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～海の News（令和 4年 5月）～ 

 

３１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国軍機延べ 30機が台湾防空識別圏に 一日の数ではことし 2番目（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220531/k10013650701000.html 

〇 米の対中強硬決意に応えよ バイデン大統領「軍事的介入」の真意 台湾有事「あいまい戦

略」からかじ切り 岸田首相、タブーのない議論を喚起せよ（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220531-2JDORSNRRBKSTFO5KUSTWS7FYI/ 

〇 海洋調査、関係改善に冷や水 韓国に抗議も対話継続―政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022053000917&g=pol 

〇 非武装地帯に行かず、サムスン工場を選んだバイデン大統領 アジア歴訪、日米韓の成果

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14633210 

〇 ｢戦争の正義｣から考える近代西洋的価値観の限界（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/591575 

〇 バイデン氏、ロシアに到達可能なロケットはウクライナに供与せず（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35188182.html 

〇 米上院議員が台湾到着するやいなや…中国軍用機３０機が武力示威（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291632?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 中国、東シナ海上空での中ロ戦闘機訓練写真を公開 日本自衛隊の米ドローン配備を意識

か（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20220531/3418090/1 

〇 ロシアは秋までにウクライナとの戦争に勝てると、政府高官は考えている —— 露独立系メディ

アが報じる（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-254812 

〇 なぜ｢防衛庁のミサイル研究データ｣は北朝鮮側に渡ったのか…元国家安全保障局長が解説

する"流出経路"（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/57672 

〇 プーチンの｢絶対ブレない｣日本に対する本音（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/591468 

〇 尖閣周辺に中国船 ４６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220531-BWHPK7JKZVMBTMGIXJ2ATAWVHA/ 

〇 中国との安保合意見送り、サモア「検討時間足らなかった」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-security-china-idJPKBN2NH070 
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〇 米、州兵と台湾軍の「協力」を計画＝蔡総統（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-usa-idJPL4N2XN0WK 

〇 竹島周辺の日本の EEZ内の韓国船 日本側の抗議後も海洋調査継続（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220531/k10013651181000.html 

〇 中国軍 30機、台湾の防空識別圏に進入（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61643336 

〇 「新冷戦」の落とし穴を見極めて初めてアジア太平洋の未来がある（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0531/c94474-10103916.html 

〇 中国とロシア「連携継続」 防衛研がウクライナ侵攻分析（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA307980Q2A530C2000000/ 

〇 極超音速兵器がついに実戦、ウクライナの影で激化する米ロ開発競争（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/053100120/ 

〇 中国の脅威に備え…今求められている「アジア版 NATO」 日米同盟を超えた安全保障の枠

組みの必要性（まいどなニュース） 

 https://maidonanews.jp/article/14630839 

〇 防衛費「１０兆円規模」も 東アジアで日本のシェア低下―防衛研報告（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022053100817&g=pol 

〇 中国、国際社会から分断リスク ウクライナ侵攻への対応―ロシア求心力低下も・防衛研究所

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022053100816&g=soc 

〇 「核の脅し」警戒必要 防衛研がウクライナ戦分析（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220531-4DPYSXN24NLRFMDCSYRZVB3LJU/ 

〇 中国海警局の船が「嫌がらせ」、フィリピンと台湾の海洋調査船を数日間追尾（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220531-OYT1T50186/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-6HRQFSRIHRH5PBBVTZLG4UJHTM/ 

〇 中国 米との関係悪化 ロシアとは軍事面で協力深化 防衛研分析（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220531/k10013651071000.html 

〇 中国不快感に岸防衛相反論「よほど気に入らなかったのか」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220531-6TY3GOLWCBKU7FPMA7P2CLNTNY/ 

〇 米国に「教師づら」する資格はない 米国務長官の演説を外交部が一蹴（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/31/ARTINEIe4xxeSVfaasuxZ6mo220531.shtml 

〇 巧みに偽装したエゴイズムを実践する米国、世界の発展を逆行させる（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2022-05/31/content_78246825.htm 
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〇 「骨太の方針」で政府、安保優先も本気度見えず（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220531-PPO2Q6BKV5MSLD7IJQE6YE5UFM/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（31日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220531/k10013617801000.html 

〇 日本が申請する「沖の鳥」は島ではなく岩礁＝外交部（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/31/ARTI5NYbj7jcWio7dxuYuH2L220531.shtml 

 

３０（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 韓国船が竹島周辺の日本の EEZ内で海洋調査 外務省強く抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220529/k10013649141000.html 

〇 岸田首相に立ちはだかる、「中ロの壁」という悪夢（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/95647 

〇 「自衛隊に中国系メーカーの PCが配られて唖然」「LINEの情報もダダ漏れ」“ファーウェイ

排除”を進めない日本の超危険（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/54499 

〇 【速報中】ロシア軍、大規模兵器工場を破壊か ウクライナ中南部（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5S15RJQ5RUHBI04Z.html 

〇 台湾軍がミサイル演習 写真公開、自衛力アピール（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052900228&g=int 

〇 万一に備えて… ロシア、大統領府の内部では密かにプーチン大統領の後継者探しが進ん

でいる（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-254714 

〇 北朝鮮が恐れる米国Ｂ－１Ｂ爆撃機…「早ければ６月に韓半島上空飛行」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291578?servcode=200&sectcode=220 

〇 中国、サモアと外交関係強化で合意 豪は「包括的計画」約束（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-security-idJPL4N2XL0JG 

〇 尖閣周辺に中国船 ４５日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220530-GJBMRCSPEZMRLKXUHEMEB742OU/ 

〇 ワイヤのようなものを海中に 韓国、竹島北方で海洋調査（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220530-IVW36PPCUNNCZBCUMBDMNN3XXU/ 

〇 旧日本海軍の軍人など１７万人余慰霊式典 佐世保（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220530/5030014856.html 

〇 竹島北方での韓国の海洋調査、到底受け入れられない＝官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/matsuno-takeshima-idJPKBN2NG04P 
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〇 EEZで韓国が海洋調査 官房長官“事前の同意申請なく強く抗議”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220530/k10013649321000.html 

〇 バイデン大統領訪日で考える中国（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-05/30/content_78243954.htm 

〇 【詳しく】ロシアの憲法って？プーチン大統領と憲法改正（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220530/k10013648151000.html 

〇 沖ノ鳥島南方の大陸棚延長 松野官房長官「十分な科学的根拠」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220530-DK22UIFCZVPQTEB3MR3KOASUDY/ 

〇 王毅部長「米国の世界観、中国観、中米関係観に深刻な偏向」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0530/c94474-10103201.html 

〇 尹政権の対日改善姿勢はやはり「偽装」か 竹島周辺、日本のＥＥＺ内で韓国が海洋調査 

「甘い対応では『反日』は増幅するばかり」識者警鐘（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220530-4RXWWXK4JNKLVBENECXKPGECMI/ 

〇 竹島周辺で韓国が海洋調査 政府 外交ルートを通じて抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/20220530/4030012609.html 

〇 中国と太平洋島しょ国、安保で合意できず 一部が慎重姿勢（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-security-china-fiji-idJPL4N2XM1V4 

〇 太平洋の安保に影響及ぼす動き、懸念持って注視＝中国の対応で官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-china-pacific-idJPKBN2NG0JQ 

〇 中国、安保協定の合意失敗 太平洋島嶼国と会議（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220530-ADTWKQIUZRKZNNRBQMOFDIGLOM/ 

〇 中国外相 太平洋島しょ国外相らと会議 新構想 合意には至らず（産経） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220530/k10013650421000.html 

〇 韓国船が再びワイヤ投入（共同） 

 https://nordot.app/903954016387743744 

〇 韓国船 竹島周辺日本のＥＥＺで３０日も海洋調査か 中止要求（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220530/2000061747.html 

〇 中国、太平洋諸国と連携強化 米の包囲網に対抗、安保は見送り―外相会合（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022053000557&g=int 

〇 韓国竹島ＥＥＺ調査船、調査続行 関係改善兆しに冷や水（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220530-7LZJDWKIL5NFNIPIUDAYCUQQLU/ 

〇 中国の脅威を防ぐ方法（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220530-JTMRYE4XWBJ7DEO2LDHHP6R5UU/ 

〇 中国と太平洋島しょ国、安保協定で合意に至らず（AFP） 
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 https://www.afpbb.com/articles/-/3407413 

〇 ロに到達可能な長距離ロケット砲、ウクライナに供与せず＝バイデン氏（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-idJPL4N2XM2GB 

 

２９（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 北制裁に拒否権 国連を無力化する中露の横暴（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220528-OYT1T50265/ 

〇 国連で動き出した「新・悪の枢軸」 中露の拒否権で北朝鮮の制裁決議が否決 安保理〝機

能不全〟また露呈 「ファシズム化は続く」識者（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220529-N6SM2S6S7BKLHMMWRAWVVZTYSI/ 

〇 「プーチン敗北は時間の問題」中国要人が断じた番狂わせシナリオ進行中（esquire） 

 https://www.esquire.com/jp/culture/column/a40089241/dol-putins-defeat-talked-

about-by-chinese-dignitaries-is-only-a-matter-of-time/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ４４日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220529-Z2W3F2KOTZPXFPH76CKPKFGWS4/ 

〇 ウクライナ侵攻は長期化の見通し ロシアは「勝っても負けても没落」と専門家が予測

（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022052500078.html?page=1 

〇 「小柄なスパイ」プーチンが最も残忍な独裁者になるまで（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/245951 

〇 自民、防衛研究費の増額提唱 立民など一部野党も賛同（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA290Q50Z20C22A5000000/ 

〇 豪新政権の太平洋地域外交、島しょ国指導者から肯定的反応＝首相（REUTERS’） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-security-idJPL4N2XL03B 

〇 ロシア、極超音速ミサイル「ツィルコン」発射…ＮＡＴＯ加盟申請の北欧２国近くの白海（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220529-OYT1T50102/ 

〇 外務省中国課に「戦略班」（共同） 

 https://nordot.app/903578041070125056 

〇 ロシア セベロドネツクへ攻勢強める ウクライナ軍も激しく抵抗（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220529/k10013648931000.html 

〇 韓国調査船、竹島周辺のＥＥＺ内でワイヤ？投入…政府は外交ルート通じ抗議（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220529-OYT1T50134/ 

〇 韓国、竹島の日本ＥＥＺ内で調査 日本抗議（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220529-QY66TJNHN5MZZBHIPBH7OH5BVE/ 
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〇 韓国調査船が竹島北方 EEZ内で海洋調査 外務省が抗議（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5Y73R3Q5YUTFK00J.html 

 

２８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 岸田首相 マレーシア首相と首脳会談 ウクライナ人道支援で連携（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220528/k10013647131000.html 

〇 米、北朝鮮兵器支援で追加制裁（共同） 

 https://nordot.app/902939458725511168 

〇 米、北朝鮮に追加制裁 大量破壊兵器の開発支援で ロ銀など対象（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-sanctions-idJPL3N2XJ2F2 

〇 防衛装備移転三原則とは 安保に寄与なら輸出容認（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA278R60X20C22A5000000/ 

〇 米欧と中国・ロシアに深い分断、関係修復は絶望的…拒否権行使で浮き彫りに（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220528-OYT1T50035/ 

〇 中露が拒否権行使 北を焚き付け平和乱すな（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220528-PUJOEV2NKVK65PVPFCK4QSO4J4/ 

〇 プーチン氏の誤算…北欧 2カ国が「中立」放棄 NATO拡大への怨念が真逆の結果を招い

た（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/179977 

〇 北朝鮮の挑発助長か 安保理分断、身動き取れず（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052701105&g=int 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-6HRQFSRIHRH5PBBVTZLG4UJHTM/ 

〇 中国外交部、米国務長官演説を批判 「両国の共通利益から正しい選択を」（新華網） 

 http://jp.news.cn/2022-05/28/c_1310606660.htm 

〇 尖閣周辺に中国船 ４３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220528-UNFX5ARJ7JJCRO6HRQZRQN56YM/ 

〇 島しょ防衛想定、陸自が富士総合火力演習（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA27EUR0X20C22A5000000/ 

〇 日米韓外相 北朝鮮めぐり共同声明 “平和脅かす行為やめよ”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220528/k10013647281000.html 

〇 中国、南太平洋で外交攻勢 多数の島嶼国に安保協定を提案（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35188123.html 

〇 サモア、中国との 2国間協定に署名（AFP） 
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 https://www.afpbb.com/articles/-/3407183 

〇 陸自が富士総合火力演習 中国意識、離島防衛能力をアピール（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220528/k00/00m/040/139000c 

〇 中国外相 太平洋島しょ国歴訪 警戒感払拭させるねらいか（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220528/k10013647881000.html 

〇 中国とサモアが協力強化 安保も議論、豪に協力呼び掛け（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052800442&g=int 

〇 国軍と海巡署、合同で実弾射撃訓練 国産巡視船が対艦ミサイル発射／台湾（フォーカス台

湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202205280004 

〇 米国務長官 対中国戦略を発表（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/05/56848/ 

 

２７（金）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 比 マルコス氏 南シナ海の領有権問題「きぜんとした態度で」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220527/k10013645501000.html 

〇 日米首脳会談、「あらゆる選択肢」と「拡大抑止」が示す本気の同盟（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/052600119/ 

〇 ロ軍入隊事務所「放火多発」の異常事態！プーチン大統領は国民世論と主戦論の板挟み状

態（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/305784 

〇 国連安保理、北朝鮮制裁強化の決議案否決 中国・ロシアが拒否権（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-sanctions-un-idJPL3N2XI3II 

〇 国連安保理 北朝鮮への制裁強化の決議案 中ロが拒否権で否決（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/83339.html 

〇 国連安保理、北朝鮮制裁決議案を初の否決 中国・ロシアが拒否権（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-sanctions-un-idJPL3N2XI3NV 

〇 「北ミサイル失敗」「７５０キロ飛行」…韓日が異なる判断、ＧＳＯＭＩＡ復元か（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291520?servcode=A00&sectcode=A10 

〇 国連安保理、対北朝鮮追加制裁が不発…中露が拒否権行使（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291521?servcode=500&sectcode=500 

〇 日本は台湾問題に口出す資格ない 中国国防部（新華網） 

 http://jp.news.cn/2022-05/27/c_1310605619.htm 

〇 米軍無人機「MQ9」、海自鹿屋基地に 7月から 1年展開へ…その意味は？（南日本） 
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 https://373news.com/_news/storyid/156751/ 

〇 ＮＡＴＯはアジアと全世界を混乱させるな 中国外交部（新華網） 

 http://jp.news.cn/2022-05/27/c_1310605710.htm 

〇 安保理の北朝鮮制裁決議、中露が拒否権行使 ハッカーの資産凍結など（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220527/k00/00m/030/043000c 

〇 米、長距離ロケットシステム提供の承認準備 ウクライナが最も望む武器（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35188072.html 

〇 安保理、北朝鮮制裁決議を否決 中露が拒否権行使 説明求め国連総会開催へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220527-LA47FCVRTBORXB5V4NHG6P3L2M/ 

〇 尖閣周辺に中国公船 ４２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220527-DFALDH2FAFJLTFU5HGGPDLWPDE/ 

〇 中国軍、南シナ海でミサイルを発射 旅客機に直撃か（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=33545 

〇 北朝鮮への制裁決議案を否決（共同） 

 https://nordot.app/902672200644673536 

〇 北朝鮮はなぜ、バイデン歴訪中を避けてミサイルを撃ったのか（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14630534 

〇 中国は「世界を主導する野心がある」…米国務長官、警戒感あらわに（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220527-OYT1T50115/ 

〇 インド太平洋経済枠組みにフィジーが新たに参加、米発表（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-asia-economy-fiji-idJPL3N2XJ0KC 

〇 NATO、地下鉄で反テロ実証実験 伊ローマ（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3406850 

〇 ソロモン諸島と中国の安保協定、地域への影響を懸念＝豪外相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-security-china-idJPL3N2XJ0R6 

〇 外交部「事前に詳細な報告あった」 米国務長官の対中政策演説／台湾（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202205270003 

〇 アングル：ミサイル発射に沈黙の北朝鮮メディア、核実験の効果的報道が狙いか

（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/analysis-n-korea-idJPKCN2ND0AW 

〇 米専門家「北朝鮮は２回以上の核実験…起爆装置実験は戦術核関連」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291549?servcode=500&sectcode=500 

〇 比沿岸警備へ２隻目供与 大型多目的船、下関で出港式（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220527-HAQ7RGIP5JK5NKQFIRCART2NK4/ 
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〇 北朝鮮への制裁強化決議案、中露の拒否権行使で否決…初の理由説明要求へ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220527-OYT1T50120/ 

〇 海自、横須賀出港の米空母と訓練（共同） 

 https://nordot.app/902814643597885440 

〇 王毅部長が中国・ソロモン諸島の安全保障協力 3原則について説明（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0527/c94474-10102530.html 

〇 地下鉄駅など一時避難施設指定、ミサイル攻撃想定（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220527-CIPTJMT3S5LPNGDSPRAKYQW2HE/ 

〇 日本はまた「脱亜入欧」するつもりなのか？―中国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b894808-s25-c100-d0202.html 

〇 北朝鮮制裁決議案を否決 国連安保理、中ロが初の拒否権―機能不全露呈、総会説明へ

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052700200&g=int 

〇 都内地下鉄など 109カ所、「ミサイル避難施設」に追加（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC277XG0X20C22A5000000/ 

〇 制裁不発、北朝鮮の核開発加速へ（共同） 

 https://nordot.app/902850136688181248 

〇 国連安保理 北朝鮮への制裁強化の決議案 中ロが拒否権で否決（産経） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220527/k10013645531000.html 

〇 米国務長官「中国共産党は国外でより攻撃的に」 バイデン大統領言及の台湾政策「変更な

い」（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/179969 

〇 中国外相、太平洋 2カ国目キリバス訪問 漁業・教育・保健問題協議（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-security-china-idJPL3N2XJ1RY 

〇 日本海海戦から１１７年 東郷神社で戦没者悼む 福岡・福津（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220527-TXW5D67GXZKL7I2UEXZYIHETGU/ 

〇 日本海海戦の偉業追憶 福岡・筥崎宮で記念大会・慰霊平和式典（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220527-G325YW3LJZJUPF4M7COPBRBJAY/ 

〇 ブリンケン米国務長官「中国に重点置く」、デカップリングに言及（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/107053 

〇 米国務長官演説 台湾は歓迎、表現弱化に戸惑いも（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220527-7N5AWNQRGBNAHPMYTL5S7PRG2A/ 

〇 日本海海戦１１７周年、三笠で式典 両軍の戦死者悼む（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/life/article-913365.html 
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〇 法の支配で秩序維持、日マレーシア首相確認 中国念頭（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA26D2R0W2A520C2000000/ 

 

２６（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 北朝鮮と中露の「挑発」 緊張高める行動を危ぶむ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220526/ddm/005/070/102000c 

〇 ［社説］ＩＣＢＭに加え「核実験準備」の北朝鮮、東アジアでの軍事的緊張を憂慮する（ハンギョ

レ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/43571.html 

〇 韓米日結集に朝中ロ反撃…東アジアが「巨大なチェス盤」に（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/43573.html 

〇 北ミサイル発射 反撃能力の具体的構築を急げ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220525-OYT1T50277/ 

〇 北のＩＣＢＭ発射 世界に弓引くのをやめよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220526-2JBVAMGQEFIFLJFAN4S2RYIK4U/ 

〇 あれれ、習近平腰砕け、「台湾有事に武力関与」のバイデン発言に意外な低姿勢（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/95571 

〇 ウクライナ侵攻の原型は「自作自演」か…プーチン氏が権力を握った爆破事件と謎の死（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/179526 

〇 硫黄島に次ぐ「訓練の島」に？ 鹿児島「馬毛島」とは 防衛省がゼロから開発するメリット（乗り

ものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118911 

〇 ７回目の核実験実施の準備に入った北朝鮮…韓国当局「核起爆装置作動試験を探知」（ハン

ギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/43578.html 

〇 北朝鮮の挑発直後、米戦略資産Ｂ５２Ｈ爆撃機が日本上空に出撃（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291462?servcode=200&sectcode=220 

〇 北朝鮮、ＩＣＢＭ発射に核実験の兆し…尹大統領、強く警告（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291463?servcode=200&sectcode=220 

〇 バイデン米大統領の台湾防衛発言に賛否 「中国を挑発」「抑止強まる」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052500719&g=int 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220517-6HRQFSRIHRH5PBBVTZLG4UJHTM/ 

〇 アメリカ空軍、7月ごろ鹿屋基地に無人機MQ-9一時展開へ 1年間の予定（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136767 

〇 戦争での｢核使用｣はありうるのか…専門家が解説する"現代ロシアの軍事戦略"（プレジデン

ト） 

 https://president.jp/articles/-/57580 

〇 奄美、沖縄に臨時攻撃拠点、自衛隊も連携…米軍構想に住民の存在はなく 鹿屋、川内の

県本土部隊も増強 専門家「共同使用広がる」（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/156701/ 

〇 ６月号 平成＝ポスト冷戦からの脱却 文化部・磨井慎吾（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220526-TLDSWX7AVJN47EUVE5R5MWJSKI/ 

〇 葛城奈海 戦力たる自衛隊の憲法明記を（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220526-DXJ46Q2VCBNLZHK46N2PFYNYQE/ 

〇 勝てないからじゃない！ ロシア軍の進行が遅いのは、一般市民の避難を支援しているから 

—— ロシア国防相（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-254630 

〇 尖閣周辺に中国船 ４１日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220526-HMP6DDBCBVPMHOGDMVVKJROPTY/ 

〇 ドイツの核武装恐怖から生まれた「ＮＡＴＯ核」 各国の米軍基地に配備、加盟国の意思決定

で使用（産経） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220526-2KMCW7OAKJKZDCMQ2VF7KHKP4Y/ 

〇 「プーチン大統領は来年引退」英ＭＩ６元長官が発言「療養所に入所」の見通し 元情報部員

も健康不安説に言及、クレムリン「不安定になっている」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220526-OLTT5ZJ67BMOVEEGGE75BGULKE/ 

〇 空自機と米軍機 日本海上空での共同飛行を発表 対抗措置か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220526/k10013644011000.html 

〇 北朝鮮 ミサイル発射から一夜も発表なし（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220526/k10013643971000.html 

〇 自衛隊機と三沢基地の米軍機 日本海上空で共同飛行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20220526/6080016161.html 

〇 豪首相、太平洋島しょ国支援強化を表明 中国の攻勢に対抗（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-security-idJPL3N2XI0UW 

〇 比次期大統領、南シナ海領有権を強調（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3406813 

https://www.sankei.com/article/20220517-6HRQFSRIHRH5PBBVTZLG4UJHTM/
https://flyteam.jp/news/article/136767
https://president.jp/articles/-/57580
https://373news.com/_news/storyid/156701/
https://www.sankei.com/article/20220526-TLDSWX7AVJN47EUVE5R5MWJSKI/
https://www.sankei.com/article/20220526-DXJ46Q2VCBNLZHK46N2PFYNYQE/
https://www.businessinsider.jp/post-254630
https://www.sankei.com/article/20220526-HMP6DDBCBVPMHOGDMVVKJROPTY/
https://www.zakzak.co.jp/article/20220526-2KMCW7OAKJKZDCMQ2VF7KHKP4Y/
https://www.zakzak.co.jp/article/20220526-OLTT5ZJ67BMOVEEGGE75BGULKE/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220526/k10013644011000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220526/k10013643971000.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20220526/6080016161.html
https://jp.reuters.com/article/pacific-security-idJPL3N2XI0UW
https://www.afpbb.com/articles/-/3406813


R4．6．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 クアッドによる中国漁船の監視は単なる「前菜」か？（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-05/26/content_78238520.htm 

〇 中国とソロモン諸島の関係、太平洋島しょ国の手本にしたい＝中国外相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-security-china-idJPKCN2NC0GK 

〇 中国、太平洋諸国と関係強化 米に対抗、外相がソロモンなど歴訪（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052600923&g=int 

〇 フィリピンのマルコス次期大統領、南シナ海の国際判決支持 領有権「１ミリも譲らず」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052600978&g=int 

〇 「骨太の方針」素案 防衛力の抜本的な強化を打ち出す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220526/k10013643561000.html 

〇 統幕長「NATO と連携強化は必然」 参謀長会議に初出席（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA268FG0W2A520C2000000/ 

〇 中国、太平洋諸国と関係強化 米に対抗、外相がソロモンなど歴訪（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052600923&g=pol 

〇 ソロモン諸島に基地建設の「意図ない」 中国外相（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3406893 

〇 中国外相、南太平洋〝マラソン訪問〟で狙う影響拡大（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220526-7N3A3KWUTFJLDP6XP4WR2SND3E/ 

〇 北がＩＣＢＭ発射報じず 実験常態化狙い戦術転換か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220526-URINWAPSBRKBTF6WH3I2MOLX5U/ 

〇 中国「ソロモン支える」 外相会談、安保で影響拡大（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB26DP20W2A520C2000000/ 

〇 中国外相 ソロモン諸島を訪問 安全保障面などで支援 強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220526/k10013645121000.html 

〇 比海軍スービックに基地 中国けん制、米軍も利用か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220526-IJJNG6FIYBMG3PFIBBIKL3OQN4/ 

〇 ソロモン諸島訪問の中国・王毅氏「軍事基地を作る気はない」…米豪は警戒感（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220526-OYT1T50253/ 

〇 【詳細】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/20220526/k10013617561000.html 

 

２５（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「自由なインド太平洋」実現へ一致 ロ軍侵攻は触れず 日印首脳会談（朝日） 
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 https://www.asahi.com/articles/ASQ5S6V9RQ5SUTFK012.html 

〇 クアッド首脳会合 経済分野の協力は【詳しく】（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220525/k10013641951000.html 

〇 中国外務省、日本に「強烈な不満」表明 公使を呼び出し（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM24E4C0U2A520C2000000/ 

〇 中露爆撃機が日本周辺を飛行 侵略国との共同行為は「看過できない」岸防衛相（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/106878 

〇 【詳細】バイデン大統領来日 クアッド首脳会合（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013640211000.html 

〇 日米豪印会談 重層的な協力担う日本の役割（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220524-OYT1T50272/ 

〇 中露爆撃機計６機、日本周辺を合同飛行…岸防衛相「看過できない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220525-OYT1T50071/ 

〇 クアッド首脳会合 「対中抑止」を一歩進めた（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220525-VOBMMQPN5VPTBEJL46JGHPJD5A/ 

〇 佐藤優が教える｢第 3次世界大戦の発端になる国の名前｣（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/57922 

〇 【限定公開】核リスクを直視し日本に必須の安保大戦略を描け（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26675 

〇 ウクライナ危機は「安全保障のジレンマ」状態 ロシアは本当に核兵器を使用しないのか（デイ

リー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/05250603/?all=1 

〇 日米豪印「クアッド」首脳、協力合意の内容は？（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL247VH0U2A520C2000000/ 

〇 北朝鮮、ＩＣＢＭ含むミサイル 3発発射 韓国「重大な挑発行為」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2XG3E5 

〇 中国、包囲網に危機感 陣営化に対抗、切り崩し図る（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052400917&g=int 

〇 スイスもＮＡＴＯ接近か オーストリアは中立堅持―ウクライナ侵攻で欧州に動き（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052400672&g=int 

〇 オーストラリアで新首相就任、対中関係は改善されるのか―独メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b894708-s25-c100-d0193.html 

〇 ロシア軍 ウクライナ東部 2州の完全掌握へ攻勢 長期戦の姿勢も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220525/k10013641891000.html 
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〇 大きな曲がり角に来た日本の安全保障政策を真正面から論じよう（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022052300008.html 

〇 中ロの日本周辺飛行、米国が批判「ウクライナ侵攻の支援決意」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220525-TXG75UKXJ5PKTG2CLPO46ZYLEI/ 

〇 北朝鮮 弾道ミサイルの可能性あるもの少なくとも 2発発射 防衛相（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/83170.html 

〇 ロシア、ウクライナ東部で総攻撃 2都市包囲目指す（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPKCN2NA2C8 

〇 北朝鮮、弾道ミサイル 3発発射 韓国軍（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3406529 

〇 中国とロシアの爆撃機 沖縄本島と宮古島の間を通過（２４日）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220525/5090018390.html 

〇 陸上自衛隊・水陸機動団、離島奪還訓練を公開 「特定の島想定せず」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5S56YVQ5RTLZU001.html 

〇 鍵を握るインド 日印関係は クアッド終え中国にどう対抗？（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/83152.html 

〇 中国＆ロシアの爆撃機 4機 日本周辺で編隊飛行 北海道・東北沖には情報収集機も（乗り

ものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118964 

〇 中ロの爆撃機、東海上の防空識別圏に無断進入（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/43567.html 

〇 中露爆撃機飛行「ならず者国家だと示した」 自民・佐藤外交部会長（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220525-6IY6LJZ2QFP6RP4AN6OZILY5LE/ 

〇 尖閣周辺に４隻の中国船 １隻は機関砲搭載か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220525-K3KRSD5MHBKM7PWCI42KJUXNAA/ 

〇 指をくわえて見るしかない…ウクライナ侵攻と同時にロシアが北方領土で進める､忌々しい｢高

級リゾート計画｣（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/57895 

〇 昨年６５２回の緊急発進、南西航空方面隊 肌で感じた〝沖縄危機〟中国軍の統制取れた

動きに「だからこそ脅威」と関係者（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220525-MFWS5WBWPZIPLIVGEB4CP2Z2UU/ 

〇 中ロ共同飛行、示威活動と捉えざるを得ず＝官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/cn-ru-bomber-jp-idJPKCN2NB03I 

〇 北朝鮮ミサイル、３発のうち１発はＩＣＢＭか（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220525-W6TPZT24HZMPDI2RKXEJM7LM7M/ 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル３発か、１発はＩＣＢＭの可能性…防衛相「断じて容認できない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220525-OYT1T50131/ 

〇 官房長官 “日本への示威行為” 中国とロシアの爆撃機共同飛行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220525/k10013642271000.html 

〇 北朝鮮 “弾道ミサイル 少なくとも 2発発射” 防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220525/k10013642091000.html 

〇 ウクライナ侵攻長期化も プーチン氏最側近「ナチ根絶まで」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052500190&g=int 

〇 バイデン氏、アジア情勢を変え 対中抑制か（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=33816 

〇 クアッドに対抗策あるのか 中露の爆撃機計６機、日本海・東シナ海・太平洋を共同飛行 「国

民レベルの意識改革が必要」識者（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220525-YBUV65ADZROSZEJZ32JMGQONPA/ 

〇 クアッド首脳会談、中国共産党の脅威に対抗へ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/106905 

〇 「重要なパートナー」日本抜き中国首位 ASEAN世論調査（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2539O0V20C22A5000000/ 

〇 日米首脳共同声明、外交部「中国への内政干渉は断じて許さず」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0525/c94474-10101301.html 

〇 韓国大統領室「北の核実験差し迫る」 核起爆装置の作動試験を探知（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220525004700882 

〇 クアッドでも鮮明な対中戦略強化 カギは日本の主体的取り組み（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00138/052500063/ 

〇 中国軍 台湾周辺で軍事演習実施と発表 米バイデン政権けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220525/k10013642971000.html 

〇 「狼を部屋に引き入れて」地域の平和・安定を危うくする日本（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0525/c94474-10101361.html 

〇 甲板に戦闘機係留の空母 エイブラハム・リンカーン、5/26朝 横須賀出港へ（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136741 

〇 プーチンの敗北は避けられない…イギリスの専門家が指摘する｢ロシア軍の内部崩壊｣の現実

味（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/57968 

〇 中国のミサイル実験の標的に自衛隊機の模型、台湾侵攻を想定（Newsweek） 
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 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/05/awacs.php 

〇 北朝鮮、新型ＩＣＢＭ発射 核起爆装置試験を探知、実験警戒―米大統領歴訪直後（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052500184&g=int 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（25日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220525/k10013617541000.html 

〇 【観察眼】歴史の分岐点に立たされる日本に問う（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/25/ARTIEhihmOoM0i2r1sCKcFS5220525.shtml 

〇 中国、太平洋島しょ国地域で包括合意模索 警察・安保協力（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/pacific-china-idJPL3N2XH23K 

〇 米韓、対北抑止を誇示 「核には核」で実行力示す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220525-YIJWN4TTWZNVHIH2POUPX5JIYU/ 

〇 北朝鮮の ICBM発射、韓国の識者はどう見る？ 「バイデン氏の帰国時点を狙った挑発」「今

後は核実験に進む可能性も」（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/179508 

〇 中露朝の挑発エスカレート 新「悪の枢軸」日本警戒（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220525-PB65FDRYDJID5ED3SCFXIPBJUA/ 

〇 中国・ロシア、示威行動継続か 爆撃機を共同飛行（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM252TZ0V20C22A5000000/ 

〇 ウクライナ東部ドンバスで空爆激化、ロシアが攻勢 ゼレンスキー大統領「極めて厳しい」（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/179538 

〇 ＜独自＞「骨太の方針」原案判明 防衛先端技術など強化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220525-2KMNI7PFMJN3BHO6ASKKEE2EFU/ 

〇 【全文】ゼレンスキー大統領単独インタビュー ロシア侵攻 3か月（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220525/k10013643701000.html 

 

２４（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日米首脳の共同記者会見の要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA233ZX0T20C22A5000000/ 

〇 「女子トイレ不足」の自衛隊で、女性幹部の草分けが味わった“屈辱と転機”（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/303655 

〇 日米首脳会談 揺るがぬ同盟で国際秩序守れ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220523-OYT1T50259/ 

〇 日米首脳会談 同盟で台湾防衛に当たれ 日本はＩＰＥＦに積極関与を（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220524-K7SIYYHDKBJ23IONDYPC5QUZFE/ 

〇 （社説）米の拡大抑止 核戦争のリスク直視を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15303311.html 

〇 （社説）日米首脳会談 対中 力に傾斜の危うさ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15303308.html 

〇 ここにきて、冷静さを取り戻したプーチン、それでも「核の脅し」をやめられないワケ（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/95427 

〇 米日「矛と矛」の役割を決議…経済・安全保障の「対中包囲網」可視化（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/43551.html 

〇 バイデン大統領に問いたい「米国は有事に日本を守るのか？」 日米安全保障条約に秘めら

れた“問題部分”とは（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/05240600/?all=1 

〇 NATOが東アジアにやって来る…中国が一番恐れる「アジア太平洋軍事同盟化」の動き（現

代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/95518 

〇 ロシアによる軍事侵攻から 3か月 双方の攻防 収束の兆し見えず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013640061000.html 

〇 習政権がプーチン氏のように核恫喝に出たら…逃げ回っていた日本政府に答えはない 〝

台湾有事〟で戦線離脱すれば日米同盟は即死（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220524-2Q4AAMVJDFKMZK5PEMSUJLP2E4/ 

〇 米国防長官「台湾政策に変更なし」 バイデン氏発言巡り（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN240210U2A520C2000000/ 

〇 中国との対決姿勢鮮明 軍事、経済で存在感誇示―日米首脳会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052300994&g=int 

〇 中国艦艇相次ぎ通過 フリゲート２隻は日本海へ（共同） 

 https://nordot.app/901617116716892160 

〇 海自護衛艦が掃海母艦に衝突、船首が１ｍ陥没…操艦の艦長「申し訳ない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220523-OYT1T50271/ 

〇 NATOに接近する北欧、ロシアの対抗手段は？ 日本も NATO接近（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220524-1/ 

〇 ウクライナとの戦争は｢より大きな戦いに向けたリハーサル｣ロシアの安全保障の専門家が国営

テレビで語る（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-254527 
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〇 米、日本の「敵基地攻撃能力」の足かせを解いた（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/43554.html 

〇 米軍特殊部隊の派遣を検討、キーウの米大使館警護で（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35187869.html 

〇 異例の米軍無人機「一時展開」 地元・鹿屋の受け止めは（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5R74VWQ5RTLTB008.html 

〇 【速報中】「クアッド」首脳会議、首相官邸で始まる（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220524-OYT1T50078/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-6HRQFSRIHRH5PBBVTZLG4UJHTM/ 

〇 日米豪印、中国念頭に首脳会合 海洋監視など協議（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2XG0E2 

〇 日米豪印クアッド首脳会合始まる 岸田首相“4か国で連携対応”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013640431000.html 

〇 岸田首相「率直な意見交換楽しみ」 クアッド冒頭発言全文（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-73QL5UKEUVPSJHGAF2J5C23YBE/ 

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/20220524/k10013617531000.html 

〇 豪・印に懸念材料 ＱＵＡＤ首脳会談 「親中の歴史」豪労働党への不信で亀裂も 経済制裁

に参加せず密接なインドとロシア（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220524-R4XCKUPYMRLZRN6MQUHPVMCZUI/ 

〇 台湾防衛に「イエス」と言ったバイデン大統領 アメリカは日本に何を期待しているのか

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14628480 

〇 日米豪印クアッド首脳会合続く 会合後 共同声明発表へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013640631000.html 

〇 日米豪印クアッド首脳会合終わる 協議の成果 共同声明で発表へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013640781000.html 

〇 日米同盟強化 “日本が果たす役割を拡大する必要” 岸防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013640741000.html 

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/20220524/k10013617531000.html 

〇 世界各地で分裂と地政学的対抗を誘発 中国が関連国に停止を求める（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-05/24/content_78234487.htm 
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〇 クアッド首脳、北朝鮮の非核化へ連携表明…中国を念頭に東・南シナ海情勢にも懸念（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220524-OYT1T50174/ 

〇 【詳細】クアッド首脳会合終え 岸田首相が会見（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013640901000.html 

〇 「竹島専従」新型調査船が就航 韓国に関係改善の意思なし？ 外交ルートで抗議も相次ぐ

反日暴挙 実効支配強化が加速する恐れ（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220524-JEVI3CI6T5JCDBMM2D2MOBXUAI/ 

〇 ウクライナ情勢「インド含め基本的認識確認」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-IS4VCLQJ35LCRPATN77VFX2GAA/ 

〇 北に対する融和の時代終わった 韓国新大統領が見解 CNN EXCLUSIVE（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187881.html 

〇 海岸に魚雷、陸自が撤去 山形、潜水艦の訓練用か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-HKAEMSY2EFLDFIZCWOK4TI6BEY/ 

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

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-05/24/content_78234723.htm 

〇 クアッドは特定の国を対象にしておらず＝岸田首相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2XG12B 

〇 首相、議長会見全文（上）「４カ国一致して発信は大きな意義」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-MDI7QEQQWFP4JMLEZZIDTBPLJE/ 

〇 首相、議長会見全文（下）「今オーカスに入るとは考えていない」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-2D7GZAEASZLX3ICZ36JMI4LZTE/ 

〇 ＱＵＡＤ首脳会合開催、「自由で開かれたインド太平洋」構築へ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187904.html 

〇 〈独自〉中露爆撃機が日本列島沿い飛行 ウクライナ侵攻後で初（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-AY73ZNF6WBOVNGQIV3FDM44FUQ/ 

〇 中国外相、ソロモン諸島訪問へ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052400931&g=int 

〇 クアッド首脳、「力による現状変更」に対抗 中国念頭（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3406350 

〇 トルコが北欧 2カ国の NATO加盟に反対する理由は「クルド」「戦闘機」（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/05/2nato.php 

〇 バイデン大統領 印・豪首相と相次いで会談 連携呼びかけ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013641521000.html 
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〇 防衛費増額の首相発言、特定の金額念頭に置いていない＝官房長官（REUTERS） 

https://jp.reuters.com/article/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E8%B2%BB%E5%A2%97%E

9%A1%8D%E3%81%AE%E9%A6%96%E7%9B%B8%E7%99%BA%E8%A8%80-%E7%8

9%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%BF%B5%E9%A0%A

D%E3%81%AB%E7%BD%AE%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E

3%81%84%EF%BC%9D%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98-

idJPL3N2XG1S0 

〇 軍事侵攻 3か月 ロシア軍 ウクライナ側拠点の都市へ攻勢強める（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013641611000.html 

〇 中国外相、南太平洋 7カ国など訪問へ クアッドに対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM246SM0U2A520C2000000/ 

〇 クアッド首脳会合 インフラ分野で 500億ドル以上の支援や投資（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013641581000.html 

〇 クアッドはアジア版「ＮＡＴＯ」か 中国、米関与に警戒強める（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-QBWQYQJE35IZNEMUFX35GI4EDU/ 

〇 対中包囲網に期待のインド 不安材料は対露融和姿勢（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-FNGEI7OG7BNJVEYOC2J2LIZRAI/ 

〇 米、クアッドで中国海洋進出に対抗 島嶼国引き寄せへ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-X4N6SQR6JRJDBEBOY4BBRASXPA/ 

〇 クアッド首脳会合 共同声明で中国を念頭 威圧的行動に強く反対（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013641541000.html 

〇 オーストラリア首相、就任「翌日」に外交デビュー クアッド首脳会議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220524/k00/00m/030/225000c 

〇 中国 王毅外相 太平洋島しょ国など 8か国訪問へ 米戦略に対抗か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013641681000.html 

〇 【速報】岸防衛大臣「中ロに重大な懸念を伝達」 中ロ爆撃機が日本周辺を飛行 クアッド首脳

会合を牽制か（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/53540?display=1 

〇 日豪首脳、安保協力を強化 インド太平洋で連携（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052401043&g=pol 

〇 共同声明「現状変更に強く反対」 インド太平洋インフラ支援５００億ドル（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-CLUD5DCN65I5XMGPZJZHZ4DHHY/ 

〇 【解説】クアッド首脳会合終わる 日本・アメリカの受け止めは?（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013641771000.html 

〇 対ロシアで温度差浮き彫り バイデン米大統領、豪印首相と個別会談（時事） 

https://jp.reuters.com/article/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E8%B2%BB%E5%A2%97%E9%A1%8D%E3%81%AE%E9%A6%96%E7%9B%B8%E7%99%BA%E8%A8%80-%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%BF%B5%E9%A0%AD%E3%81%AB%E7%BD%AE%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%9D%E5%AE%98%E6%88%BF%E9%95%B7%E5%AE%98-idJPL3N2XG1S0
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052400910&g=int 

〇 日米共同声明の中国関連問題の歪曲に「強い不満と断固たる反対」＝外交部（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/24/ARTIjhzUdImHzphNfAA8fNtH220524.shtml 

〇 日米豪印「クアッド」首脳会談、ウクライナ戦争や中国への懸念に言及（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61563892 

〇 対中警戒で重み増す日本 首相、外交活発化へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-KZJES27VRFLODNEXGTY22SZDWU/ 

〇 日豪首脳会談 ロシアの軍事侵攻を厳しく非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013641621000.html 

〇 クアッド最中に中ロ爆撃機が日本周辺を共同飛行 岸防衛大臣「示威行動で挑発度を増す」

（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/53590?display=1 

〇 中露名指し避け枠組み優先の共同声明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-GDOMONSYMNNONDEQEYJE4WEAHY/ 

〇 インドを抱き込め 一致点強調で連携強化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-UZS5VK2UHJKCBNRWA2SSLXGUVY/ 

〇 中国とロシア 6機の爆撃機 日本周辺を共同飛行 岸防衛相「看過できない」（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/364878 

〇 対中包囲網「大きな意義」と岸田首相が強調 日米豪印首脳会合 インドに配慮、ロシア名指

し非難せず（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/179338 

〇 中ロ共同飛行、両国も発表（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052401128&g=int 

〇 中国とロシアの爆撃機、日本海・東シナ海・太平洋を共同飛行 空自が対応（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136756 

〇 日豪首脳が会談、新たな安保協力で「宣言」調整へ…中国念頭に南太平洋での連携確認

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220524-OYT1T50209/ 

〇 中露爆撃機飛行は「わが国への示威行動」防衛相、懸念伝達（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-DEBIAVRSXVL6ZCR5IRJMHZHWRY/ 

〇 露国防省、日本周辺の中露爆撃機は「合同パトロール」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-4XVQQEETGRI2ZNYBPBMMKDZGAE/ 

〇 日印首脳会談 「自由で開かれたインド太平洋」実現むけ連携確認（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/53609?display=1 
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〇 中国軍とロシア軍の爆撃機 日本周辺上空を共同飛行 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220524/k10013641661000.html 

〇 ウクライナ攻撃減速は意図的、「期限の定め」なし＝ロシア高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-shoigu-idJPL3N2XG3EU 

〇 日豪首脳、安保協力の共同宣言改定で合意（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2486P0U2A520C2000000/ 

〇 日印首脳、戦闘機訓練の早期実施へ調整確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220524-FGXAB4DJS5IBDAXTPFS2K37QHE/ 

〇 ロシア軍が東部要衝への砲撃強化、兵力１万２５００人を投入…ウクライナ侵攻３か月（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220524-OYT1T50213/ 

〇 「防衛力を抜本強化」 来年度予算の大幅増額視野―骨太原案（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052401145&g=eco 

〇 クアッド首脳、中国念頭に「一方的な行動に強く反対」…インド太平洋での現状変更許さず

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220524-OYT1T50252/ 

 

２３（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 輸出管理とは 製品や技術の軍事転用監視（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA222940S2A520C2000000/ 

〇 ウクライナ侵攻 防衛装備品の提供 なし崩しにならぬ議論を（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220523/ddm/005/070/008000c 

〇 豪政権交代へ 対中政策堅持で地域安定保て（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220522-OYT1T50314/ 

〇 侵略国ロシア 「北方の脅威」にも備えよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220523-2EI3I5IZ65L4RBU6ORD3IQSL4U/ 

〇 中国の空母「遼寧」沖縄本島と宮古島間を通過し東シナ海に戻る（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220523/5090018365.html 

〇 「北朝鮮は 2006年の再現を狙っています」朝鮮半島の安全保障に詳しい専門家が分析（日

刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/305427 

〇 台湾、ＩＰＥＦ発足時に参加せず＝米大統領補佐官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-biden-japan-taiwan-idJPL3N2XE0F0 

〇 【詳しく】「クアッド」とは？ 中国にどう対抗？ ねらいは？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220523/k10013637601000.html 
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〇 戦争犯罪の訴追、その仕組みは 解説（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187818.html 

〇 護衛艦はるさめ 中東に向け出港 海自佐世保、海賊対処など（長崎） 

 https://nordot.app/901280044205359104?c=174761113988793844 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-6HRQFSRIHRH5PBBVTZLG4UJHTM/ 

〇 ロシア侵攻「強い言葉で非難」 ＡＰＥＣ参加の日米豪７カ国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052300380&g=pol 

〇 来日バイデン大統領「米軍展覧会」で北朝鮮けん制 最新鋭の戦力が日本に集結（東スポ） 

 https://www.tokyo-sports.co.jp/social/4208462/ 

〇 敵基地攻撃能力「必要」６４％ 防衛費６割が増額要求（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220523-SZYBPPEARJI6NG5MFN5CQCC3OQ/ 

〇 豪新政権とも強固な関係構築へ、二国間会談を調整中＝官房副長官（REUTERS） 

https://jp.reuters.com/article/%E8%B1%AA%E6%96%B0%E6%94%BF%E6%A8%A9%

E3%81%A8%E3%82%82%E5%BC%B7%E5%9B%BA%E3%81%AA%E9%96%A2%E4%

BF%82%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%B8-%E4%BA%8C%E5%9B%BD%E9%96

%93%E4%BC%9A%E8%AB%87%E3%82%92%E8%AA%BF%E6%95%B4%E4%B8%AD

%EF%BC%9D%E5%AE%98%E6%88%BF%E5%89%AF%E9%95%B7%E5%AE%98-

idJPL3N2XF05L 

〇 【詳しく】注目の IPEFって何？バイデン大統領が提唱（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220523/k10013635071000.html 

〇 統合運用へ連携強化 水陸機動団が海自との合同訓練を公開【長崎】（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/51931?display=1 

〇 中露を念頭…首相「力による現状変更認めない」、バイデン氏「挑戦に共に立ち向かう」（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220523-OYT1T50095/ 

〇 来日中のバイデン氏、ＩＰＥＦ設立宣言へ…中国に対抗・新経済秩序目指す（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220523-OYT1T50075/ 

〇 中国、太平洋の島国と安保協定で交渉中、米懸念（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=33605 

〇 米大統領「日本防衛の決意揺るがず」 同盟の抑止力強化確認―新経済圏、岸田首相参加

表明へ・首脳会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052300111&g=pol 

〇 米空軍無人機 鹿屋に 7月ごろから 1年間、8機配備方針 米兵 150〜200人駐留 防衛

省が市側に伝達（南日本） 
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 https://373news.com/_news/storyid/156566/ 

〇 中国念頭「現状変更に反対」 日米首脳の記者会見速報（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA232SF0T20C22A5000000/ 

〇 防衛費増額、首相が日米首脳会談で表明…ＩＰＥＦ参加や２プラス２開催も（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220523-OYT1T50130/ 

〇 バイデン米大統領、日本の国連安保理常任理事国入りを支持 岸田首相明かす【日米首脳

会談】（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-254554 

〇 来年のＧ７サミット広島開催表明、国連改革で米大統領から支持＝岸田首相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2XF16L 

〇 「防衛費の相当な増額」首相が表明 バイデン氏から「強い支持」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5R4VV1Q5RUTFK011.html 

〇 バイデン氏、台湾有事なら軍事的関与 日米共同会見（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2355P0T20C22A5000000/ 

〇 河野前統幕長「独裁者は軍事力で考え直す」 ウクライナ侵攻「日本の安保につなげ考えよ」 

ジャーナリスト井上和彦氏ら講演会で激白（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220523-J5Y7NKLHLVLTDIRBU2ZPFGWY6I/ 

〇 日米、中国抑止へ同盟強化（共同） 

 https://nordot.app/901357157816156160 

〇 米大統領、台湾有事に武力行使の選択肢 主権で妥協せずと中国（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/biden-taiwan-idJPKCN2N90DA 

〇 鹿屋米軍無人機「７月ごろから１年間配備」 防衛省が鹿屋市に説明（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/52226?display=1 

〇 中国、海上シルクロードで港湾開発強化 軍事的利益図るとの指摘も（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/106173 

〇 日米首脳会談 2022終わる 何が話し合われ 成果は？（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/83008.html 

〇 「プーチンは来年引退、政権も瓦解か」──元MI6長官（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/05/mi6-1.php 

〇 岸田首相 バイデン大統領 共同記者会見【詳細】（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220523/k10013638801000.html 

〇 日米首脳共同記者会見 両国の抑止力と対処力の早急強化を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220523/k10013639111000.html 

〇 防衛省 鹿屋市に米軍無人機の配備方針伝達 市は安全態勢要望（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220523/5050018824.html 

〇 陸自・水陸機動団 離島上陸演習の一部を初公開 佐世保市（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220523/5030014804.html 

〇 新任務加えアフリカ沖海賊対策の護衛艦が出発 佐世保基地（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220523/5030014805.html 

〇 日米首脳、拡大抑止の有効性を確認 日本は防衛費の増額表明（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2XF0MA 

〇 ロシアのウクライナ侵攻非難、日米韓など APEC7カ国（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2312O0T20C22A5000000/ 

〇 岸田首相、防衛費増額方針表明 日米首脳、対中抑止力強化で一致（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220523/k00/00m/010/196000c 

〇 日米首脳共同声明「自由で開かれた国際秩序の強化」（要旨）（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220523-KGDLTRIMUBKTXFA576UGC4R6I4/ 

〇 岸田首相、防衛費拡充を表明 日米「核の傘」で抑止力強化―７月に経済版２プラス２・首脳

会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052300654&g=pol 

〇 日米韓、安保協力立て直し 北朝鮮の核・ミサイル警戒（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA220W10S2A520C2000000/ 

〇 海外で高まる米国のリーダーシップ、国内状況との差異に覚える胸騒ぎ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35187815.html 

〇 日米首脳会談 日米同盟の抑止力と対処力 強化方針を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220523/k10013638781000.html 

〇 中国が台湾を侵攻したら、バイデン米大統領「武器で台湾を防衛する」（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95304 

〇 バイデン氏の「防衛」発言 台湾は「歓迎と感謝」 中国は反発（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220523/k00/00m/030/250000c 

〇 バイデン大統領 台湾有事に軍事的関与の考え示す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220523/k10013639871000.html 

〇 占拠された島の奪還を想定 水陸機動団が演習を公開【長崎県佐世保市】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/364332 

〇 敵基地攻撃「あらゆる選択肢を検討」防衛費「相当な増額」岸田首相がバイデン大統領に表

明 日米首脳会談（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/179133 

〇 バイデン氏「台湾防衛に関与」 首相、Ｇ７広島開催伝える（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220523-HDEYSIOHVVJTPKMM467DRZLW2A/ 

〇 米空母の日本寄港 日本海の両側で異なる評価（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220523/11332580.html 

〇 日米首脳会談受け共同声明 ロシアによる軍事侵攻 強く非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220523/k10013639841000.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（23日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220523/k10013617131000.html 

〇 日米首脳、台湾ゆかりの場所で会談 台湾有事へ結束確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220523-LKPKNOIIUFNJ7BJEI2YXTTWBE4/ 

〇 岸田首相「防衛費の相当な増額」伝える…対中国、日米同盟の抑止力強化で一致（読売） 

  

 

２２（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 モリソン氏誤算「対中・安保」争点にならず 豪州総選挙（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220522-WU3MP5HFM5MTROAPEJFZJFVXME/ 

〇 尹大統領がクアッドに関心・バイデン氏「歓迎」、半導体供給網の強化にも言及…共同声明

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220521-OYT1T50234/ 

〇 バイデン氏の日韓歴訪 対北朝鮮で連携再構築を（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220522/ddm/005/070/125000c 

〇 フィンランドとスウェーデンの NATO加盟：エルドアン大統領が「待った」をかけた理由

（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220522/11318246.html 

〇 与党の「対中」争点化不発 ソロモンの協定締結で―豪総選挙（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052100359&g=int 

〇 興味深いＡＵＫＵＳ参加 大阪大名誉教授・坂元一哉（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220522-4ITEC2HPKZP3TBUPZJTAGGQXLE/ 

〇 中国など「日本包囲」鮮明、岸田外交に試練 ガス田開発、東シナ海に構造物設置の動き 

韓国、ロシア…周辺国の圧力強まる（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220522-W42IH67IXRPHZD73ZAXB77TAZM/ 

〇 着上陸訓練 宇久島で長崎県内初公開 陸自水陸機動団と海自（長崎） 

 https://nordot.app/900911248082272256?c=174761113988793844 

〇 トルコ大統領、北欧 2国と電話会談 ＮＡＴＯ加盟巡り行動要求（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-nato-turkey-idJPKCN2N801G 
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〇 尖閣周辺に中国公船 ３７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220522-QVTKV3KLRFN5ZB32Z7SYC6V33U/ 

〇 バイデン大統領が訪韓した日…中国の戦闘機１４機が「台湾ＡＤＩＺ」に侵入（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291298?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 【速報】バイデン大統領が日本に到着 対ロシア・中国で首脳会談（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/363650 

〇 米国こそがウクライナ危機の「黒幕」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-05/22/content_78231545.htm 

〇 【観察眼】地域情勢を不安定化させるバイデン米大統領の訪日（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-05/22/content_78231547.htm 

〇 中国人民解放軍、砂漠にミサイル標的用の模型を増やす、対空母攻撃能力など高める狙

い？（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b894480-s25-c100-d0059.html 

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/20220522/k10013637491000.html 

〇 中国外相、アメリカのインド太平洋戦略「必ず失敗する」…「中国包囲が目的」と警戒感（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220522-OYT1T50211/ 

〇 中国海軍の空母など７隻 沖縄本島と宮古島間を往復 訓練か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220522/k10013638501000.html 

〇 対中国で緊迫する沖縄の離島防衛 海自「P3C部隊」と陸自「電子戦部隊」を単独取材（テレ

ビ朝日） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000255530.html 

 

２１（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 “東シナ海ガス田開発で新たな構造物”外務省が中国に抗議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220521/k10013636341000.html 

〇 ロシアへのサイバー攻撃が急増、外国製品減らし対抗＝プーチン氏（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-cyber-idJPL3N2XC2TG 

〇 日米首脳、インド太平洋地域での５Ｇ「開放」支援で合意へ…「中国標準」拡大防ぐ狙い（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220520-OYT1T50278/ 

〇 敵基地攻撃能力を考える（5）防衛費を GDP2%へ増額への疑問（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/image/news/305480/186046 

〇 【詳しく】バイデン大統領 なぜいま日本に？（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220521/k10013632861000.html 

〇 防衛費大幅増で自国守る「意思」示せ！ バイデン大統領来日 韓国、安保で認識一致も竹

島調査船は残念 日銀「子会社」発言は比喩的な表現（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220521-FIWPRVOF4ZLRBHXQBE5XC3W34Y/ 

〇 「対中前線基地化」要求か バイデン大統領が日韓歴訪 親中派・林外相の「二股路線」に

釘、媚び売ってる場合ではない岸田政権（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220521-NHNGNTY3NVPCZO7T7IAEDTDKBU/ 

〇 尖閣周辺に３６日連続中国公船（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220521-YF65POZFPBNDXIA2WTULWQ464Q/ 

〇 米原子力空母「エイブラハム・リンカーン」横須賀基地に寄港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20220521/1000080107.html 

〇 首相「極めて遺憾」中国ガス田構造物設置に（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220521-UC6T3KZDQBKRHL7VYELKAT6TKU/ 

〇 米空母初の女性艦長が振り返るキャリア、艦長就任が可能だとは知らず（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35187797.html 

〇 中国が東シナ海に構造物 岸田首相「一方的開発認めず」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA211480R20C22A5000000/ 

〇 バルト海に浮かぶ対ロシア最前線の離島、緊迫の防衛訓練…２児の母「愛する島は私たちが

守る」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220521-OYT1T50020/ 

〇 米国が台湾を〝一国〟のごとく扱い出した 国務省ＨＰの「独立を支持しない」文言削除 本

来、常任理事国ではなかったロシアと中国（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220521-ZERF4VSYLRMJNA2ORUBFEFJQ3Q/ 

〇 米韓首脳会談 北朝鮮への抑止力強化へ 連携深めることで一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220521/k10013636741000.html 

〇 海自カレーなど個性的な味ずらり 横須賀でフェス（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/life/article-911919.html 

〇 ウクライナの悲劇、台湾で繰り返されてはならない！バイデン大統領来日で軍事力強化する

中国にどんなメッセージを送るのか？（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/362947 

〇 陸自「水陸機動団」が演習の一部公開 佐世保市宇久島（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220521/5030014797.html 

〇 韓米首脳が共同記者会見 包括的戦略同盟で合意（KBS） 

 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=82293 
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〇 【詳しく】バイデン大統領あす来日 「日米首脳会談」の焦点は（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220521/k10013637131000.html 

〇 エイブラハム・リンカーン、横須賀入港 甲板に F-35C係留（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136721 

〇 韓米首脳会談 対北抑止力含む同盟強化確認＝経済安保協力も（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220521003000882 

〇 対北朝鮮、拡大抑止を強化 「脱中国」経済安保で連携―日本との協力「重要」・米韓首脳

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052100365&g=int 

〇 韓国、「経済は中国」の曖昧外交と決別…対中排除網入り 米韓首脳会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220521-D3TWLPBAOZOMJGAKMYMN4UMYZU/ 

〇 北朝鮮の脅威に対処 米韓首脳、合同軍事演習の規模拡大議論で合意（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220521/k00/00m/030/223000c 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（21日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220521/k10013617081000.html 

 

２０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米、NATO加盟後押し（共同） 

 https://nordot.app/900045397168242688 

〇 米国「韓米日軍事訓練への参加求める」…尹政権「協議したことはない」（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/43511.html 

〇 バイデン氏、北欧 2国首脳と会談 ＮＡＴＯ加盟申請を後押しへ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-nato-biden-idJPL3N2XB2SC 

〇 米大統領、北欧 2 カ国「NATO加盟要件満たしている」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220520/k00/00m/030/014000c 

〇 ウクライナ侵攻 NATO北方拡大 露の対抗措置は許されぬ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220520/ddm/005/070/108000c 

〇 日米首脳会談の共同声明、異例の核軍縮呼びかけへ…米中に協議の場なく「中国の核開発

は野放し」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220520-OYT1T50030/ 

〇 プーチンが喜ぶだけ…ロシアの工作にも無警戒で、「戦争はアメリカのせい」と主張する人々

が見落としているもの（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/95388 

〇 （社説）日中外相協議 大局的な対話の拡大を（朝日） 
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 https://www.asahi.com/articles/DA3S15299328.html 

〇 アメリカが｢日韓関係改善｣を強く迫れない背景（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/590592 

〇 中国・ロシア対抗へ 「結束」の行方は－バイデン米大統領が初のアジア歴訪 新経済圏構

想 IPEF も発表へ（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/178369 

〇 米大統領、緊張下の日韓歴訪 核・ミサイル「現実のリスク」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022052000162&g=pol 

〇 米ロ軍制服組トップが電話協議 米は歓迎しつつ「戦争は続いている」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5N2TGJQ5NUHBI006.html 

〇 ｢海の帝国｣は｢陸の帝国｣の挑戦を退けられるか（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/589173 

〇 ウクライナ軍総司令官、ロシアとの紛争で上向きな評価示す（CNN） 

https://www.cnn.co.jp/world/35187753.html 

〇 空母「遼寧」の動きに日本はピリピリ、その背景は？―中国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b894441-s25-c100-d0193.html 

〇 中国軍用機７機、バイデン氏の韓日歴訪直前に台湾周辺で武力示威（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291259?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 沖縄本土復帰 50周年 昭和、平成、令和と皇室で受け継がれる沖縄への祈り（NEWSポス

トセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20220520_1755350.html?DETAIL 

〇 尖閣周辺に中国船 ３５日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220520-SINZB6YO5ZPKBKYW3G2PK4LJWQ/ 

〇 米原子力空母が横須賀出港（共同） 

 https://nordot.app/900206592209223680 

〇 バイデン氏、スウェーデン、フィンランド首脳と会談（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35187758.html 

〇 バイデン米大統領、スウェーデンとフィンランドの NATO加盟を全面支援（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61517767 

〇 首相「中国の活動拡大に懸念」 自衛隊機標的の見方（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA201ZH0Q2A520C2000000/ 

〇 太平洋側で長期活動か 中国収集艦、鹿児島通過（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220520-DBLGZWMSM5PIHD3S37N7RO3YJM/ 

〇 中国外相が米欧牽制「武器はウクライナの平和にならない」（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220520-3LT2S7WQEZO6PJPJYSNREMQZJ4/ 

〇 【詳しく解説！】 クアッドってなに？焦点は？（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/82879.html 

〇 宇宙基本計画 “小型衛星を連携 情報収集システム早期構築を”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220520/k10013634861000.html 

〇 中国空母、沖縄沖発着艦「300回以上」 防衛相（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA203KZ0Q2A520C2000000/ 

〇 岸田首相 フィリピン マルコス氏と電話会談 関係強化で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220520/k10013635101000.html 

〇 林外相引き下がるのか！？韓国が竹島ＥＺＺ内の調査否定 高市氏「外交儀礼上、問題ある」 

自民議員「説明をうのみにすべきでない」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220520-SGD4XAASJZNRFMSOQLMDSICROY/ 

〇 米軍最新型の強襲揚陸艦「トリポリ」が岩国基地に初寄港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20220520/4060013465.html 

〇 北欧 2カ国の NATO加盟に「待った」、トルコの本音は（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/052000372/ 

〇 NATO、軍事委員会を開催 山崎統合幕僚長も出席（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/106647 

〇 日米同盟「対等」目指せ 米ハドソン研究所前所長（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220520-LA5JT56PCVI2ZOMUXOM2WJRRO4/ 

〇 バイデン氏「価値観共有する国と供給網」 韓国で演説（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN200YN0Q2A520C2000000/ 

〇 バイデン氏「日韓和解の使者」の役割目指す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220520-UFUHBRCWQFLRFG3YQT6CAGKB7Q/ 

〇 北朝鮮 ICBMに中国海軍空母…安全保障環境「非常に厳しさ増している」＝岸防衛相（大

紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/106664 

〇 バイデン氏、韓国との経済・安保の協力強化を演説 日韓歴訪開始（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220520/k00/00m/030/330000c 

〇 【随時更新】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/20220520/k10013617071000.html 

〇 バイデン大統領 韓国の半導体工場視察 “供給網強化で連携を”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220520/k10013636251000.html 

〇 中国海軍のミサイル駆逐艦、沖縄本島と宮古島の間の海域航行…領海侵入なし（読売） 
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 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220520-OYT1T50256/ 

〇 ロシア、西部で部隊増強へ（共同） 

 https://nordot.app/900383820573310976 

〇 中国が東シナ海で構造物設置の動き 外務省抗議（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220521-2BA2BIOCQNLBTEMA3KKGMNQT7M/ 

〇 米国、ウクライナに対艦ミサイル支援を推進…西側諸国とロシアの「黒海衝突」の恐れも（ハン

ギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/43524.html 

 

１９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 台湾問題、言動に差と米を批判（共同） 

 https://nordot.app/899694586149044224 

〇 米補佐官、北朝鮮の核・ミサイル実験巡り中国外交トップと電話会談（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-idJPKCN2N41SI 

〇 米中高官が電話、台湾問題「米国の言行食い違い」と批判（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN18ECA0Y2A510C2000000/ 

〇 米大統領歴訪中に北朝鮮核実験の可能性（共同） 

 https://nordot.app/899729680072572928 

〇 中国要人が「プーチン敗北は時間の問題」と断じた番狂わせシナリオ進行中（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/303383 

〇 北朝鮮、バイデン氏の日韓歴訪時に核・ミサイル実験の可能性＝米補佐官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-biden-northkorea-idJPL3N2XA330 

〇 北欧の加盟申請 露が自らＮＡＴＯ拡大呼んだ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220518-OYT1T50330/ 

〇 自衛隊誘致 動揺する島…九州・沖縄（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220519-OYTNT50020/ 

〇 ＮＡＴＯ北方拡大 露大統領の戦略的敗北だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220519-IO3OJ5XIHZP5TE3XRPYAMUTLIY/ 

〇 バイデン大統領 北欧 2か国の NATO加盟 早期実現に取り組む考え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220519/k10013632681000.html 

〇 中国の「挑発行動」が止まらない…空母が実戦的“演習フェーズ”に突入した意味（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/95344 

〇 中国空母活動、常態化を警戒 台湾有事想定訓練か―日米試す動きも・防衛省（時事） 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051800714&g=pol 

〇 中国の外交トップ 台湾巡り米批判 米大統領補佐官との電話会談（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220519/k10013632711000.html 

〇 なぜアメリカ軍基地は残ったのか 当事者たちの証言（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/82557.html 

〇 空母ロナルド・レーガン、5/20横須賀出港 入れ替わり別の空母入港 F-35C搭載の CVN-

72か（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136694 

〇 バイデン大統領のアジア歴訪、日韓それぞれの思惑は？―中国紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b894439-s25-c100-d0193.html 

〇 米、対北の「あらゆる不測の事態に備えている」 バイデン大統領の日韓歴訪中に核実験、ＩＣ

ＢＭ発射の可能性指摘（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220519-AJAKRLUT6RO4VCDRQJVZ7E6W3I/ 

〇 焦点：北欧 2カ国のＮＡＴＯ加盟に「待った」、トルコの本音は（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-nato-turkey-idJPKCN2N50BH 

〇 バイデン大統領のアジア歴訪を韓国が悪用！？ ケジメなき「反日」暴挙問題の棚上げ画策

も 「対北政策を利用し『告げ口外交』か」識者（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220519-UDVWXQNL3BJIZCSVOVXECCN33E/ 

〇 北朝鮮「核実験準備完了」 ミサイル兆候も―韓国情報機関（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051900650&g=int 

〇 楊潔篪氏「米国が頑なに『台湾カード』を切れば事態は危険な局面に」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0519/c94474-10098804.html 

〇 中国、日米韓の連携を警戒 外交担当トップが警告（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM192O00Z10C22A5000000/ 

〇 韓国情報機関 “北朝鮮 核実験準備完了 ミサイル発射兆候も”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220519/k10013633181000.html 

〇 プーチン氏にＮＡＴＯ加盟の直接通告、冷静な応答に驚き フィンランド（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187733.html 

〇 日中外相会談で、日本側は台湾海峡の平和と安定の重要性を強調（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95284 

〇 バイデン氏「アジア重視」本腰 中朝の脅威、同盟強化で対抗―２０日から初の日韓歴訪（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051900727&g=int 

〇 なぜトルコは北欧２カ国のＮＡＴＯ加盟に水を差すのか（CNN） 
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 https://www.cnn.co.jp/world/35187736.html 

〇 アジア「現状変更」容認せず バイデン氏アジア歴訪（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/article/20220519-SP4ILNDP4NOOVGDGDYNPX7F3ZA/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（19日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220519/k10013617061000.html 

〇 バイデン氏がアジア歴訪へ、大統領補佐官「メッセージは中国にも届くだろう」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220519-OYT1T50176/ 

 

１８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 アメリカも!? 現実味帯びる「無人機空母」＝「なんでも空母化」？ 海軍の戦い方一変か（乗り

ものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118657 

〇 鹿屋 米軍無人機計画 防衛省、週明けにも配備案通知 塩田知事「市と連携し対応」（南日

本） 

 https://373news.com/_news/storyid/156289/ 

〇 林外相ら政府の〝弱腰〟に批判続々！ 韓国の竹島調査船知りながら…尹大統領就任式

出席、抗議もせず 自民・青山繁晴氏「なめられる原因だ」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220518-SWYQX5GIBBMGPHYUKYUW5XZCDE/ 

〇 マクロン仏大統領、ウクライナへ追加の武器供与を約束（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187636.html 

〇 EA-18G・海自護衛艦が訓練、米空母「ロナルド・レーガン」のパトロール前に（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136686 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-6HRQFSRIHRH5PBBVTZLG4UJHTM/ 

〇 空自＆米空軍、米海軍も 青森三沢で 30機強による大「エレファントウォーク」実施（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118642 

〇 日中外相会談 “ウクライナ情勢で中国も責任ある役割を”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220518/k10013631361000.html 

〇 プーチン大統領哀れ四面楚歌…北欧 2カ国 NATO加盟に余裕の笑みも軍事同盟国が“仲

間割れ”（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/305343 

〇 独、スウェーデン・フィンランドとの軍事協力強化（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3405427 
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〇 トルコのごね得狙い？ 北欧２カ国 NATO加盟に難色の裏側（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26677 

〇 米軍の無人機配備案 防衛省が県や鹿屋市に検討結果 説明へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220518/5050018770.html 

〇 日米両首脳、対中連携強化 ２３日に会談、東シナ海・台湾海峡めぐり共同文書（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220518-S4OISCDZTRO23JENGEI6IORRDY/ 

〇 フィンランドとスウェーデン NATO加盟を申請（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220518/k10013631761000.html 

〇 北欧 2国、ＮＡＴＯ加盟正式申請 トルコ難色「代表団の訪問無用」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2XA13P 

〇 林外相、ウクライナ情勢で中国に「責任ある役割」要求 日中外相会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220518-66MP2SLWWBLYFDTEDCDWJCD3XQ/ 

〇 北欧２国、ＮＡＴＯに加盟申請 軍事中立に終止符、安保転機（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051800691&g=int 

〇 永世中立スイスが NATO接近、ウクライナ危機で揺らぐ国是（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00030/051800370/ 

〇 【詳しく】対ロシア“IT戦争” 武器の代わりに SNSを（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220518/k10013630961000.html 

〇 フィンランドとスウェーデン、ＮＡＴＯ加盟申請書を提出 バルト三国は支持表明（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187660.html 

〇 北朝鮮の ICBM警戒 21日に米韓首脳会談、核抑止協議へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM1887W0Y2A510C2000000/ 

〇 日中外相会談 “ウクライナ情勢で中国も責任ある役割を”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220518/k10013631361000.html 

〇 中国爆撃機が沖縄－宮古間通過 空母「遼寧」と連携か―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051801095&g=soc 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 18日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220518/k10013617051000.html 

〇 中国が北欧２国のＮＡＴＯ加盟申請を警戒 「欧州が火薬庫に」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220518-IEEAFCHZ4RJ75OSOXKMWTZUB2M/ 

〇 フィンランドとスウェーデン NATO加盟を申請 事務総長は歓迎（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220518/k10013631761000.html 

〇 中国爆撃機２機が沖縄通過、太平洋と往復 空自戦闘機がスクランブル（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220518-GHS3NJEZLNLE7EHRQ5SCDBBMEE/ 

〇 フィリピン新大統領 マルコス氏 中国との関係重視の姿勢強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220518/k10013632601000.html 

〇 中国軍爆撃機 2機 沖縄本島・宮古島の間の上空飛行 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220518/k10013632621000.html 

 

１７（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 16日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220516/k10013616991000.html 

〇 北欧２国、週内にもＮＡＴＯ加盟申請 歴史的転換点（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-XD3OBR27FZMRRJHNLCCTLBKBZE/ 

〇 バイデン氏のアジア訪問前に 日本と台湾周辺で軍事活動活発化（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/05/56702/ 

〇 スウェーデン、ＮＡＴＯ加盟表明 数日中にフィンランドと同時申請（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/UKRAINE-CRISIS-SWEDEN-NATO--idJPL3N2X833N 

〇 米ＡＳＥＡＮ インド太平洋安定へ協調せよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220516-OYT1T50275/ 

〇 北欧の NATO加盟の動き プーチン大統領 対抗措置も辞さない構え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220517/k10013629451000.html 

〇 ロシア、スウェーデンを批判（共同） 

 https://nordot.app/899039286494707712 

〇 トルコ大統領、スウェーデンとフィンランドのＮＡＴＯ加盟認めず 両国が「制裁科す」限り

（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187557.html 

〇 台湾、中国の侵攻を想定した指揮所演習を開始（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20220517/3387556/1 

〇 スウェーデン政府、ＮＡＴＯ加盟申請を決定（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187564.html 

〇 スウェーデンとフィンランドの加盟で NATOが得るものは…強力な陸・海・空軍に加えて｢情

報分野でも多くのものをもたらす｣と専門家は分析（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-254313 

〇 尖閣周辺に中国船 ３２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-CANPUKAT6FIUFCPICSIKSY4NPU/ 

〇 トルコの大統領、北欧 2カ国の NATO加盟に難色（BBC） 
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 https://www.bbc.com/japanese/61474701 

〇 松野官房長官、竹島ＥＥＺの韓国調査船に「注意喚起」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-2QUTQB5SGRMELAJCSUYKECQBMQ/ 

〇 自民・佐藤氏「首相の顔におもいっきり泥」、韓国の竹島海洋調査（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-TKKXLELC4JLMXN5SYQB3IYXBIY/ 

〇 「宇宙基本計画」政府の中間報告案 “日米豪印で協力推進”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220517/k10013629781000.html 

〇 フィンランドが NATO加盟申請、外交部「欧州の安保問題で中国は一貫した明確な立場」

（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0517/c94474-10097670.html 

〇 韓国企業、竹島周辺調査か（共同） 

 https://nordot.app/899130007241523200 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 17日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220517/k10013617041000.html 

〇 竹島周辺 日本の EEZ 韓国側の海洋調査船航行 日本政府申し入れ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220517/k10013629791000.html 

〇 焦点：永世中立スイスがＮＡＴＯ接近、ウクライナ危機で揺らぐ国是（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-swiss-idJPKCN2N2073 

〇 焦点：ＮＺが米豪と安保連携強化、中国・ソロモン協定に反応（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/nz-china-solomon-idJPKCN2N3072 

〇 竹島 EEZ内で韓国調査船、外相訪韓時に 政府が説明要求（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA171ID0X10C22A5000000/ 

〇 NATO拡大の背後にある「力は正義なり」の論理（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0517/c94474-10097837.html 

〇 日米、台湾とウクライナ併記へ（共同） 

 https://nordot.app/899225910489759744 

〇 スウェーデン外相、ＮＡＴＯ加盟申請書に署名（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187610.html 

〇 露軍事同盟に足並みの乱れ 首脳会合で侵攻めぐり批判も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220517-SKXBRYXYQZN4POEEXFUYWBLBDU/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 17日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220517/k10013617041000.html 

〇 ウクライナ侵攻は台湾侵攻の好機会？米上院公聴会（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/05/56708/  
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１６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 英は「自由で開かれたインド太平洋」の良きパートナー（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26599 

〇 深まる日ＥＵ安保 欧州へ海自派遣の検討を（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220516-2KNWEBQ7D5MMVEOPDAGUWYGT7E/ 

〇 ウクライナ東部 戦況こう着か ロシアで軍事同盟首脳会議開催へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220516/k10013628081000.html 

〇 露主導の軍事同盟、モスクワでサミット 孤立回避、制裁打破狙う（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220516-JQZIIQZA5ZMR5DVOUGGJUENIB4/ 

〇 スウェーデン、ＮＡＴＯ加盟申請へ 与党が中立方針転換（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-nato-sweden-idJPKCN2N200Z 

〇 フィンランド NATO加盟申請を正式表明（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013628021000.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ３１日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220516-WMOOYCXYJBJYTBFAFVAQISMSFU/ 

〇 フィンランド、ＮＡＴＯ加盟申請を正式表明 「歴史的な決断」（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187518.html 

〇 スウェーデン与党、ＮＡＴＯ加盟を支持（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187519.html 

〇 スウェーデンとフィンランド、NATO加盟申請を正式決定（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61461201 

〇 ロシアの侵攻「失速」と NATO事務総長 ロシアは当初の地上戦力の 3割失ったと英政府

（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61461485 

〇 王毅部長「ウクライナ危機を理由とする NATOのアジア太平洋への拡大に反対」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0516/c94474-10097160.html 

〇 沖縄本土復帰５０年に中国の影 尖閣周辺で中国船３０日連続確認、空母「遼寧」発着艦も繰

り返す 「日本は『安全保障上の危機』を覚悟」識者（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220516-OY3QH3VKOBK6JDMZRPNU357EEI/ 

〇 ＮＡＴＯ加盟続々、プーチン氏〝大誤算〟 フィンランド、スウェーデンの北欧２カ国が申請 

ロシア側は核威嚇と送電停止で報復（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220516-626F4NADKNOFHJ3GJ4CENKWDZY/ 

〇 フィンランドの NATO加盟、プーチン大統領の目に映る「核の脅威」（日経 BP） 

https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26599
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 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/051600116/ 

〇 専門家「『戦略的接近』加速の日本と EUは歴史を鑑とすべき」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0516/c94474-10097295.html 

〇 プーチン氏「対抗」と警告、北欧 2国でＮＡＴＯ軍事施設強化なら（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-nato-idJPKCN2N20IO 

〇 【詳しく】フィンランドとスウェーデン NATO加盟なぜ目指す？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220516/k10013628241000.html 

〇 ＜独自＞韓国、竹島南方ＥＥＺ内で無許可調査か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220516-EULIXSSN5BJ3DOJKMTGQSJ7UMU/ 

〇 ロシア外務次官、対抗措置を示唆（共同） 

 https://nordot.app/898866619397685248 

〇 中国の台湾侵攻は釣魚台も対象、日本は「当事者」＝情報機関トップ（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202205160006 

〇 ロシア主導の軍事同盟 首脳会議始まる 欧米をけん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220516/k10013628941000.html 

〇 中国空母の発着艦続く、沖縄南方（共同） 

 https://nordot.app/898906130743508992 

〇 プーチン氏「対抗措置」 北欧 2国に NATO軍事施設なら（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR1648O0W2A510C2000000/ 

〇 露主導サミット、結束誇示へ「軍事演習」表明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220516-OMSYFISIBNNPHALQUVXLRPCH7Y/ 

 

１５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 沖縄本土復帰 きょう 50年 「本土並み」実現に今も多くの課題（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013626861000.html 

〇 沖縄復帰５０年 自立と安定の未来を築きたい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220514-OYT1T50259/ 

〇 沖縄復帰５０年 協調と発展の道を進め 県は抑止力の大切さ認識を（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220515-NOC3CDCPKVIK3JLRBC333HAPOE/ 

〇 （社説）沖縄復帰５０年 いったい日本とは何なのか（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15294425.html 

〇 復帰 50周年、沖縄の米軍基地をどう考えるのか？（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26638 
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https://nordot.app/898866619397685248
https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202205160006
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220516/k10013628941000.html
https://nordot.app/898906130743508992
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR1648O0W2A510C2000000/
https://www.sankei.com/article/20220516-OMSYFISIBNNPHALQUVXLRPCH7Y/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013626861000.html
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220514-OYT1T50259/
https://www.sankei.com/article/20220515-NOC3CDCPKVIK3JLRBC333HAPOE/
https://www.asahi.com/articles/DA3S15294425.html
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26638


R4．6．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 シンポジウム「半世紀の沖縄と日本の未来」詳報、繁栄と安保の両立を…マイケル・グリーン氏

らが講演（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220514-OYT1T50196/ 

〇 ロシアがフィンランドを強くけん制 ウクライナとの攻防続く中（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013627031000.html 

〇 3年ぶりの開催が目白押し、夏までの航空イベントまとめ（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136571 

〇 現地ルポ「本土復帰 50周年」の節目を迎える沖縄 写真が語る歩みと現在（NEWSポストセ

ブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20220515_1752455.html?DETAIL 

〇 沖縄返還 50年、東博の特別展は｢琉球｣の文化と苦難の“沖縄史”を私たちに伝える。

（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-254216 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-NYHMAU7J6FF43JLJJQ5AGEZOXU/ 

〇 消えた軍参謀総長、ロシア作戦失敗で仲間割れか 楽観報告の上に苦戦でプーチン氏激

怒、ＦＳＢを「粛清」 ＧＲＵに権限移行で戦況に変化は？（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220515-AZBJUS3CZBONNDM3CDUFGTP5XM/ 

〇 新型コロナ拡散でもミサイル発射…中国も気にしない北朝鮮の「挑発マイウェイ」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/291040?servcode=500&sectcode=500 

〇 国土の０.６パーセントの沖縄 在日ア米軍施設の７０％が集中（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220515/5090018244.html 

〇 プーチン大統領 NATO加盟求めるフィンランドを強くけん制（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013627181000.html 

〇 【CRI時評】米国によるアジアでの「小サークル」づくりが再び失敗（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/15/ARTI50GocVmx3Mp05ptQJ24a220515.shtml 

〇 プーチン氏、フィンランドの中立放棄は「過ち」（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61453658 

〇 復帰５０年式典 玉城知事式辞全文（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220515/5090018262.html 

〇 中国空母「遼寧」でまた発着艦（共同） 

 https://nordot.app/898462358279684096 

〇 ロシア軍“非人道的兵器”使用か ウクライナ当局映像公開（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/360571 
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〇 「ロシア核戦力が侵攻の道開く」（共同） 

 https://nordot.app/898516313470730240 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 15日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220515/k10013608611000.html 

〇 フィンランド、ＮＡＴＯ加盟方針を正式発表…スウェーデンと「同時申請」か（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220515-OYT1T50169/ 

〇 フィンランド、ＮＡＴＯ加盟正式表明 「新時代開かれる」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220515-4LDXWC2PDBO6HGKJPI7ILXXVBY/ 

 

１４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 13日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220513/k10013608591000.html 

〇 米ロ国防相が電話会談、侵攻後初 即時停戦呼びかけ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-austin-idJPL3N2X532Y 

〇 Ｇ７、ウクライナへ追加支援支持 対ロシアで「結束」示す（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-g7-idJPL3N2X5355 

〇 日米宇宙協力を中露に対抗し強化、首脳会談合意へ…２３日共同声明へ調整（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220513-OYT1T50322/ 

〇 米英豪による安全保障の新枠組み「オーカス」…日本への“お誘い”が「実は本気じゃない」理

由（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/95247 

〇 G7外相、対中懸念を共有（共同） 

 https://nordot.app/897955364587618304 

〇 ウクライナ東部一帯で激しい攻防続く 米国防相が即時停戦要求（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220514/k10013625651000.html 

〇 アメリカとロシアの国防相が電話会談 ウクライナ侵攻後初（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220514/k10013625781000.html 

〇 ロシア、ウクライナ侵攻が裏目に フィンランドのＮＡＴＯ加盟方針（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051300917&g=int 

〇 米政権、ＡＳＥＡＮに秋波 中国念頭に積極外交―首脳会議開幕（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051300962&g=int 

〇 北欧２国の加盟手続き「迅速化」 対ロ安全確保が課題―ＮＡＴＯ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051300759&g=int 

〇 米 ASEAN首脳が共同声明、ロシアの侵攻「即時停止を」（日経） 
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 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1408B0U2A510C2000000/ 

〇 日本とＥＵによる中国関連議論に反対 中国外交部（新華網） 

 http://jp.news.cn/2022-05/14/c_1310592979.htm 

〇 「台湾有事が起きれば、沖縄戦の悲劇の再来が懸念される」と防衛ジャーナリスト（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022051200062.html?page=1 

〇 50年前、日本列島の南海の「真珠」が返還された（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220514/50-11252746.html 

〇 米 ASEAN首脳会議、11月に包括的戦略パートナーシップ創設（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220514/k00/00m/030/060000c 

〇 中国船４隻が領海侵入 尖閣周辺、１０日以来（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220514-7OTBK6SBMFMO3KYWQLWI4WJZTY/ 

〇 自衛隊への理解進む沖縄 緊張感高まる東アジア、増す重要度（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220514-B6RSZBJUIFIKRNRJ6EXLXXXWRI/ 

〇 ロシア軍の作戦、米の分析では「２週間は遅れている」…要素の一つは「榴弾砲」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220514-OYT1T50142/ 

〇 大阪「港」への中国の浸透を警戒せよ！ 「上海電力」発電事業に安保上の懸念、元大阪市

長・橋下徹氏に説明求める声（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220514-4JRXS6DKMRLGNHOMDQWPYOKZ3E/ 

〇 米大統領、フィンランド、スウェーデン両首脳にＮＡＴＯ加盟支持 電話会談で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220514-QNB36ZLP65JW5INPITVULZULNM/ 

〇 米ＡＳＥＡＮ首脳会議閉幕 中国に後手、人権…課題残したバイデン政権（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220514-MIBX67P67ZJNTB5H4H6O2MVCCY/ 

〇 NATO加盟申請で「総点検」...フィンランドが誇る巨大「核シェルター」の充実度

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/05/nato-45.php 

〇 対中安保の「最前線」沖縄 変わる戦略環境（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220514-DOZIHVCVYFMIHI3NXCU24LXK7M/ 

〇 G7外相会合 閉幕 ウクライナへ兵器供与を含む支援継続を強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220514/k10013626931000.html 

〇 プーチン氏「加盟は過ち」（共同） 

 https://nordot.app/898187899978891264 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 14日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220514/k10013608601000.html 

〇 米 ASEAN関係格上げ、対中対ロでは温度差 特別首脳会合（日経） 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1408B0U2A510C2000000/
http://jp.news.cn/2022-05/14/c_1310592979.htm
https://dot.asahi.com/aera/2022051200062.html?page=1
https://jp.sputniknews.com/20220514/50-11252746.html
https://mainichi.jp/articles/20220514/k00/00m/030/060000c
https://www.sankei.com/article/20220514-7OTBK6SBMFMO3KYWQLWI4WJZTY/
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https://www.yomiuri.co.jp/world/20220514-OYT1T50142/
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https://www.sankei.com/article/20220514-QNB36ZLP65JW5INPITVULZULNM/
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https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/05/nato-45.php
https://www.sankei.com/article/20220514-DOZIHVCVYFMIHI3NXCU24LXK7M/
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 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN13FBB0T10C22A5000000/ 

〇 対ロシア制裁拡大で一致 G7が外相声明（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA11DTU0R10C22A5000000/ 

〇 G7、ウクライナ侵攻に関する外相声明の要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1422E0U2A510C2000000/ 

〇 G7外相会合 “ロシアに対し 連携して圧力を強化” 声明を発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220514/k10013627011000.html 

 

１３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 北朝鮮 弾道ミサイル 3発発射 EEZ外に落下か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220512/k10013623551000.html 

〇 北欧の安全保障が激変、高まるロシアの脅威に備えるフィンランド…ＮＡＴＯと合同軍事演習

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220513-OYT1T50059/ 

〇 比次期大統領 地域の安定へ連携働きかけよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220512-OYT1T50333/ 

〇 オーストラリアで揺れる中国とソロモンの安保協定（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26563 

〇 ロシア、侵攻直前に衛星通信企業へサイバー攻撃 端末数千台破壊（MIT） 

 https://www.technologyreview.jp/s/275828/russia-hacked-an-american-satellite-

company-one-hour-before-the-invasion/ 

〇 フィンランド、ＮＡＴＯ加盟へ始動 ロシア侵攻で中立転換―スウェーデンも（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051200770&g=int 

〇 米、ＡＳＥＡＮ支援に１９０億円 中国念頭に連携（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220513-6VJD5YNV7RNR3HLTWVB7XVL4JM/ 

〇 米、ASEANに 1.5億ドル拠出「より強固な関係を」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220513/k00/00m/030/017000c 

〇 ロシアが報復を警告、フィンランド首脳のＮＡＴＯ加盟支持表明を受け（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187421.html 

〇 米 ASEANに 1億 5000万ドルを支援と発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220513/k10013624021000.html 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 13日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220513/k10013608591000.html 

〇 【速報中】黒海でロシア軍の艦船が炎上 ウクライナ軍の攻撃と報道官（朝日） 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220514/k10013627011000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220512/k10013623551000.html
https://www.yomiuri.co.jp/world/20220513-OYT1T50059/
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220512-OYT1T50333/
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26563
https://www.technologyreview.jp/s/275828/russia-hacked-an-american-satellite-company-one-hour-before-the-invasion/
https://www.technologyreview.jp/s/275828/russia-hacked-an-american-satellite-company-one-hour-before-the-invasion/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051200770&g=int
https://www.sankei.com/article/20220513-6VJD5YNV7RNR3HLTWVB7XVL4JM/
https://mainichi.jp/articles/20220513/k00/00m/030/017000c
https://www.cnn.co.jp/world/35187421.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220513/k10013624021000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220513/k10013608591000.html
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 https://www.asahi.com/articles/ASQ5D0BK4Q5CUHBI02N.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ２８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220513-6IKXTCP6UZOVNGFHAELLTA4KGI/ 

〇 米は中国の核心的利益に関わる問題で火遊びをしてはならない 中国外交部（新華網） 

 http://jp.news.cn/2022-05/13/c_1310592026.htm 

〇 焦点：進む「要塞化」、沖縄が日本復帰 50年 対中国の最前線に（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-defence-okinawa-idJPKCN2MZ03Z 

〇 ネイションへの埋め込み 時代逆行の「大きな物語」（中外日報） 

 https://www.chugainippoh.co.jp/article/ron-kikou/jiji/20220513.html 

〇 岸防衛相「今なお大きな基地負担」 沖縄復帰５０年で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220513-XQBIXKUS5JJEDGIQ3LM2GQZM7U/ 

〇 ロシア、フィンランドの NATO加盟に「報復措置」と警告 欧米は全面支持（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61432782 

〇 有事の際に沖縄県民を守るための２つの課題（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26615 

〇 「力による一方的な現状変更認めない」…日仏外相、自由で開かれたインド太平洋実現へ協

力（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220513-OYT1T50138/ 

〇 核兵器の使用に言及「許し難い」 ＥＵ大統領、広島で声明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220513-MGJZJUPO2ZIZHHDEYXVQLHGJ2A/ 

〇 岸防衛相 「沖縄に大きな基地負担」 軽減に取り組む考え強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220513/k10013624391000.html 

〇 米国主導の「アジア版 NATO」に現実味 “言いなり”岸田政権が招く一触即発の事態（日刊

ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/305117 

〇 Ｇ７、ウクライナへ追加支援支持 対ロシアで「結束」示す（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-g7-idJPKCN2MZ0AV 

〇 統治下伝える琉球切手 日本郵便沖縄支社が２４６種公開へ…自然や時代映す（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220513-OYTNT50074/ 

〇 「ミサイル防げる原発はない」 原子力防災担当相（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5F46XMQ5FULBH008.html 

〇 米国は中国の核心的利益に関わる問題で火遊びをするべきではない（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0513/c94474-10096405.html 
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〇 江戸の北方防衛から学ぶ安全保障の教訓 「憲法を改正して、自主防衛の準備を始めるべ

き」 歴史研究家・中村恵子氏が新著で指摘（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220513-RMERTOBJ6NNMDC7NQAMXY3FKFE/ 

〇 EU大統領が広島訪問、核廃絶訴え ロシアの威嚇を非難（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA12A450S2A510C2000000/ 

〇 飛行機じゃ無理！ 自衛艦の「現金輸送大作戦」 かくて沖縄はドルから円に変わった（乗りも

のニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118247 

〇 オーストラリア、中国海軍の偵察船が沿岸に出現と発表（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220513/11246188.html 

〇 西側の制裁が世界を巻き添えに 世界経済に幾重ものリスク（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0513/c94474-10096514.html 

〇 外交部「台湾海峡の平和と安定は民主国家の共通認識」 日 EU首脳協議受け（フォーカス

台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202205130003 

〇 米沿岸警備隊も対中国強化 ASEAN訓練へ 80億円（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN134Z30T10C22A5000000/ 

〇 ロシアへの経済制裁、限界が露呈、戦闘短期化の期待低下…無関係な国々にリスク波及

（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2022/05/post_295503.html 

〇 「宇宙の安全保障」に関するルールで合意できるか：国連で始まった議論の行く先（WIRED） 

 https://wired.jp/article/delegates-at-the-united-nations-have-begun-forging-new-

rules-for-space/ 

〇 ＥＵ、ウクライナに 5億ユーロ相当の追加軍事支援へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-g7-borrell-idJPL3N2X521P 

〇 続く基地論争 岸防衛相は戦略的重要性と県の負担軽減を強調（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/105880 

〇 林外相 ウクライナ外相と会談“ロシア制裁 継続が重要”で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220513/k10013625411000.html 

〇 中国外務省 日・EU定期首脳協議の共同声明に強く反発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220513/k10013625461000.html 

〇 外交部 「南海行動規範」の早期達成に期待（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/13/ARTIUjGt3ocXKX24nVjyCWUL220513.shtml 
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１２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 英、北欧 2カ国と安保宣言に署名 有事に軍事支援（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-finland-britain-johnson-idJPL3N2X341R 

〇 人口１７００人の与那国島、有事の最前線…自衛隊配備進む［沖縄復帰５０年］＜１＞安全保

障（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220511-OYT1T50316/ 

〇 マルコス比大統領 対中融和路線で良いのか（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220512-NGSCVURL5JN3PLMCQ3CH6UAEVM/ 

〇 （社説）フィリピン 強権を引き継ぐ危うさ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15291025.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-NYHMAU7J6FF43JLJJQ5AGEZOXU/ 

〇 北朝鮮ミサイル発射 国連安保理緊急会合 制裁で米と中ロが対立（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220512/k10013622281000.html 

〇 豪はソロモン諸島への脅迫をやめるべきだ 中国外交部（新華網） 

 http://jp.news.cn/2022-05/12/c_1310590758.htm 

〇 尖閣周辺に中国公船 ２７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220512-CGGOHGXRH5INTCGQLESGD4JHUQ/ 

〇 戦後最悪の日韓関係 新大統領就任で改善なるか（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/82339.html 

〇 英国、フィンランド・スウェーデンと安全保障強化で合意（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61418062 

〇 【CRI時評】欧州の安全は欧州自らの手でコントロールすべき（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/12/ARTIkfmqxm5NunYRdKczQqfT220512.shtml 

〇 米海軍の無人偵察機 一時配備へ 米軍岩国基地（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20220512/4060013373.html 

〇 日ＥＵ首脳、対ロ制裁で連携確認 中国への警戒感を共有（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051200153&g=pol 

〇 日・EU定期首脳協議 ウクライナ情勢 連携働きかけで一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220512/k10013622361000.html 

〇 米高官、フィリピン・マルコス新政権と「早期の関係構築目指す」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220512/k00/00m/030/096000c 

〇 対フィリピン関係、マルコス次期政権で一段と強固に＝中国大使（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/philippines-election-china-idJPKCN2MY09T 
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〇 民主主義の模範国スイス、国連の民主化を促せるか（SWI） 

https://www.swissinfo.ch/jpn/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9%

E3%81%AE%E6%A8%A1%E7%AF%84%E5%9B%BD%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%

82%B9-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%8C

%96%E3%82%92%E4%BF%83%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%8B/47581814 

〇 NATO加盟「誰の不利益にもならない」 フィンランド大統領（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3404488 

〇 沖縄は冷戦時代より重要性増す「太平洋の要石」 台湾有事の危険、地政学的注目 １５日に

返還５０年 元米国防総省職員が当時を語る（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220512-KSVC62IDMRNPPEZNBBAFOEFM4I/ 

〇 中国空母「安保上の懸念」 制服組トップが警戒感（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220512-QWHI25AUZJM6RK6Z7CLCHS7HGM/ 

〇 NATO とロシアの対立激化 安全保障不可分性の否定は間違っている（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0512/c94474-10095835.html 

〇 フィンランドとスウェーデン、北欧 2国が抱える NATO加盟のジレンマ（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/world/00481/ 

〇 フィンランド、ＮＡＴＯ加盟申請へ…軍事同盟に加わらない立場から転換（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220512-OYT1T50212/ 

〇 EU大統領「対中ロで連携強化を」、岸田首相と会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1161D0R10C22A5000000/ 

〇 フィンランドは「NATO加盟申請すべき」首脳が表明。ウクライナ侵攻を受けて決断【声明全

文】（ハフィントンポスト） 

 https://www.huffingtonpost.jp/entry/finland-nato_jp_627c8323e4b016d742f6d455 

〇 岩国基地に米軍無人偵察機を初配備へ 5月中旬にも 西太平洋監視（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220512/k00/00m/030/179000c 

〇 習氏がマルコス氏と電話協議 フィリピン大統領選当選に祝意示す（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220512/k00/00m/030/182000c 

〇 フィンランド、ＮＡＴＯ加盟方針 首脳表明 露の脅威へ対処 近く最終正式決定（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220512-NTXLCUJTLFKRTOTSSXC5MS566I/ 

〇 北朝鮮、短距離弾道ミサイル 3発発射 日本 EEZ外に落下か（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM12BBK0S2A510C2000000/ 

〇 フィンランド、NATO加盟申請の方針を発表 ロシアのウクライナ侵攻受け（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61420545 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル 3発、日本ＥＥＺ外に落下（REUTERS） 

https://www.swissinfo.ch/jpn/%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%AE%E6%A8%A1%E7%AF%84%E5%9B%BD%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9-%E5%9B%BD%E9%80%A3%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%8C%96%E3%82%92%E4%BF%83%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%81%8B/47581814
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 https://jp.reuters.com/article/idJPL3N2X42HJ 

〇 フィンランド、NATO加盟「速やかに申請」（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3404524 

〇 「ロシアの戦争犯罪責任者を裁きに」 日ＥＵ首脳声明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220512-2TWMET74LFJY7OU2CK5QWOYU4A/ 

〇 日・EU定期首脳協議 ウクライナ情勢 連携働きかけで一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220512/k10013622361000.html 

〇 韓国軍 “北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイル 3発発射”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220512/k10013623601000.html 

〇 フィンランド、集団防衛で対露抑止 中立路線を転換（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220512-2TXZ3HGK6VITJKN7RSPYIZPH7E/ 

〇 スウェーデン外相、フィンランドの見解考慮 ＮＡＴＯ加盟申請（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-nato-sweden-idJPL3N2X42QH 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル３発発射 岸防衛相（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220512-HNEMQEQJNNJ7PPPSUCXMYJ2TOU/ 

〇 「ＮＡＴＯ加盟、遅滞なく」フィンランド大統領が声明 ロシアの警告に国民反発 中立路線、

歴史的転換へ（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/176989 

〇 ミサイル発射巡る対北朝鮮制裁、安保理足並みそろわず アメリカの強化方針に中ロが反発

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/176991 

〇 フィンランド NATO加盟求める方針 ロシアのウクライナ侵攻受け（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220512/k10013622881000.html 

〇 米、ＡＳＥＡＮ関与強化 特別首脳会議 対中国念頭に（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220512-PJKQ4RTSEBJFTNSYH5UIUJCYEI/ 

〇 グローバルホークとトライトン、2022年も日本に 2機種同時展開 横田と岩国（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136634 

〇 「中国とソロモン諸島の安全保障協力は合理的かつ合法的」＝外交部（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/12/ARTIdobzIMIjFLsocR6i7FbE220512.shtml 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 12日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220512/k10013608571000.html 

〇 北朝鮮が短距離弾道ミサイル３発発射 韓国政府「重大な挑発」（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220512006700882 

〇 北ミサイル３発発射、最高高度約百キロで約３５０キロ飛翔（産経） 
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１１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日本 利害を共有する国との関係強化 脅威増す中共政権念頭に（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/05/56577/ 

〇 ウクライナ戦争で沈む「欧州のリーダー」ドイツ（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/051000327/ 

〇 韓国新大統領 対日改善策を明確に示せ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220510-QAYW2X5KQJID3E6MFIC74CGBSY/ 

〇 プーチン大統領が「核使用で戦局打開」する可能性を否定できない理由（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/302577 

〇 日本はウクライナ問題にかこつけて、何を企んでいるのか―中国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b893906-s25-c100-d0193.html 

〇 沖縄復帰 50年 すべての国民が同盟強化と向き合う時（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26592 

〇 100年に一度の「戦争と疫病」の危機を乗り越えるために【長島昭久のリアリズム】（TOKYO 

HEADLINE） 

 https://www.tokyoheadline.com/622420/ 

〇 ロシア動向「懸念持ち注視」 インド太平洋への波及許さず―防衛白書素案（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051001162&g=pol 

〇 キッシンジャー氏「ウクライナ戦争後、中ロ連帯を壊す別々のアプローチが必要」（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/43425.html 

〇 中国、台湾の平和的な統一望みつつ軍事的に準備＝米高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-taiwan-idJPKCN2MW2DP 

〇 ロシア大統領演説 歴史冒涜する侵略戦争正当化（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-05-11/2022051102_01_0.html 

〇 山口・下関生まれの大型巡視船 フィリピン沿岸警備隊で運用開始 ヘリも搭載 OK（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118368 

〇 尖閣周辺に２６日連続で中国公船（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220511-4HG3WA4WZFJATDW5AMKUE4DRDQ/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-NYHMAU7J6FF43JLJJQ5AGEZOXU/ 

〇 米軍巡洋艦 台湾海峡を通過 軍事的な活動活発化の中国けん制か（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220511/k10013620511000.html 

〇 沖縄と自衛隊 ～急患空輸 本土復帰から 50年続く現場から（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220511/k10013620561000.html 

〇 ウクライナ即時停戦迫る 米ＡＳＥＡＮ首脳会議声明案判明（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051100211&g=int 

〇 高まる「3正面脅威」どう備える ロシアの動向うかがい、中国の海洋覇権・北朝鮮の挑発がエ

スカレート（まいどなニュース） 

 https://maidonanews.jp/article/14616495 

〇 「中国は友人」比次期政権、親中継続へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220511-6XOBLCT32BIM7KEEZJIBQZ7UMQ/ 

〇 元大統領の長男ボンボン･マルコスが当確 比大統領選、対立候補支持者のデモで混乱も

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/05/post-98662.php 

〇 中国、オセアニアの軍事化で米国を非難（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220511/11228930.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 11日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220511/k10013603171000.html 

〇 英、北欧 2カ国に軍事支援表明（共同） 

 https://nordot.app/897120821353119744 

 

１０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 仏大統領、新たな「欧州政治共同体」支持 ウクライナ・英を念頭に（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/eu-future-france-macron-idJPKCN2MV1JZ 

〇 プーチン氏の演説 侵略正当化は容認できぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220510-FBTFAFABKFJGVF2LVITD42LRXA/ 

〇 （社説）プーチン演説 許されぬ侵略の正当化（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15288767.html 

〇 プーチン大統領 演説で侵攻正当化も「戦争状態」は言及せず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220509/k10013617871000.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-NYHMAU7J6FF43JLJJQ5AGEZOXU/ 

〇 重み増す太平洋の要石、沖縄 米軍の「中国封じ込め」最前線―新部隊構想も議論進まず・

復帰５０年（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022051000242&g=int 
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〇 「プーチンは歴史修正主義」 米大統領報道官（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN100DN0Q2A510C2000000/ 

〇 中国の脅威で試される日本の安全保障、種子島近い基地計画に地元二分（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-05-10/RBFQ82T0G1KW01 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-NYHMAU7J6FF43JLJJQ5AGEZOXU/ 

〇 「軍事作戦は第 2段階に入った」 本格的「戦争」になれば CSTOの国に協力や参戦を迫る

可能性も（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022050900044.html?page=1 

〇 米陸軍の退役少将に聞く ウクライナが勝利するために必要なこと（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35187175.html 

〇 マクロン大統領「欧州政治共同体」の創設を提唱 ロシアの軍事的脅威に対抗か（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/176439 

〇 米高官「今世紀の根源的な課題はインド太平洋地域に存在」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220510/k10013618571000.html 

〇 中国船、領海侵入続く 尖閣周辺、今年７日目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220510-HP5JK7T6DRKXVMNKHVTAJKCGPM/ 

〇 仏マクロン大統領と独ショルツ首相 ウクライナ支援の姿勢強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220510/k10013618221000.html 

〇 中国空母、艦載機発着１００回以上 日本と台湾に近接（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220510-X5L5ZTQ565IYVEATFIPATTCLMY/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-NYHMAU7J6FF43JLJJQ5AGEZOXU/ 

〇 北朝鮮ミサイル「変則軌道」と推定 岸防衛相「日米韓連携強化を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5B4F5XQ5BUTFK007.html 

〇 米軍無人機の自衛隊鹿屋航空基地への配備 この夏以降に実施か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220510/5050018680.html 

〇 中国船２隻、領海出る 尖閣周辺、２日連続で侵入（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220510-FTNJ5H7M4FLPFMBX2SPGLSOUQ4/ 

〇 ロシア軍に内部混乱か 「終末の日の飛行機」観閲中止の背景 「戦争宣言」踏みとどまる

プーチン氏 「空軍内部の反発やボイコットの可能性も」世良氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220510-ZPQYH6NRLFLVZI7333L6HJC46I/ 

〇 中国空母、沖縄南方で「艦載機発着 100回超」 台湾有事を念頭か（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ5B53PTQ5BUTIL00N.html 
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〇 米国務省サイト、台湾独立不支持などの文言削除 中国は猛反発（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-usa-taiwan-idJPL3N2X21XN 

〇 「非武装中立」が幻想にすぎないことを、明白に示した歴史的事件（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/47394 

〇 韓国外交、日米韓重視に転換 5年ぶり政権交代（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM102FP0Q2A510C2000000/ 

〇 フィリピン大統領選 元大統領の長男マルコス氏 大差で勝利（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220510/k10013618701000.html 

〇 ボンボン・マルコスとは何者か？ フィリピン次期大統領について知っておくべき「6つのこと」

（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/287895/ 

〇 中国 DJI､ロシアとウクライナでドローン販売中止（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/586787 

〇 中国の王外相近くソロモン訪問か（共同） 

 https://nordot.app/896743232633618432 

〇 防衛白書 ロシア軍事侵攻の項目を新設 重大な懸念持って注視（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220510/k10013620361000.html 

〇 習氏、米欧の結束けん制（共同） 

 https://nordot.app/896763011568631808 

〇 ウクライナ危機が招く地域間対立、危機そのものより脅威＝習主席（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/france-china-macron-xi-idJPL3N2X23AN 

 

０９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 地政学と歴史から理解する｢プーチンの思想｣（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/586503 

〇 ［ニュース分析］「北朝鮮の７回目の核実験差し迫る」…新政権との「強対強」不可避（ハンギョ

レ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/43397.html 

〇 崩壊の瀬戸際にある戦後国際秩序の中で日本が取るべき選択とは＝平田崇浩（週刊エコノミ

スト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220517/se1/00m/020/024000c 

〇 《防衛産業＆安全保障》 ロシアの「小型核」使用を排除できないこれだけの理由＝会川晴之

（週刊エコノミスト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220517/se1/00m/020/023000c 
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〇 《防衛産業＆安全保障》 ウクライナ侵攻以前から実は米防衛企業株が長期上昇していたワ

ケ＝編集部（週刊エコノミスト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220517/se1/00m/020/044000c 

〇 日本の対ロ制裁はクリミア危機の時とまるで異なる―香港メディアが理由を分析

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b893808-s25-c100-d0198.html 

〇 カナダ首相がキーウ電撃訪問、追加軍事支援など表明（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-canada-idJPKCN2MU0MR 

〇 中国船２隻が領海侵入 尖閣周辺、４月１２日以来（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220509-HTNVHHZRG5NJZMNAZMTX6AZZHE/ 

〇 Ｇ７首脳がウクライナ大統領と協議 軍事・経済支援継続を表明（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187200.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-NYHMAU7J6FF43JLJJQ5AGEZOXU/ 

〇 日本は国防でも「IT後進国」だったという残念すぎる現実（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/242797 

〇 ロシアとウクライナの衝突を利用 日本の狙いは？（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-05/09/content_78208042.htm 

〇 中国指導部の対台湾計画に影響、ウクライナ紛争で＝米ＣＩＡ長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-china-usa-cia-idJPKCN2MV08E 

〇 岸田政権を逆恨み、プーチン氏激怒で〝報復画策〟 中国・北朝鮮を巻き込み「第三次世

界大戦」 ５月中に核Ｘデー設定か（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220509-5EBZMCC435JDJCFXSUBMA4VDJY/ 

〇 日本議員の訪台期間中、中共軍機が台湾防空圏に侵入（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=33329 

〇 プーチン氏、侵攻を正当化（共同） 

 https://nordot.app/896305116658171904 

〇 プーチン大統領 演説【詳細】「戦勝記念日」式典（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220509/k10013616831000.html 

〇 台湾有事を想定し、空母「遼寧」と合同演習か…中国軍「東部戦区」の部隊が演習（産経） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220509-OYT1T50137/ 

〇 ウクライナ侵攻の意味するもの（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220509-UGSIESD33VKWXIVVSHRZQRA7EU/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 9日の動き）（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220509/k10013603141000.html 

〇 林外相、フィジーとパラオ訪問 中国の進出めぐり懸念を共有（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/105648 

〇 【演説全文】プーチン大統領 戦勝記念日で語ったことは（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220509/k10013618261000.html 

〇 空母遼寧で 6日連続発着艦（共同） 

 https://nordot.app/896411315260719104 

 

０８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 8日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220508/k10013603111000.html 

〇 米軍無人偵察機 海自鹿屋基地への機体配備は 8月以降か 「今春」からずれ込む公算（南

日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/155812/ 

〇 艦乗りが一発で起床する「呪文」を唱えた結果… 出産がまるで自衛隊の訓練風景に（乗りも

のニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/117961 

〇 外相 パラオ大統領と会談「自由で開かれたインド太平洋」連携（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220508/k10013615801000.html 

〇 中国ソロモン協定に懸念、林外相（共同） 

 https://nordot.app/895927503431729152 

〇 北朝鮮がまた不可解な「沈黙」…ＳＬＢＭ発射も報じず（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220508-U3Z3QK2N3JPBDMXMZEALGYWQGQ/ 

〇 林外相、中国・ソロモン協定にパラオと懸念共有（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220508-LZMYKSG57FLHBM2WZTMXC4Z4TE/ 

〇 ＮＡＴＯ、移行期間中に部隊展開も スウェーデンが加盟申請なら（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35187183.html 

〇 米空母「ロナルド・レーガン」横須賀出港 短期試験航海か（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-908937.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 8日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220508/k10013603111000.html 

〇 「『複合事態』に備え、北海道に中距離ミサイル配備を」と佐藤氏（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/357415 

〇 中国空母、沖縄南方で５日連続戦闘機発着艦（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220508-5SPR4QAENRI45KYU6SPKOJ6ONU/ 

 

０７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 岸田首相が台湾海峡平和の重要性強調、外交部：共に国際正義を守ろう（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95217 

〇 「侵略」「ロシア」「非難」の文言なし、法的拘束力もなし…ウクライナ侵攻後初の安保理議長声

明（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220507-OYT1T50059/ 

〇 首相欧州歴訪 対露圧力の国際協調を強めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220506-OYT1T50226/ 

〇 ウクライナ情勢に「深い懸念」、国連安保理が声明 ロシアも支持（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL3N2WY369 

〇 首相の６カ国訪問 対露圧力にアジアの声を（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-3DS3SQR5URIKZFW5JGLNJFEU7M/ 

〇 （社説）日欧首脳外交 多角的な連携築く時だ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15287123.html 

〇 和平めざす国連事務総長の努力に強い支持 安保理議長声明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-2L3B4WISHVLIZHO25BWA5KDIAA/ 

〇 安保理、ウクライナの平和に懸念（共同） 

 https://nordot.app/895408207804907520 

〇 安保理、ウクライナ巡り初の声明採択「平和維持に懸念」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN06B8O0W2A500C2000000/ 

〇 ポーランドが敵対的な言動、「脅威の源」の恐れ＝ロシア大統領報道官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-poland-idJPKCN2MS1W0 

〇 国連安保理 軍事侵攻以降初の議長声明採択 ロシア含め全会一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220507/k10013614471000.html 

〇 北朝鮮、豊渓里で核実験準備か…坑道の補修とトラックを確認（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20220507/3364558/1 

〇 米、200億円の追加軍事支援 ウクライナに火砲など（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN070ER0X00C22A5000000/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ２２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-QWK3VYUPUVJK3MGOSW54KU4ONY/ 

〇 ロシア艦「モスクワ」沈没は米情報がもとで＝米報道 行動はウクライナの判断と米政府

（BBC） 
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 https://www.bbc.com/japanese/61360507 

〇 北欧、ＮＡＴＯ加盟へ加速 近く申請発表も、ロシア反発（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022050700158&g=int 

〇 安倍晋三元首相 「再々登板」に立ちはだかる巨大な壁 「日本の相当な危機」で白羽の矢が

立つか 「元老」でも存在感十分（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220507-R5E7W65JTVM6RCFF3CG7MLWXT4/ 

〇 中国、世界規模の陣営対立を煽る NATOに断固反対（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-05/07/content_78205590.htm 

〇 中国の影響力拡大をけん制（共同） 

 https://nordot.app/895576979697401856 

〇 NASA長官「中国の宇宙開発について把握していない」（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/05/56539/ 

〇 岸防衛相が北ミサイルを非難 米大統領訪日も控え（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-7RA66LOK6VOMZIBEZBCFND6EWQ/ 

〇 韓国が緊急ＮＳＣ開催 北朝鮮のミサイル発射を非難（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220507000700882 

〇 発着艦４日目、台湾方面へ 沖縄南方の中国空母（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-6BK5SO7DN5MHRHDW6UOAX56AOM/ 

〇 北ミサイル発射、潜水艦から直接 日米韓揺さぶり（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-Z5RH3ZXPYBIQHDM7BGRZW6MCBU/ 

〇 林外相 フィジー首相と会談 連携強化で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220507/k10013615341000.html 

〇 安保理議長声明「平和努力の基礎に」 国連専門家リチャード・ゴーワン氏（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-DGCHFZEAIBOY7BSTAW44WM6WRI/ 

〇 首相、万全の対応を指示 北ミサイル発射（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-FFDQ5HOXVRLZRE6YOGOSOSKA44/ 

〇 ウクライナ侵攻正当化 5・9対独戦記念日、プーチン氏演説へ 軍事パレードは縮小傾向

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/176030 

〇 中国軍拡に懸念、露も注視 米第７艦隊司令官に聞く（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-LQYXSCO3OJPFFK6BJHEVU4F76I/ 

〇 自民、専守防衛見直し論 「必要最小限度」解釈修正（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220507-46UI4G5JLJOIFDAM5YLRP5H6QY/ 
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０６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日英首脳会談 “力による現状変更認めず” ロシアや中国念頭に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220505/k10013612841000.html 

〇 「民主主義国同士は戦争しない」 首相、カントを引用（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA053L40V00C22A5000000/ 

〇 中国海軍の空母 沖縄近海で発着艦 戦闘機やヘリコプター（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/356553 

〇 ＮＡＴＯ、スウェーデン加盟申請なら安全保障提供＝事務総長（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-sweden-nato-idJPKCN2MR1IG 

〇 トラス英外相、世界の安全保障に関する新たなアプローチ発表（JETRO） 

 https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/05/828ae2a9967b05bc.html 

〇 インド、フランスと防衛技術協力 脱ロシア依存に布石（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR051PP0V00C22A5000000/ 

〇 【独自】ジョンソン英首相、ロシア侵攻「成功させてはならない」…読売単独インタビュー（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220505-OYT1T50226/ 

〇 露の入国禁止 孤立深める愚かな策だ 首相は追加制裁をリードせよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220506-Y5K565U3IBMRBN2AB3W5SBC5YY/ 

〇 尖閣視察を断念 久間元防衛相ら、悪天候で出港できず（琉球新報） 

 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1512635.html 

〇 ９条の力 全面発揮今こそ（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-05-06/2022050601_01_0.html 

〇 ウクライナで国際法違反「１８０件裏付け」 国連（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220506-7XHXYRGWNZPVZEWNSIGCIY4F5U/ 

〇 外相、太平洋島しょ国訪問へ 中国の影響力拡大に歯止め（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0511N0V00C22A5000000/ 

〇 日韓への「核の傘」、バイデン氏が再確認へ…米情報機関は北の７回目核実験を警戒（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220506-OYT1T50103/ 

〇 フィリピンで主力巡視船の就役式（共同） 

 https://nordot.app/895141575779942400 

〇 マリウポリ市民避難進まず ロシア軍 9日までの掌握ねらいか（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220506/k10013613331000.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-NYHMAU7J6FF43JLJJQ5AGEZOXU/ 
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〇 外国船への体当たり、漁船で強制労働…中国海事活動の実態＝米海軍報告書（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/105564 

〇 住民避難の「３日間戦闘停止」履行せず…ロシア軍が製鉄所への攻撃続行（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220506-OYT1T50110/ 

〇 英日首脳が会談、防衛訓練の円滑化で大枠合意 ロシアへの懸念を背景に（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61343235 

〇 日本がフィリピンに大型巡視船を供与 南シナ海警備などのため（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220506/k10013613461000.html 

〇 対中・対露で新「日英同盟」 「自由で開かれたインド太平洋」に向けて連携、関係再構築へ 

「結果的に米国との同盟も強化・発展」井上和彦氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220506-U2YGNOQFFNJNBJ5ENRIHZFSTKY/ 

〇 改憲への機運〝ダブルスコア〟以上も 憲法９条「自衛隊明記」世論調査 毎日新聞では「賛

成５８％」「反対２６％」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220506-DEONR6RBT5PEFCSDF7RPNF57SQ/ 

〇 米国の対中戦略的競争、袋小路から脱却せよ（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-05/06/content_78203779.htm 

〇 南太平洋の多国間訓練、自衛隊が初参加 中国の海洋進出念頭に（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220506-WU7VXGFFHJNQ3CAZI3JPXFUS7Q/ 

〇 中国海軍空母「遼寧」、5/3〜4に太平洋で J-15戦闘機や Z-18ヘリ発着艦（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/136581 

〇 中国 岸田首相会見に強く反発「中国の脅威を騒ぎ立てている」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220506/k10013614281000.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 6日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220506/k10013593921000.html 

〇 「台湾問題でとやかく言うな」中国、岸田首相発言に反発（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM069NZ0W2A500C2000000/ 

 

０５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 国連総長、北朝鮮のミサイル発射批判「緊張高めるだけ」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN043NC0U2A500C2000000/ 

〇 北ミサイル発射 核戦力強化は深刻な脅威だ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220504-OYT1T50138/ 

〇 日米防衛相会談 北朝鮮・中国への対処 連携強化を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220505/k10013611891000.html 
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〇 海自最北の基地 余市防備隊の厨房拝見（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220505-O323ZEADV5NYVAYU6KXQWCEDPY/ 

〇 北朝鮮、ＩＣＢＭ「火星 15型」と推定されるミサイル発射（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/43361.html 

〇 防衛産業、基盤強化に本腰 相次ぐ撤退に危機感―政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022050400399&g=pol 

〇 北朝鮮、今月末の韓米首脳会談狙い「計算された挑発」の可能性（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/290701?servcode=200&sectcode=200 

〇 ウクライナ侵攻を続けるロシアが、ハッカーからの集中砲火を浴びている（WIRED） 

 https://wired.jp/article/russia-hacked-attacks/ 

〇 北朝鮮 弾道ミサイル 1発を発射 EEZ外側に落下か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220504/k10013611171000.html 

〇 米国防長官、「インド太平洋に軍事兵器の配備拡大」、中朝の脅威に対応（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20220505/3359677/1 

〇 日英、安保新協定で原則合意（共同） 

 https://nordot.app/894742321280712704 

〇 中国空母「遼寧」 沖縄近海で戦闘機の発着艦&編隊飛行を実施 防衛省（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118282 

〇 中国・北朝鮮にらみ安保戦略すり合わせの方針 日米防衛相会談で確認（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220505/k00/00m/030/026000c 

〇 中国海軍空母で戦闘機など発着確認 沖縄の南の太平洋（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220505/5090018136.html 

〇 衆院議員２人が尖閣視察を断念 安保議員協議会（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220505-XV2U5J4AQ5ICTGX4XHEKRDCQNU/ 

〇 自民党議員団、台湾蔡英文総統と会談 安全保障における日台関係の重要性を再確認（大

紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/105503 

〇 ウクライナ侵攻で警戒 日本の「北の守り」は 【ネタプレ政治部】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/356249 

〇 米情報機関、ウクライナにロシア軍将官の位置情報提供か 米紙（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3403348 

〇 米国には自らの戦略的利益の代償を世界に払わせる権利はない（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0505/c94474-10092548.html 

〇 中国海軍空母「遼寧」 沖大東島 230キロを航行 艦載機･ヘリ発着も確認（FNN） 
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 https://www.fnn.jp/articles/-/356380 

〇 中露艦艇の海峡通過が増加 昨秋以降 今年は倍ペース（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220505-HXUPVQLRN5L5RO7ALC7SWDS5LA/ 

〇 海上自衛隊が子どもの日に投稿した「筋肉鯉のぼり」写真が大好評 「圧巻」「これは濃いのぼ

り」（ITmedia） 

 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2205/05/news049.html 

〇 米豪による中国とソロモン諸島の安全保障協力への非難はダブルスタンダード＝外交部

（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/05/05/ARTI8ZtmDS6lq8UO5O2Pm4if220505.shtml 

〇 日米防衛相会談、中朝露の脅威を議論 同盟の抑止力強化に向けた取組加速へ（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/105514 

〇 日米防衛相、抑止力の具体化で一致…北朝鮮ミサイル「断じて容認できない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220505-OYT1T50142/ 

〇 蔡・総統、日本の自民党青年局訪問団の表敬受ける（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95212 

〇 ウクライナへの初の戦車輸出を承認（ドイツニュースダイジェスト） 

 http://www.newsdigest.de/newsde/column/dokudan/12928-1169/ 

〇 共同訓練円滑化協定で大枠合意 日英首脳会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220505-UGMWX3Q3SNPVPEWPAMSWE54TKI/ 

〇 岸田首相、「ウクライナは明日のアジア」と危機感 対ロ追加制裁表明（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-kishida-idJPKCN2MR18A 

〇 岸田首相 ロシアに新たな制裁措置を発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220505/k10013613061000.html 

〇 【詳細】岸田首相会見（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220505/k10013613081000.html 

 

０４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 露の侵略長期化 誤りを認めないプーチン氏（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220503-OYT1T50155/ 

〇 ソロモン諸島 中国の軍事進出許されぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220504-Z32IXDFUSVICFBVFLOUSRFHNYI/ 

〇 天皇の戦争責任という難題…ウクライナ政府「昭和天皇とヒトラー」写真掲載から考える（現代

ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/94992 
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〇 ロシア軍、マリウポリ攻撃再開 オデーサやリビウも砲撃（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL3N2WV2RX 

〇 「ウクライナで兵力１万人失ったプーチン、９日に全面戦争宣言後徴集に出るだろう」（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/290653?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5月 4日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220504/k10013592201000.html 

〇 インド太平洋戦略とは 米、日本や韓国と関係深化（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA026GW0S2A500C2000000/ 

〇 「反撃能力」保有 全面戦争も想定の提言は重大（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-05-04/2022050402_01_0.html 

〇 空母「遼寧」筆頭に中国艦 8隻 長崎県沖で確認 沖縄近海を抜け太平洋へ 防衛省（乗りも

のニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118261 

〇 米、月内採決目指す 対北朝鮮制裁の強化決議案―国連安保理（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022050400262&g=int 

〇 「中距離ミサイル、北海道に配備を」 自民・佐藤正久外交部会長（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220504/k00/00m/010/060000c 

〇 秋葉国家安全保障局長 米大統領補佐官と会談 緊密な連携確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220504/k10013611001000.html 

〇 尖閣周辺で中国船航行 １９日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220504-5N3RJ6MPMZJNBBMQFPU2F2L654/ 

〇 日米安保高官が協議 力による現状変更「どこでも起きてはならぬ」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220504/k00/00m/030/069000c 

〇 日米が安保政策で会合 日本の「反撃能力」保有などめぐり議論（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220504/k10013611121000.html 

〇 韓国軍事専門家「ソロモン諸島と安保協定結んだ中国、神の一手」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/290683?servcode=100&sectcode=100 

〇 岸田首相、北ミサイル「強く非難」伊・英首相とも協議の意向（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220504-52LBEAX37NLDBGHO2WJIBD4Q5U/ 

〇 北朝鮮発射の弾道ミサイル 飛行距離約４７０キロ・高度約７８０キロ（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220504002400882 

〇 北朝鮮、弾道ミサイル発射（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3403235 
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https://mainichi.jp/articles/20220504/k00/00m/010/060000c
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220504/k10013611001000.html
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〇 地上攻撃に対艦ミサイル使用 ロシアのジリ貧ぶりを専門家が分析「数が足りなくなってきてい

る」（スポニチ） 

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2022/05/04/kiji/20220504s00041000529

000c.html 

〇 北朝鮮が日本海に弾道ミサイル発射、ＩＣＢＭ含む中長距離弾か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220504-5GKFZ3BMAFLEVORDN7H7U4WCQM/ 

〇 中国空母で艦載機が発着（共同） 

 https://nordot.app/894534075926593536 

〇 韓国国防相候補 自衛隊との戦闘訓練「考慮していない」（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220504004600882 

〇 岸田首相、ドラギ伊首相と対露連携を確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220504-YJSPPGB4FVOWNP4E5LDBUK7KWI/ 

〇 中国海軍空母で戦闘機など発着確認 沖縄の南の太平洋で 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220504/k10013611981000.html 

〇 ロシア外務省が発表した入国禁止対象者（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220504-INPGDAWBTZJ55IB5KSSE4L24CY/ 

〇 岸田首相、ドラギ伊首相と強力な対ロシア制裁で一致…ローマ教皇とも会談（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220504-OYT1T50125/ 

〇 日本・イタリア首脳会談 対ロ制裁 ウクライナ支援強化で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220504/k10013611941000.html 

 

０３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 憲法記念日 公明党アピール「専守防衛を堅持」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-KX5RQE3F5RLW3GVHY7OILDRXLI/ 

〇 日本とタイ 首脳会談 力による一方的な現状変更に反対で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220502/k10013609631000.html 

〇 憲法施行７５年 激動期に対応する改正論議を（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220502-OYT1T50237/ 

〇 憲法改正「賛成」６０％、「自衛のための軍隊保持」は４５％…読売世論調査（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20220502-OYT1T50225/ 

〇 憲法施行 75年 改正し国民守る態勢築け 「９条」こそ一丁目一番地だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-D2747RYEIRJG3JEQNUR6QZ7SJY/ 

〇 【視点】復帰５０年で迎える憲法記念日（八重山） 

 https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/18365 
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〇 激論！ 日本は「核武装」すべきなのか…眼前にある「究極の論争」（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/94915 

〇 対ロ、東南アジアと温度差 中国念頭に安保協力推進―岸田首相歴訪（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022050200589&g=pol 

〇 ロシアに対峙する北方防衛力の重要性 命を守るための「軍拡」という概念が必要 防衛問題

研究家・桜林美佐氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220503-AMBSRACZCBLFZKGOHB4NJQFSJM/ 

〇 中国空母など８隻が宮古海峡通過 艦載ヘリも確認（SankeiBiz） 

 https://www.sankeibiz.jp/article/20220503-G7QXY5XF5ZPLZEYF2VQNJK4VYI/ 

〇 敵基地攻撃の本質は「先制攻撃」 専守防衛の堅持を 憲法施行 75年（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ526RHBQ4XUOHB00F.html 

〇 ウクライナ侵攻、平和憲法は岐路？ 憲法学者の清水潤さんに聞いた（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ52722HQ51UUHB001.html 

〇 中国空母「遼寧」など 沖縄本島と宮古島の間の海域通過 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220503/k10013609911000.html 

〇 ウクライナ侵攻は米中“新冷戦”の始まりか トランプ政権元幹部が警鐘を鳴らすワケ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/355354 

〇 尖閣周辺に中国公船 機関砲搭載か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-INXCBYP67ZNFZCIA4UVS6DNTTM/ 

〇 中国海軍の空母 沖縄本島と宮古島の間の海域を通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220503/5090018126.html 

〇 憲法改正“必要”35％ “必要ない”19％ NHK世論調査（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220503/k10013608831000.html 

〇 マリウポリ 製鉄所から避難見通せず 欧米 軍事支援強化の構え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220503/k10013610691000.html 

〇 海上自衛隊の新型ステルス艦「もがみ」 横須賀初入港（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-908049.html 

〇 中国 空母「遼寧」部隊が西太平洋で訓練実施と発表 米けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220503/k10013610851000.html 

〇 「情報戦優位に」態勢整備へ 岸防衛相インタビュー（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220503-5HSYWXKLE5OCTEHZL5MZGR4EFE/ 

 

０２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米国が台湾への強いメッセージを込めた議員団訪問（WEDGE Infinity） 
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 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/26507 

〇 社説／防衛費２％構想 国産品を育て、効率を高めよ（日刊工業） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00635378 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220414-ICCZRFNVQVEUJJ4HQ7PIS7A774/ 

〇 ［寄稿］ウクライナ事態と北東アジアの核ドミノ（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/43325.html 

〇 ロシア、近く「戦争」宣言か 兵力動員へプーチン大統領（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022050100342&g=int 

〇 日越、経済・安保関係強化で合意 ウクライナ戦争終結も呼びかけ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/vietnam-japan-idJPKCN2MN0ZX 

〇 中国の「対欧州大規模投資の時代」は過ぎ去った―政治・経済ともに新たな状況

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b893525-s25-c100-d0198.html 

〇 フィンランドのＮＡＴＯ加盟申請ほぼ確実＝スウェーデン外相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/sweden-nato-finland-idJPL3N2WT0EX 

〇 憲法９条の「信頼力」を生かした外交で、東アジアを平和な地域に（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-05-02/2022050201_03_0.html 

〇 ロシアがウクライナ侵攻を｢コストゼロ｣で逃げ切れば、国際秩序は破綻する —— 米統合参謀

本部議長が指摘（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-253672 

〇 ＮＨＫ「憲法記念日特集」 志位委員長の発言（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-05-02/2022050203_01_0.html 

〇 米軍はウクライナにどこまで情報を渡したのか…軍事専門家の分析（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/242233 

〇 尖閣周辺に中国船 １７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220502-2J4KG42A7ZPOHBF5RUNXDMKCGU/ 

〇 陸海空自衛隊が全面協力！ 最新装備写真を全国コンビニのマルチコピー機で販売へ（乗り

ものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/118053 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220414-ICCZRFNVQVEUJJ4HQ7PIS7A774/ 

〇 海洋問題に取り組む世界のリーダーたちが、パラオに集結して誓ったこととは？（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/47225 
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〇 ペロシ米下院議長、ウクライナを訪問 ゼレンスキー氏と会談（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35187046.html 

〇 新型護衛艦「もがみ」 海上自衛隊に引き渡し（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220502/5030014666.html 

〇 プーチン大統領ガン手術で指揮権を一時手放す？後任に元連邦保安局長官…政権内に権

力の空白が生じて大丈夫なのか（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/354884 

〇 マリウポリ製鉄所から 100人が避難、ウクライナ大統領がツイート（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/61295458 

〇 創建 90周年パレードから見えてきた北朝鮮軍の変貌…核兵器・新型ミサイル そして「擬態

の軍隊」「陰の部隊」とは？（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/354701 

〇 米英、台湾巡りハイレベル協議＝ＦＴ紙（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-britain-taiwan-idJPL3N2WU0BD 

〇 米、太平洋島しょ国との外交強化へ 首脳らホワイトハウス招待も（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/newzealand-usa-pacific-idJPL3N2WU0D4 

〇 豪国防相 ナチスと同一視？ 中共猛反発（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/05/56434/ 

〇 豪首相、中国の政治介入に言及 総選挙前に態度強める（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/australia-election-idJPKCN2MO075 

〇 ソロモン諸島、中国治安維持部隊は指揮下に 新協定で派遣可能（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/solomon-islands-security-idJPKCN2MO097 

〇 【河東哲夫×小泉悠】米欧の本音は「支援したくなかった」、戦争の長期的影響と日本が取る

べき立場（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/05/post-98614.php 

〇 サイバー攻撃も「やられたら、やり返す」 大阪「正論」懇話会 高市早苗政調会長の講演要旨

（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220502-VISU7S4DU5NG7EYB63FJLIJLBI/ 

〇 マリウポリ 製鉄所から避難直後にロシア軍が攻撃か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220502/k10013609671000.html 

〇 「自由のため」水平に結束が強み ウクライナのアナリスト分析（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220502-CHGPAM3FXVIPRK3IYFDHW7AWLQ/ 

〇 日本とタイ首脳会談 ウクライナ情勢などめぐり意見交換か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220502/k10013609631000.html 
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〇 憲法施行 75年 NHK世論調査 憲法改正の必要性は コロナの影響は（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220502/k10013608841000.html 

〇 中国念頭に安保協力を拡大、防衛装備品のタイ輸出が可能に（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220502-OYT1T50158/ 

〇 日タイ、防衛装備協定で合意 首脳会談、ウクライナ侵攻「現状変更認めず」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022050200565&g=pol 

〇 日タイ、装備品協定署名（共同） 

 https://nordot.app/893844655500754944 

〇 日タイ首脳、防衛装備協定に署名（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220502-S73ZCVZNBRPSJAXMAW73IEBV4Q/ 

〇 日タイ首脳会談 価値観外交よりも戦略的連携に軸足（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220502-UFVDJ23WCRLY7PEJWKAORGPUIU/ 

〇 中国空母「遼寧」が沖縄通過（共同） 

 https://nordot.app/893862775982604288 

〇 中国空母などが 8隻が沖縄本島・宮古島の間を通過 防衛省が確認（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ527SFLQ52UTIL045.html 

 

０１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 転換期の日本外交 安保政策は重層的視点で（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220501/ddm/005/070/067000c 

〇 岸田首相 ベトナムと首脳会談へ 対ロ姿勢で一致できるか焦点（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220501/k10013607231000.html 

〇 知床 観光船沈没 客室ドアから船内にカメラ入れる捜索検討へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220501/k10013607261000.html 

〇 首相アジア歴訪 国際秩序を守る連携深めたい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220430-OYT1T50232/ 

〇 日独首脳会談 対中露で連携強化を図れ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220501-RJ7QFDU25FMAZEENRBR4RNLA7Q/ 

〇 自衛隊生徒、なぜ陸は存続し海・空は廃止？“最強の自衛官”排出した特異な制度

（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2022/05/post_289214.html 

〇 ヒトラーと戦い抜いたチャーチル、今こそ彼に学ぶ時だと思う【江上剛コラム】（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022042800266&g=eco 

〇 どのような「平和」が必要か考察を 日本大教授・小谷賢（産経） 
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https://www.asahi.com/articles/ASQ527SFLQ52UTIL045.html
https://mainichi.jp/articles/20220501/ddm/005/070/067000c
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220501/k10013607231000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220501/k10013607261000.html
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220430-OYT1T50232/
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 https://www.sankei.com/article/20220501-4JUYYDTHIZIXJKO4VVVMMCCQTM/ 

〇 日越首脳会談始まる 対中連携強化で一致へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220501-FPKO6MTPBFNM3KOXBVQXVRAWEY/ 

〇 経済協力から軍事的影響力の強化へ…中東にも及ぶ中国の脅威（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/353920 

〇 核兵器の使用・威嚇に反対、日ベトナム首脳が一致（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA3011P0Q2A430C2000000/ 

〇 地上イージス、再検討必要 自民・石破元幹事長「適地議論を」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220501-PGTZ6BR6HRLBFAEO4VBSTTIOK4/ 

〇 「力による平和」路線 北朝鮮の挑発抑止に有効なのか ／上（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220501/k00/00m/030/031000c 

〇 日ベトナム首脳、ウクライナでの即時停戦と人道支援で一致…首相「前向きな一歩」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220501-OYT1T50075/ 

〇 日本には憲法 9条があるから､自衛隊は違憲である…そんな｢憲法解釈｣は根底から間違って

いる（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/57163 

〇 憲法 9条があるからロシアの戦争には手を出せない…そんな｢憲法解釈｣は国際社会の非常

識である（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/57162 

〇 知床 観光船沈没事故 水中カメラ備えた無人機で捜索続く（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220501/k10013607541000.html 

〇 岸田首相 ベトナムで首脳会談 ウクライナ即時停戦などで一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220501/k10013607521000.html 

〇 日越首脳、核使用反対で一致 主権・領土一体性を尊重（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022050100152&g=pol 

〇 よぎる 16年前の“苦い記憶” 日本が「サハリン」から撤退しないワケ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/354508 

〇 ウクライナの農作物まで収奪するロシア軍 世界の穀倉「食料安保を脅かす」と非難の声（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/175005 

〇 岸田首相が訪越、チン首相と会談 ウクライナ情勢などで意見交換（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/220501231359.html 

 

（了） 
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