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～海の News（令和 4年 7月）～ 

 

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

〇 【随時更新】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/20220731/k10013706051000.html 

〇 ペロシ氏訪台計画、米軍が護衛 中共の反発は「空脅し」＝元米政府高官（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/112431 

〇 街中を「戦車が走る!?」なぜ？ 「信号も待ちます。戦車も公道を走ります！」 異様な光景が見

られるワケとは（くるまのニュース） 

 https://kuruma-news.jp/post/535288 

〇 ブルーインパルス、結成から 60年超 人々を魅了する 3機種ヒストリー（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137304 

〇 中国で高まる「邦人拘束」のリスク 政治的な揺さぶりの手段のひとつに（まいどなニュース） 

 https://maidonanews.jp/article/14681938 

〇 尖閣周辺に中国船 １０７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220731-6UNKTDASQFPFRAAXWF3IQWU33E/ 

〇 【随時更新】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/20220731/k10013706051000.html 

〇 中国軍、台湾周辺や東・南シナ海で複数の軍事演習…米下院議長の訪台を事前にけん制か

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220731-OYT1T50101/ 

〇 米供与「ハイマース」とは ロシア軍侵攻食い止め 大きな効果か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220731/k10013744371000.html 

〇 ロシア海軍に巨大潜水艦、海で「新たな冷戦」始まるか（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35191235.html 

〇 韓国海洋調査船３隻、竹島周辺で領海侵入 ７月下旬に異例の複数投入（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220731-BSDFZQIFRJLPPNG7JL3C45MVNE/ 

〇 数カ月中に極超音速兵器納入 北方領土周辺も「防衛海域」―ロシア大統領（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022073100146&g=int 

 

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

〇 米国務長官とロシア外相 軍事侵攻後初の電話会談（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220730/k10013743241000.html 
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〇 （社説）米中首脳協議 緊張緩和へ対話深めよ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15372775.html 

〇 米、中国軍行動「兆候ない」 下院議長の台湾訪問計画で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN29EM50Z20C22A7000000/ 

〇 力の均衡維持へ日本が役割拡大と林外相、防衛力強化を改めて確約（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2ZA467 

〇 防衛費は例外、上限枠設けず GDP比 2％への布石か 23年度予算の要求基準（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/192631 

〇 中国の「大ブーイング」は必至…岸田首相と米下院議長との会談がもたらす「緊急事態」（現

代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/98009 

〇 日米経済版「2プラス 2」初会合 中国やロシア念頭に行動計画（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220730/k10013743211000.html 

〇 ＥＵ、ロシア軍のウクライナでの残虐行為を非難＝ボレル上級代表（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-eu-idJPL6N2ZA0EV 

〇 韓国軍、竹島周辺で非公開の防衛訓練…小規模で上陸せず（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220730-OYT1T50098/ 

〇 米議長訪台計画、新たな火種に 中国猛反発、対立激化の懸念（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072900670&g=int 

〇 日米外相「拡大抑止」の信頼性・強じん性確保へ意思疎通で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220730/k10013743271000.html 

〇 国防次官補、中国の挑発行為を非難 「大事件が起きるのは時間の問題」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/112337 

〇 米が日本に売却承認、中距離空対空ミサイル AIM120 150基 400億円（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220730-1/ 

〇 「９条改正と自衛隊明記」反対多くなるに違いない…〝勘違いした〟朝日新聞の調査 岸田

首相は日本の危機的状況を認識しているか（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220730-SBHBFBWFNRN6ZLQZTQOJ6RLHWE/ 

〇 尖閣周辺に中国船 １０６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220730-OCMNOCJ6URMFZN6MYK4SDX5YNE/ 

〇 米政権、中露に対抗する経済秩序に日米同盟を活用（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220730-BRXUPRHXPRPPPHL2L7NBAFHVHA/ 

〇 南シナ海の行動規範を広げる中国共産党 外相の外遊は「時間稼ぎ」＝報道（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/112383 
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〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（30日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220730/k10013706041000.html 

 

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

〇 米中首脳会談、台湾問題で応酬－下院議長訪問計画で高まる緊張下（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-07-28/RFQL9AT0G1KW01 

〇 米中首脳が電話会談、台湾巡り応酬 習氏「火遊び」とけん制（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-biden-xi-idJPL4N2Z943O 

〇 防衛省の新セキュリティー基準、「一般企業こそ注目すべきだ」と専門家が勧めるわけ（日経

BP） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02143/072600001/ 

〇 米中首脳会談 台湾情勢めぐり意見対立際立つ 対話継続では一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220728/k10013741171000.html 

〇 川島 真×小泉 悠 習近平はプーチンから何を学ぶか 複雑化する国際社会を読みとく（中

央公論） 

 https://chuokoron.jp/international/120828.html 

〇 「中国無人機（大型ドローン）の日本周辺での本格活動開始」で絶対に日本に必要な「断固た

る意思表示」（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97967 

〇 米中首脳が電話会談、台湾巡り「火遊びするな」と習氏がけん制（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35191143.html 

〇 「軍民両用」容認偽装か 日本学術会議の真意と魂胆 「廃止・民営化」論を阻止する目くらま

しでは…「国民への説明責任を果たすべき」有村治子氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220729-SOZYTTBAMNJYDDWUOEC3KW4AOM/ 

〇 中国軍フリーゲート艦 ２２日と２７日に魚釣島西の海域で確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220729/5090019328.html 

〇 「ロシアに警告」 世界最強戦闘機の米Ｆ－２２「ラプター」がポーランドに向かう理由（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293746?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 尖閣周辺に中国船 １０５日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220729-Y66EVUWJGJLGJN64NUWDOTYQ2M/ 

〇 米中首脳が電話協議、台湾めぐり互いに警告 直接会談の可能性模索も（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62317953 

〇 焦点：米中首脳会談、台湾巡りエスカレート回避 懸案は両者とも国内経済（REUTERS） 
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 https://jp.reuters.com/article/biden-xi-taiwan-idJPKBN2P406Y 

〇 台湾、東部沖で最大規模の海軍・空軍演習、中国はミサイル護衛艦などでけん制

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b898515-s25-c100-d0059.html 

〇 初飛行から 50年！！進化続ける戦闘機 F-15 イーグル（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137307 

〇 NPT再検討会議が開幕へ ウクライナ侵攻、核軍縮に影（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2704A0X20C22A7000000/ 

〇 比、南沙諸島の島で滑走路改修（共同） 

 https://nordot.app/925646412888047616 

〇 習主席、台湾で「火遊び」するなと米を牽制 本音は対立沈静化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220729-3KLHBLQGSVN3RMAP2LS46TSZXE/ 

〇 バイデン米大統領「過度の緊張」回避に躍起 習主席と対面へ、調整に「成果」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220729-OX2URRGRR5NQRDFFOXG76SOVXU/ 

〇 露メドベージェフ前大統領が公開した、「戦後のウクライナ領」地図 根拠は不明

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/07/post-99231.php 

〇 釣魚島海域での中国の活動は完全に正当かつ合法、日本はあれこれ言うべきでない（人民

網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-07/29/content_78348040.htm 

〇 来年度予算案 概算要求基本方針閣議了解 防衛関連は金額示さず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220729/k10013742711000.html 

〇 トンガ首相が岸防衛相に謝意 自衛隊の噴火被害支援で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220729-DGX3UMWZOBOTFI7CQAJRCMSEQE/ 

〇 中国海軍の測量艦、対馬海峡を北東に進み日本海に…領海には侵入せず（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220729-OYT1T50277/ 

〇 米中首脳、台湾巡り険悪な 2時間 米下院議長の訪台案で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN292TT0Z20C22A7000000/ 

〇 岸防衛相「防衛費増へより踏み込む」 概算要求基準巡り（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA29AU60Z20C22A7000000/ 

 

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

〇 米陸軍がアジアに新部隊配置検討、何が目的？（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL27C4X0X20C22A7000000/ 
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〇 第 1列島線とは 米中が対峙する軍事ライン（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB276740X20C22A7000000/ 

〇 自衛隊と新興宗教 ロシアに機密情報を渡していた「ある信徒」の話（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97707 

〇 ロシアと中国、凶悪なミャンマー軍事政権の同盟（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/112043 

〇 ロシア軍、南部に部隊再配置 戦略転換か＝ウクライナ政府高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-power-idJPL4N2Z84K4 

〇 ウクライナが米兵器でロシア領攻撃すれば「深刻以上の」結果 当局者が警告（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35191074.html 

〇 アングル：北に核の兆候なら先制攻撃も、韓国尹政権の危険な賭け（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/southkorea-northkorea-military-idJPKBN2P303G 

〇 次世代イージス駆逐艦「正祖大王」の進水式 北ミサイル迎撃可能＝韓国（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220728002000882 

〇 ロシアの脅威にかつてなく結束する NATO、日本の核保有めぐる議論の行方は【後編】

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14675619 

〇 ロシア、東部で主導権失う 米欧から供与の兵器使いウクライナが反攻、軍事支援１兆円で南

部奪還へ 「プーチン氏の戦略目的は達成できない」渡部悦和氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220728-PQT6SSMJSFJGRMIJ6WSOLG23HE/ 

〇 南シナ海ハーグ裁定から 6年 現状変更の既成事実化を続ける中国（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220728-2/ 

〇 安倍氏の外交政策顧問が警告「中国は 2024台湾総統選挙を操ろうとしている」、台湾の一

刻も早い国際組織加盟を呼び掛ける（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/112026 

〇 米空母が南シナ海入り、予定した演習と第７艦隊－台湾巡り米中緊張（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-07-28/RFPVFTT0AFB401 

〇 米空母打撃群、南シナ海に再配備 台湾巡る緊張高まる（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPL6N2Z907N 

〇 イラン海軍司令官、国際海域への進出の意向を表明（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i101828 

〇 西側に兵器の追加要請、戦場で性能試せるとも ウクライナ国防相（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35191139.html 

〇 米中首脳会談へ最終調整 中国、有利な「休戦」狙う（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220728-YI3EJEMLU5KHHOARFK4XKADA2Q/ 

〇 「ロシアは新しいタイプのハイブリッド世界戦争を始めた」＝マクロン仏大統領

（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3538673-roshiaha-

xinshiitaipunohaiburiddo-shi-jie-zhan-zhengwo-shimetamakuron-fo-da-tong-ling.html 

〇 米英豪は原潜協力展開の決定を撤回すべき＝外交部（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/07/28/ARTIMoTVvdpCQN4vuvHWvGnY220728.shtml 

〇 米中首脳が電話会談 ３月以来、台湾海峡など協議（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220728-PT55AHFGSRJKDFWBS7OS2TXXHA/ 

〇 制裁同調で米ロの綱引き熾烈 ロシア外相がアフリカ歴訪（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR278K20X20C22A7000000/ 

 

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

〇 中国の南シナ海領有権主張は違法、挑発行為を非難＝米国務省高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-southchinasea-idJPKBN2P11NV 

〇 学術会議、軍民「両用」技術の研究を容認…「単純に二分するのはもはや困難」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/science/20220726-OYT1T50377/ 

〇 【動画】佐世保で陸自オスプレイ訓練…九州で初めて（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220726-OYTNT50353/ 

〇 自衛隊の「身を切る改革」は限界 ２０年間防衛費削り続けた日本 周辺国は強化、連日のよ

うに尖閣諸島を脅かす中国（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220727-MRPJBQZ34ZJPFB56RSMR64VEBE/ 

〇 尖閣周辺に中国船 １０３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220727-4O2GBITOHZJ7JLOEGMWCKTTBOM/ 

〇 海保能力向上、安保協力を推進 日インドネシア首脳会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220727-YQQUMRRZZFNMVH7RVM67ZNNT2U/ 

〇 中国製ロケットの大型ブースターがまたも地球に落下か（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/49179 

〇 台湾で空襲想定した大規模訓練 台北市長「平時でも有事の備え欠かせない」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/111967 

〇 日インドネシア首脳会談、Ｇ２０向け連携へ…中国念頭に安保分野の協力強化も（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220727-OYT1T50163/ 

〇 2023年に米国は沿岸警備隊艦船をアジア太平洋地域に初派遣（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220727/2023-12198369.html 
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〇 オーストラリア、近隣諸国が太平洋問題での団結を促進（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/112044 

〇 ロシア、核魚雷「ポセイドン」搭載用の原潜「ベルゴロド」就役 海の“新冷戦”懸念

（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20220727-2/ 

〇 軍民両用技術「二分は困難」、学術会議が見解表明（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC278960X20C22A7000000/ 

〇 中国の大型ロケット残骸、来週前半に地球落下か…米軍予測「具体的な落下地点は不明」

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220727-OYT1T50250/ 

〇 フィリピン、ロシア製ヘリ購入取りやめ 米国の制裁懸念＝ＡＰ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-philippines-russia-idJPKBN2P20RH 

〇 【CRI時評】中国・インドネシア関係が「志を同じくする」から「運命を共にする」に深化（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/07/27/ARTIHVeWo8lUcgdHqauia61T220727.shtml 

 

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

〇 戦争は新段階に突入か、ＨＩＭＡＲＳ効果でウクライナに反撃の好機（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-07-25/RFKT4DT0AFB401 

〇 岸田政権の防衛白書 優先すべき課題を明確に（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220726/ddm/005/070/185000c 

〇 社説／22年版防衛白書 防衛力強化、官民連携の展望を（日刊工業） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00643539 

〇 カンボジア基地、中国が無償拡張で利用か…米国と距離置き対中傾斜強めるフン・セン政権

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220725-OYT1T50343/ 

〇 中国軍の無人機 沖縄本島‐宮古島上空を初めて通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220726/5090019281.html 

〇 海上自衛隊の新艦種「哨戒艦」いよいよ建造へ そもそも何する艦？ 大量整備で造船業にも

光（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120755 

〇 中国「航行の恫喝」に拍車か 日本の領海で軍事活動活発化 沖縄、小笠原周辺に海軍船

で「事実上の勢力圏」画策 姑息な「サラミ戦術」で既成事実（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220726-DYTTPINYG5NRXLTZERAPTO2SVM/ 

〇 外信「ロシア、世界最長潜水艦に核魚雷搭載するだろう」…海底新冷戦を警告（中央日報） 
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 https://japanese.joins.com/JArticle/293571?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 ノヴォロシアの再現目指すプーチン、ウクライナの運命は世界の手に（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/49127 

〇 エスパー米元国防長官、台湾に｢軍事予算倍増｣｢男女 1年兵役義務化｣要求が物議。日本

も他人事では…（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-257124 

〇 核軍縮「ハードル上がった」 岸田首相のＮＰＴ出席、歴史的に意義―寺田補佐官インタ

ビュー（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072500724&g=pol 

〇 山都町演習場で「ジャベリン」実弾射撃訓練へ 電子戦部隊が初の日米共同訓練 奄美大島

で対艦想定（熊本日日） 

 https://kumanichi.com/articles/737798 

〇 太平洋を越えてくるＮＡＴＯ…独、来月韓国などと合同空中演習（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293578?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 「安倍政治」生んだ中国の台頭 経済も安全保障も中国に対抗する態勢づくりだった

（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022072500046.html?page=1 

〇 米軍合同参謀議長「中国軍はインド・太平洋で目に見えて攻撃的に」（朝鮮日報） 

 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/07/26/2022072680002.html 

〇 「民主主義」対「権威主義」のオセロゲームが続く世界。正念場の G7を考える（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14675575 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（26日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013705991000.html 

〇 尖閣周辺に中国船 １０２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220726-DJPX4QSJN5PYNL7MFP4QM5X3KM/ 

〇 電子妨害を突破するドローンを目指すウクライナ 精密兵器不足に直面するロシア（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/393450 

〇 米国務副長官 ソロモン諸島訪問へ 関係強化で中国けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013736061000.html 

〇 米中戦闘機〝一触即発〟 日中の中間線突破し中国本土に接近、米軍が最大級の圧力 

「“空中給油”なら実戦想定か」世良氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220726-QVYXO7XEKVOU5F6JUJPSTH2Z3I/ 

〇 岸防衛相「軍事大国にならない」 中国批判に反論（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220726-I3GO6QWYFVPQPKH3GZUAOJX5UA/ 
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〇 【コラム】中朝が朝鮮戦争で国連軍と戦った事実を隠す理由（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293611?servcode=100&sectcode=120 

〇 米代表団、ソロモン諸島訪問へ ガダルカナル島の戦いから 80年（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3416258 

〇 中国の偵察/攻撃型無人機「TB001」、単独飛行で太平洋進出 7/25（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137284 

〇 防衛相 “中国は国際的な行動規範順守を” 防衛白書不満表明に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220726/k10013736481000.html 

〇 横須賀に眠る戦艦「大和」の同型ボイラー 現存は１基のみ、日本の造船史を証言する貴重

な遺産（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220726-FSJ43BBGV5C5NI3IELRHY3OC2I/ 

〇 国台弁「日本は台湾地区問題についてあれこれ言うべきでない」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0726/c94474-10127635.html 

〇 王毅部長「南中国海問題解決の主導権は地域諸国が握るべき」（人民網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-07/26/content_78342207.htm 

〇 台湾軍、中国想定し実弾演習 蔡総統「国防能力示した」（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072600922&g=int 

〇 「どこからでも日本の南西方面に水陸機動団の隊員を輸送可能」陸自のオスプレイが長崎県

内初飛来 共同訓練（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/106214?display=1 

〇 米 FBI、ファーウェイ設備が核兵器通信を傍受・妨害＝報道（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/111766 

〇 海軍と海巡署 台湾東部沖で合同実弾演習 中国軍侵攻想定（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202207260006 

〇 陸上自衛隊のオスプレイ 長崎県内初の訓練を公開（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/394536 

〇 戦略物資、「中国への依存はダメ」 河野元防衛相が台湾に向けて講演（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ7V62GLQ7VUHBI00M.html 

〇 中国軍の艦艇 台湾東部沖を航行 国防部「適切に対応できる」（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202207260007 

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/20220726/k10013705991000.html 

 

２５（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 歴史問題を乗り越えアジアも欧米も糾合した安倍氏を失ったことの意味（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97782 

〇 途端に不安、岸田総理で防衛力強化を阻む「財政の枠」を克服できるか（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97780 

〇 史上最長の最高指揮官が遺した愛 昭恵夫人「主人は自衛隊が大好きでした」 防衛費を上

げると約束も（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220725-LCOOWILI7NM5BAYEG7IJGXWC2U/ 

〇 「中国、台湾揺さぶり→ミサイル→上陸」 日本が予測した侵攻シナリオ（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293519 

〇 「プーチンは顔に唾を吐いた」 合意翌日のミサイル攻撃ロシア認める ウクライナ非難、穀物

輸出再開暗雲か（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/191664 

〇 尖閣周辺に中国公船 １０１日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220725-MSXHP45EINOVNONVN32JKWXGLM/ 

〇 南シナ海、大国の「闘技場」ではない＝中国外相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/southchinasea-china-idJPL6N2Z6037 

〇 奄美大島で日米共同訓練実施へ 電子戦部隊が初参加（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220725/5050019674.html 

〇 王毅外交部長 「地域諸国自らが南海問題解決の主導権を握るべき」（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/07/25/ARTIlkXT5YL3W4DB72l4OGkv220725.shtml 

〇 陸上自衛隊オスプレイ 九州で飛行初確認 長崎県などで訓練へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220725/5030015417.html 

〇 米統合参謀本部議長「中国軍、インド太平洋で際立って攻撃的」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293564?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 防衛費の上限突破を図る日本の思惑は？（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0725/c94474-10127130.html 

〇 中国無人機、沖縄を通過（共同） 

 https://nordot.app/924248562463293440 

〇 米インドネシア合同演習へ（共同） 

 https://nordot.app/924252144972562432 

〇 長期化するウクライナの戦い（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220725-5TRKR47MVZINNPFIA5MFXOEDPI/ 

〇 フィリピンのマルコス大統領「領有権譲らず」 中国念頭（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM222B50S2A720C2000000/ 
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〇 米軍、東シナ海で戦闘機大量飛行（共同） 

 https://nordot.app/924272022562422784 

〇 中国軍無人機 軍事演習の台湾の東上空へ 情報収集やけん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220725/k10013735641000.html 

〇 来年度の防衛費「６兆円台半ばに」…自民・茂木幹事長「安全保障環境に対応」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220725-OYT1T50187/ 

〇 フィリピン マルコス大統領「南シナ海の問題解決は対話で」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220725/k10013735851000.html 

〇 中国軍の無人機ＴＢ００１、沖縄本島と宮古島間を通過…単独飛行は初めて（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220725-OYT1T50246/ 

 

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

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/20220724/k10013705961000.html 

〇 安倍晋三元首相が中国を翻弄した秘策｢狂人理論｣（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/606101 

〇 尖閣周辺に中国船 １００日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220724-AT562OWZQRN6XHRRFNDTKJOS5U/ 

〇 動画：ロシア、オデーサ港をミサイル攻撃か 穀物輸出再開合意の翌日（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3415976 

〇 「裁定は最終的なもの」中国による南シナ海全域領有権主張を否定する仲裁裁判判決から 6

周年（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/111572 

〇 中国、米への警告強める ペロシ氏の訪台計画巡り＝ＦＴ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-taiwan-pelosi-china-idJPL6N2Z5008 

〇 【詳細】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/20220724/k10013705961000.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

 

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

〇 防衛白書 中露の軍事連携を警戒せよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220722-OYT1T50281/ 

〇 米中首脳会談 習氏利する対応を避けよ（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20220723-GBARQ3KZKVIAVNZ5J4LJZELCEI/ 

〇 （社説）防衛白書 外交含む戦略につなげ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15365742.html 

〇 米、台湾政策変えず（共同） 

 https://nordot.app/923352140488835072 

〇 「共同の抑止」明記（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-07-23/2022072301_03_0.html 

〇 「力対力」では平和を生まない（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-07-23/2022072302_01_0.html 

〇 日の丸「超速エンジン」初の飛行試験へ ロケットから分離しマッハ 5.5！ 将来の用途は？

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120741 

〇 尖閣周辺に中国公船 ９９日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220723-N5P5F7WW7ZI2LCLBLM43XN3K3E/ 

〇 中国情報艦が与那国島と台湾の間を通過して太平洋に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220723/5090019255.html 

〇 石垣島沖のＥＥＺ内で台湾海洋調査船が海洋調査か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220723/5090019254.html 

〇 台湾の海洋調査船、2日続け確認（共同） 

 https://nordot.app/923425318073876480 

〇 台湾侵攻「現実の脅威」 経済界でも“中国離れ”加速、進出する日本企業数は９４０社減 ２０

２２年版防衛白書（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220723-SOHABJE54VPNXBQSQ3JF24YQXY/ 

〇 日本の防衛力に対するあまりに大きい貢献 ＮＳＣ発足に安保戦略策定…「積極的平和主

義」の一手段として位置付け（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220723-QB7QYEMOOFOAXHIRJUURZ5US6Y/ 

〇 米政府、ウクライナへの米国製戦闘機供与を検討（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-aid-idJPKBN2OY04T 

〇 中共「台湾海峡は国際水域ではない」 仏否認（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=35405 

〇 ロシア軍、ウクライナ南部オデーサ港をミサイルで攻撃（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3535273-roshia-junukuraina-nan-buodesa-

gangwomisairude-gong-ji.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（23日の動き）（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220723/k10013705951000.html 

 

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

〇 バイデン氏の歴訪 中東安保へ努力を続けよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220722-CXTHYLVTDBOZ3BKTYOZV7R5JA4/ 

〇 朝日新聞の世論調査で「衝撃の結果」…９条改正「賛成派」が 50%を超えていた！（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97751 

〇 ロシア軍 攻撃継続も“意味ある前進みられない” 戦況こう着か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220722/k10013730341000.html 

〇 ロは数週間で「力尽きる」、ウクライナに反撃機会＝英ＭＩ６長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-britain-intelligence-idJPL6N2Z20DN 

〇 岸田総理は改憲する気がない？ 党内でも“本気度”を疑う声が（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/07220557/?all=1 

〇 戦車も火砲も鉄道貨物が必要だ！ 自衛隊が国交省へ「直訴」に至ったウクライナ情勢と国内

事情（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120649 

〇 「力による現状変更は許さない」いま響く安倍元総理の言葉――安倍晋三元総理の名スピー

チを振り返る（3）（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/07220607/?all=1 

〇 近代戦にマッチ、第一線で戦い続ける ４０年前に誕生した装輪装甲車「８２式指揮通信車」

（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220722-TOHOYSATJBLU7EFBJBWMYOSQZU/ 

〇 なぜ憲法改正を進めてきたのか 心を強く動かした「憲法違反」の言葉、歯を食いしばってき

た自衛官に報いたい一念（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220722-LBNLOGN3TNKJ3MP7T7NUHIXGVM/ 

〇 海上法執行能力の強化など提言 総海参与会議（Economic News） 

 http://economic.jp/?p=96945 

〇 災害対応、海自など訓練 酒田港に輸送艦「くにさき」初寄港（山形） 

 https://www.yamagata-np.jp/news/202207/22/kj_2022072200575.php 

〇 フィリピン国防相代行 “中国の海洋進出 状況は変わらず”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220722/k10013730521000.html 

〇 ＥＵの新たな制裁、世界の安全保障と経済に打撃 ロシアが批判（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-sanctions-idJPL6N2Z20EF 
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〇 「反戦デモ」敵視で防衛省（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-07-22/2022072201_03_0.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 中国・ロシアの協力深化「懸念持ち注視」 防衛白書（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA211BA0R20C22A7000000/ 

〇 防衛白書、政府検討の「反撃能力」を初明記 中露の連携を「注視」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220722/k00/00m/010/029000c 

〇 フランス人学者が見た「安倍外交」―仏メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b898052-s25-c100-d0193.html 

〇 このままでは第三次世界大戦になる…佐藤優が注目する｢クリミア大橋｣と｢リトアニア｣という 2

大リスク（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/59806 

〇 日本周辺の露の動き「懸念を持って注視」 中国の軍事動向にも警戒感 今年の防衛白書

（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220722-E5QLAJWD2ZN3BKKGFNXGLYQQDU/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ９８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220722-R42Y62DPQVPLNCXMWBKDLPALNU/ 

〇 安倍元首相を嫌った人の正体 経済や安保の実績で〝左派の虚像〟を見事に打ち砕き 国

内外で高評価の方が圧倒的（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220722-O5TYE7M4C5KFVHPHETWJA7VOVM/ 

〇 ウクライナ侵略を「非難」・電撃戦「失敗」と表現、台湾侵攻シナリオを初記載…防衛白書（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220722-OYT1T50107/ 

〇 中国測量艦、屋久島沖から口永良部島沖へ 領海へは 4月以降 6度目（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120696 

〇 ロシアは近くウクライナで失速する可能性＝英MI6長官（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62261154 

〇 災害に備え海自輸送艦に陸自の車両を積み込む訓練 酒田北港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20220722/6020014558.html 

〇 防衛白書 ロシアによる軍事侵攻 “決して許すべきでない”（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/86526.html 

〇 中ロ軍事連携の深化警戒 極東で核原潜活発化も―ウクライナ危機を章立て・防衛白書（時

事） 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072200317&g=pol 

〇 共同飛行、列島周回定期化も 中ロ示威行動警戒―防衛白書（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072200314&g=pol 

〇 【グローバルアイ】緊張高まる台湾海峡（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293491?servcode=100&sectcode=120 

〇 「中国の国防政策を中傷」と防衛白書に反発（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220722-D2MQKDMFOZJ4DG5626Q5GYHI6M/ 

〇 米 CIA長官、中国の台湾侵攻は「時間の問題」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/111408 

〇 ［社説］中ロ連携の深化に危機感示した防衛白書（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK2152H0R20C22A7000000/ 

〇 陸自オスプレイ内部初公開 木更津、１５分間飛行（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220722-QNDVJNKLA5PSRKKXA7VKQHM42I/ 

〇 「自由で開かれたインド太平洋」、安倍元首相の一言が変えた米国のアジア観と中国観

（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35190823.html 

〇 日本の防衛白書、台湾の記述を倍増 外交部「台湾海峡の安全重視の表れ」（フォーカス台

湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202207220010 

〇 防衛白書 ロシアによる軍事侵攻 “決して許すべきでない”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220722/k10013730421000.html 

〇 【2022年 自衛隊】主要航空機保有数、前年より 9機減少 F-35は増強続く（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137266 

〇 防衛白書「抑止力は不可欠です」 防衛力強化へメッセージ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220722-S3QXV6GN7BOO3PTYAIE4HGBTSU/ 

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/20220722/k10013705931000.html 

 

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

〇 中国海軍測量艦 屋久島周辺の領海侵入 海軍艦艇で 6回目 4月以来（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013728791000.html 

〇 中東情勢 安定には米国の関与が必要だ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220720-OYT1T50283/ 

〇 『戦争論』の名言「他国の危機に同盟国は真剣にならない」（日経 BP） 
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https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK2152H0R20C22A7000000/
https://www.sankei.com/article/20220722-QNDVJNKLA5PSRKKXA7VKQHM42I/
https://www.cnn.co.jp/world/35190823.html
https://japan.focustaiwan.tw/politics/202207220010
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220722/k10013730421000.html
https://flyteam.jp/news/article/137266
https://www.sankei.com/article/20220722-S3QXV6GN7BOO3PTYAIE4HGBTSU/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220722/k10013705931000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013728791000.html
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220720-OYT1T50283/
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 https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/041500053/070100019/ 

〇 軍事研究反対を貫く学術会議 国から「真の」独立果たす時（WEDGE） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27331 

〇 「夏島の二式大艇」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220721-NVGEPEUWT5MW7BICM6X35VULOY/ 

〇 【安倍晋三語録】自衛隊に対し「危険を顧みず任務を遂行する彼らに敬意を払うべきだ」

（NEWSポストセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20220721_1774404.html?DETAIL 

〇 中国艦艇が領海侵入、屋久島周辺 4月以来 6回目（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA210CD0R20C22A7000000/ 

〇 ウクライナ戦争、ロシア側死者 1.5万人か 米ＣＩＡ長官が見解（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-cia-idJPKBN2OW01H 

〇 米高官“北朝鮮の脅威に対抗するうえで日韓関係改善は重要”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013728861000.html 

〇 中国測量艦がまた領海侵入 鹿児島・屋久島（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220721-APCCK5PDSJN4ZDC5FKKIWL4EVE/ 

〇 中国、「ウクライナ」参考に台湾侵攻を模索か CIA長官（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3415468 

〇 第２次安倍政権で喫緊の課題だった日米関係の修復 民主党から政権を奪還後に「危機突

破内閣」として奔走（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220721-BWBLH6EW65MGPDR77FIX6RX76I/ 

〇 中国海軍測量艦が屋久島周辺の領海に侵入 領海侵入は６回目（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220721/5050019596.html 

〇 防衛省と鹿屋市、米軍無人機展開で協定 9月から 1年間、8機配備（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/159917/ 

〇 「ウクライナ東部だけでなく南部も」視野に、軍事目標の拡大を明言 ロシア外相（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62247188 

〇 米、さらに４基の高機動ロケット砲システム供与へ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35190744.html 

〇 プーチン氏はなぜ暴挙に至ったのか？～元首相らが語った素顔～（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013727191000.html 

〇 中国海軍測量艦 屋久島周辺の領海侵入 海軍艦艇で 6回目 4月以来（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013728791000.html 

〇 中国測量艦が屋久島周辺の領海侵入、今年４月以来６回目…政府は「懸念」伝達（読売） 

https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/041500053/070100019/
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27331
https://www.sankei.com/article/20220721-NVGEPEUWT5MW7BICM6X35VULOY/
https://www.news-postseven.com/archives/20220721_1774404.html?DETAIL
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA210CD0R20C22A7000000/
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-cia-idJPKBN2OW01H
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013728861000.html
https://www.sankei.com/article/20220721-APCCK5PDSJN4ZDC5FKKIWL4EVE/
https://www.afpbb.com/articles/-/3415468
https://www.zakzak.co.jp/article/20220721-BWBLH6EW65MGPDR77FIX6RX76I/
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220721/5050019596.html
https://373news.com/_news/storyid/159917/
https://www.bbc.com/japanese/62247188
https://www.cnn.co.jp/usa/35190744.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013727191000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013728791000.html
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 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220721-OYT1T50161/ 

〇 ロシアは核威嚇でウクライナの反転攻勢を止めにくる？──米戦争研究所（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/07/post-99159.php 

〇 「カラー革命」を策動して世界に危害を及ぼした米国（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0721/c94474-10125913.html 

〇 第４回ウクライナ武器支援会合開催 米国防長官「非常に生産的だった」（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-defense/3533701-dihuiukuraina-wu-qi-zhi-yuan-hui-

he-kai-cuimi-guo-fang-zhang-guan-fei-changni-sheng-chan-dedatta.html 

〇 「米戦略司令部、初めて北朝鮮の核議論…核使用の可能性最も大きい国」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293448?servcode=500&sectcode=500 

〇 「数少ない日本派の政治家でいい人」田母神俊雄が見た安倍元首相…メールで進言した日

（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2022/07/post_307983.html 

〇 中国、台湾侵攻作戦を再検討か ウクライナの「失敗」教訓―米ＣＩＡ長官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072101067&g=int 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 密着取材 南西諸島防衛の最前線は今（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220721/5050019609.html 

〇 「ロシア軍の死者１万５０００人」 ウクライナへロケット砲追加供与―米（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072100711&g=int 

〇 ロシア軍と中国軍の艦艇 活発な動き 時間差で日本列島を周回（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220721/k10013730261000.html 

 

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

〇 日英伊が次期戦闘機開発で協力 年末までに具体策（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR19ARJ0Z10C22A7000000/ 

〇 米が監視衛星２８基打ち上げへ、新ミサイル防衛…中露が開発の極超音速兵器を探知（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220720-OYT1T50080/ 

〇 飛行艇のすごさ紹介 各務原の航空宇宙博物館 UFーXS間近に（中日） 

 https://www.chunichi.co.jp/article/511228 

〇 岸田外交に必要な対中国「ハイブリッド戦略」、米国追随の抑止一辺倒は国益にならず（ダイ

ヤモンド） 
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https://www.ukrinform.jp/rubric-defense/3533701-dihuiukuraina-wu-qi-zhi-yuan-hui-he-kai-cuimi-guo-fang-zhang-guan-fei-changni-sheng-chan-dedatta.html
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https://japanese.joins.com/JArticle/293448?servcode=500&sectcode=500
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https://www.jiji.com/jc/article?k=2022072101067&g=int
https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/
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 https://diamond.jp/articles/-/306555 

〇 田原総一朗「“米中戦争”日本参戦には断固反対  習近平を説得せよ」（AERA） 

 https://dot.asahi.com/wa/2022071900064.html?page=1 

〇 青息吐息の防衛産業 「安保の基盤」の崩壊を座視するな（WEDGE） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27283 

〇 自衛官が「誇り」を持つのが悲願だった安倍元首相  日本に迫る危機をリアルに知り…危険

を顧みずめざした任務完遂（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220720-ITJOZGY4IJJVJMYGRIG2Y4NHPM/ 

〇 海洋運命共同体の構築を共に推進する（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3415076 

〇 「未来の自衛官」に向けて安倍元総理が語ったこと「『そのとき』に備えよ」【安倍晋三元総理の

名スピーチを振り返る（2）】（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/07200725/?all=1 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 露がウクライナ占領地域併合へ準備 米分析「明白な国連憲章違反」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220720-LWYCEAGJTNL7RBDS4EVBDINSDM/ 

〇 「ロシアがウクライナ領併合計画」 米、“住民投票利用”と警告（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220720/k00/00m/030/041000c 

〇 尖閣周辺に中国船 ９６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220720-EBNNZ53KE5J7JI5OAHIKAMQWFQ/ 

〇 ロシア、ウクライナ支配地域の「併合作戦」展開 米高官（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3415289 

〇 ロシア、クリミア併合時の戦略を踏襲する計画 米ホワイトハウス（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35190673.html 

〇 米駆逐艦 台湾海峡通過と発表 国際水域強調し中国けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220720/k10013727321000.html 

〇 米は台湾海峡の「平和と安定破壊」、駆逐艦の航行巡り中国が非難（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-defence-idJPKBN2OV06G 

〇 米国、プーチン氏のイラン訪問「孤立深めている証左」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2007M0Q2A720C2000000/ 

〇 ソロモン諸島 中共軍基地建設を否定 豪州は歓迎（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/07/57509/ 

〇 米駆逐艦、台湾海峡を通過 国防部「周辺海、空域の動向は全て把握」（フォーカス台湾） 
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 https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202207200002 

〇 弾道ミサイル想定 空自が呉の海自基地でＰＡＣ３訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20220720/4000018610.html 

〇 米国は宇宙空間の軍事化・兵器化への歩みを止めるべき 中国外交部（新華網） 

 https://jp.news.cn/20220720/4a5d9956cdb641669e0eaeefc95e4f83/c.html 

〇 ロシアがウクライナ支配地域の併合準備、9月にも「住民投票」実施＝米高官（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62233987 

〇 尖閣周辺で中国船領海侵入 海保と海自 連携強化を 有識者会議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220720/k10013728281000.html 

〇 ウクライナで露軍を効果的に抑制するには、遠距離ロケットシステムが少なくとも５０台必要＝

宇国防相（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-defense/3533118-ukurainade-lu-junwo-xiao-guo-

deni-yi-zhisuruniha-zhang-ju-lirokettoshisutemuga-shaonakutomotai-bi-yaoyu-guo-

fang-xiang.html 

〇 中国 自衛隊の早期警戒管制機に似た模型を破壊 日本をけん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220720/k10013728391000.html 

〇 イタリア元大統領外交顧問、「台湾有事は世界有事」（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95596 

 

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

〇 ＥＵ、ウクライナへの兵器供給巡り 5億ユーロ追加拠出へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-eu-idJPKBN2OT1B4 

〇 自民石破氏や国民前原氏らのグループ 台湾有事備え意見交換へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220719/k10013724171000.html 

〇 南シナ海裁定６年 比政権と対中連携進めよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220719-MYJL4W7Q2JMZVKGG4HU2YXGWQ4/ 

〇 「光衛星通信」実用化へ世界大競争、ロシアの極超音速兵器で米国が本気モード（日経 BP） 

http://news.ceek.jp/search.cgi?q=%B3%A4%CD%CE%A1%A1%B0%C2%C1%B4%CA%

DD%BE%E3%A1%A1%BC%AB%B1%D2%C2%E2%A1%A1%A5%B7%A5%CA%B3%A

4%A1%A1&way=1 

〇 ウクライナ、ロシア軍の弾薬庫集中攻撃か 補給乱れ狙う（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR184IR0Y2A710C2000000/ 

〇 【櫻井よしこ氏特別寄稿】世界に晒された日本の平和ボケ 改憲に命を懸けた「憂国の宰相」

の遺志を継げ（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/07190601/?all=1 
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〇 【櫻井よしこ氏特別寄稿】「人間じゃない、たたき斬ってやる」への気持ちを語った安倍総理

（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/07190602/?all=1 

〇 【随時更新】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/20220719/k10013705891000.html 

〇 ＥＵ、武器追加支援で合意 ウクライナへ７００億円（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220719-N7ZIRJQRDBK3VKST56E7HFEVXI/ 

〇 硫黄島から 1000km 海自 US-2救難飛行艇 太平洋上の漁船から急患を移送（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120552 

〇 ロシアに無人機 300機供与へ（共同） 

 https://nordot.app/921897126869352448 

〇 ロシアの面目丸つぶれ、スーダン海軍基地建設計画が頓挫（朝鮮日報） 

 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/07/19/2022071980003.html 

〇 ウクライナ東部“親ロシア派が北朝鮮労働者を受け入れも”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220719/k10013724671000.html 

〇 ＮＡＴＯ新戦略 緊張を激化させる危険な方向（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-07-19/2022071902_01_0.html 

〇 戦争に驚いたロシア隣接国、米国製先端兵器を相次ぎ購入（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293330?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 ３年ぶり一般公開に４８７０人 海自館山航空基地 千葉（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220719-4HXSZP46I5IZTLVPQYA3DMWZ4Q/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ９５日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220719-VWVLWUDG5RLGBPVNGXXERLXJP4/ 

〇 米軍無人偵察機 鹿屋への展開、知事が受け入れ表明（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/159782/ 

〇 西側の武器流入で戦況バランスに変化、ウクライナ大統領らが指摘（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35190605.html 

〇 中国が米国に台湾地区への武器売却計画の撤回を促す（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0719/c94474-10124746.html 

〇 米、極超音速ミサイル探知へ衛星開発 25年に配備計画（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN191SJ0Z10C22A7000000/ 

〇 鹿屋航空基地への米軍の無人機配備 塩田知事も計画容認へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220719/5050019532.html 
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〇 岸防衛相「関心持ち動向注視」 中国の空自機模型破壊（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA192VK0Z10C22A7000000/ 

〇 約 5000人が来場 海上自衛隊館山基地 ヘリコプターフェス 3年ぶり開催（乗りものニュー

ス） 

 https://trafficnews.jp/post/120593 

〇 中国海警、北太平洋に艦船派遣 海洋覇権へ重層的態勢（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220719-EA3FAQUOT5PXPMDX73PWAC2F2Y/ 

〇 2027年までに英国が新型戦闘機をテスト 日本はパートナーになり得るか？（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220719/2027-12063835.html 

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/20220719/k10013705891000.html 

 

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

〇 イージス艦、艦内を見学 伏木寄港の「あしがら」（富山） 

 https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/799805 

〇 海の日 本来の「守る」意識高めよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220718-Y5TB2VCI2VJ4TOWO3Z7I2AP7QM/ 

〇 （社説）米の中東外交 和平見据えた関与こそ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15359312.html 

〇 安倍元首相が変えた外交政策、「中国抑止」戦略の本質的動機とは（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/306551 

〇 隣で核保有国が侵略戦争を行っている状況で「軍事抜きの外交」など論外／倉山満（日刊

SPA） 

 https://nikkan-spa.jp/1842975 

〇 安倍元首相に感謝したい（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220718-TTZYWHB5XBNXZATGV2Y4Y2WEPI/ 

〇 米国の「象の歩み」に中国は「竜の歩み」で対抗…Ｊ１５戦闘機９機公開（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293284?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 今、そこにある危機（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220718-23TS3E6EZ5O7FFECZIO3DSFI6A/ 

〇 志望者増も人員不足…警察・消防・自衛隊・海保・刑務所が合同就職説明会 高校生や専門

学生が参加（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/390664 

〇 イラン、核兵器製造「技術的に可能」 元外相（AFP） 
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 https://www.afpbb.com/articles/-/3414960 

〇 王毅部長「米国などは中東問題に干渉すべきでない」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0718/c94474-10124324.html 

〇 尖閣周辺に中国公船 ９４日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220718-WTDEVF3JBBL53GHNDV3RBGQIHQ/ 

〇 米ミサイル駆逐艦、南シナ海で再び「航行の自由作戦」（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/220718174659.html 

 

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

〇 日本共産党 100年 国民は「革命」を否定した（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220717-KKT5NYG7XNMRTEEDWQP5QDNA4U/ 

〇 安倍晋三元総理急逝で幻に終わった「防衛省人事をめぐる極秘会談」（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97552 

〇 ペリー上陸ちなみ横須賀で式典 米空軍大佐「関係は盤石」（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/life/article-924501.html 

〇 鍵は“アイデンティティ” ロシアのウクライナ侵攻の引き金がプーチンの「積年の怒り」とは本

当なのか？ 廣瀬陽子教授に聞く（AERA） 

 https://dot.asahi.com/dot/2022071100039.html?page=1 

〇 防衛費増へ「事項要求」容認 「新しい資本主義」で特別枠―２３年度予算編成―政府（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022071600383&g=eco 

〇 日米共同訓練が増加（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-07-17/2022071702_02_0.html 

〇 ロシアに無人機提供準備 イラン、６月に代表団受け入れ―米報道（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022071700129&g=int 

〇 安倍元首相の〝先見性〟高評価の理由 「自由で開かれたインド太平洋」構想の意図とは 

改憲発議、問われる日本の意志（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220717-QE4SSMQCYJPFJJW32XWFPR7ALQ/ 

〇 中・北・露のスパイに狙われ続ける日本 情報機関の重要性と課題 前国家安全保障局局

長・北村滋さん『経済安全保障 異形の大国、中国を直視せよ』（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220717-3IOIB64E55L33DWMFVIEECL7NI/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ９３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220717-UAX36I56XRJIPEJWUFUFKGY74M/ 

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/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 自衛隊施設の改修へ予算拡充（共同） 

 https://nordot.app/921323973294424064 

 

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

〇 イラン、無人機空母艦隊を公開 米大統領の中東歴訪中（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3414795 

〇 9条自衛隊明記、賛成 54％（共同） 

 https://nordot.app/920767304816852992 

〇 空自のブルドーザー部隊？ 空飛ばない「航空施設隊」とは ミサイルきたら大忙し（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120269 

〇 中国とインドは石油を欲しがっているが決してロシアに依存しない（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/48931 

〇 エスパー元米国防長官「世界で最も大きな火薬庫は北東アジア」（朝鮮日報） 

 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/07/16/2022071680008.html 

〇 米、台湾の戦車補修支援へ（共同） 

 https://nordot.app/920842994464636928 

〇 米海軍、再び航行の自由作戦（共同） 

 https://nordot.app/920879543391256576 

〇 防衛費増額へ事項要求容認、「予算編成過程で検討」明記＝関係筋（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/defense-budget-japan-idJPKBN2OR02X 

〇 尖閣周辺に中国船 ９２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220716-3XGL2D5XJBNJNBXDZQJ4Z4I5KQ/ 

〇 米とサウジアラビア、イラン核保有の阻止で合意＝共同声明（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-saudi-defence-idJPKBN2OR034 

〇 自衛隊施設、旧耐震基準が４割 予算不足で対策遅れ―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022071600116&g=pol 

〇 米海軍、南シナ海で再び「航行の自由作戦」 13日に続き（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-defence-idJPKBN2OR03L 

〇 ロシアの代表団がイラン視察しドローンを検証、衛星画像入手 CNN EXCLUSIVE（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35190555.html 

〇 安倍晋三氏が高めた「日本の信頼」 欧米メディアにかつて警戒論も…論調に変化、改憲支

持も 背景に「地球儀を俯瞰する外交」（zakzak） 
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 https://www.zakzak.co.jp/article/20220716-6TQGYXGLBJO7PPL4WNH5C3Z4IY/ 

〇 米海軍が南シナ海で「航行の自由作戦」、中国の主張に異議 今週２度目（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35190559.html 

〇 海上自衛隊舞鶴地方隊が展示訓練、８年ぶり 若狭湾（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220716-NPL3ZSURTBOY5LHRP7OPXV7N7A/ 

〇 イランにドローンの大量輸出能力なしの見方、米諜報を疑問視（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35190560.html 

 

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

〇 米バイデン大統領 “イランに核兵器持たせない” 会談で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220714/k10013718461000.html 

〇 中国外交 「多極化」戦略は矛盾が目立つ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220714-OYT1T50372/ 

〇 安保上重要な施設への「阻害行為」、レーザー・電波など例示…土地規制法の基本方針案

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220714-OYT1T50398/ 

〇 ドイツは日本に中国への対応を学ぶ？―中国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b897690-s25-c100-d0193.html 

〇 中国の海洋進出から「航行の自由」を守る ２６カ国から３８隻の艦艇、１７０機の航空機が集結

「リムパック２０２２」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220715-KJ3B5PPSF5NDFMOD3BLGJU5WIQ/ 

〇 安倍戦略「日本を変革した」 米と共通のビジョン―元高官ら功績しのぶ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022071400749&g=int 

〇 米上院で安倍氏の功績たたえる決議案提出 過去にはマンデラ氏らも（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ7H254VQ7HUHBI005.html 

〇 ウクライナ中部ビンニツァにミサイル攻撃、２３人死亡 黒海からロシア発射（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35190485.html 

〇 「忘れがたい足跡残した」米上院議員が安倍氏たたえる決議案提出（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220715/k00/00m/030/040000c 

〇 日本周辺海域でのロシア、中国艦艇群の「ミリハラ（軍事的いやがらせ）」ぶりがヤバすぎる（現

代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97531 

〇 尖閣周辺に中国船 ９１日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220715-KEIHMAHWGFLHNBL6XT6E6FSMFI/ 
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〇 中国軍用機、南シナ海上空で「ひやり」 米輸送機を至近距離で妨害（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293246?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 北韓、親ロシア派地域を国として承認 ウクライナは断交（KBS） 

 http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=82797 

〇 自衛隊 ウクライナ避難民受け入れの周辺国に救援物資輸送終了（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220715/k10013719141000.html 

〇 岸田首相、「抜本的な防衛力強化」へ GDP比 2%も意識（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/110619 

〇 日米戦闘機５２機が異例の大規模訓練 中国・ロシアへの抑止力示す 参院選や安倍元首

相暗殺も影響か（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220715-CSVMF4REM5JCPF75KBSXQHOYSA/ 

〇 バリ島での中米外相会談について王毅部長「米側の有言実行、言行一致が必要」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0715/c94474-10123691.html 

〇 太平洋諸国フォーラムが閉幕 キリバスの撤退とオセアニアの気候、安全保障 浮き彫りと

なった課題（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220715/12012324.html 

〇 日米の軍用機、日本近海上空で訓練飛行 中ロとの緊張高まる中（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35190538.html 

〇 日本の改憲に 2つの障害あり 近隣外交の膠着を招く（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-07/15/content_78325678.htm 

〇 西之表市の馬毛島で外周道路の工事着手 基地建設の動き加速（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220715/5050019482.html 

〇 海上自衛隊創設 70周年記念「国際観艦式」、10/29〜30開催へ（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137188 

 

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

〇 「鍵はミンダナオにある」 南シナ海問題を念頭に議論（まにら新聞） 

 https://www.manila-shimbun.com/category/politics/news265348.html 

〇 「安倍氏ほど米国の対中戦略に影響を与えた人は世界にいない」（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/071300342/ 

〇 海自 US-2の祖先 九七式飛行艇が初飛行-1936.7.14 国産大型機の先駆 戦前航空技術

の極み（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120481 

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/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ９０日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220714-GUKLQQ4F4ZIW3L6MCPUZMIXFUE/ 

〇 安倍外交の真価 日本はアメリカの「代理戦争」戦略に巻き込まれるな（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/07141100/?all=1 

〇 米国務長官、中国が攻撃すればフィリピンを防衛 中国を牽制（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/110409 

〇 米艦が西沙諸島の中国領海に侵入、南部戦区が警告（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0714/c94474-10123059.html 

〇 日米延べ 52機の大規模訓練（共同） 

 https://nordot.app/920156917119074304 

〇 橋本 小学生が自衛隊の砕氷艦が持ち帰った南極の氷を観察（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/wakayama/20220714/2040012045.html 

〇 イランがロシアにドローンを大量供与しても、米軍には切り札がある（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/07/post-99115.php 

〇 米海軍の駆逐艦が南シナ海を航行、中国は反発（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35190427.html 

〇 ソロモン諸島、外国の基地受け入れ否定 軍事標的化を懸念（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3414496 

〇 「冷厳な事実」先取りしていた安倍元首相の政策 日本が初めて新たな戦略的構想の考案を

リード（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220714-2VBVGDRV4JKPHHB7EX6XUZRG2U/ 

〇 中パ両海軍の合同演習「海洋衛士-2」が成功裏に終了（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0714/c94474-10123154.html 

〇 対抗的色彩を強める「リムパック」、西側の冷戦思考を露呈（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0714/c94474-10123218.html 

〇 安倍元首相は「中国脅威をいち早く認識した国際的指導者」＝米専門家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/110460 

〇 「太平洋諸島フォーラム」年次総会 各国の足並みの乱れ懸念（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220714/k10013716601000.html 

〇 安倍外交を振り返る 国際秩序の変化のなか日本の存在感示す（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/politics/20220714-2/ 

〇 「太平洋諸島フォーラム」 気候変動や安全保障など連携で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220714/k10013718221000.html 
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〇 米、島嶼国への関与強化を宣言 地域会合で中国念頭（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220714-6UEQZROS2RIJDF3N6SLMICD2KU/ 

〇 日英、戦闘機開発計画の統合検討 年内の合意目指す＝関係者（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-uk-fx-idJPKBN2OP165 

〇 米が「太平洋諸島戦略」を発表、外交部＝共にインド太平洋を守ろう（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95576 

〇 欧州が台湾支持案を多数可決、外交部＝連携強化で盟友になろう（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95575 

〇 米・イスラエル、「イラン核保有認めず」 共同宣言に署名（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-israel-idJPL4N2YV3C7 

〇 米・イスラエルが共同宣言 イラン核問題で協力（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220714-KATLG7S23BNDXAPL24TLHWUXDQ/ 

 

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

〇 米軍無人偵察機が岩国基地に着陸 中国艦船の活動などの情報を収集（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ7F00B4Q7DTZNB00X.html 

〇 外務省が南シナ海判断６周年で声明。「判断を弱体化させようとするいかなる試みも断固拒

絶」（まにら新聞） 

 https://www.manila-shimbun.com/category/politics/news265320.html 

〇 ロシアに常任理事国の正統性あるか？〝新国連〟構想も（WEDGE） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27268 

〇 仏紙が報じる「安倍晋三の“死”によって日本の核武装は遠のいた」（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/294062/ 

〇 フィリピン外相 南シナ海領有権 6年前の仲裁判断の重視を強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220713/k10013714571000.html 

〇 「協力新たな章へ」 太平洋諸国へ関与鮮明―ハリス米副大統領（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022071300260&g=int 

〇 「最後の海空戦」の死没者ら悼む むつ市大湊で慰霊祭（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ7D6SMFQ79ULUC009.html 

〇 大型無人偵察機「トライトン」が米軍岩国基地に初飛来（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20220713/4060014024.html 

〇 中国軍、南シナ海で米駆逐艦「領海不法侵入」 国際法違反と反発（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-defence-idJPL4N2YU177 

〇 太平洋諸島フォーラム、米副大統領が支援 3倍増を表明（REUTERS） 
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 https://jp.reuters.com/article/pacific-forum-idJPKBN2OO0A9 

〇 NATOはどこへ行く～世界最大の軍事同盟とロシアの脅威～（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220713/k10013714961000.html 

〇 王毅部長「開放的地域主義は平和・発展・自主・包摂を常に堅持すべき」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-07/13/content_78321282.htm 

〇 米空母「ロナルド・レーガン」打撃群、南シナ海に展開（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-defence-reagan-idJPKBN2OO0NP 

〇 米海軍 西沙諸島周辺で「航行の自由」作戦実施 中国軍は反発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220713/k10013716251000.html 

〇 台湾海域での海砂採取は「中国のグレーゾーン侵略作戦」＝米専門家（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/110433 

〇 南シナ海 中国の領有権否定判断から 6年 中国「判断は違法」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220713/k10013716481000.html 

〇 南海仲裁裁判のいわゆる裁決は違法で無効＝外交部（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/07/13/ARTIsgn8d4xDONvwQeP0pU5k220713.shtml 

 

１２（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 プーチンの戦争はどのように終わるのか？ 米戦略学の第一人者が語る「意外な結末」（現代

ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97194 

〇 「防衛品は稼げない」払拭なるか 相次ぐ国内メーカー撤退→装備運用に懸念 国は新機軸

の対策（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120400 

〇 核戦争で地球は小氷河期に 最大 20億人が飢餓に直面する（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/48800 

〇 “イランがロシアに数百機の無人航空機 供与の準備か” 米高官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220712/k10013712841000.html 

〇 中国海軍のフリゲート艦が与那国島ー台湾の間を往復 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220712/5090019118.html 

〇 【時論】北朝鮮の「核先制使用ドクトリン」に対策はあるのか（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/293089?servcode=100&sectcode=120 

〇 尖閣周辺に中国船 ８８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220712-CKIDYEWT45LD5DGQFX4J4M4TIE/ 

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/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 中パ両海軍の合同演習が実弾演習段階へ（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0712/c94474-10122124.html 

〇 米国務長官、中国に南シナ海での「挑発的行為」中止を要請（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/southchinasea-usa-blinken-idJPKBN2ON0J1 

〇 米国、キリバス・トンガに大使館 中国対抗で支援 3倍に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN121OI0S2A710C2000000/ 

〇 台湾・花蓮沖に中国艦艇 接続水域からわずか 10カイリ（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/cross-strait/202207120009 

〇 太平洋諸島フォーラム年次総会 首脳の欠席相次ぎ足並みに乱れ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220712/k10013714081000.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（12日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220712/k10013680351000.html 

〇 米、太平洋島嶼国の関与強化 大使館開設も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220712-PTJYDLIASNIBZLYJAAHMT7FYMA/ 

〇 仲裁裁否定６年、日フィリピン外相電話会談で中国牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220712-I4YLYTJHARJPFCVLEGLSJFQ4WU/ 

 

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

〇 沖縄の南西航空方面隊の緊急発進 中国機に対して増加（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220711/5090019088.html 

〇 【動画】空自のＦ１５、高知市上空に 海自艦「きりしま」公開で展示飛行（高知） 

 https://www.kochinews.co.jp/article/detail/577731 

〇 米国が懸念する｢安倍氏亡き後の日本｣の凋落（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/603260 

〇 海上自衛隊元幹部が激怒…山上徹也容疑者の射撃は「海自の訓練と無関係」（現代ビジネ

ス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97349 

〇 中国による「体制上の挑戦」とは何か（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-07/11/content_78316483.htm 

〇 ウクライナ、米欧供与の兵器で「ロシア軍の１１の標的に打撃」…南部奪還作戦を本格化か

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220711-OYT1T50229/ 

〇 王毅部長がブリンケン米国務長官と会談「『小集団』の形成を止めるべき」（人民網） 
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 http://j.people.com.cn/n3/2022/0711/c94474-10121461.html 

〇 日本は戦後最大級の難局、有事の政権運営求められる＝岸田首相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-economy-kishida-idJPKBN2OM0AT 

〇 中国・パキスタン両海軍が合同演習を開始（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0711/c94474-10121529.html 

〇 海自鹿屋基地への米無人機配備計画 鹿屋市長が受け入れ表明（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220711/5050019414.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ８７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220711-TUQQBHGHJBJGXA4DDSC3JQX7UQ/ 

〇 ［社説］米中の偶発的な衝突回避は極めて重要だ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK112UK0R10C22A7000000/ 

〇 アメリカ空軍・海兵隊、岩国基地で「エレファント・ウォーク」（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137126 

〇 中国艦、与那国と台湾間を往復（共同） 

 https://nordot.app/919219101289971712 

 

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

〇 「日本が悪い」と大騒ぎの韓国…！ NATO首脳会議で起きていた「意外な現実」と、孤立化

した韓国の「危ない現実」（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97128 

〇 ミサイル避難施設の指定拡大へ 安保上の脅威に対応―東京都（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070900340&g=pol 

〇 自衛隊の Youtube動画を比較してみた リクルーティングにつなげる広報戦略（弁護士ドット

コム） 

 https://www.bengo4.com/c_18/n_14695/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 ウクライナ侵攻 5カ月目…日本人は「戦争報道のインチキさ」今こそ検証を（esquire） 

 https://www.esquire.com/jp/culture/column/a40536264/dol-5th-month-of-invasion-of-

ukraine-verifying-war-coverage/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ８６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220710-Q3W2Y2GK7ZJHLKILJ25LYULTY4/ 

〇 自衛隊のメンタル教官に聞く怒りの感情をコントロールする方法（dime） 

 https://dime.jp/genre/1421778/ 
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〇 北朝鮮がロケット砲発射か 韓国軍が探知（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM103W70Q2A710C2000000/ 

 

０９（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日米韓外相会談 安全保障分野で協力確認 北朝鮮の動きを念頭に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220709/k10013709011000.html 

〇 米中外相 ロシアのウクライナ侵攻以降 初めて対面で会談へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220709/k10013708871000.html 

〇 ウクライナの空で、いま何が起きているか～ロシアがおかした 3つのしくじり（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97225 

〇 「数時間で空自全滅」に向き合え～ウクライナの空が投げかける教訓（NHK） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97228 

〇 ウクライナは手も足も出ず？ ロシア潜水艦が睨みを利かす黒海 穀物輸出の打開策が見出

せないワケ（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120345 

〇 ウクライナと安全保障 基地の街、危機実感（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/government/electiondata/article-922543.html 

〇 操縦者を守れ！ 空自唯一「航空医学実験隊」を取材 パイロットは地上でも過酷訓練（乗りも

のニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/119945 

〇 香港、ウクライナ…「次は自分たちだ」 中国による軍事侵攻に備え、自主防衛意識を高める

台湾（デイリースポーツ） 

 https://www.daily.co.jp/society/life/2022/07/09/0015454200.shtml 

〇 尖閣周辺に中国公船 ８５日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220709-LT7VWEVLVBKPZFIEJ6VHXF64AM/ 

〇 日本が NATO と連携する意図―中国専門家（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b897377-s25-c100-d0193.html 

〇 安倍元首相死亡 各国の反応（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220708/k10013708711000.html 

〇 ロケットの発射で放出される「ブラックカーボン」が、地球環境に深刻な影響をもたらす：研究

結果（WIRED） 

 https://wired.jp/article/the-black-carbon-cost-of-rocket-launches/ 

〇 空母にとどまらない中国海軍の脅威、055型駆逐艦・039型潜水艦・商用フェリー・海上民兵

（RecordChina） 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM103W70Q2A710C2000000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220709/k10013709011000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220709/k10013708871000.html
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97225
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97228
https://trafficnews.jp/post/120345
https://www.kanaloco.jp/news/government/electiondata/article-922543.html
https://trafficnews.jp/post/119945
https://www.daily.co.jp/society/life/2022/07/09/0015454200.shtml
https://www.sankei.com/article/20220709-LT7VWEVLVBKPZFIEJ6VHXF64AM/
https://www.recordchina.co.jp/b897377-s25-c100-d0193.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220708/k10013708711000.html
https://wired.jp/article/the-black-carbon-cost-of-rocket-launches/


R4．8．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://www.recordchina.co.jp/b897300-s25-c100-d0059.html 

〇 米中外相会談 アメリカ 中国にロシア支援しないよう求める（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220709/k10013710121000.html 

〇 ロシアの情報収集艦、東シナ海へ（共同） 

 https://nordot.app/918442053258870784 

 

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

〇 米中、軍幹部が電話会談 中国参謀長「恣意的な挑発には反撃」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-military-idJPL4N2YP08K 

〇 NATOが対ロ・対中の二正面作戦へ（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/070600340/ 

〇 阿南友亮 米中、日中、中台の経済相互依存が台湾海峡の軍事的緊張を高めている（中央

公論） 

 https://chuokoron.jp/international/120637.html 

〇 岸田首相は米欧首脳の話を聞くだけだったのか？ 具体性のない外交上の修辞にびくともし

ない独裁国家の中国（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220708-QYRFIUAMPVIZRPHG3GV2KIX4Q4/ 

〇 中国の軍艦が日本周辺を航行、専門家「われわれの目標は…」―中国紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b897281-s25-c100-d0193.html 

〇 中国企業が米国で農地購入、米空軍基地から「車でわずか 20分」で物議―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b897245-s25-c100-d0202.html 

〇 中国船２隻が一時領海侵入 尖閣周辺、今年１８日目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220708-3XQUMDEECZL6NMZN6WVKOKIQIU/ 

〇 米英の情報機関トップが初の共同演説「中国リスクは最大の脅威」と警告（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/48741 

〇 質と量兼ね備え、中国の「１００隻計画」に対抗 海自が潜水艦部隊増強へ（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220708-J3FRUTNEA5IZJF756DO7WTPCSQ/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 ロシア海軍の情報収集艦 日本最南端の沖ノ鳥島沖に出現 防衛省・統合幕僚監部（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/120344 

〇 またも危険な火遊び！日米が南西諸島への中距離弾道ミサイル配備を画策（人民網） 
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 http://j.people.com.cn/n3/2022/0708/c94474-10120738.html 

〇 中露外相会談、王毅部長「中国は危機の平和的解決に資するあらゆる努力を支持」（人民

網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0708/c94474-10120811.html 

〇 硫黄島へ行けます 研修後に自衛隊機で渡島 8月実施 なお続く遺骨収集（乗りものニュー

ス） 

 https://trafficnews.jp/post/120301 

〇 自衛隊基地建設の馬毛島 港のしゅんせつ工事を県が許可（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220708/5050019367.html 

〇 蔡総統、台湾訪問の米議員と面会 台米関係のさらなる緊密化に期待（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202207080007 

〇 日米韓外相が会談、対北朝鮮で結束確認 G20にあわせ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0847U0Y2A700C2000000/ 

〇 台湾国防部 “中国軍戦闘機が台湾海峡の「中間線」越え進入”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220708/k10013708961000.html 

 

０７（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ロシア前大統領「核大国への制裁は愚か」、米に警告（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-medvedev-idJPKBN2OH1DT 

〇 ロシア軍 ドネツク州拠点都市へ攻勢 ウクライナ側は徹底抗戦（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220707/k10013705491000.html 

〇 ロシア、ウクライナ東部以外も支配画策 戦闘長期化に備えか（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220707/k00/00m/030/004000c 

〇 （社説）ウクライナ支援 長期化を視野に結束を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15346906.html 

〇 舞台裏から見た教訓―対中外交は中国の「メンツ」も考えた対応を（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97102 

〇 中国はロシアに対する西側諸国の制裁から何を学んでいるか？（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/293352/ 

〇 中国外相 フィリピン マルコス大統領に「黄金時代」呼びかけ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220707/k10013705681000.html 

〇 尖閣接続水域内に中国艦艇「懸念表明し抗議」（Economic News） 

 http://economic.jp/?p=96797 

〇 中国が「長期的な最大の脅威」（共同） 
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 https://nordot.app/917567044812029952 

〇 中露また威嚇行動 ロシア海軍艦、沖ノ鳥周辺に出現 中国海警局船、尖閣周辺での領海

侵入は３日連続（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220707-L7NHPZLJGNLAXLGMPVVUPSLRV4/ 

〇 尖閣の中国船、領海侵入続ける 機関砲？搭載、海保の警告聞かず（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220707-FBBVOK2SFVNX7MATRF6BTKEGVQ/ 

〇 中国艦の日本一周を域外メディアが喧伝 中国の専門家は「目標は遠洋」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-07/07/content_78310085.htm 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 ＦＢＩとＭＩ５の長官がそろい踏み、中国のスパイ行為に警鐘（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35190093.html 

〇 ＮＺ首相、太平洋諸島フォーラムの重要性強調 中国念頭（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/newzealand-pacific-idJPKBN2OI06X 

〇 中国、フィリピンに秋波 王外相が新大統領と会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070700636&g=int 

〇 英ＭＩ５と米ＦＢＩ、中国の脅威増大に警鐘 長官が初の合同演説（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-britain-china-security-idJPKBN2OI0DE 

〇 Ｇ２０外相会合でロシア侵攻正当化させない、混乱回避図る＝米高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N2YO1H7 

〇 中共の軍事力は米国を凌駕するのか（上）（新唐人テレビ） 

 https://www.ntdtv.jp/2022/07/57343/ 

〇 NATOが冷戦終結後、最大規模の兵力増強を決断（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/070600339/ 

〇 英米の情報機関トップ、中国の「途方もない」脅威をそろって警告（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62074477 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（7日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220707/k10013680281000.html 

〇 米情報機関、州当局者らを標的にした中国の影響力拡大工作に警告（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-counterintelligence-idJPL6N2YO072 

〇 中露とイランが、南米地域での軍事演習に参加予定（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/iran-i100674 

〇 政府、参院選後に戦略３文書改訂作業本格化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220707-WJTF3XRHXBNJ5GESVUS3SZ2ZYM/ 
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〇 英首相、重ねた「嘘」で信頼失墜 外交では存在感（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220707-CGZ2ZYAPDJNCFFAYI4I2C4256A/ 

 

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

〇 イランが核協議で追加要求、ウラン濃縮進展に「警戒」＝米特使（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/iran-nuclear-usa-idJPL4N2YM2ZT 

〇 ロシア軍艦艇 尖閣沖接続水域を再び航行 海上自衛隊が確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220706/k10013704221000.html 

〇 フィリピン マルコス大統領 中国との軍事交流に初めて言及（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220706/k10013704001000.html 

〇 崩れる中国の長期戦略、一体化する米欧にアジア太平洋が加わる（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/070500338/ 

〇 TVで見ない日はない「防衛研究所」、普段は何をしているのか ベテラン研究員が語る

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14661418 

〇 中国船、領海侵入続く 尖閣周辺、今年１６日目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220706-H4YSM2WVMNPVZBVIVIPAEJTWUQ/ 

〇 海上自衛隊 P-1滑走路逸脱、ステアリング内に製造時の異物混入が原因（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137093 

〇 北欧２カ国の批准手続き、正式に開始 ＮＡＴＯ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35190043.html 

〇 韓国軍「戦略司令部」創設へ 陸海空一体で北朝鮮に対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM067A80W2A700C2000000/ 

〇 国民の自衛官に８人２部隊 不発弾処理の専門家ら（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220706-SXR6EAIAZBIAZCRVMCXQIZGEOY/ 

〇 爆弾や機雷による火傷の跡も...黒海のイルカ数千頭が、ロシア軍のソナーで大量死

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/07/post-99045.php 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（6日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220706/k10013680251000.html 

〇 中国、比の取り込み狙う 外相訪問「新たな黄金期」を（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220706-BMVYCFFXE5MDJCOPZHPFNJAUQY/ 

〇 国際法廷でロシア処罰なら核戦争の懸念も 前大統領（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3413246 
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〇 ロシア艦、沖ノ鳥島接続水域に（共同） 

 https://nordot.app/917406485555609600 

〇 ロシアの目標、あくまで「ウクライナの非ナチ化」…軍事作戦さらに長期化か（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220706-OYT1T50215/ 

〇 ロシア海軍艦艇 沖ノ鳥島付近の接続水域を航行 防衛省公表は初（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220706/k10013705601000.html 

 

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

〇 軍民共用港で海外拠点広げる中国海軍（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/world/00493/ 

〇 「日本が核を持つことは、世界にとっても望ましい」エマニュエル・トッドが語った“この国の平

和を守る”唯一の方法（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/55581 

〇 中露ブチ切れ！岸田首相のＮＡＴＯ会議出席で「敵」と認定 プーチン氏「サハリン２」強奪で

脅迫テロ 中国が仕掛ける「日系企業強奪計画」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220705-ZHAUVTICPVJIPGTNOFVNYVGBBE/ 

〇 プーチン政権、飛び地の孤立警戒 貨物封鎖、バルト海ＮＡＴＯ化―核でけん制・カリーニン

グラード（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070400556&g=int 

〇 ウクライナ侵攻｢予言｣したランド研究所のレポートが話題。台湾有事煽る米政権の戦略とシナ

リオが｢酷似｣と（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-256170 

〇 中国船が領海侵入 尖閣周辺、今年１５日目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220705-7HJUGCC7RJKS3J5WLRXSKRAGGE/ 

〇 NATOの新たなサイバー構想についてビジネスリーダーが知っておくべきこと（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/48622 

〇 中国軍の AI技術発展 米 AIチップに依存＝報告書（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/109403 

〇 米国、太平洋地域で多国間関与主導 「良い印象」抱いてなかったキャンベル氏 優秀な戦

略家だが…皇室への失言も（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220705-MHSWC3SKXZNTJBAZ3BALGKALBY/ 

〇 【中国ウオッチ】中国、「非戦争軍事行動」の基本方針制定─台湾・南シナ海作戦を想定？

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070500520&g=int 
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〇 「防衛費の増額、無条件に喜べぬ」 海自呉地方総監が記者会見で発言（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220705/k00/00m/040/103000c 

〇 「社会保障費も必要、特別扱い受けられるのか」海自総監の発言概要（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220705/k00/00m/040/114000c 

〇 米国の「中国は月を占拠」発言に外交部「事実を顧みぬ放言」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0705/c94474-10119160.html 

〇 太平洋上での新たな演習は戦争への新たな一歩か?（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220705/11840766.html 

〇 NATOは世界の安全保障と安定に対する「システミックな挑戦」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0705/c94474-10119250.html 

〇 「サハリン２、日本なくなる」 石油価格上限に反発―ロシア前首相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070500758&g=pol 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220705/k10013680241000.html 

〇 米海軍、中東海域での違法薬物・武器など情報提供に報奨金（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/us-mideast-shipping-gulf-idJPKBN2OG0NJ 

〇 NATO、北欧 2国の加盟に向け批准手続き開始（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3413061 

〇 NATO加盟各国、北欧 2カ国の加盟議定書に署名「歴史的な日」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220705/k00/00m/030/321000c 

〇 ウクライナ東部 激しい攻防続く見通し 南部の「ロシア化」懸念（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220705/k10013703891000.html 

〇 露艦、再び尖閣接続水域を通過 中国艦は日本一周（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220705-Y5KCVGC3U5PYHEWAHQI23YF42A/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（5日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220705/k10013680241000.html 

〇 外交部＝国連海洋会議が台湾を入れるべき（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95518 

 

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

〇 岸田 vs 安倍、防衛省人事から見えてきた安保政策「主導権争い」の構図（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/97029 

〇 韓国の尹新政権、日米重視外交に急速転換 北の脅威増大や米中対立激化に危機感 一

方の日本政府は…（東京） 
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 https://www.tokyo-np.co.jp/article/187356 

〇 『トップガン』で描かれた近未来…無人戦闘機は世界を滅ぼすか（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/96906 

〇 日本との関係改善の前に韓国は「竹島侵略」の謝罪と償いを ルール無視継続なら「経済制

裁」辞さず 大原浩氏が緊急寄稿（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220704-IYMNMEBVC5MITPLQV6VOXJSD5Q/ 

〇 ウクライナ軍を支える通信安保の強力ツール「低軌道衛星コンステレーション」＝山崎文明（エ

コノミスト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220712/se1/00m/020/057000c 

〇 韓日米共助に、北朝鮮「欧州とアジア太平洋で同時核戦争の危険」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/292763?servcode=500&sectcode=500 

〇 ウクライナの安全保障、ＮＡＴＯ加盟国と同じにならず＝独首相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/germany-politics-scholz-ukraine-idJPL6N2YK01W 

〇 Mandiant Blog第 5回「情報操作博覧会：ウクライナ侵攻をめぐるロシアの活動」

（ScanNetSeecurity） 

 https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2022/07/04/47837.html 

〇 ｢世界で 2番目に強力｣な中国の南昌級駆逐艦とは…建造費は米海軍のズムウォルトの半分

（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-255772 

〇 尖閣周辺に中国船 ８０日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220704-424ZICOMMFLAVK3MORMZHW7JKU/ 

〇 海自潜水艦「くろしお」一般公開 松山外港に７年ぶり寄港 「想像以上に大きかった」【愛媛】

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/384191 

〇 中国海軍のフリゲート艦、尖閣周辺の接続水域に入る（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ744333Q74UTIL00V.html 

〇 中国軍艦、尖閣諸島の接続水域に進入 日本政府「重大な懸念」伝達（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ7443M3Q74UTFK00P.html 

〇 中ロ軍艦艇が接続水域航行 尖閣周辺、中国は４年ぶり（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070400404&g=pol 

〇 尖閣接続水域に中露軍艦 平成２８年６月以来（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220704-MLFIZ5N4NBKWVI5KJZZYAD2B6Q/ 

〇 中国海軍 ロシア海軍の艦艇 尖閣諸島沖の接続水域を航行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220704/k10013701151000.html 
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〇 中国企業、米空軍基地付近の土地を購入 地元議員「安保上の懸念」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/109392 

〇 トルコが丸のみさせた「NATO拡大容認」と引き換えの仰天要求（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/07/nato-53.php 

〇 中国外相、東南ア訪問開始 米中首脳協議前に孤立回避へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM043520U2A700C2000000/ 

〇 海自と農水省がカレー対決！ 互いに自慢のカレーを食べ続ける動画がシュールながらおい

しそう（ねとらぼ） 

 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2207/04/news150.html 

〇 中国海軍 ロシア海軍の艦艇 尖閣諸島沖の接続水域を航行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220704/k10013701151000.html 

〇 米英仏大使、ウクライナ侵攻非難 中国で異例のフォーラム（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-china-west-idJPL6N2YL06L 

〇 中露艦艇が尖閣接続水域進入 両国連携でアピールか（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220704-YSM2TBXHPFMPRIEWCJO5BAJ54U/ 

〇 中国、戦争外の軍事行動規定 グレーゾーンに警戒も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220704-HU44BVFFUBIBVMLEYCXYPVNYIM/ 

〇 中国対抗の「グローバル NATO」東方面はもつのか?（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220704/nato-11829303.html 

〇 ロシア艦が尖閣接続水域を航行、日本政府は外交ルート通じ「関心表明」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220704-OYT1T50176/ 

 

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

〇 ロシア艦艇 3隻 沖縄・与那国島 - 西表島間を初通過 2隻は北海道や千葉県沖を 6月航

行（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/383908 

〇 比中関係「より高いレベル」に マルコス氏中国側との会談で（まにら新聞） 

 https://www.manila-shimbun.com/category/politics/news265124.html 

〇 米国が「ヤバい警戒モード」へ…これから「日本・中国・韓国・北朝鮮」 に起きる“最悪シナリ

オ”の中身（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/96981 

〇 韓国の「ミサイル防衛は相当遅れている」…米軍幹部の「本音暴露」で、日米韓にこれから起

きる「本当のこと」（現代ビジネス） 

 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/96982 
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〇 海自と海保、尖閣の中国船を念頭に共同訓練 巡視船「みやこ」も参加（沖縄タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/984708 

〇 【2022 最新】航空祭が戻ってきた！ 7〜9月航空イベント一覧 ブルーインパルスもチェック

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137043 

〇 日米韓の連携に反発 「防衛力強化切迫性増す」―北朝鮮（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070300129&g=pol 

〇 北朝鮮が日米韓安保協力批判「中露の同時包囲の手段」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220703-ZHX3XIGV55IKFDZENWVGIEE6F4/ 

〇 北朝鮮 先月の日米韓首脳会談を非難「わが国への対決の集い」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220703/k10013699881000.html 

〇 北欧２カ国 NATO加盟承認へ〝ごね得〟エルドアンの損得勘定（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27167 

〇 東京開催の防衛関連国際会議に招待された台湾軍人、自衛隊のミサイルに強い関心

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b897042-s25-c100-d0198.html 

〇 「我々狙う危険千万」日米韓を批判 北朝鮮「アジア NATO化」主張（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ7343QQQ73UHBI00H.html 

〇 自衛隊名物「台風」って？ 全てを台無しにする無慈悲ぶり 笑っちゃうヤツも（乗りものニュー

ス） 

 https://trafficnews.jp/post/119926 

〇 フィリピンのマルコス新大統領に訪米要請、バイデン氏が親書で 中国との綱引き活発化（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/187368 

 

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

〇 仏豪首脳、インド太平洋で協力確認 関係修復アピール（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM014JE0R00C22A7000000/ 

〇 航空自衛隊 戦闘機 セイバーから最新 F-35 まで 7機種イッキ見（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137038 

〇 日韓の NATO接近に…中国・ロシア・北朝鮮の反動懸念 いっそう危険度が増す東アジア

（まいどなニュース） 

 https://maidonanews.jp/article/14658025 

〇 島田防衛次官、退任し参与に 官邸は留任認め（時事） 

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/984708
https://flyteam.jp/news/article/137043
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070300129&g=pol
https://www.sankei.com/article/20220703-ZHX3XIGV55IKFDZENWVGIEE6F4/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220703/k10013699881000.html
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27167
https://www.recordchina.co.jp/b897042-s25-c100-d0198.html
https://www.asahi.com/articles/ASQ7343QQQ73UHBI00H.html
https://trafficnews.jp/post/119926
https://www.tokyo-np.co.jp/article/187368
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM014JE0R00C22A7000000/
https://flyteam.jp/news/article/137038
https://maidonanews.jp/article/14658025
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070101036&g=pol 

〇 オーストラリアとフランスの首脳が会談 関係改善の姿勢を強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220702/k10013698601000.html 

〇 進む米軍施設整備と国防論議 「住民目線の対応を」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ7205G7Q6QTNAB00K.html 

〇 中国、NATO出席の韓日に「韓国は重要なパートナー、日本は歴史を反省すべき」（朝鮮日

報） 

 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/07/02/2022070280016.html 

〇 フィリピン マルコス大統領 空軍の強化に取り組む考えを強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220702/k10013698761000.html 

〇 中国が日本の周辺海域で資源調査 専門家の間で語られる“不都合な真実”とは（デイリー新

潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/07021102/?all=1 

〇 尖閣周辺に中国船 ７８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220702-2M7CBHD7YRMILCBTJFWBFEIZAI/ 

〇 ５０年前に人生一転、金はなくてもつかんだ「チャンス」 ギャラゼロ、経費は自分持ちも…約７

カ月間の南米歴訪で大きな視野を獲得（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220702-GXN5OLXTCFIY7FUR7NF5BPVTNA/ 

〇 「台湾は自力で戦わなければならない」 ウクライナから見えてきた米国の「台湾防衛支援」の

真意（COURRIER） 

 https://courrier.jp/news/archives/292666/ 

〇 ロシア軍艦艇３隻が与那国島ー西表島間の海域通過 防衛省発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220702/5090018972.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 ロシア海軍艦艇 与那国島と西表島の間を通過 公表は初めて（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220702/k10013699461000.html 

〇 空母建造を進める中国、「弱小国に対する威圧や懲罰に使いたいのだ」と米国専門家

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b896887-s25-c100-d0059.html 

 

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

〇 林外相 フィリピン新大統領と会談 “海洋秩序維持で協力”一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220701/k10013696961000.html 
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https://www.dailyshincho.jp/article/2022/07021102/?all=1
https://www.sankei.com/article/20220702-2M7CBHD7YRMILCBTJFWBFEIZAI/
https://www.zakzak.co.jp/article/20220702-GXN5OLXTCFIY7FUR7NF5BPVTNA/
https://courrier.jp/news/archives/292666/
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220702/5090018972.html
https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220702/k10013699461000.html
https://www.recordchina.co.jp/b896887-s25-c100-d0059.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220701/k10013696961000.html
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〇 日本などアジア太平洋地域諸国 初参加の NATOサミットで何を討議？（SPUTNIK） 

 https://jp.sputniknews.com/20220701/nato-11782486.html 

〇 ＮＡＴＯ首脳会議閉幕、バイデン氏がウクライナ追加軍事支援表明（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/nato-summit-end-idJPKBN2OB1SE 

〇 バイデン大統領「空母率いて生身さらす」初来日の真意、IPEFに懸ける思惑とは（ダイヤモ

ンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/305492 

〇 日本とＮＡＴＯ 平和へ地球規模の協力を 首相は防衛強化の約束果たせ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220701-KH6IXLKZ35IDXPH5ZIPB5ZXLIE/ 

〇 日米韓首脳会談 関係再構築し抑止力高めたい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220701-OYT1T50008/ 

〇 ＮＡＴＯ拡大へ 露が招いた安保体制の転換（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220701-OYT1T50013/ 

〇 （社説）ＮＡＴＯと日本 「安定」に資する連携を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15340619.html 

〇 ［特派員コラム］防衛費１０兆円と「岸田のジレンマ」（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/43912.html 

〇 NATO首脳会議閉幕「加盟国守るための決定」成果強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220701/k10013696911000.html 

〇 NATO 民主主義陣営の結束演出、中国・ロシアへの対抗前面に（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/186739 

〇 太平洋で情報収集? 中国軍が日本列島を周回（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/383086 

〇 岸田政権の「財務省色」人事は防衛費増額の壁か 各省に別働部隊、積極財政とはほど遠く 

安倍元首相との〝暗闘〟の背後にある存在（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220701-CR4KRGIQK5JPVDZYB4VJODAICM/ 

〇 最新空母進水も関係なし、中国で懸念すべき「船」とは（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35189567.html 

〇 マルコス新大統領が就任 対中姿勢は二転三転―比（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022063001083&g=int 

〇 林外相、フィリピン新大統領と会談 安全保障で連携強化を確認（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220701/k00/00m/030/035000c 

〇 中ロを名指しし対抗 ＮＡＴＯが新「戦略概念」（赤旗） 

 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-07-01/2022070102_01_0.html 

https://jp.sputniknews.com/20220701/nato-11782486.html
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〇 「専守防衛」とは何か（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022062900003.html 

〇 豪州海軍艦艇が佐世保へ一時寄港 北朝鮮船籍「瀬取り」監視（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ6Z6VTNQ6ZTLZU001.html 

〇 米軍無人機展開計画 容認決議案を可決 鹿屋市議会（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ6Z6KR6Q6YTLTB013.html 

〇 自衛隊納入前の哨戒機 滑走路逸脱トラブル 原因は異物混入か（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/85440.html 

〇 中国調査船に対応できない日本の国益とは 好き勝手に暴走、中露への対応に米国はイライ

ラしている（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220701-47IL45JNMZNCBJXXMV4HEYUIBY/ 

〇 尖閣周辺に中国船 機関砲搭載か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220701-SGZQHXVOTRNK7LKPXEMYCGK2PQ/ 

〇 米爆撃機と２週連続訓練 空自戦闘機、中露を牽制か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220701-MW43CFVIFZNN3H3DQHD3DEFONY/ 

〇 中国に対する否定的な見方 多くの国で過去最高 人権問題に懸念＝調査（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/109057 

〇 【CRI時評】世界を混乱させる NATOの企てに新たな動かぬ証拠（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/07/01/ARTI2tNUoljerm28ujwAmgi5220701.shtml 

〇 国防部 豪・カナダ軍機の挑発行為に断固として対抗措置を取る（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/07/01/ARTI5DftcxRihFSaDMGWRd3e220701.shtml 

〇 香港返還から 25年、次の 25年に何が起こるのか（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-62005440 

〇 米国の新ＮＡＴＯ戦略に中露が反発…グローバル新冷戦開始（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/292743?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 したたかなトルコ 北欧２カ国のＮＡＴＯ加盟問題で外交成果（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220701-63PE3AFQCRPBZDTASLO5PM4KBE/ 

〇 尖閣グレーゾーン想定し合同訓練（共同） 

 https://nordot.app/915516583484555264 

〇 中国共産党、アフリカで「党校」設立 独裁体制モデル輸出との批判（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/109139 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220617-DKLK5KB56FHTTAPDNDI4A5BAGU/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（7月 1日の動き）（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220701/k10013680171000.html 

〇 ［社説］対中ロで決意示した NATOの新戦略（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK013FF0R00C22A7000000/ 

〇 米国がウクライナに 8億ドルの追加支援へ バイデン大統領「必要な限り支援する」（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/186975 

〇 マルコス氏、基地で演説（共同） 

 https://nordot.app/915564905657270272 

〇 バルト海「ＮＡＴＯの湖」に 北欧２国加盟、緊迫化必至（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022070100745&g=int 

〇 「東アジアの明日を語る前 東アジアの昨日に何が起こったか反省すべき」＝外交部報道官

が日本の NATOサミット発言批判（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/07/01/ARTINl4cCTPWNtikrjj67MDk220701.shtml 

 

（了） 
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