃（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031300230&g=int 

〇 ロシアはなぜウクライナ軍事侵攻に踏み切ったのか…プーチン大統領の誤算（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/302486 

〇 ロシアのウクライナ侵略が打ち砕いた空想的平和観念 自分の国は自分たちで護る決意を

（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/article/20220315-FYAJOEZPNBCRFHIFU5TW6TUCJE/ 

〇 ロシアと NATO、緊張高まる恐れ ポーランド国境近くの訓練施設攻撃（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220314/k00/00m/030/012000c 

〇 ロシア情報機関に異変か 「誤算」で幹部軟禁、内部告発も―ウクライナ侵攻（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031300261&g=int 

〇 ロシア、侵攻後中国に支援要請 米警戒、高官協議で提起へ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031400180&g=int 

〇 ロシア、中国に軍事支援要請か ウクライナ侵攻巡り（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN140930U2A310C2000000/ 

〇 チェコ、ウクライナに追加の軍事支援表明 スロバキアも検討（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-czech-arms-idJPL3N2VG0OK 

〇 ロシアの制裁回避支援なら報い、米高官が中国に警告 14日の会談控え（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-china-idJPL3N2VG0SD 

〇 露、ウクライナ全土標的に 支援ルート切断狙う 各地で占領政策 米記者、取材中に死亡

（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220314-H4IWKHMFFNMPZPLAXDFKVXFMNE/ 

〇 ベラルーシ、ロシア侵攻参加「計画せず」 国境には交代で駐留（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-belarus-idJPL3N2VG0TS 

〇 日本には中国の国防費に口出しする資格はない―華字メディア（RecordChina） 
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 https://www.recordchina.co.jp/b890605-s25-c100-d0052.html 

〇 ロシア、ウクライナ西部に戦線拡大 米欧の武器流入阻止（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN133JY0T10C22A3000000/ 

〇 中国は仲介に乗り出すのか－欧州の戦争、長期化なら米ＥＵの結束強化（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-14/R8KLLYT1UM0Y01 

〇 ロシア財務相、制裁の影響緩和で中国の協力期待（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-china-idJPL3N2VH067 

〇 UPDATE 1-ロシアの制裁回避支援なら報い、米高官が中国に警告 14日の会談控え

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-china-idJPL3N2VH07G 

〇 尖閣周辺に中国船 １８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220314-R75ON5RQK5IG7GZ5JO6GGY2DVE/ 

〇 ロシア、中国にウクライナでの軍事支援を要請 米当局者（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35184827.html 

〇 ロシアが中国に軍事・経済援助要請か ロシア軍はポーランド国境近くを空爆 ウクライナ侵

攻 18日目（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60725368 

〇 ロシアが中国に異例の軍事支援要請、ウクライナ侵攻で－米当局者（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-14/R8PO3HDWLU6D01 

〇 焦点：北朝鮮の弾道ミサイル実験、多弾頭核兵器と偵察衛星の開発目的か（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-icbm-idJPKCN2LB073 

〇 海自・米海軍、SH-60K とMH-60Rで対潜戦共同訓練 魚雷使用・回収（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136053 

〇 【ウクライナ】中国、対ロシア制裁の影響回避探る－米国はけん制（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-14/R8PSS3DWRGG301 

〇 ロシア、中国にウクライナ侵攻で軍事支援要請 米報道（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3394863 

〇 露が中国に装備品支援要請 米警戒、中国を牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220314-2VWDVVPLBJJWNIDMEM6IECK6NY/ 

〇 アメリカが中国に警告、ロシアへの経済・軍事的支援めぐり（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60732570 

〇 米、中国に北朝鮮非難を要請 ICBM関連実験めぐり（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN140NZ0U2A310C2000000/ 

〇 民主主義の危機とコロナ禍、ウクライナ侵攻 世界と日本の課題を識者に聞く（東京） 
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 https://www.tokyo-np.co.jp/article/165523 

〇 中国の立場は？ウクライナ侵攻でロシアの立場に配慮する姿勢も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220314/k10013530891000.html 

〇 ロシア軍がポーランド国境付近を攻撃（3月 14日）（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220314/k00/00m/030/132000c 

〇 【速報】ロシア潜水艦など 6隻を確認 北海道・宗谷岬付近で...（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/331184 

〇 杏林大名誉教授・田久保氏詳報 全体主義と闘った河合栄治郎 米国の衰退、中国の突出

（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220314-Z6FDVWVVOFJY7BMCPOADTL444E/ 

〇 “ロシアが中国に軍事物資の支援求める” 米複数メディア（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220314/k10013530221000.html 

〇 ウクライナ侵攻で露見、米と湾岸諸国の関係変化 対米一辺倒から脱却（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3394787 

〇 米中高官協議始まる 中国、ロシアとの距離測る（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN124W30S2A310C2000000/ 

〇 ロシア支援しないよう中国をけん制か…米中高官がウクライナ侵攻を巡り会談（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/165563 

〇 ロシア海軍の艦艇６隻 宗谷海峡を通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220314/7000044410.html 

〇 ロシア軍艦の宗谷海峡・津軽海峡通過、岸防衛相「ウクライナ侵略の動きと呼応」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220314-OYT1T50184/ 

〇 露海軍の潜水艦が宗谷海峡通過、海自護衛艦が監視（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220314-OSLIZ4JQCZIYLEFMHXUUXYJQJQ/ 

〇 敵基地攻撃能力の保有検討を米国大使館公使が「歓迎」 核共有も議論へ（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/165570 

〇 “ロシア海軍艦艇 6隻 宗谷海峡を通過” 防衛省 航行目的を分析（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220314/k10013531471000.html 

〇 米欧、輸送路攻撃に苦慮 露のエスカレートどう阻止（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220314-EB5CA6YR35N2RD6LW7V4OZZV4M/ 

〇 プーチン氏直轄・国家親衛隊の総司令官「思い通りに進んではいない」…あくまで全面降伏

目指す考え（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220314-OYT1T50199/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（14日の動き）（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220314/k10013527381000.html 

 

１３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ロシア軍、首都攻撃の態勢構築 西部に戦線拡大―ウクライナ軍「死者１３００人」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031200454&g=int 

〇 【世界的ベストセラーで学ぶ】第二次世界大戦後に「NATO」という「軍事同盟」が生まれたワ

ケ（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/298524 

〇 欧州安保体制 露の侵略が歴史的転換招いた（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220313-OYT1T50002/ 

〇 中国全人代閉幕 侵略者に甘い顔をするな（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220313-DOESH4FTDZKLZLK63BMNHJOH4E/ 

〇 「プーチン氏に譲歩するな」「ＥＵは自己防衛が必要」…前仏大統領と単独会見（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220313-OYT1T50082/ 

〇 （社説）日本とアジア 「法の支配」連携強化を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15232339.html 

〇 【詳しく】ロシア ウクライナに軍事侵攻（12日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220312/k10013527301000.html 

〇 トルコやフランス、イスラエルではなく…ロシアとウクライナの仲介役はインドが適任の根拠（デ

イリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03130700/?all=1 

〇 プーチンは使用示唆…米元高官が明かしていた「核戦争の戦慄危機」（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/233648 

〇 ウクライナ西部に攻撃、35人死亡 ポーランド国境近く（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB131DC0T10C22A3000000/ 

〇 ロシア、外国人戦闘員をウクライナ東部戦線に「投入」（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35184806.html 

〇 ロシア軍 ウクライナ西部にも空爆 支援の動きけん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220313/k10013529781000.html 

 

１２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「ウクライナは欧州の家族の一員」だけど…ＥＵ、加盟巡り対応苦慮（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220312-OYT1T50000/ 

〇 ロシア、ベラルーシを紛争に巻き込もうと画策か 11日にウクライナ侵攻も（REUTERS） 
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 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-belarus-attacks-idJPKCN2L81VP 

〇 EU首脳、防衛費大幅増で合意 ロシアへのエネ依存解消（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR11DYU0R10C22A3000000/ 

〇 国連安保理、ウクライナでの生物兵器開発を「認識せず」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL3N2VE3P8 

〇 国会安保論戦 抑止力をどう強化していくか（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220311-OYT1T50298/ 

〇 ＥＵ首脳、域外への依存脱却で合意 ウクライナ早期加盟は棚上げ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-eu-economy-idJPL3N2VE3RT 

〇 安保理、ロシア要請で会合 欧米勢「ウソ拡散が目的」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN11DUB0R10C22A3000000/ 

〇 ロシア軍、ウクライナ西部に戦線拡大 空軍基地を破壊（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR11DVJ0R10C22A3000000/ 

〇 ロシアの｢軍事･核戦略｣今一つ掴み切れない狙い（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/538427 

〇 プーチン大統領 中東からウクライナに戦闘員派遣するよう指示（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220312/k10013527141000.html 

〇 米、新たな北朝鮮関連制裁を発表 ロシアの個人・企業対象（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-usa-sanctions-idJPL3N2VE3YF 

〇 「核抑止の議論」必要 議論もさせないのは「日本の危機」を前に思考停止に陥っている 賢

明な政治家や国民は目を覚ましたのでは（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220312-YMMSKCDYCNNVFJJAM5GSBRDRQY/ 

〇 【解説】ロシアの核戦力と今後の動き（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3393732 

〇 不条理と不正義、暴力の世界 日本に必要な現実主義（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA08A7Y0Y2A300C2000000/ 

〇 ロシア、ウクライナで化学・生物兵器使用を計画も－米国連大使が警告（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-12/R8LVZSDWRGG101 

〇 インドがパキスタンにミサイル誤射、「技術的不具合」と説明（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pakistan-india-military-idJPKCN2L902W 

〇 中国が混乱に乗じて狙う「台湾・尖閣諸島制圧」のヤバいシナリオ（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/232863 

〇 核拡散防止条約の再検討会議 2年以上遅れて 8月に開催へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220312/k10013527691000.html 
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〇 クロアチア首都に軍用無人機墜落 ロシア製か（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3394674 

〇 ウクライナ首都、侵攻に備える ロシアはシリア志願兵受け入れへ ウクライナ侵攻 16日目

（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60717640 

〇 「自由で開かれたインド太平洋」外務省が動画（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220312-ZBDPQNWJQRMRZMIEX26O73GDYM/ 

 

１１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「米国に比の軍事施設を提供する用意あり」 ウクライナ危機がアジア波及ならと大統領（まに

ら） 

 https://www.manila-shimbun.com/category/politics/news262754.html 

〇 ウクライナ ロシア 外相会談 “進展なかった” ウクライナ外相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013524961000.html 

〇 ウクライナ侵攻からの教訓―これが台湾有事だったら日本は負けている（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93264 

〇 日本人がウクライナ問題について当事者意識を持つべき理由は「スタグフレーションの恐怖」

（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/52595 

〇 北が新型ＩＣＢＭシステム実験 米が分析公表（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220311-PZOZTLKMZVNVJEPXO3AB7JQDCQ/ 

〇 北朝鮮の最近のミサイル試射、ＩＣＢＭ技術の試験が目的－米高官（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-10/R8JOZCDWRGG401 

〇 2022年 1月 13日にすでに予見されていた「ロシアによるウクライナ侵攻」のレポートとは？

（Gigazine） 

 https://gigazine.net/news/20220311-csis-russias-possible-invasion-ukraine/ 

〇 “北朝鮮 先月と今月発射の弾道ミサイルは ICBM級” 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013525391000.html 

〇 米「北の 2度にわたる挑発は ICBM技術を含んでいる…あすから順次制裁を発表」（朝鮮日

報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/03/11/2022031180005.html 

〇 ｢他国の言葉にすべて従う国は滅びる｣ウクライナ人政治学者が日本人に伝えたい苦い教訓

（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/55436 
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〇 ロシアが米の生物兵器疑惑主張、11日に安保理会合＝外交筋（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL3N2VE08M 

〇 国連安保理、ロシアの要請で緊急会合へ 他国「偽情報糾弾する場に」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ3C3FWVQ3CUHBI012.html 

〇 中国は「悪の枢軸」を手放せるか（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220311-VVY55CFO2BLLDHVOW4NI2IHAWM/ 

〇 ロシア「核恫喝からのエスカレーション」を止める唯一の方法――核をめぐる安全保障課題と

日本の対応（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03111030/?all=1 

〇 ロシア軍のウクライナ侵攻、いま何が起きている？英首相、ロシアの化学兵器配備の可能性

に警鐘（解説）：随時更新（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-249700 

〇 河野克俊・前統合幕僚長に聞く 「最悪の事態」を想定して万全の体制を整えよ――緊迫す

る東アジア（中央公論） 

 https://chuokoron.jp/politics/119503.html 

〇 ロシア海軍１０隻、津軽海峡通過 ウクライナ侵攻と呼応か―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031100643&g=pol 

〇 中国全人代が閉会 李首相“ウクライナ情勢で積極的役割を”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013525651000.html 

〇 【ウクライナ】米大統領、ロシアの貿易優遇剥奪表明へ－党に結束訴え（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-11/R8K5E1T0AFB401 

〇 北朝鮮のミサイル実験、ICBM級と 日米韓が非難（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60702742 

〇 ロシア艦艇１０隻が津軽海峡通過 岸防衛相が懸念（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220311-EQIWELUD3NON7LZUORBO6V7C2M/ 

〇 非核三原則の見直しと「核共有」は、東アジアの拡大抑止モデルとなりうるか――核をめぐる

安全保障課題と日本の対応（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03111230/?all=1 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（11日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013525141000.html 

〇 【解説】 対ロシア制裁、なぜアジアでは意見が分かれているのか ウクライナ侵攻（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60689095 

〇 中国首相、対露制裁に反対 「憂慮」表明も非難避ける（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220311-DCRAFGYN7JNJXJRSW27DOPQ54U/ 
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〇 中国全人代が閉会 李首相“ウクライナ情勢で積極的役割を”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013525651000.html 

〇 ロシア海軍の艦艇 10隻 津軽海峡を通過 “日本けん制の可能性”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013526001000.html 

〇 中国軍機が南シナ海で墜落 今月上旬＝台湾情報当局（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88452.html 

〇 北朝鮮のミサイル発射実験、新型ＩＣＢＭシステムを使用 米政府分析（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35184775.html 

〇 北朝鮮がＩＣＢＭ発射再開か 「憂慮を持って注視」＝韓国当局者（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220311003200882 

〇 ロシアの暴挙に「勧告」にとどまる国連 立ちはだかる拒否権の壁（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022030900026.html?page=1 

〇 ドゥテルテ氏「米に軍事協力も」 ウクライナ危機波及なら（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM112N30R10C22A3000000/ 

〇 “北朝鮮 先月と今月発射の弾道ミサイルは ICBM級” 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013525391000.html 

〇 EU、ウクライナの即時加盟拒否 対ロ防衛国防費は増額（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR10EO60Q2A310C2000000/ 

〇 北朝鮮 ICBM発射と核実験の中止を見直しか 関係国の警戒強まる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013526731000.html 

〇 「ICBM」とは？射程 5500キロ以上の大陸間弾道ミサイル。北朝鮮が実験繰り返す（ハフィン

トンポスト） 

 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_622b118ae4b06349371bf0cc 

〇 ロシア 北方領土で地対空ミサイルの訓練 日米をけん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013525221000.html 

〇 外交・安全保障通の長島昭久氏がウクライナ問題が東アジアにもたらす影響を解説〈インタ

ビュー〉（TOKYO HEADLINE） 

 https://www.tokyoheadline.com/608838/ 

〇 ロシアによるウクライナ侵攻は第三次世界大戦のはじまりなのか。専門家の見解は（ハフィント

ンポスト） 

 https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6229b655e4b0e01d97a688b6 

〇 ロシア艦艇 10隻、津軽通過 防衛省「ウクライナと呼応」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA119LY0R10C22A3000000/ 

〇 日米、抑止力強化へ連携（共同） 
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 https://nordot.app/874980098727788544 

〇 日米外務・防衛局長級会合 “軍事侵攻 アジアの秩序にも影響”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013527251000.html 

〇 習政権、日本を牽制 国交５０年を前に日中関係緊張（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220311-D5QKKTIFSFM4FNK3V5RHHHZJGU/ 

〇 外国人戦闘員を送り込むプーチン氏、ロシア国防相「中東から１万６千人以上の志願」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220311-OYT1T50242/ 

〇 【詳しく】ロシア ウクライナに軍事侵攻（11日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013525141000.html 

〇 プーチン大統領 戦闘地域に外国の戦闘員送り込む考え示す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220311/k10013526781000.html 

〇 ロシア軍、各都市へ攻撃強化 また核研究施設攻撃か―プーチン氏、外国人兵投入方針・ウ

クライナ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022031101033&g=int 

 

１０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ウクライナは中立性議論排除せず、領土では譲らない－大統領側近（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-09/R8HFBHT1UM0X01 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 キエフの「グロズヌイ化」、プーチン氏の政治目標も破壊－戦争は泥沼（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-09/R8HFR3T1UM0W01 

〇 岸田首相 インドなど訪問で調整 ウクライナ事態改善へ連携を（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013523161000.html 

〇 ロシアが戦慄の警告「避難しなければ、無差別攻撃で命を落とすぞ」（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/030900101/ 

〇 東京大空襲７７年 過去の出来事では済まぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220310-K56QYLOUA5ITROPVEORZ6FHJUE/ 

〇 米軍、黄海で偵察活動強化 北朝鮮のミサイル発射に対応（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN09ESN0Z00C22A3000000/ 

〇 駐豪州大使が緊急寄稿「中国への認識を改めよ」（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/52416 

〇 誰も止められないプーチンの野望（下）独自の歴史観でスラブ世界の「救世主」を自負（日刊

ゲンダイ） 
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 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/302296 

〇 ウクライナ侵攻を決断したプーチン大統領の変質（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/537323 

〇 海上自衛隊護衛艦「ちくま」の厨房拝見（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220310-HN3G7Z542VJDTAKH7X7KVCPOP4/ 

〇 海自と米海軍、太平洋で OP-3C・EA-18Gなどで電子戦訓練（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136020 

〇 台湾、米のインド太平洋経済枠組みで「正式メンバー」入り希望（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-usa-trade-idJPL3N2VD03A 

〇 米軍 北朝鮮ミサイル発射受け 周辺地域の即応態勢など強化へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013523501000.html 

〇 ロシア軍のウクライナ侵攻、いま何が起きている？小児科病院に空爆｢停戦中だった｣（解説）：

随時更新（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-249700 

〇 米インド太平洋軍 朝鮮半島での偵察・監視活動強化（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220310002500882 

〇 中国との戦争、どちらが勝っても「悲惨な勝利」＝台湾国防トップ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-taiwan-idJPL3N2VD0SY 

〇 護衛艦ふゆづき 半年ぶり舞鶴に帰国 中東海域の情報収集任務終える（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/329166 

〇 アングル：ウクライナ切望の飛行禁止区域、西側が及び腰な理由（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-no-fly-idJPKBN2L709M 

〇 海自の護衛艦「ふゆづき」 中東から帰国、不審船警戒終え（京都） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/746969 

〇 【ウクライナ】政治的中立化をロシアと議論も－米下院が支援支出承認（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-10/R8IFRPDWX2PT01 

〇 中国の国防費増額は安全保障上も大国としての責任履行にも必要（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0310/c94474-9969256.html 

〇 焦点：台湾がウクライナ戦争注視、有事の対中国戦術を研究（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-taiwan-defence-idJPKBN2L60DL 

〇 NATOに求められる責務 「ロシアとの対話と相互理解に立ち戻るべき」と専門家（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022030800021.html?page=1 

〇 トルコ、ロシア・ウクライナ仲介 存在感誇示の思惑（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR100EL0Q2A310C2000000/ 
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〇 米 国務省と国防総省高官 来日しウクライナ侵攻への対応協議へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013523581000.html 

〇 米インド太平洋司令部「黄海で偵察強化」…北朝鮮の偵察衛星関連か（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/288677?servcode=A00&sectcode=A20 

〇 米、ロシアとの衝突回避 ウクライナへ戦闘機供与に反対（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR09EL50Z00C22A3000000/ 

〇 中国の 2022年国防費 7.1%増（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/03/55568/ 

〇 米、ウクライナ教訓に台湾防衛 「西側団結」中国に警告（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN100530Q2A310C2000000/ 

〇 中国、今月上旬に軍用機が南シナ海で墜落 直後には軍事訓練＝国安局／台湾（フォーカ

ス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202203100007 

〇 中国、尹錫悦氏の対米接近を警戒（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220310-WW7PQUMGURNC5D6XJ2FLVZYLVY/ 

〇 核共有 首相、政党議論は容認 欧州とは異なる条件（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220310-WJZFE6TDGVKO5J2W5MURJOMA2Y/ 

〇 核共有議論、首相が容認の意向 「一般論として行われるべき」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220310/k00/00m/010/312000c 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（10日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220310/k10013523351000.html 

〇 プーチンの異常なウクライナ「執着」の源...1000年に及ぶ歴史から完全解説（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/post-98252.php 

〇 韓国新政権、米国重視へ回帰 対中ロ「曖昧戦略」修正へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM1085F0Q2A310C2000000/ 

 

０９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 プーチン氏、ウクライナ侵攻失敗でも攻勢強める恐れ＝米情報トップ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-security-idJPKBN2L5256 

〇 プーチンが喜び、バイデンが迷惑し、安倍は激怒する「岸田首相の平和主義外交」のゆくえ

（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93182 

〇 「ウクライナ後の世界」―ロシアを除外した国際秩序をどう構想するか（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93112 
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〇 ウクライナは紛争当事国じゃない？ 自衛隊の防弾チョッキ特例で提供 防衛装備移転三原

則の歯止めどうなる（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/164468 

〇 リトアニア首相「私たちは以前から警告してきた。ウクライナ侵攻は起こるべくして起きたのだ」

（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/281397/ 

〇 ＥＵ、中国にロシア説得要求 ウクライナ停戦向け（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030801020&g=int 

〇 ウクライナ巡り中国に動揺、台湾に関する決意強い＝米ＣＩＡ長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-security-taiwan-idJPKBN2L52P2 

〇 空自 KC-767、ウクライナへ提供する防弾チョッキなど搭載 ポーランドへ向かう（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136009 

〇 米情報当局「金正恩は核兵器を独裁体制の『保証』と考えている」「核実験再開もあり得る」

（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/03/09/2022030980014.html 

〇 ウクライナ与党、中立化に柔軟（共同） 

 https://nordot.app/874093758695424000 

〇 ウクライナ侵攻は明白な国際法違反 民間人に犠牲者…「戦争犯罪」に近い 「外交・安保」

「防衛」「エネルギー」政策を問い直す機会（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220309-KJFZ2QMA3NNBBMZ62UZPCJ5BGA/ 

〇 新型潜水艦「たいげい」就役（共同） 

 https://nordot.app/874126727289176064 

〇 新型潜水艦「たいげい」就役 神戸で引き渡し式（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220309-TC4Z5NF67FJQVMUO7ZTIOTUWS4/ 

〇 【ウクライナ】政治的中立化をロシアと議論も－リオが商業関係断絶へ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-09/R8GHC8T0G1KX01 

〇 ＜港湾＞軍港を整備 基地と共存 戦後は「平和商港への転換」（長崎） 

 https://nordot.app/874123373638533120?c=174761113988793844 

〇 戦闘地域の一部住民が避難、戦闘機の供与は決まらず ウクライナ侵攻 13日目（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60671985 

〇 最初から女性自衛官の乗艦を考慮した初の潜水艦（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/116410 

〇 ウクライナ侵攻 プーチンが握っていた「ヤバすぎる 6つの選択肢」（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/233209 
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〇 米副大統領、東欧訪問でロシア対応策の「次の段階」協議へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-harris-idJPL3N2VC17S 

〇 最新式潜水艦「たいげい」を引き渡し 神戸の三菱重工業造船所（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20220309/2020017380.html 

〇 中国が NATOの東への拡大を批判「地域安全保障は軍事ブロック拡大で実現すべきでな

い」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0309/c94474-9968694.html 

〇 米、ロシアによるサイバー攻撃のリスク増大 「1兆ドルの経済損失も」（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/46274 

〇 最高速度マッハ 6 極超音速無人偵察機 SR-72の驚きの性能（2）SR-72はなぜ必要か？

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88296.html 

〇 プーチンは戦争に負けたことがない、この戦争は長くは続かない（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/post-98249.php 

〇 海自と米海軍が電子戦訓練（共同） 

 https://nordot.app/874188150680027136 

〇 中国の軍事費に対する米欧の誇張は完全なダブルスタンダード（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0309/c94474-9968815.html 

〇 ロシアのウクライナ侵攻と中国の台湾武力統一、先にやった方が得（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/030900100/ 

〇 西側諸国の武器供与は効果を上げているのか ロシアと戦うウクライナ（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60672040 

〇 ＮＡＴＯ第５条とは何か？ ロシアのウクライナ侵攻にはどう適用されるのか？（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35184643.html 

〇 ウクライナへの戦闘機供与、ＮＡＴＯ通じて実施を＝ポーランド高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-jets-poland-idJPKBN2L60WS 

〇 潜水艦「たいげい」就役 全長８４メートル（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220309-LJKVJGCRWZJNTJWCRX5QG3QXNQ/ 

〇 高市氏「尖閣に工作物を」 対中国、施政権明示必要（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220309-ZZHIV224BZIZNITCUESHV5BCZY/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（9日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220309/k10013521141000.html 

 

０８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 中国、太平洋版ＮＡＴＯ構築しないよう米国に警告－台湾支援もけん制（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-07/R8DM1PT1UM0W01 

〇 米国務長官がバルト３国訪問、ＮＡＴＯ条約第 5条は「神聖」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-blinken-lithuania-idJPKBN2L424D 

〇 ロシアとウクライナ 停戦に向け 3回目の交渉も 隔たり埋まらず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013519471000.html 

〇 ウクライナ侵攻、核の恫喝…「プーチン増長」に加担したのは誰？ 対ロシア「安倍外交」の苦

すぎる“教訓”（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/52518 

〇 北朝鮮ミサイル、11カ国が非難（共同） 

 https://nordot.app/873681420887080960 

〇 北欧、ＮＡＴＯ加盟論強まる ロシア侵攻で過半数が支持（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030700645&g=int 

〇 国連安保理 北朝鮮ミサイル発射で緊急会合 決議違反と強く非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013519551000.html 

〇 自衛隊誘致を可決した沖縄の島 防衛省が現地調査を検討 移動式レーダー展開を念頭に

（沖縄タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/922012 

〇 日本を危うくする似非平和主義 論説副委員長・榊原智（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220308-OCTABHRMP5MMJLTTONWLU7TZCA/ 

〇 国連安保理 米などロシアを非難 “安全な避難ルート設置を”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013519581000.html 

〇 ロシア軍のウクライナ侵攻、いま何が起きている？｢人道回廊の避難ルートに地雷｣国際赤十

字が指摘（解説）：随時更新（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-249700 

〇 プーチンと習近平の不気味な共通点 ともにナンバー2排除で「暴君化」（NEWSポストセブ

ン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20220308_1732768.html?DETAIL 

〇 バイデン政権に〝報復〟強めるサウジ、UAEの不満（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25977 

〇 コラム：シンガポールの対ロ制裁、プーチン氏の頼みの綱断つ英断（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-idJPKBN2L505C 

〇 核兵器を巡る悪循環 存在する限り、使われる脅威はなくならない現実（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022030700050.html?page=1 
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〇 米兵５００人を欧州に増派、在欧米軍は１０万人規模に…国防総省「状況に応じて調整」（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220308-OYT1T50093/ 

〇 海自ヘリ救難飛行隊「第 224飛行隊」解隊 赤白の UH-60J残るは鹿児島と千葉、小笠原

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/116318 

〇 【王毅外交部長記者会見】中国外交政策と対外関係に関する回答（人民網ｊ） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0308/c94474-9968102.html 

〇 1230kmのパイプラインも作ったが…ロシア依存だったドイツが超強気に急変した本当の理

由（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/55344 

〇 張国連大使、中国のウクライナ人道状況関連 6提案を安保理会合で説明（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0308/c94474-9968202.html 

〇 フィンランドが NATOに加盟すればプーチンは北欧にも侵攻する（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/nato-34.php 

〇 平和主義のドイツがウクライナ危機で豹変 防衛費 2倍、徴兵復活も（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/030800315/ 

〇 ウクライナ侵攻に揺れる中東 “親米国”でもロシアに及び腰のなぜ（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/030800316/ 

〇 ロシアのウクライナ支配や中国の核開発・台湾政策に警戒－米情報当局（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-08/R8EO7ST0G1KW01 

〇 ウクライナに防弾チョッキ提供で運用指針改正 今夜にも出発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013520611000.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 北朝鮮、核実験場に新たな建物か…日本や米英仏などがミサイル非難の共同声明（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220308-OYT1T50176/ 

〇 岐路に立たされるか？ サハリンの石油・天然ガスプロジェクト 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220308/k10013520091000.html 

〇 米、「北朝鮮が豊渓里の核実験場を復旧」（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/asia-i94374 

〇 ウクライナに防弾チョッキ提供、空自輸送機を派遣…官房長官「できる限りの支援行う」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220308-OYT1T50277/ 

〇 装備品提供、ウクライナ支援に制約 法制度に課題（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220308-T4IJKX3LBVJKZAI34P42YIAMGI/ 

〇 ウクライナへ装備品供与 自衛隊機出発（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220308-A6FNCYUGYNP7JC2WUGWG6ZNUS4/ 

 

０７（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（6日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220306/k10013516341000.html 

〇 対ロシア制裁 日本は国際連帯を牽引せよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220306-OYT1T50205/ 

〇 ロシアは「長期的な敗戦」の可能性が高い（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25945 

〇 経済制裁を続ければロシアはウクライナから撤退するだろうか？ これからの展開を読む（現

代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93111 

〇 《緊急特集》「弱肉強食」の新冷戦時代が始まった＝福富満久（エコノミスト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220315/se1/00m/020/046000c 

〇 欧州安保に歴史的転機 独仏「新時代」、軍備増強にかじ―ロシアの脅威へ対抗（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030600327&g=int 

〇 台湾、中国の「情報戦」に苦慮 対米不信の拡大懸念―ウクライナ危機で議論活発化（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030600420&g=int 

〇 海洋王国・日本を支える絶海の孤島 一般人が行けない沖ノ鳥島（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220307-EPHUAPNASZL5XI5GIAITOFWENA/ 

〇 【解説】 ウクライナでの戦争の結末は 5つのシナリオ（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60636619 

〇 尖閣周辺に中国船 １１日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220307-SCED2NH46JOIBHNAMVD65LXDYY/ 

〇 オーストラリア、原子力潜水艦の基地建設へ 首相表明（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM070IK0X00C22A3000000/ 

〇 ウクライナ侵攻「プーチン氏の筋書きとは違う展開に」英名門シンクタンク・秋元千明氏が分析

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/164082 

〇 デンマーク、国防予算拡大へ ロシアのウクライナ侵攻受け（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/eu-denmark-defence-idJPKBN2L407B 

〇 ウクライナが抵抗やめるまで戦争継続とプーチン氏、犠牲者増える恐れ（Bloomberg） 
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 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-07/R8CP7PT0AFBC01 

〇 中国は世界と協調を、ロシア・ウクライナ危機対応で＝豪首相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-australia-idJPKBN2L40E8 

〇 ウクライナ巡り「火に油注ぐな」と中国外相（共同） 

 https://nordot.app/873472538634420224 

〇 中国外相、仲裁意思を表明（共同） 

 https://nordot.app/873478967339270144 

〇 欧州安保に歴史的転機＝独仏「新時代」、軍備増強にかじ（ドイツニュースダイジェスト） 

 http://www.newsdigest.de/newsde/news/news/12795-2022-03-07/ 

〇 米、中国側の軍事的動きを「鷹のように」注視 台湾情勢巡り（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/88083.html 

〇 中国の国防費増 松野長官「安全保障上の強い懸念」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220307-O4TED3VW2BPJ5HISQ552GQ67PI/ 

〇 中国の国防費増「国防政策や軍事力の透明性を」松野官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220307/k10013519001000.html 

〇 中国外相 「国際社会とともに仲裁の用意ある」 ウクライナ侵攻（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220307/k10013519111000.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 輸送艦「おおすみ」、母港・呉に帰国 トンガ支援終了（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/135999 

〇 中立国フィンランド、強まるＮＡＴＯ加盟論（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220307-Q633UQYO4BL6TB5F7AXTTXK3EM/ 

〇 要求拒否口実にウクライナ侵攻継続 ロシア大統領、停戦条件つり上げ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030700646&g=int 

〇 ウクライナのゼレンスキー大統領悲痛、飛行禁止空域の設定繰り返し求める 米国は戦闘機

供与を検討（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/164256 

〇 「核共有」維新を批判 立・共、参院選へ牽制思惑も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220307-4354MK3AF5NY3I5CXW2IXKJ6OU/ 

 

０６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 核共有、主要政党間で意見の相違 正確な知識に基づく議論を＝専門家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87927.html 
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〇 【イギリスの元スパイが説く】ロシアは、ウクライナの領土保全の侵害をプロパガンダによって正

当化している（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/298172 

〇 ウクライナ情勢めぐり 米中外相が電話会談（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220306/k10013516571000.html 

〇 中国全人代開幕 露に加担しては安定築けない（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220305-OYT1T50322/ 

〇 中国は沖縄占領狙う 前統合幕僚長が警鐘鳴らす（八重山日報） 

 https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/17965 

〇 政府の対露戦略、「パートナー」改め「安保上の課題」へ…「もはや甘い対応とれない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220305-OYT1T50285/ 

〇 おおすみ 呉基地に帰還（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/hiroshima/news/20220305-OYTNT50213/ 

〇 第 2のキューバ危機を狙ったはずが「ウクライナの泥沼」に嵌まるプーチン（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93075 

〇 もはやプーチンには追い詰められた上での「核恫喝」しか手は残っていない（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93076 

〇 ロシア制裁で重要なカタール 米国は「非 NATO同盟国」に指名（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25933 

〇 「プーチンは最初から核兵器を使おうとする…」 元ラトビア大使が思い出すプーチンの“滅茶

苦茶な理論”（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03060601/?all=1 

〇 ウクライナ外相「飛行禁止区域設定を」、慎重 NATO批判（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0606M0W2A300C2000000/ 

〇 海洋王国・日本を支える絶海の孤島 一般人が行けない沖ノ鳥島（NEWSポストセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20220306_1730444.html?DETAIL 

〇 ｢ウクライナは実験場｣露サイバー攻撃の真の怖さ（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/536240 

〇 対ロ「協力」変更の公算 安保戦略改定、ウクライナ侵攻受け（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030500486&g=pol 

〇 コラム：東欧で反中機運、対ロ姿勢が一帯一路にダメージ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/breakingviews-china-russia-idJPKCN2L109C 

〇 「強国」継続を明確化 コロナ禍も軍拡加速―国防予算、日本の５倍・中国全人代（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030500568&g=int 
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〇 ロシアの侵略に見る「連携国と同盟国の違い」「独裁者の本質」【コメントライナー】（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030400726&g=int 

〇 北朝鮮 “きのう再び偵察衛星開発の重要実験”発表 警戒強まる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220306/k10013516591000.html 

〇 自衛隊・トンガ派遣（下） 陸自ヘリ搭載し物資支援、海自輸送艦「おおすみ」 現地にウイル

スを持ち込まないため細心注意 島の人々「ありがとう日本！」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220306-4EHHZZR6PNJGPJS4HC733HLXKA/ 

〇 フィリピンへ「防空レーダー輸出」成功 教訓は“人”軍関係者と信頼構築 一方の韓国も世界

各国でセールス、官僚だけの限界を露呈（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220306-UYJKBFCW3JJ3XONIPLSL4E3LDM/ 

〇 静かに日本に侵食する強権国家…このまま許していいはずがない 産経新聞論説副委員・

佐々木類さん『チャイニーズ・ジャパン』（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220306-5PW5GUPWZJIDHHDQZIJQ6SLPKM/ 

〇 「核のボタン」露の本気度 勝利目的よりも〝警告〟に使う考え方 われわれとは違うプーチン

氏の思考 「荒唐無稽ではない」小泉悠氏が分析（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220306-7HRQTXOVSNM7XONTQ7NHOF4NPU/ 

〇 ロシアの軍事情報統制法を非難（共同） 

 https://nordot.app/873029244368240640 

〇 自民・茂木氏、ＧＤＰ比１％こだわらない防衛費増主張（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220306-B33JA6RMMJOHRIE5JV6TRDBWV4/ 

〇 ロシアのウクライナ侵攻、「日本の安全保障上の脅威」８１％…読売世論調査（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20220306-OYT1T50185/ 

 

０５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 国連安保理が緊急会合開催へ、露に原発攻撃の意図の説明求める（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220305-OYT1T50008/ 

〇 ＮＡＴＯ、飛行禁止区域設定せず 直接介入なら「欧州戦争」の恐れ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-nato-idJPKBN2L11TD 

〇 国連緊急会合、ロシア原発攻撃を非難 チェルノブイリ事故の再発を警告（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-nuclear-idJPKBN2L120E 

〇 ロシア、ウクライナ原発砲撃を否定 安保理緊急会合（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3393395 

〇 焦る政府が異例の決断、ウクライナに防衛装備品を提供…米大使「歴史的な役割だ」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220304-OYT1T50402/ 
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〇 「核共有」日本導入なら非核三原則変更は不可欠 政策研究大の岩間教授に聞く（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163892 

〇 国連緊急会合、ロシア原発攻撃を非難 チェルノブイリ事故の再発を警告（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-nuclear-idJPL3N2V740B 

〇 プーチン氏の本音反映か ウクライナめぐり一方的歴史観―国営通信社が誤配信の論説（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030400844&g=int 

〇 ロシア・ウクライナ戦争、中国人の複雑な心境―米華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b890307-s25-c100-d0193.html 

〇 ロシア、欧州最大の原発を制圧 欧米メディアへのアクセスを制限（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/UKRAINE-CRISIS--idJPL3N2V747R 

〇 NATO事務総長 ウクライナの自国内の飛行禁止設定要求に否定的（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013515321000.html 

〇 【詳しく】中国で進む建国以来最大の軍改革 習主席の狙いは？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013511231000.html 

〇 原発攻撃に非難殺到 ロシアは「うそ」と否定―安保理（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030500364&g=int 

〇 北朝鮮、弾道ミサイルを発射 日本の EEZ外に落下と推定（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA050O90V00C22A3000000/ 

〇 北朝鮮、ウクライナ危機中に再びミサイル 北京でパラ開催（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2V800K 

〇 「日本での運用、一時的」 米無人機MQ9展開で防衛局（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ346365Q34TLTB00K.html 

〇 “今後 ロシア軍が民間人標的の無差別攻撃のおそれ”米元高官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013515391000.html 

〇 ウクライナ侵攻で先鋭化するハクティヴィストたち、その活動は本当に「正義」をもたらすのか

（WIRED） 

 https://wired.jp/article/hacktivists-pandemonium-russia-war-ukraine/ 

〇 国連安保理の緊急会合開催 欧州最大規模の原発をロシア掌握で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013515341000.html 

〇 米欧メディア、露で活動停止 ＣＮＮ、ＢＢＣなど記者の安全懸念（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/article/20220305-RDQKMHWUHVJJBJCJUQ2K5ZTCEY/ 

〇 ウクライナ戦争で米国の安全保障戦略は変わるか（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/536455 
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〇 岸防衛相、北朝鮮の弾道ミサイル発射は看過できず－今年９回目（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-05/R88YSNT1UM0X01 

〇 ロシアを厳しく非難「福島超える惨事になった恐れ」 国連安保理が緊急の公開会合（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163825 

〇 北朝鮮のミサイル 300キロ飛行、同国東岸付近に落下＝岸防衛相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2V806U 

〇 日本政府が 10年ぶりに実施「尖閣諸島の海洋調査」が持つ大きな意義（NEWSポストセブ

ン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20220305_1730443.html?DETAIL 

〇 ウクライナ侵攻｢正しい情報｣見抜くプロの読む力（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/536199 

〇 トンガ支援の輸送艦が帰還 「おおすみ」呉基地に入港（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220305-VD5PMLEKWFNNTE2FGMBH43NMKE/ 

〇 EEZ外に落下の飛翔体、岸防衛相「ミサイル、断じて容認できない」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ353QFVQ35UTFK003.html 

〇 北朝鮮の飛翔体は弾道ミサイル 狙いは対米交渉力の向上か（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220305/k00/00m/030/058000c 

〇 中国 全人代始まる ことしの経済成長率目標「5.5％前後」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013515451000.html 

〇 ロシア非難決議にＵＡＥ棄権の衝撃～中東に広がる対米不信～【コメントライナー】（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030400699&g=int 

〇 「ロシア軍、ウクライナ 2番目の核施設に迫る」安保理で米国指摘（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220305/k00/00m/030/063000c 

〇 岸防衛相、北朝鮮発射「容認できない」 岸田首相、情報収集を指示（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030500408&g=pol 

〇 欧州最大原発で火災、ウクライナは NATO支援強化要求 BBCなどロシア国内の活動中止 

侵攻 9日目（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60628725 

〇 海自輸送艦が噴火被害のトンガでの活動終え 呉に帰港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20220305/4000016632.html 

〇 国連安保理 ロシア軍の原発攻撃に非難相次ぐ 露は「西側の嘘」主張（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220305-PMBG7ZM5CRIIPL2GMMY7F2UT7U/ 

〇 バイデン、ゼレンスキー両氏が会談－米・ポーランドは軍用機提供検討（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-05/R8984VT0AFB401 
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〇 海自輸送艦「おおすみ」帰港 トンガ支援活動終え―広島（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030500487&g=pol 

〇 海自輸送艦「おおすみ」がトンガから帰還 飲料水など物資届ける（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220305/k00/00m/040/122000c 

〇 プーチン大統領の側近たち この戦争はどういう顔ぶれが遂行しているのか（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60614782 

〇 中国の国防費、7.1％増の 26兆円強 22年予算案（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3393475 

〇 米議員、「新たな『悪の枢軸』の形成」（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=31692 

〇 露擁護の北朝鮮、ウクライナ侵攻に乗じて核・ミサイル開発加速（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220305-6SDQORAGSRLAHP2JIT5NBNTQA4/ 

〇 中国、ベトナム沖の南シナ海で軍事演習 船舶の航行禁止（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/southchinasea-china-vietnam-idJPL3N2V80MD 

〇 スウェーデン、NATO加盟支持が初めて過半数に 世論調査（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3393492 

〇 中国、「軍事闘争」打ち出す 係争地域で圧力強化か 政府活動報告（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220305-A6SDQISGEBLZJFKYNPH33WT4PA/ 

〇 北朝鮮 弾道ミサイル発射 EEZ外落下とみられる 被害情報なし（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013515401000.html 

〇 ウクライナ 2都市、民間人の退避延期 合意後も攻撃続き（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB0525U0V00C22A3000000/ 

〇 中国、軍拡へ国防費 26兆円超（共同） 

 https://nordot.app/872771676522659840 

〇 中国全人代 景気対策に取り組む方針強調 指導部のかじ取り焦点（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013516221000.html 

〇 ロシア、「虚偽情報」流布に最高で禁錮１５年 米欧メディア、相次ぎ露で活動停止（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220305-V3XV4OHXRRIX5N5FBV52CGIEGM/ 

〇 中国、南シナ海で軍事演習（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030500655&g=int 

〇 ロシア・ウクライナ戦争の背後に見え隠れする日本の安全観―華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b890241-s25-c100-d0193.html 

〇 中国、台湾有事に備え軍拡鮮明 軍事費は 7.1％の伸び率 2年連続で前年上回る（東京） 
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 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163911 

〇 原発への攻撃 国際社会が非難 ロシア「ウクライナ工作員が」 ウクライナ「うそやめろ」（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163917 

〇 ロシア軍 避難ルート設置発表も 砲撃続き 住民の避難延期に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013516211000.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220305/k10013514861000.html 

〇 中国外相、停戦仲介役に慎重 米国務長官と電話協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN054XZ0V00C22A3000000/ 

 

０４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（3日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220303/k10013510551000.html 

〇 台湾侵攻を視野に食糧備蓄か、ロシアと「一帯一路」が中国の生命線に（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/298064 

〇 国連非難決議 ロシアの孤立が明白になった（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220303-OYT1T50308/ 

〇 韓国が、中国空母「遼寧」の失敗を繰り返す…（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/88488 

〇 ロシア非難決議 撤退が国際社会の総意だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220304-QO3RMZ6FMRKTVMLPORPGDEXS7A/ 

〇 インドがウクライナ侵攻に｢NO｣と言えない事情（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/535989 

〇 クアッド首脳 軍事侵攻に緊密連携し対応の方針確認（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/78659.html 

〇 「プーチン失脚」に賭けたドイツの決断、「脱原発」も“やむを得ず”お預けか（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93027 

〇 国際協調か資源確保か 欧米「脱ロシア」を加速、岸田首相は苦慮（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/885505/ 

〇 ロシア非難決議 停戦と人道支援に連帯を（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/885347/ 

〇 「ウクライナ侵攻」に岸田首相は混乱しイライラを募らせて 外務省が伝えていた「プーチン情

報」とは？（デイリー新潮） 
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 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03040601/?all=1 

〇 15年前に発せられていたプーチンの NATO、アメリカに対する“ぶちギレ”演説（デイリー新

潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03040607/?all=1 

〇 ジョージアとモルドバ EU加盟を申請する文書に署名（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513231000.html 

〇 ウクライナと北朝鮮、長年の「闇の関係」 ロシアの侵攻で、核放棄はさらに困難に

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14561754 

〇 国連総会、圧倒多数でロシア非難決議 「憲章違反」、孤立鮮明―北朝鮮・シリア反対、中印

は棄権（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030301364&g=int 

〇 ロシア産原油輸入禁止も 米大統領「排除せず」―英加が支持（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030300957&g=int 

〇 「ウクライナと台湾は別」 有事には米国介入も―専門家（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030300833&g=int 

〇 「ウクライナ核武装阻止」主張 侵攻正当化のロシア（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030300828&g=int 

〇 ウクライナ侵攻２週目入り、ロシア軍は攻撃緩めず人道的悲劇鮮明に（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-03/R86R1QDWX2PS01 

〇 米軍、南シナ海でＦ３５回収 深さ３８００メートルの海底から（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030400250&g=int 

〇 「ネオナチ」「民間人を『人間の盾』に」 プーチン氏強硬姿勢崩さず（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220304/k00/00m/030/061000c 

〇 プーチン氏、ウクライナでの戦いは「計画通り進行」 他国の分析と相違（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35184410.html 

〇 ロシアとウクライナ 戦闘地域の住民避難ルート設置方針で合意（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513071000.html 

〇 ドイツが国防姿勢を大転換 対ロシア強硬路線に エネルギー面不安も（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220304/k00/00m/030/066000c 

〇 クアッド首脳会談「一方的な現状変更許さない」 東京で対面式会合開催へ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87872.html 

〇 ウクライナ危機、北極圏にも波及 ロシア議長の会合ボイコット―米など７カ国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030400360&g=int 
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〇 空母に着艦失敗のＦ３５、米海軍が機体回収 南シナ海の海底から（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35184413.html 

〇 英断！岸田の電光石火「ウクライナ戦争難民受け入れ」の舞台裏（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/232424 

〇 ロシア軍、ウクライナのザポリージャ原発に攻撃開始か。ヨーロッパ最大の原発で火事が発生

（ハフィントンポスト） 

 https://www.huffingtonpost.jp/entry/russians-begin-shelling-ukraine-power-

plant_jp_622160e7e4b04a0545d3ed7f 

〇 ポンペオ前米国務長官、蔡英文総統と会談 台湾に対する超党派的な支持を強調（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87874.html 

〇 アメリカ海軍の F-35C、南シナ海で回収（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/135975 

〇 ロシア軍、原発近くに進軍 2回目協議では避難路確保に合意 ウクライナ侵攻 8日目

（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60613292 

〇 イージス艦 “奇跡の救助” 秘話～海上自衛隊 11年目の証言～（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013511811000.html 

〇 ２回目停戦協議で進展なし、ロシア軍は攻撃続行…政府機関標的の砲撃増加か（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220304-OYT1T50159/ 

〇 ウクライナ危機で“絶妙なポジション”中国に吹く｢3つの追い風｣。インドの非難決議｢棄権｣で

日米に打つ手なし（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-251296 

〇 モルドバもＥＵ加盟申請、ウクライナに続き 旧ソ連圏で広がりも（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-moldova-eu-idJPL3N2V70ZA 

〇 なぜロシア軍の全長 64キロの車列は動きを止めたのか ウクライナ首都近郊（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60613307 

〇 台湾、ポンペオ氏に最高栄誉勲章授与で中共が激怒（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=31658 

〇 今日のウクライナが明日のアジアになりかねぬ危険な世界～ロシアの侵攻が意味するもの（論

座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022030300005.html 

〇 ウクライナ侵攻：ロシア「制裁への報復」サイバー攻撃に備えよ（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03041430/?all=1 

〇 アングル：サハリン事業への日本対応、侵攻長期化と欧州の動向にらみ（REUTERS） 

https://www.cnn.co.jp/usa/35184413.html
https://friday.kodansha.co.jp/article/232424
https://www.huffingtonpost.jp/entry/russians-begin-shelling-ukraine-power-plant_jp_622160e7e4b04a0545d3ed7f
https://www.huffingtonpost.jp/entry/russians-begin-shelling-ukraine-power-plant_jp_622160e7e4b04a0545d3ed7f
https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87874.html
https://flyteam.jp/news/article/135975
https://www.bbc.com/japanese/60613292
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013511811000.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20220304-OYT1T50159/
https://www.businessinsider.jp/post-251296
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-moldova-eu-idJPL3N2V70ZA
https://www.bbc.com/japanese/60613307
https://www.visiontimesjp.com/?p=31658
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022030300005.html
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03041430/?all=1
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 https://jp.reuters.com/article/sakhalin-japan-idJPKCN2L10CD 

〇 ウクライナ軍事侵攻で米専門家 “日本など さらなる貢献必要”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513861000.html 

〇 米海軍、南シナ海から最新鋭の戦闘機を回収 中国より先に（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/60614776 

〇 バイデン氏、ロシアにウクライナ原発地域での軍事行動停止を要請（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220304/k00/00m/030/226000c 

〇 台湾侵攻なら「壊滅的な金融制裁を」米上院議員、法案を発表（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87936.html 

〇 国内原発へのミサイル攻撃、イージス艦からやＰＡＣ３などで迎撃＝官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2V725K 

〇 ウクライナに防弾チョッキ提供（共同） 

 https://nordot.app/872395698045648896 

〇 【演説全文】ウクライナ侵攻直前 プーチン大統領は何を語った?（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513641000.html 

〇 ウクライナの原発へ攻撃「蛮行は認められない」官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013514691000.html 

〇 ウクライナ侵攻「国連は機能しない」に「そうではない」 ロシア非難決議の大きな意味 米研究

員の視点（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163682 

〇 政府、ウクライナに防弾チョッキ供与へ 異例の提供、追加支援も検討（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220304/k00/00m/010/343000c 

〇 ｢中国には奪われるな｣南シナ海に沈没の F35C 米海軍､水深 3000mの海底から回収

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/f35c3000m.php 

〇 ウクライナに自衛隊保有の防弾チョッキなど提供 政府方針決定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013514621000.html 

〇 米海兵隊が沿岸連隊創設、ハワイ（共同） 

 https://nordot.app/872443888532258816 

〇 NATO 緊急の外相会議開催 ロシアの軍事侵攻への対応など協議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013515021000.html 

〇 日米で海上射撃の共同訓練実施（共同） 

 https://nordot.app/872461128384610304 

〇 欧州最大規模のザポリージャ原発、ロシアが制圧…週末にも３度目協議（読売） 

https://jp.reuters.com/article/sakhalin-japan-idJPKCN2L10CD
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013513861000.html
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https://nordot.app/872443888532258816
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013515021000.html
https://nordot.app/872461128384610304


R4．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220304-OYT1T50325/ 

〇 原発への進軍、中止求められた直後にザポロジエ攻撃…ロシアの暴挙、プーチン氏の狙い

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163718 

〇 宮古海峡、また中国軍艦が通過（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220304-MDAQQL4I65MOBFGQNVRYC6KDMI/ 

〇 首相、原発砲撃「暴挙」（共同） 

 https://nordot.app/872476227593371648 

〇 ロシア軍、欧州最大級の原発制圧 核リスク顕在化（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB046IM0U2A300C2000000/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（4日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220304/k10013512781000.html 

〇 プーチン氏、作戦は「計画通り」…米高官「電力などインフラ支配しようとしている」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220304-OYT1T50413/ 

 

０３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 豪 南極大陸監視強化に８億豪ドル 中露念頭に（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/03/55441/ 

〇 「ロシア即時撤退を」国連決議 141カ国賛成、5カ国反対（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN020UR0S2A300C2000000/ 

〇 ウクライナに配備しない兵器の特定必要、「非軍事化」目指す＝ロシア外相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-lavrov-aims-idJPL4N2V53X5 

〇 ウクライナ「侵略」認めない 国連の意思示すロシア非難決議、総会で採択（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220303-WCZFDOA7AFNAJJKBMHBQGR6ULA/ 

〇 バイデン演説 自由世界を守る決意示した（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220303-OYT1T50007/ 

〇 ウクライナ戦争｢振り上げた拳｣の難しい下ろし方（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/535890 

〇 中露結束の悪夢への処方箋 〝抑止力〟が「安保戦略」のカギ（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25927 

〇 ロシアのウクライナ侵攻が、日本にとって「他人事」ではない深刻な理由（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/52417 

〇 中国はプーチンにしてやられた… 「ロシア寄り」の姿勢がアダとなる（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03030602/?all=1 
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〇 ロシアによるウクライナ侵攻。声を上げることしかできないけれど（ハフィントンポスト） 

http://news.ceek.jp/search.cgi?time=&kind=&q=%B3%A4%CD%CE+%B3%A4%BE%E

5%BC%AB%B1%D2%C2%E2+%A5%B7%A5%CA%B3%A4+%B0%C2%C1%B4%CA%D

D%BE%E3&notq=&way=1&title=0&notkind=0&sort=0&summary=0&start=200 

〇 ロシア非難が圧倒（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-03-03/2022030306_01_0.html 

〇 ロシアとウクライナの衝突、中国の 2つの介入方法―米華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b890155-s25-c100-d0197.html 

〇 対ロシア強硬に大転換｢ドイツ｣に日本が学べる事（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/535741 

〇 自衛隊・トンガ派遣（上） 想像以上の日本の支援対応、舞い降りた空自Ｃ１３０輸送機 国防

軍など総出で滑走路清掃（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220303-XE6M64YFOZM4PCRT7PMEW72BOM/ 

〇 金正恩に「悪事」教えるプーチン…核カードに安保理無力化まで（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/288407?servcode=500&sectcode=500 

〇 解説：侵攻の正当化にナチスを利用するプーチン 非難できないイスラエル（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220303-1/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KYQCEGX7GRFBPJBC2BFQPXQ754/ 

〇 国連総会の緊急特別会合 ロシアを非難する決議 賛成多数で採択（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220303/k10013510951000.html 

〇 ロシア軍がザポロジエ原発に攻撃、火災発生－ウクライナ外相（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-03/R85GORDWLU6I01 

〇 佐藤優｢プーチン大統領の目的は『ウクライナに傀儡政権を樹立すること』ではない｣（プレジ

デント） 

 https://president.jp/articles/-/55227 

〇 ロシアの暴走止められない？ 国連・安保理について知りたい 10のこと（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00210/030200042/ 

〇 バイデン米政権、戦争拡大を回避しつつプーチン氏への圧力強化狙う（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-03-03/R85KNOT1UM0W01 

〇 釣魚島問題 「政争の具にしてほしくない」と日本の専門家（CRI） 

 http://japanese.cri.cn/20220303/26e528d5-321a-ead7-b33b-68f89ab17c2a.html 

〇 混乱気味の中国が、ウクライナ問題で最も恐れていること（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/03/post-98210.php 
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〇 米国が弱腰なら...中国共産党は一層攻撃的に 「同盟国に深刻な問題」＝米専門家（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87853.html 

〇 一触即発 プーチン仕掛ける「核の恫喝」に立ち向かう国際社会の手札を見る（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/46176 

〇 【詳しく】ウクライナ侵攻 1週間 増え続ける市民の犠牲（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220303/k10013511771000.html 

〇 首相記者会見詳報 「アジア含む国際秩序の根幹揺るがす暴挙」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220303-RUXPBVMKPZIH5NDD37TJBAS2CU/ 

〇 バイデン政権の代表団、台湾訪問終えて帰国（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94911 

〇 「銃を置け、今すぐに」「国連はまだ生きている」141カ国がロシア非難決議に賛成、反対は 5

カ国 中国など 35カ国は棄権（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163389 

〇 ロシア・ウクライナ侵攻は何が引き金になったのか㊤ ウクライナ国内で繰り広げられた「親英

米派」「親露派」の対立＝中岡望（エコノミスト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220303/se1/00m/020/005000d 

〇 首相、日米豪印会合でロシア対応協議（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/article/20220303-RKUB46Z2MRJBJDK7OYWSJCCDIA/ 

〇 ロシア・ウクライナ侵攻の衝撃 ドイツは大幅な軍備増強へ（ドイツニュースダイジェスト） 

 http://www.newsdigest.de/newsde/column/dokudan/12788-1165/ 

 

０２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 インタビュー：ウクライナ大統領「有意な和平協議へ爆撃停止を」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-zelenskiy-interview-idJPL4N2V45AM 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（1日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013505781000.html 

〇 ［分析 ウクライナ危機］大都市の攻略難航、露には誤算…元米国家安全保障担当大統領補

佐官 Ｈ・Ｒ・マクマスター氏（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220301-OYT1T50349/ 

〇 プーチン大統領の「早期決着」目算はずれる？ 内外の反発で誤算続くウクライナ侵攻（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163082 

〇 「ウクライナは戻った」ロシア通信、戦勝原稿を誤配信か（日経） 

https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87853.html
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 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB01AIU0R00C22A3000000/ 

〇 ｢ウクライナと露｣エネルギーから見る危機の歴史（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/535262 

〇 NATO 即応部隊をウクライナ隣国ルーマニアに展開 防衛態勢強化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220302/k10013508751000.html 

〇 「核抑止」めぐる議論拡大 ウクライナ危機で急浮上―与野党（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030101329&g=pol 

〇 「キエフの悲劇」は冷戦後の国際秩序崩壊の分水嶺だ（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022030100002.html 

〇 プーチン大統領は事前に中国にウクライナ攻撃を伝えていなかった？―独メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b890128-s25-c100-d0193.html 

〇 ウクライナ侵攻 各紙が「暴挙」と厳しく批判 産経は「野望の達成を阻め」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220302-BWLZTZZE7ROKZKE4R3MDWTZCVM/ 

〇 バイデン米大統領の代表団が訪台、外交部：心から歓迎（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94900 

〇 ベラルーシ大統領、ウクライナ国境に増派 侵攻参加は否定（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3392738 

〇 防衛産業の危機、コロナ禍でリストラも 民生品部門で経営を維持…危ぶまれる事業の継続 

国としての抜本的な対策はなし（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220302-WPFWL7U26BO43LFB374EUXBAHQ/ 

〇 国連総会 緊急特別会合 2日目 ロシアを非難する発言相次ぐ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220302/k10013509131000.html 

〇 佐藤優｢もしもアメリカがトランプ大統領のままなら､ロシアのウクライナ侵攻は起こらなかった｣

（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/55173 

〇 ロシア侵攻を予言…“世界最古”のシンクタンク報告書が明かす最終目的は「ウクライナ占領」

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/323533 

〇 蔡総統、米代表団と会談 ウクライナへの固い支持を改めて表明（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202203020001 

〇 台湾・蔡総統、米代表団と会談 ウクライナ情勢受け（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM025370S2A300C2000000/ 

〇 「プーチン氏の標的は国際秩序全体だ」「２１世紀にありえない」…ＥＵ外相が寄稿（読売） 
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 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220302-OYT1T50172/ 

〇 中国が沖縄・台湾で“軍事挑発” フリゲート艦が宮古海峡を通過 識者「ウクライナ情勢に乗

じた動き」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220302-3SK4MFBI4FMG3PC5HMCI4UIOZM/ 

〇 「勝てるようにやっているとは思えない」専門家も戸惑うウクライナ侵攻…プーチンは“狂気の

独裁者”になったのか（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/52420 

〇 「ウクライナの状況は非常に厳しい」プーチンは全面侵攻をどう終わらせる？ 専門家が見通

す“最悪のシナリオ”（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/52423 

〇 ロシアによる侵攻に「サイバー攻撃」で対抗、ウクライナが公募で創設した“IT部隊”の真価

（WIRED） 

 https://wired.jp/article/ukraine-it-army-russia-war-cyberattacks-ddos/ 

〇 プーチン大統領がおかしい！ 「KGB出身に似合わぬ雑な展開」（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/030200097/ 

〇 【全文】台湾の蔡英文総統、米訪問団と会合 中共の脅威に対し防衛の決心示す（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87738.html 

〇 ロシアは制裁で目を覚ます 西側はここで止めるべからず（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/business/35184265.html 

〇 中国、ウクライナ侵攻で苦しい「あいまい戦略」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220302-VK55GVOIKFPIFBXSJHAUOJVKEU/ 

〇 緊迫化するウクライナ情勢、いま何が起こっているのか。（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-249700 

〇 首相 “台湾海峡めぐる情勢への影響注視” 参院予算委集中審議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220302/k10013510291000.html 

〇 戦略・戦術完全無視 プーチンはこのまま「戦争犯罪人」の道を進むのか（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/46157 

〇 蔡英文氏と会談の元米高官、台湾との「約束守る」と強調（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220302-BH2RZNRC4NNIHI77XPHU6A62LY/ 

〇 国連で強まるロシア包囲網...ウクライナ侵攻に非難相次ぐ 中国も「見たくない地点まで来た」

と距離感（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/163262 

〇 「今日のウクライナ、明日の台湾」ではない＝台湾専門家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/p/2022/03/87520.html 
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〇 「第 3次世界大戦は核戦争に」 ロシア外相が威嚇（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR02CFJ0S2A300C2000000/ 

〇 なぜ米国はウクライナに軍を派遣しないのか？（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35184325.html 

〇 住宅地にミサイル…激しさ増すロシア軍の攻撃 「現地に行って助けたい」 “義勇兵”志願者

ら動機語る（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/323679 

〇 林外相、中露の協調「安保上の懸念」 侵攻前収録（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220302-TV3H47MO3BJGTK2FUJWWHULHFY/ 

〇 第 3次世界大戦は核兵器による破壊的なものになる 露外相（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220302/3-10287445.html 

〇 ROLESCast#009 ロシアのウクライナ侵攻―現状と展望 ROLESCast（9）（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03022108/?all=1 

〇 蔡・総統、3/2から訪台のポンペイオ・前米国務長官を表彰（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94904 

〇 蔡・総統：民主国家の積極的な行動が鍵、米代表団と会談（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94905 

〇 駐日ロシア大使「核兵器使用言及していない」 ＢＳフジ番組で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220302-

OMWKUPNRHZMXTA4HUKNWVJCPZM/ 

〇 首相、東アジアの安全保障環境「米中競争の最前線」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220302-VC7XF6BQVNJWDMGVLEEMEDAHRY/ 

〇 米バイデン大統領特使団、3/2蔡・総統を表敬訪問（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94906 

 

０１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 プーチン氏精神状態に疑問 米議員ら「何かおかしい」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN28DOA0Y2A220C2000000/ 

〇 仏大統領､市民への攻撃中止要請 プーチン氏｢対応する｣（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR28DQX0Y2A220C2000000/ 

〇 ＥＵ、ウクライナにロシア軍の衛星情報提供＝ボレル上級代表（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukrain-crisis-eu-borrell-idJPL4N2V34PR 

〇 ウクライナの抵抗、広がらぬ国内支持 直接協議でのロシアの狙いは（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ2X741PQ2XUHBI02T.html 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR02CFJ0S2A300C2000000/
https://www.cnn.co.jp/usa/35184325.html
https://www.fnn.jp/articles/-/323679
https://www.sankei.com/article/20220302-TV3H47MO3BJGTK2FUJWWHULHFY/
https://jp.sputniknews.com/20220302/3-10287445.html
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03022108/?all=1
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94904
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94905
https://www.sankei.com/article/20220302-OMWKUPNRHZMXTA4HUKNWVJCPZM/
https://www.sankei.com/article/20220302-OMWKUPNRHZMXTA4HUKNWVJCPZM/
https://www.sankei.com/article/20220302-VC7XF6BQVNJWDMGVLEEMEDAHRY/
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/94906
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN28DOA0Y2A220C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR28DQX0Y2A220C2000000/
https://jp.reuters.com/article/ukrain-crisis-eu-borrell-idJPL4N2V34PR
https://www.asahi.com/articles/ASQ2X741PQ2XUHBI02T.html


R4．４．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 ウクライナの「非武装化」主張 プーチン氏、仏大統領に（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030100078&g=int 

〇 バイデン大統領、台湾に代表団派遣 元国家安全保障担当高官ら（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202203010001 

〇 北朝鮮、米の「覇権主義的政策」非難 ウクライナ紛争巡り初見解（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-northkorea-idJPL4N2V34TM 

〇 ロシアの「ウクライナ侵攻」が、日本に突きつける“残酷な現実”とは？（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/297496 

〇 トルコ、ロシア軍艦の航行制限を示唆 影響は軽微か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR28E810Y2A220C2000000/ 

〇 英シェル、「サハリン 2」撤退へ ガスプロム合弁解消（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR28E9S0Y2A220C2000000/ 

〇 北朝鮮「NATOの東方拡大で安保環境破壊」友好国 ロシアを擁護（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013506371000.html 

〇 露の天然ガス事業「サハリン２」から英シェル撤退、三井物産・三菱商事の対応に注目（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220301-OYT1T50092/ 

〇 ロシア「力の強制」が生む最悪のシナリオ、犯罪心理学から読み解く真の思惑とは（ダイヤモン

ド） 

 https://diamond.jp/articles/-/297677 

〇 米バイデン政権は本当に日本を守る？ウクライナ侵攻で浮上した大不安（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/297744 

〇 駐屯地整備「安定的に推進」 周辺住民と対話意思 尖閣上陸申請は継続 中山市長（八重

山日報） 

 https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/17914 

〇 ロシアの侵略 国連の存在意義が問われる（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220228-OYT1T50225/ 

〇 バイデンの対ロシア政策は吉と出るか凶と出るか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25858 

〇 石垣市長選 着実に自衛隊配備進めよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-SXZ24YXHL5OSDLC6OMPO3WQK3E/ 

〇 核恫喝と「核共有」 国民守る議論を封じるな（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KUZGTRF5QJM6DKN3FZH6UXKMTY/ 

〇 国連特別会合、ロシア非難相次ぐ 中国は「現状望まず」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN28DOH0Y2A220C2000000/ 
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〇 「ウクライナは核を放棄したからロシアに侵攻された」という議論が見逃していること（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/92924 

〇 ウクライナ侵略から見る「ハイブリッド戦争」の本質と自衛隊の弱点 元陸上自衛隊幹部からの

提言（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03010606/?all=1 

〇 ウクライナ侵攻でロシア発「石油危機」の懸念 プーチンに残されたカードは 1枚のみ（デイ

リー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/03010601/?all=1 

〇 G7などの首脳ら電話会議 強力な制裁措置の必要性を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013506071000.html 

〇 欧州が描く「ロシアのエネルギーに頼らない未来」と、その不確実な先行き（WIRED） 

 https://wired.jp/article/nordstream2-gas-russia-ukraine/ 

〇 米 ASEAN との首脳会議 ワシントンで今月 28日から開催へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013506481000.html 

〇 中国、台湾離島に民用機 新たな「グレーゾーン」作戦か（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022022800850&g=int 

〇 米・ASEAN、3月末に特別首脳会議 アジア重視訴え（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN010XE0R00C22A3000000/ 

〇 北朝鮮、「偵察衛星」を口実に ICBM発射の準備か（朝鮮日報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/03/01/2022030180004.html 

〇 ロシアとウクライナの会談 交渉継続合意も停戦実現楽観できず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013506191000.html 

〇 中国艦と哨戒機、沖縄本島と宮古島の間を通過 防衛省が警戒（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-U3TCEQRX6NNELIQ4P2TO4ZNKNE/ 

〇 国連総会の緊急特別会合始まる ロシアを非難する発言相次ぐ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013506151000.html 

〇 岸防衛相「非核三原則を堅持」 米核兵器共有運用認められず（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/78440.html 

〇 バイデン大統領、元米軍高官らを台湾派遣 蔡英文総統と会談 ウクライナ情勢緊迫の中、

対中警戒を強化（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220301-FTSMGSK6VBJRPIGMD2T6ENGKYM/ 

〇 「ウクライナ侵攻」プーチン大統領の戦略とアメリカの“失敗” 日本が考えるべき 2つのポイン

ト（FNN） 
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 https://www.fnn.jp/articles/-/322823 

〇 非核三原則「持ち込ませず」は「議論を」 国民玉木氏、ウクライナ侵攻めぐり「自国は自分で

守る」（J-CAST） 

 https://www.j-cast.com/2022/03/01432069.html?p=all 

〇 宮古海峡を中国艦通過、哨戒機が周辺往復（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220301-KQEAMQPJJFMA3CUY2V6QNEZ6SE/ 

〇 【解説】 核使用のリスク、どれくらいあるのか ロシアのウクライナ侵攻（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60566531 

〇 ウクライナの首都に迫る ロシア軍事戦略で知っておきたい 10のこと（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00210/030100041/ 

〇 米代表団が台湾訪問 対中国で関与姿勢強調（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030100907&g=int 

〇 韓国の「竹島」不法占拠から 70年 発端となった"李承晩ライン” アメリカは「竹島は日本領」

と回答したが…【島根発】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/320884 

〇 中国の台湾侵攻・台湾統一が現実味、ロシアのウクライナ侵攻で…危険な中露同盟強化

（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2022/03/post_282024.html 

〇 米バイデン大統領の意向受けた非公式の代表団 台湾を訪問（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013508131000.html 

〇 威力発揮するウクライナ軍の対戦車ミサイル「ジャベリン」 ロシア装甲車の弱点突く

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220301-3/ 

〇 「ウクライナと共に」 連帯表明続々、国連総会特別会合―ロシア、ベラルーシに批判（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030101079&g=int 

 

（了） 
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https://www.j-cast.com/2022/03/01432069.html?p=all
https://www.sankei.com/article/20220301-KQEAMQPJJFMA3CUY2V6QNEZ6SE/
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60566531
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00210/030100041/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030100907&g=int
https://www.fnn.jp/articles/-/320884
https://biz-journal.jp/2022/03/post_282024.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220301/k10013508131000.html
https://newsphere.jp/world-report/20220301-3/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022030101079&g=int

