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～海の News（令和 4年 9日）～ 

 

３０（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 年内にも尖閣海域調査へ ２度目、漁業にデータ活用 石垣市（八重山日報） 

 https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/19563 

〇 中国国防予算、３０年間で３９倍…日本の６倍以上・米に迫る勢い（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220930-OYT1T50038/ 

〇 プーチン大統領 “ロシアが 4州を併合” 30日に文書に調印へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220930/k10013842811000.html 

〇 敵地攻撃は彼らに聞け？青森・三沢の米空軍 F-16戦闘機が担う際どい任務とは 精鋭部隊

「イタチ」（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122108 

〇 バイデン氏、併合「認めず」 住民投票は「でっちあげ」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN29ERV0Z20C22A9000000/ 

〇 より高く、より遠くへ 日本のミサイル防衛〝最後の砦〟防護範囲は２倍に拡大 能力向上型

ＰＡＣ―３「ＭＳＥ」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220930-6XECSCHUTBOKTIELIC2ZJ5GKMI/ 

〇 露、きょうウクライナ４州「併合条約」締結 反攻阻止狙う（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220930-NXIFP74B3BKDVJEREJAF466OPQ/ 

〇 ロシア プーチン大統領「正当な理由なく動員の人は家に帰す」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220930/k10013842981000.html 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/ 

〇 ロシア、4州編入へ ウクライナ大統領「プーチン氏止めよ」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL6N311002 

〇 バイデン米政権、太平洋島嶼国支援で「中国の威圧」に対抗（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220930-UMJDOEWPEROPTFXOESKGESQ6JY/ 

〇 日米韓、日本海で共同訓練 北朝鮮 SLBMに対応（共同） 

 https://nordot.app/948407833183600640 

〇 ロシア〝狂気の暴走〟ウクライナ４州を強制編入 武力で威嚇し強行した住民投票を根拠に 

国際社会は猛反発 北海道、沖縄も中露のターゲットか（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220930-QNSQ3UBCHJOJBH2GDEUFA6QIEU/ 

〇 ロシアと中国の艦艇７隻が大隅海峡を通過 隊列航行を確認（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220930/5050020667.html 

〇 ロシア 今夜 ウクライナ 4州併合表明か 国際社会の非難強まる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220930/k10013843181000.html 

〇 米・島しょ国、「協力強化」へ声明 ソロモン含む 15カ国（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN300Y20Q2A930C2000000/ 

〇 台湾有事「支援は賛成」「派兵は反対」の米世論（2022年 7・8月-1）（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49212 

〇 “北朝鮮の挑発行為は続く可能性 警戒監視に全力” 官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220930/k10013843411000.html 

〇 焦点：プーチン氏の核使用巡る発言、「本気」か警戒感強める西側（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/putin-nuclear-warnings-idJPKBN2QU0D2 

〇 NATOの標的は中国（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220930/nato-13145734.html 

〇 日米韓 3か国の共同訓練 日本海で実施と発表 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220930/k10013843641000.html 

〇 日米韓が５年ぶり対潜訓練「北ＳＬＢＭの現実的脅威に対応」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220930-Y2OZYXAYLBNJFDMAJVYPAHSIVI/ 

〇 米、露の核兵器抑止に難題 具体策なし（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220930-TAFY2PCSKBPDLDFF6FX2V7SWGY/ 

〇 中国海軍 新型潜水艦の訓練映像公開 （テレ朝） 

 https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000270268.html 

〇 ロシアによるウクライナ 4州編入、バイデン氏が非難（9月 30日）（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220930/k00/00m/030/216000c 

〇 ロシア海軍 4隻が日本海へ 中国艦と別れる（共同） 

 https://nordot.app/948537289639772160 

〇 韓米日が対潜水艦共同訓練 ５年ぶり＝北ＳＬＢＭに対応（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220930004000882 

〇 日本は中国に対し「既に劣勢」 岸補佐官、防衛費の「真水」増額訴える（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/119478 

〇 日米韓軍事演習 対潜水艦作戦の共同訓練を約 5年半ぶり実施（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/424925 

〇 防衛費、５年で総額４０兆円超？ つなぎ国債で確保か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220930-3QV5BNZALFNTJF2R5QPTD6G2NM/ 
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〇 省庁横断「国防費」提言へ 首相「政府全体の能力活用」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA301S30Q2A930C2000000/ 

〇 ロシアによる「併合」は違法であり無効 宮内靖彦・国学院大教授（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9Z6WRLQ9ZUHBI03G.html 

 

２９（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「住民投票」４州トップ、ロシアへの併合正式申請…プーチン大統領が３０日にも宣言へ（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220928-OYT1T50357/ 

〇 （社説）日中国交正常化５０年 平和を築く重層的な対話を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15430348.html 

〇 北朝鮮、再び東海上に弾道ミサイル発射…５年ぶりの米空母参加合同演習をけん制（ハン

ギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/44682.html 

〇 どこで作るの？ 修繕するの？ デカさゆえの造船所問題（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122113 

〇 北朝鮮が 28日にミサイル 2発発射する中 米副大統領 きょう訪韓（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220929/k10013841131000.html 

〇 米、ウクライナへの武器供与で１５８０億円追加支援（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35193882.html 

〇 （６）電子戦、データ収集・解析 海自第３１航空群司令部 賀屋利昭准海尉（６４）（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220929-Q27KA7JYKJP47MOJXVNQUED7VI/ 

〇 先進国の中国観、習近平政権以降急速に悪化＝米ピュー研究所（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-congress-pew-idJPKBN2QU029 

〇 独島から１５０キロの海域で韓日米連合訓練…「有事の際、自衛隊の介入を許容するのか」

（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/296060?servcode=A00&sectcode=A10 

〇 ウクライナ問題を利用した「台湾独立」の企ては失敗する運命にある（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0929/c94474-10153389.html 

〇 韓米日が３０日に対潜水艦訓練 北朝鮮ＳＬＢＭへの対応強化（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220929002100882 

〇 海上自衛隊 日本海で 30日 日米韓 3か国の共同訓練へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220929/k10013841871000.html 

〇 空自とドイツ空軍 トップが会見 インド太平洋地域での連携強調（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220929/k10013842001000.html 

〇 アングル：インドの対ロ政策、距離置きつつエネルギー輸入は継続へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/analysis-india-russia-idJPKBN2QU0DK 

〇 ハリス米副大統領が訪韓 北朝鮮の弾道ミサイル発射翌日（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63071648 

〇 対潜水艦戦で 30日に訓練、日米韓 5年ぶり 北朝鮮を抑止（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA293KJ0Z20C22A9000000/ 

〇 先進国の中国観、習近平政権以降急速に悪化＝米ピュー研究所（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-congress-pew-idJPL4N310237 

〇 安全保障上重要な施設周辺の土地利用規制する法律が施行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20220929/7000051061.html 

〇 日米韓、３０日に対潜水艦訓練 日本海で５年ぶり 韓国軍「北ＳＬＢＭに対応」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220929-HAJHPHN46BOPPCLCUYMZPGJIXU/ 

〇 北朝鮮、日本海に弾道ミサイル 2発発射 2日連続で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA29CKH0Z20C22A9000000/ 

〇 中ロ艦艇、鹿児島県の大隅海峡を通過 共同航行は昨年 10月以来（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9Y724KQ9YUTIL041.html 

〇 米、初の太平洋島しょ国戦略 「中国威圧、平和損なう」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN291IY0Z20C22A9000000/ 

〇 島しょ国支援に１２００億円 中国に対抗、戦略文書発表―米国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092901237&g=int 

〇 米が「太平洋島しょ国戦略」公表 中国に対抗、首脳会議始まる（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220929/k00/00m/030/293000c 

〇 米国、島嶼国への関与推進…中国に対抗する太平洋戦略を発表（） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220929-OYT1T50284/ 

〇 ロシアと中国の海軍艦艇 大隅海峡通過 隊列航行を確認 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220929/k10013842911000.html 

〇 北朝鮮、また弾道ミサイル発射 短距離２発、日本のＥＥＺ外に落下（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092901157&g=int 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（29日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220929/k10013831241000.html 

 

２８（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 核兵器使用で「深刻な結果」招く、ＮＡＴＯがロシアに警告（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-nato-stoltenberg-idJPL6N30Y0DS 

〇 ロシア住民投票で急激に高まる｢核使用｣の現実味（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/621902 

〇 日中国交正常化 50年に考えたい日本外交 常に米国の影、谷野作太郎・元中国大使の憂

い（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14726477 

〇 占領地のロシア編入「賛成が圧倒的多数」 「住民投票」開票結果（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220928-AKOLKG4WOVI4XCQAFZJIYW35EY/ 

〇 プーチン氏の戦術核兵器がもたらす破壊、日本の原爆に匹敵する可能性（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35193816.html 

〇 露中の海軍艦艇計 7隻が伊豆諸島周辺航行＝防衛省（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220928/7-13112415.html 

〇 米の核戦力姿勢に変化ない、ロシアの脅威でも＝国防総省（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-pentagon-nuclear-idJPL6N30Y0FY 

〇 米印外相会談 対中国分野では協力も対ロシア制裁で違いか（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013839631000.html 

〇 中国海軍の情報収集艦 ２６日 沖縄本島ー宮古島間通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220928/5090020242.html 

〇 ウクライナ、ロシアの核脅威や編入投票に動じず＝大統領顧問（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-referendums-podolyak-idJPKBN2QT01X 

〇 中国の軍艦、韓国の管轄海域に昨年 260隻侵入（朝鮮日報） 

 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/09/28/2022092880709.html 

〇 ロシア、核兵器使用の兆候見えず 米国防総省、警戒は維持（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220928-7WXDBFGMLBPRRBTA7EJORV2KCM/ 

〇 北朝鮮の核開発、５０年で２３００億円 韓国の研究院が推計 老朽化施設を無理に稼働させ

たら…日本海や東シナ海が汚染と警告も（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220928-DLQJHPX6KROHNOOFQOZUPSE4LM/ 

〇 専門家「避難施設の指定 柔軟に考えていくべき」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220928/5050020638.html 

〇 ウクライナ大統領「茶番劇だ」親ロシア派の“住民投票”に反発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013839821000.html 

〇 「局地戦」の現実味、肌に 石垣島、迫る陸自配備―沖縄（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092800128&g=soc 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013839631000.html
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220928/5090020242.html
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-referendums-podolyak-idJPKBN2QT01X
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/09/28/2022092880709.html
https://www.sankei.com/article/20220928-7WXDBFGMLBPRRBTA7EJORV2KCM/
https://www.zakzak.co.jp/article/20220928-DLQJHPX6KROHNOOFQOZUPSE4LM/
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220928/5050020638.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013839821000.html
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〇 ウクライナ４州「一方的編入」へ プーチン政権の止まらぬ暴走、海底パイプライン意図的に破

壊か 欧州で価格高騰狙うロシア側の攻撃と報じる（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220929-AWYLN2BTH5N37LXGB2OZN3ADGY/ 

〇 米副大統領、台湾と非公式関係深化へ 海峡での挑発で中国非難（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30Z22K 

〇 「上海協力機構」を西側諸国は冷笑するが、実は着々と「中国的・同盟」は拡大中

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/09/post-99715.php 

〇 海上自衛隊、護衛艦「てるづき」の調理場を公開 激ウマ「海自カレー」で農水省をうならせる

（IT Media） 

 https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2209/28/news043.html 

〇 米太平洋諸島首脳会議、ソロモン諸島が宣言に署名しない意向（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-biden-solomon-islands-idJPL6N30Z07J 

〇 台湾との関係深化へ決意 中国の威圧批判―米副大統領（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092801032&g=int 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル、短距離 2発 低高度で変則軌道か（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30Z2BQ 

〇 空自、初来日の独戦闘機と訓練 中国念頭に連携アピール（共同） 

 https://nordot.app/947798304173408256 

〇 米ハリス副大統領 中国を強く非難 台湾への軍事支援継続を強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013840771000.html 

〇 独戦闘機「ユーロファイター」が日本に初飛来 空自百里基地（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220928-QN6V5FS6HZNJ5GCED54HFOXUDI/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/ 

〇 「威嚇できる正当性を見つけ、常態化を狙う」…これが中国のやり口 国交正常化から 50年、

力関係が逆転した日中関係（まいどなニュース） 

 https://maidonanews.jp/article/14727735 

〇 空自 ドイツ空軍と初の共同訓練 インド太平洋での連携強化図る（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013840911000.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（28日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013831231000.html 

〇 北朝鮮が今年２０回目のミサイル、防衛副大臣「強く非難」…ハリス副大統領の訪韓前日（読

売） 

https://www.zakzak.co.jp/article/20220929-AWYLN2BTH5N37LXGB2OZN3ADGY/
https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30Z22K
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https://jp.reuters.com/article/usa-biden-solomon-islands-idJPL6N30Z07J
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092801032&g=int
https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30Z2BQ
https://nordot.app/947798304173408256
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013840771000.html
https://www.sankei.com/article/20220928-QN6V5FS6HZNJ5GCED54HFOXUDI/
https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220928/k10013831231000.html
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 https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20220928-OYT1I50170/ 

〇 米インド太平洋軍 北のミサイル開発非難（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220928-VRMRQEXKBVMQ3KRSK4N66AGHJE/ 

 

２７（火）―――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 自衛隊ボロすぎ官舎・隊舎「衝撃写真」に見る実態、40年前の現役マットレスも（ダイヤモン

ド） 

 https://diamond.jp/articles/-/310137 

〇 習近平総書記の「3選」確定後、中国がロシア・ウクライナ戦争の「仲裁」に動く可能性（現代ビ

ジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/100258 

〇 中国駆逐艦など３隻が沖縄本島と宮古島の間を通過 防衛省発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220927/5090020226.html 

〇 尖閣周辺に中国船 １３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220927-BDCQ5SOTBJL2RJYQRBESFGOBS4/ 

〇 ウクライナにおける戦争からの教訓 サイバーなどでの各国の動き（下）（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49199 

〇 安倍氏国葬、海外首脳級 50人前後参列 米副大統領ら（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA274680X20C22A9000000/ 

〇 岸田首相 きょうも「弔問外交」インドや豪の首相と会談（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220927/k10013838891000.html 

〇 安保理改革、７０カ国・地域が支持 国連演説が終了（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220927-NI3DI3337ZIH5H2FLTM7XRDPKY/ 

〇 ロシアには核兵器で自衛権、ウクライナ攻撃シナリオも＝前大統領（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30Y219 

〇 対中連携、豪印首脳と確認 岸田首相が弔問外交２日目（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092700124&g=pol 

〇 米、太平洋島しょ国との首脳会議を初開催へ 関係の強化狙う（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220927/k00/00m/030/246000c 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（27日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220927/k10013831221000.html 

〇 中露艦艇が太平洋を南下、共同行動か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220927-66XTGYPB3ZIFDNJR6PB3HPZOHU/ 

〇 「核兵器使えばアルマゲドンをあおる」 国連事務総長が危機感訴え（朝日） 

https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20220928-OYT1I50170/
https://www.sankei.com/article/20220928-VRMRQEXKBVMQ3KRSK4N66AGHJE/
https://diamond.jp/articles/-/310137
https://gendai.media/articles/-/100258
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220927/5090020226.html
https://www.sankei.com/article/20220927-BDCQ5SOTBJL2RJYQRBESFGOBS4/
https://www.fsight.jp/articles/-/49199
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA274680X20C22A9000000/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220927/k10013838891000.html
https://www.sankei.com/article/20220927-NI3DI3337ZIH5H2FLTM7XRDPKY/
https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30Y219
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092700124&g=pol
https://mainichi.jp/articles/20220927/k00/00m/030/246000c
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220927/k10013831221000.html
https://www.sankei.com/article/20220927-66XTGYPB3ZIFDNJR6PB3HPZOHU/
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 https://www.asahi.com/articles/ASQ9W74KXQ9WUHBI00H.html 

 

２６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/ 

〇 インドと中国、国連演説でウクライナ侵攻に懸念表明 露は両国に秋波（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220926-G5K54BECTBJLRE4OQHLT62DW4Q/ 

〇 各国首脳の国連演説 世界の「三極化」を危ぶむ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220926/ddm/005/070/007000c 

〇 ［寄稿］北朝鮮核問題、抑止論と認定論を越えて（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/44640.html 

〇 北の弾道ミサイル 日本は防衛力強化を急げ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220926-L43TZ7ZRFRNWHMUD5EBTIWBSNE/ 

〇 デカすぎ！ 海自向け「イージス・システム搭載艦」実現するか 戦艦＆空母並みの大きさナゼ

必要？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122068 

〇 親ロシア派勢力が「住民投票」強行 ウクライナ政府 反発強める（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220926/k10013837061000.html 

〇 核兵器使用すればロシアに「壊滅的な結果」と警告－米大統領補佐官（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-25/RIS80ZDWX2PV01 

〇 中国、「強軍」へまい進 国防費９０倍に―透明性欠き戦力増強（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092500234&g=int 

〇 台湾侵攻想定した準備必要 拘束懸念、訪中はリスク―香田洋二元自衛艦隊司令官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092500252&g=int 

〇 海自、０２年に「将官級戦略会議」打診 中国指導部が拒否―ＯＢ交流、コロナで中断（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092500256&g=int 

〇 ロシア核使用なら「破滅的結果」と米が警告、編入問う住民投票 3日目（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL6N30W03N 

〇 “敵基地攻撃能力”の配備先「奄美が確実」…自衛隊関係者は口をそろえた 南西防衛の強

化加速「中国側が名指しで警告する」との見方も（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/163361/ 

〇 米韓、日本海で大規模演習 空母投入、約 5年ぶり（共同） 

 https://nordot.app/946947446906535936 

〇 ロシアによる核兵器の使用、「破滅的な」結果招く 米が警告（CNN） 

https://www.asahi.com/articles/ASQ9W74KXQ9WUHBI00H.html
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 https://www.cnn.co.jp/usa/35193710.html 

〇 北朝鮮の弾道ミサイル “変則軌道で 650キロ程度飛行” 防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220926/k10013837351000.html 

〇 米政府高官 ウクライナ情勢めぐりロシアの核兵器使用をけん制（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220926/k10013837131000.html 

〇 「プーチンはかなり苦しんでいる」ホワイトハウス高官がロシアの窮状を指摘（ハフィントンポス

ト） 

https://www.huffingtonpost.jp/entry/putin-is-struggling-

badly_jp_63310877e4b0695c1d83668f 

〇 米国務長官、台湾海峡での行動「深い懸念」 中国外相に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN262NZ0W2A920C2000000/ 

〇 ウクライナにおける戦争からの教訓 サイバーなどでの各国の動き（上）（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49198 

〇 英首相「台湾自衛」に協力 ウクライナ危機「教訓」に同じ過ちを繰り返してはならない 東アジ

アの安全保障に「第２次日英同盟」も重要な役割（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220926-W2F6ZDEJYZJT5PVPL6UVAX7L2M/ 

〇 米国は露が核兵器を使用した場合の計画を有している＝ブリンケン米国務長官

（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3579590-mi-guoha-luga-he-bing-qiwo-shi-

yongshita-chang-heno-ji-huawo-youshiteiruburinken-mi-guo-wu-zhang-guan.html 

〇 米ロスアラモス研究所の中国系科学者 154人、中国軍事技術開発に関与＝米報告書（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/118669 

〇 レアすぎ！ 米海軍艦「ズムウォルト」初の来日 横須賀で並んだ異形の軍艦ツートップ（乗りも

のニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122088 

〇 浜田防衛相、戦闘機司令部を視察「空守るため不可欠」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220926-LYUE443GTNIEXOYRBF5777NTYM/ 

〇 中国、民間船使用で「海軍力」を強化＝報道（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/118839 

〇 中国海軍の情報収集艦が日本海へ 沖縄では駆逐艦（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220926-P354KCAY5NOX5GLPZK5LJWTHMA/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（26日の動き）（産経） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220926/k10013831201000.html 

〇 欧米が台湾支持を公言、外交部＝中国の挑発は世界に懸念を抱かせている（RTI） 
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 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95915 

〇 中国海軍の情報収集艦 日本海に 米韓共同訓練の情報収集か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220926/k10013838331000.html 

〇 中国の専門家 英潜水艦のオーストラリア沖配備の可能性を疑う（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220926/13091904.html 

 

２５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（9月 24日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220924/k10013834281000.html 

〇 日本の国連外交 機能強化への議論主導を（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220925/ddm/005/070/067000c 

〇 防衛装備品の輸出「国主導」で推進、国家安保戦略に明記へ…防衛産業の立て直し図る（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220924-OYT1T50271/ 

〇 北の「核使用法令」 圧力強めて暴走を止めよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220925-RUJY7QGMFJNG3JEQQQFT3PXD6Q/ 

〇 （社説）土地規制法 恣意的運用 懸念拭えず（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15426721.html 

〇 空自 F-35 ステルス犠牲に野獣と化す!? 武装マシマシにする取扱い注意なパイロンを実見

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122012 

〇 外交で共存図る 防衛力増強は不可避―宮本雄二元駐中国大使・日中国交正常５０周年

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092400323&g=int 

〇 北朝鮮の弾道ミサイル、変則軌道で飛翔の可能性＝浜田防衛相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-defense-northkorea-idJPKBN2QP0H4 

〇 北ミサイル、日本のＥＥＺ外に落下…浜田防衛相「看過できない」と非難（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220925-OYT1T50115/ 

〇 北朝鮮ミサイル、日本の EEZ外落下か 浜田氏「変則軌道の可能性」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9T32GJQ9TUTFK003.html 

〇 プーチン氏の危うさが鮮明となったＳＣＯ会議 中国側は距離を置いた対応、インド・モディ首

相も「いまは戦争をしている場合ではない」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220925-AUSQQA625FPC5E6G6TIGIVHDSI/ 

〇 インド外相 ロシアを支持も非難もせず中立強調 国連総会（NHK） 

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95915
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220926/k10013838331000.html
https://sputniknews.jp/20220926/13091904.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220924/k10013834281000.html
https://mainichi.jp/articles/20220925/ddm/005/070/067000c
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220924-OYT1T50271/
https://www.sankei.com/article/20220925-RUJY7QGMFJNG3JEQQQFT3PXD6Q/
https://www.asahi.com/articles/DA3S15426721.html
https://trafficnews.jp/post/122012
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092400323&g=int
https://jp.reuters.com/article/japan-defense-northkorea-idJPKBN2QP0H4
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220925-OYT1T50115/
https://www.asahi.com/articles/ASQ9T32GJQ9TUTFK003.html
https://www.zakzak.co.jp/article/20220925-AUSQQA625FPC5E6G6TIGIVHDSI/
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220925/k10013835991000.html 

〇 海自舞鶴地方隊創設 70周年記念歌披露（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9S74VTQ9SPLZB001.html 

〇 北朝鮮の弾道ミサイル 高度６０キロ・飛距離６００キロ＝韓国軍「重大な挑発行為」（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220925000800882 

〇 「燃える氷」産出へまた一歩 上越沖で掘削調査（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9S6W6ZQ9NUOHB00G.html 

〇 米国の北朝鮮対応に行き詰まり ハリス副大統領の日韓歴訪にも影（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220925/k00/00m/030/053000c 

〇 ポーランド配備の米軍、ウクライナに提供された兵器の機能を保証＝WSJ（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220925/13076675.html 

〇 北朝鮮、弾道ミサイルらしき飛翔体発射 日本の排他的経済水域外に落下（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63024262 

〇 尖閣周辺に中国公船 １１日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220925-TPB2HAGBRVLNZLFSQIK4FYGM6A/ 

〇 ロシア外相、併合地域は「完全保護下」に 核兵器使用に含み（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-lavrov-idJPKBN2QQ03U 

〇 ウクライナ 4州 編入すれば核含む「完全保護」露外相（9月 25日）（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220925/k00/00m/030/180000c 

〇 中国外相「代理戦争あおる国はやけど負う」 ロシアに配慮求める（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220925/k00/00m/030/213000c 

 

２４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日米豪印外相、国連改革推進で一致 常任理事国拡大含め（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2347R0T20C22A9000000/ 

〇 同盟強化の重要性を確認 マルコス、バイデン両大統領初会談（まにら） 

 https://www.manila-shimbun.com/category/politics/news266727.html 

〇 米中外相、対話維持の必要性議論 台湾緊張も衝突は回避（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN234YS0T20C22A9000000/ 

〇 中共が支援したポルポトの大虐殺【20世紀の記憶】（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/118730 

〇 安保理改革 侵略許さぬ陣容をつくれ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220924-DXU2X5LZBBM4FJVV7AVOXEYGWQ/ 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220925/k10013835991000.html
https://www.asahi.com/articles/ASQ9S74VTQ9SPLZB001.html
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220925000800882
https://www.asahi.com/articles/ASQ9S6W6ZQ9NUOHB00G.html
https://mainichi.jp/articles/20220925/k00/00m/030/053000c
https://sputniknews.jp/20220925/13076675.html
https://www.bbc.com/japanese/63024262
https://www.sankei.com/article/20220925-TPB2HAGBRVLNZLFSQIK4FYGM6A/
https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-lavrov-idJPKBN2QQ03U
https://mainichi.jp/articles/20220925/k00/00m/030/180000c
https://mainichi.jp/articles/20220925/k00/00m/030/213000c
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2347R0T20C22A9000000/
https://www.manila-shimbun.com/category/politics/news266727.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN234YS0T20C22A9000000/
https://www.epochtimes.jp/share/118730
https://www.sankei.com/article/20220924-DXU2X5LZBBM4FJVV7AVOXEYGWQ/
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〇 防衛予算は結局いくらに？ 膨大すぎて値段も調達数も出せない？ 概算要求と別建の大風

呂敷が（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122043 

〇 クアッド外相会合 常任理事国拡大含め国連改革で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220924/k10013833621000.html 

〇 何が違う？！ドイツ空軍タイフーン vs 航空自衛隊 F-2（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137669 

〇 中国の覇権主義、大平外相が予言 「低姿勢、５０年後変わる」―日中国交正常化（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092300415&g=pol 

〇 欧州諸国「支配地併合の言い訳」と非難 露の「住民投票」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220924-7VOXVBQPW5IYDAXG74ZAEVFEHI/ 

〇 対中関係強化のソロモン諸島、首相が国連で「中立」主張（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3425446 

〇 尖閣周辺に中国船、１０日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220924-OZZMJDHSBFI6VKDF4TZPBAMLL4/ 

〇 豪州の原潜配備 米英豪首脳「可能な限り早期に」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN240I90U2A920C2000000/ 

〇 南西防衛、地元理解に課題 有事巻き込まれ、くすぶる不安（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092400139&g=pol 

〇 米国、豪州向け原潜の建造を検討 中国軍拡に対抗と米紙報道（共同） 

 https://nordot.app/946303819868930048 

〇 国連演説、EUが台湾海峡の安定訴え 中国に平和と発展への努力求める（フォーカス台湾） 

 https://japan.focustaiwan.tw/politics/202209240003 

〇 北朝鮮で潜水艦発射弾道ミサイルの発射準備の兆候 米韓が警戒（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220924/k10013835461000.html 

〇 北朝鮮、ＳＬＢＭ発射の兆候 新浦で動向、米空母に対抗か―韓国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092400421&g=int 

〇 ウクライナへの侵攻 7か月 ロシアの支配地域で予備役の動員か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220924/k10013835661000.html 

 

２３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「憲章違反」と住民投票非難 ウクライナ情勢で安保理閣僚会合―国連総長（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092200779&g=int 

〇 世界首脳、ロシアに責任追求 ウクライナ戦争巡り ロ側は擁護（REUTERS） 

https://trafficnews.jp/post/122043
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220924/k10013833621000.html
https://flyteam.jp/news/article/137669
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092300415&g=pol
https://www.sankei.com/article/20220924-7VOXVBQPW5IYDAXG74ZAEVFEHI/
https://www.afpbb.com/articles/-/3425446
https://www.sankei.com/article/20220924-OZZMJDHSBFI6VKDF4TZPBAMLL4/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN240I90U2A920C2000000/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092400139&g=pol
https://nordot.app/946303819868930048
https://japan.focustaiwan.tw/politics/202209240003
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220924/k10013835461000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092400421&g=int
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220924/k10013835661000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092200779&g=int
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 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL6N30T0CE 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（9月 22日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013777261000.html 

〇 米「ロシアは逃れられず」 安保理、侵攻後初の閣僚会合（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN22D5R0S2A920C2000000/ 

〇 UPDATE 1-世界首脳、ロシアに責任追求 ウクライナ戦争巡り ロ側は擁護（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL4N30T3TT 

〇 ｢部分的動員｣という賭けに出たプーチンの苦渋（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/620861 

〇 大半の米有識者、台湾有事で米軍出兵を予想＝CSIS調査（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/118539 

〇 プーチン演説 「住民投票」で愚行を重ねるな（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220923-OYT1T50019/ 

〇 米・フィリピン大統領が初会談、南シナ海の自由航行・飛行を支持（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/un-assembly-usa-philippines-idJPL6N30T0E9 

〇 （５）国防の最前線 精鋭の責任感 海自護衛艦あしがら 田中克政２等海尉（４９）（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220923-X36BO5HPV5PJXD5WMP7BN6UGUA/ 

〇 対ロ圧力へ国連重視 改革支持も、道筋描けず―米大統領・国連総会（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092200970&g=int 

〇 初の閣僚会合、非難応酬 国連安保理、分断解消せず（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220923-AUYYV6IAG5KFHKG4WEHZJ3VVVE/ 

〇 米・フィリピン首脳、南シナ海情勢を協議 初の対面会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN230680T20C22A9000000/ 

〇 青森・下北半島を訪ねたら、海自大湊基地の秘伝「護衛艦おおよどカレー」はいかが…重層

的な味わいに納得（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/hobby/travel/20220921-OYT1T50093/ 

〇 ウクライナ情勢 安全保障理事会で激しい論戦が繰り広げられる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220923/k10013832361000.html 

〇 ロシア 併合ねらい支配地域で「住民投票」だとする活動 開始へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220923/k10013832371000.html 

〇 侵攻巡り初の閣僚会合、非難応酬 国連安保理、分断解消せず（共同） 

 https://nordot.app/945861151659016192 

〇 「国連を徹底的に侮辱している」米国務長官がロシア非難 安保理会合（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220923/k00/00m/030/075000c 

https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPL6N30T0CE
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013777261000.html
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https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220923-OYT1T50019/
https://jp.reuters.com/article/un-assembly-usa-philippines-idJPL6N30T0E9
https://www.sankei.com/article/20220923-X36BO5HPV5PJXD5WMP7BN6UGUA/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092200970&g=int
https://www.sankei.com/article/20220923-AUYYV6IAG5KFHKG4WEHZJ3VVVE/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN230680T20C22A9000000/
https://www.yomiuri.co.jp/hobby/travel/20220921-OYT1T50093/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220923/k10013832361000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220923/k10013832371000.html
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https://mainichi.jp/articles/20220923/k00/00m/030/075000c
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〇 ウクライナが国際法に違反、ロシア外相が安保理会合で非難（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35193664.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ９日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220923-YC7OHOA6ZNNGHJYQNTWEE5OCNQ/ 

〇 4カ国、安保理改革へ声明 日独印、ブラジル外相（共同） 

 https://nordot.app/945864676381605888 

〇 日米韓外相会談 北朝鮮さらなる挑発行為には毅然と対応を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220923/k10013832621000.html 

〇 太平洋島しょ国と連携強化へ 5か国外相で新枠組み 中国念頭に（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220923/k10013832691000.html 

〇 兵力の弱さ自覚したロシアと、それを見た中国は「サイバー戦争能力」の向上に走る

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/09/post-99663.php 

〇 太平洋の島嶼国支援、インフラ整備・違法漁業対策で協力…独・カナダも枠組み参加を正式

表明（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220923-OYT1T50144/ 

〇 ロシアに非難集中 ウクライナ侵攻で初閣僚会合―国連安保理（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092300260&g=int 

〇 日米韓外相、同盟の抑止力強化で北の核に対抗確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220923-46RUDNIPEBN5XLMHYNMHWPKV5A/ 

〇 太平洋島しょ国と気候などで連携へ、米主導支援枠組みが外相会合（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-pacific-islands-idJPKBN2QO06C 

〇 国連安保理閣僚級会合、核使用言及の露に非難集中（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220923-5PCIL5GQNNPK5J255TLOM7MITI/ 

〇 米政府高官、プーチン氏の核の脅しは真剣に受け止めていると（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/video-63003795 

〇 太平洋島しょ国へ支援強化 中国念頭、初の外相会合―日米英豪など（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092300312&g=int 

〇 ロシア「住民投票」活動始める ゼレンスキー大統領 強く反発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220923/k10013832751000.html 

〇 「台湾有事は日本有事」の思い込みは危うい～米中パワーゲームの駒になるな（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022092200002.html 

〇 露は戦争でウクライナにすでに政治的に敗北、戦場でも負けている＝ＥＵ上級代表

（UKRINFORM） 

https://www.cnn.co.jp/world/35193664.html
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 https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3577959-luha-zhan-

zhengdeukurainanisudeni-zheng-zhi-deni-bai-bei-zhan-changdemo-fuketeiru-shang-ji-

dai-biao.html 

〇 抑止力強化へ、米原子力空母と海自護衛艦などが共同訓練…東シナ海など日本周辺で（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220923-OYT1T50171/ 

〇 ロシア ウクライナ東部・南部で「住民投票」開始 正当性主張（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220923/k10013833561000.html 

 

２２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国は安全保障上の課題、敵視せずとも懸念＝ＮＡＴＯ事務総長（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-nato-china-idJPL6N30S0BD 

〇 黒海艦隊がクリミアからロシアに「退避」、ハイマースの餌食避ける（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/09/post-99667.php 

〇 バイデン氏が国連演説「常任理事国が隣国を侵略」…ロシア侵略に「連帯して立ち向かう」

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220922-OYT1T50031/ 

〇 ロシア大統領、核兵器使用を示唆 米「深刻にとらえる」（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3425035 

〇 米大統領、国連演説でロシア痛烈批判 安保理改革を支持（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3425038 

〇 首相国連演説 安保理の機能回復に努めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220921-OYT1T50244/ 

〇 多用途支援艦「えんしゅう」の厨房拝見（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-R4MM774TBZLF3EXHPUEGAG2PXA/ 

〇 ロシアは「国連憲章違反」、バイデン氏が非難 無責任な核の脅しとも（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/un-assembly-biden-idJPL4N30S3AJ 

〇 バイデン氏、国連安保理拡大を支持 中国・ロシアに不信（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN21E790R20C22A9000000/ 

〇 「国家・国民を守る」最大責務を否定する現憲法 かつて石原慎太郎氏も主張、民主主義の

原則に従った「破棄」の検討を（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220922-KSDFH5ZNT5PQHBOAVUKDMHEWC4/ 

〇 バイデン大統領 国連で演説“国連憲章に違反”とロシア非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013830391000.html 
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〇 ウクライナ侵攻めぐり温度差 国連総会、一般討論演説スタート（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092100925&g=int 

〇 岸田首相、法の支配強調 安保理改革「議論より具体化を」―国連演説（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092100688&g=pol 

〇 バイデン氏、プーチン大統領のウクライナ侵略の責任追及 安保理拡大の支持 国連演説

（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-LXAOOBD47ZJPJFOXABPB34DBVE/ 

〇 ロシアの軍事侵攻に適切な処罰を、ゼレンスキー氏が国連で訴え（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/un-assembly-zelenskiy-idJPL6N30S0FD 

〇 米高官「ロシア、核使用兆候ない」 プーチン氏発言受け（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN220HY0S2A920C2000000/ 

〇 ゼレンスキー氏 ロシア処罰「平和の条件」 国連演説（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-Y7HNMTZARRIFLJDOBKDUIJRQNY/ 

〇 ゼレンスキー大統領「ロシアが戦争望んでいる」国連ビデオ演説（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013830431000.html 

〇 生物活動が育んだ南鳥島のレアアース泥（日経サイエンス） 

 https://www.nikkei-science.com/202211_051.html 

〇 尖閣周辺に中国公船 ８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-SXRH5ZYEWJIKNAFZ4G22AQPX5Q/ 

〇 北朝鮮が露への弾薬輸出を否定、米を非難（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-SPPD4WMEJZJJ3LUFC2K5W2DQYU/ 

〇 岸田首相とフィリピン大統領 東シナ海 南シナ海課題解決へ協力（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013830701000.html 

〇 トラス英首相 バイデン米大統領と初の対面での会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-XHTSEG4EHRNLTAKJCOYKIDMNLE/ 

〇 日米、安保理改革で協力 首相とバイデン大統領（共同） 

 https://nordot.app/945500277215133696 

〇 バイデン米大統領、ロシアはウクライナを「地図から消そうとした」 国連総会で強く批判（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/204011 

〇 日米首脳、安保理改革で連携確認 中朝念頭に同盟強化（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092200416&g=pol 

〇 岸田首相とバイデン大統領が懇談 国連安保理改革へ連携確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013830831000.html 
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〇 日イラン首脳が会談 岸田首相、核合意の協議進展へ期待伝える（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9Q3Q74Q9QUTFK006.html 

〇 イランと米国、核合意再建・人権問題巡り国連で対立（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/un-assembly-iran-idJPKBN2QN04K 

〇 Ｇ７外相会合 林外相「強力な対露制裁維持が重要」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-UWWZQDSEQFKT7JXBUWPR5W4I6A/ 

〇 フィリピン大統領と南シナ海情勢で協議 岸田首相（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA221NQ0S2A920C2000000/ 

〇 ゼレンスキー氏がビデオ演説「ロシアは歴史の流れ止められぬ」に拍手…露代表団はぶぜん

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220922-OYT1T50151/ 

〇 バイデン大統領 国連で演説“国連憲章に違反”とロシア非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013830391000.html 

〇 イランが戦闘用ドローンをロシア側に納入、役に立つのか？（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/50381 

〇 無人の航空機 海上保安庁が八戸市で運用開始へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20220922/6080017512.html 

〇 日韓首脳レベルで「未来志向」復活 松野官房長官「総合的判断」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-7YLSC4DOWJLCRDZCHKUM4KCVQE/ 

〇 武力攻撃予測事態想定 図上訓練実施に向け関係機関が意見交換（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220922/5090020185.html 

〇 北朝鮮、ロシアへの武器提供を否定（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62990289 

〇 ドイツが日本と合同演習 専門家は「アジア太平洋への影響力は限定的」（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-09/22/content_78433436.htm 

〇 なぜ米中対立の最前線に自衛隊が 密着取材で見えたものは？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013830961000.html 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（9月 22日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220922/k10013777261000.html 

〇 「中国の埋め立てで、台湾との距離が縮まる」台湾専門家らが警鐘（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/118395 

〇 ゼレンシキー宇大統領、国連総会で平和に至る５つの条件を説明（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3577207-zerenshiki-yu-da-tong-ling-guo-lian-

zong-huide-ping-heni-zhirutsuno-tiao-jianwo-shuo-ming.html 
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〇 編入後、防衛のため戦略核使用も ロシア前大統領、住民投票巡り（共同） 

 https://nordot.app/945662470286147584 

〇 ロシア前大統領、射程長い「戦略核」使用に言及 欧米をけん制か（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220922/k00/00m/030/361000c 

〇 部分動員令「数カ月は戦況に影響なし」と米研究所 捕虜交換でウクライナ兵２１５人解放（産

経） 

 https://www.sankei.com/article/20220922-CPATWWDTOVJCHPLKZXHXL4OT74/ 

〇 バイデン氏が国連の一般討論演説で台湾海峡の平和に言及（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95901 

 

２１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 女王死去で揺れる「英国」こそ、日本の安全保障の切り札になる理由（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/310031 

〇 米高官「ロシア併合認めず」、ウクライナの住民投票巡り（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN20DE70Q2A920C2000000/ 

〇 国連事務総長「ウクライナ背景に国際社会が分断」 総会演説で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013828681000.html 

〇 イラン核兵器保有の土俵際にある核合意再開交渉（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27943 

〇 「防衛ムラ」の技術開発に限界 安全保障強化へ民間の総力結集を（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/092000132/ 

〇 （社説）国連総会 国際協調の再生を図れ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15422423.html 

〇 米高官、台湾防衛巡る「あいまい戦略」維持（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN20DLY0Q2A920C2000000/ 

〇 ＥＵ、ロシア編入巡る住民投票を非難＝ボレル上級代表（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-referendums-eu-idJPKBN2QL252 

〇 日英、中国への対抗策で協力 岸田首相がトラス英首相と会談（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/un-summit-britain-truss-kishida-idJPL6N30R0DY 

〇 多種ドローンを集団飛行させる技術、防衛省が自衛隊の側面援助へ実証研究（ニュースイッ

チ） 

 https://newswitch.jp/p/33849 

〇 バイデン氏、国連演説でロシアの憲章違反を指摘へ＝大統領補佐官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/un-assembly-biden-idJPL6N30R0E8 
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〇 デカいスゴイ！のはずが…タイ初の空母にして最大の現役艦どう活用？ 動かすと金かかる

…（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/121982 

〇 トルコ大統領「戦争に勝者はいない」仲介への意欲を示す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013828931000.html 

〇 住民投票は「主権侵害」 ウクライナ占領地のロシア編入認めず―米高官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092100195&g=int 

〇 米主導の「太平洋島嶼国協議体」による中国牽制…韓国も参加するか（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/44598.html 

〇 岸田首相 英トラス首相と初会談 親ロシア派の住民投票を非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013828671000.html 

〇 日英首脳、安保協力を強化 インド太平洋で連携継続（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092100216&g=pol 

〇 日英首脳が初会談、中国の「戦略的脅威」に協力して対処…戦闘機共同開発も加速（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220921-OYT1T50083/ 

〇 欧米、ロシア編入｢国連憲章・国際法に違反｣ 一斉に非難（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN20C1H0Q2A920C2000000/ 

〇 岸田首相、トラス英首相と初会談 対露制裁継続を確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220921-VPR3YWT7MJPSXILLCJFMTVASPQ/ 

〇 米高官、「一つの中国」政策を維持 バイデン氏の「台湾防衛」発言（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092100242&g=int 

〇 米・カナダ軍艦、台湾海峡を航行 バイデン氏の台湾防衛宣言後（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35193536.html 

〇 トラス英首相「中国が台湾挑発」非難 岸田首相が初会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA210AX0R20C22A9000000/ 

〇 ロシア占領地「併合」しても反攻継続 ウクライナ外相（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220921-4PP56K4EONMFZFFF2UU5FN4IXA/ 

〇 フランス マクロン大統領 軍事侵攻は「帝国主義への回帰だ」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013828991000.html 

〇 米軍無人偵察機 本隊第 1陣、C130輸送機で鹿屋に到着 10月下旬までに全隊員が着

任予定（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/163104/ 

〇 フィリピン マルコス大統領 南シナ海問題 “国際法で解決を”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013829001000.html 
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〇 ウクライナの支配地域でロシア編入へ向け住民投票の実施発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220920/k10013828831000.html 

〇 在韓米軍司令官「中国の台湾侵攻に対する緊急計画を準備中」（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20220921/3648796/1 

〇 岸田首相が国連で演説、国際秩序回復へ国連は改革と機能強化を（REUTERS） 

https://jp.reuters.com/article/%E5%B2%B8%E7%94%B0%E9%A6%96%E7%9B%B8%E

3%81%8C%E5%9B%BD%E9%80%A3%E3%81%A7%E6%BC%94%E8%AA%AC-%E5%

9B%BD%E9%9A%9B%E7%A7%A9%E5%BA%8F%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81

%B8%E5%9B%BD%E9%80%A3%E3%81%AF%E6%94%B9%E9%9D%A9%E3%81%A8

%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%82%92-idJPL4N30R21G 

〇 首相がロシア非難、核軍縮に決意 「威嚇は深刻な脅威」（共同） 

 https://nordot.app/945032190765531136 

〇 海賊対処の海自護衛艦すずつき出港 ソマリア沖アデン湾の海賊対処（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9N7J12Q9LTLZU001.html 

〇 核軍縮「あきらめてはいない」岸田文雄首相、国連総会で演説 安保理改革も訴え（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/203775 

〇 米高官、親ロシア派地域の「編入認めない」 住民投票をけん制（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220921/k00/00m/030/051000c 

〇 岸田首相、ロシア名指しで非難「国連の理念踏みにじる」 国連総会（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220921-4F3QODHZ7BMIDNOSL7HNCVJNOI/ 

〇 尖閣周辺に中国船３隻 海保が警告（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220921-DEODIZ6WIRO7JGJ6UWQJBJ2PNU/ 

〇 岸田文雄首相の国連総会演説全文（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA20BP40Q2A920C2000000/ 

〇 在韓米軍司令官「中国の台湾侵攻が韓半島に及ぼす影響に備えなければ」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/295758?servcode=A00&sectcode=A20 

〇 【ウクライナ】ロシア、部分動員を 21日開始－プーチン大統領演説（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-21/RIJ88BT1UM0W01 

〇 ウクライナ東・南部 4州、ロシア編入問う「住民投票」を今週実施 ロシア側当局が発表

（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62966046 

〇 プーチン氏は戦争を終わらせる気がある＝トルコ大統領（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62976956 

〇 アメリカ・カナダの艦艇 合同で台湾海峡を通過（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013828961000.html 

〇 イランと欧米、核合意巡り平行線 米「国連総会で突破口見えず」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/iran-nuclear-idJPKBN2QM074 

〇 見えてきたウクライナの「勝利」...ロシア撤退で起きる「崩壊ドミノ」とは？（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/09/post-99661.php 

〇 防衛相が与那国島の駐屯地に 南西地域の防衛体制強化の考え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220921/5090020176.html 

〇 海保無人機１０月１９日から 監視業務、青森・八戸拠点（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220921-BAN7LN7O5FLZHDJUJ3KRQQE64Q/ 

〇 浜田防衛相「南西地域の防衛体制 目に見える形で強化」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013830101000.html 

〇 世界の分断浮き彫り 国連総会の一般討論演説（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220921-5NCSEGLFIVJPNDRMNACERKN6HI/ 

〇 米・加両国軍艦が台湾海峡を通過、外交部：自由な航行と平和を守る（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95892 

〇 ロシアのプーチン大統領、予備役の部分的動員表明 「あらゆる手段」でロシア防衛と（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62981983 

〇 プーチン大統領 “予備役”の部分的動員表明 ウクライナ侵攻で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013829461000.html 

〇 ウクライナ編入「国連憲章違反」 国連でバイデン氏演説（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN214LJ0R20C22A9000000/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（9月 21日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220921/k10013777251000.html 

 

２０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ウクライナ侵攻 広がる軍拡 人間の安全保障も重要だ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220920/ddm/005/070/085000c 

〇 プーチン大統領最側近 中国訪問 安全保障めぐり中国高官と会談（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220920/k10013827021000.html 

〇 中国・ロシアの軍事動向は？ 防衛白書から読む安全保障（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA193CG0Z10C22A9000000/ 

〇 対中包囲網を強化へ、日米英豪ＮＺが太平洋諸島支援の枠組み拡大…仏独韓が参加検討

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220919-OYT1T50263/ 
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〇 首相が国連演説へ 中露対処への意思明確に（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220920-MN5GAGJMKVM2ZNGH2Q2FG3LBBA/ 

〇 米「台湾政策に変更ない」 4回目のバイデン氏発言でも（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1959C0Z10C22A9000000/ 

〇 海上自衛隊で最も“実戦経験”アリ「掃海部隊」の凄み 米軍も一目置く旧海軍唯一の生き残り

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/121871 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/ 

〇 米、22日に「青い太平洋のパートナー」会合主催 中国に対抗（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-pacific-islands-idJPKBN2QL01O 

〇 尖閣周辺に中国船 ６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220920-FYNXQVLBPNLN7CMLUWOHXDX2VE/ 

〇 焦点：バイデン氏の台湾防衛発言、「独立支持」への転換示唆か（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/taiwan-biden-us-idJPKBN2QL0A1 

〇 明治期の京都・舞鶴港はどうだった？新旧海図で比較、水路記念日合わせ海保が企画（京

都） 

 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/883227 

〇 ロシア黒海艦隊、一部潜水艦の配備先変更＝英国防省（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-britain-intelligence-idJPL6N30R042 

〇 燃料高騰で自衛隊活動にも支障 予備費投入を閣議決定（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220920-5NVZSJYMEZKCLDNTZMS4KGPUGU/ 

〇 航空自衛隊とドイツ空軍の戦闘機 国内で初の共同訓練実施へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220920/k10013827861000.html 

〇 無人機運用の米軍部隊 鹿屋基地入り 来月下旬以降運用開始へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220920/5050020551.html 

〇 海自潜水艦事故、防衛省が事故報告書 探知報告を厳格化へ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9N5RSTQ9NUTIL02B.html 

〇 バイデン氏の「台湾を守る」発言 台湾専門家の見方は（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/118282 

〇 潜水艦浮上時の手順見直し 「そうりゅう」事故で再発防止策―海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022092000837&g=soc 

〇 バイデン米大統領、「台湾独立」で発言ぶれ 中国と対立（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN203GB0Q2A920C2000000/ 
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〇 去年の潜水艦衝突事故 “音波解析が不十分” 海自が調査結果（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220920/k10013828181000.html 

〇 ロシアがウクライナ占領地併合を急ぐ、週末に４州で住民投票（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-20/RIIARKT0AFB401 

〇 ロシア編入へ住民投票 23～27日、戦況劣勢に危機感（共同） 

 https://nordot.app/944944287745507328 

〇 ロシア編入へ住民投票、ウクライナ東・南部で 23─27日（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-referendums-kherson-idJPL4N30R32Z 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（9月 20日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220920/k10013777241000.html 

 

１９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ［寄稿］朝中ロ「北方三角関係」の帰還（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/44572.html 

〇 中国が考える台湾圧迫のための封鎖というシナリオ（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27938 

〇 サイバー攻撃 弱点克服へ対策に本腰入れよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220918-OYT1T50205/ 

〇 （社説）防衛費増額 「国債頼み」は道を誤る（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15420176.html 

〇 「集団的自衛権」が実行可能段階に 安保法成立 7年 米軍と初の実動訓練、識者は「権力

の暴走」を懸念（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/203157 

〇 多国籍空軍訓練で自衛隊が“浮いてしまった”理由 各国軍人がノーマスクの中、日本人だけ

マスク姿（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/09190602/?all=1 

〇 「統合司令官」の創設検討 自衛隊を一元指揮、有事に備え―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091800196&g=pol 

〇 今後日本に｢サイバー省｣が本気で必要になる理由（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/618907 

〇 海自舞鶴地方隊 70周年記念歌を音楽隊の 2曹が作詞作曲（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9L7DLFQ96PLZB003.html 

〇 中国侵攻なら台湾防衛、バイデン米大統領が明言 中国は反発（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-taiwan-biden-idJPL4N30Q0V7 
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〇 土地利用規制法が全面施行へ 年内に第 1弾区域指定に着手（共同） 

 https://nordot.app/944495656661155840 

〇 中国外務省「あらゆる措置をとる権利を留保」バイデン米大統領の台湾発言を受け

（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220919/12989848.html 

〇 米バイデン大統領＝台湾が攻撃された場合は軍を派遣と発言（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95882 

〇 反撃能力持ち抑止力発揮、国守る意思を防衛費増で示せ…岸信夫首相補佐官インタビュー

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220919-OYT1T50136/ 

〇 プーチン氏側近が訪中 ウクライナ・台湾問題で協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR193AR0Z10C22A9000000/ 

〇 ロシアと中国は戦略的提携深化を、プーチン氏最側近が楊氏と会談（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/russia-china-defence-idJPKBN2QK0YY 

 

１８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日米防衛相会談 戦略すり合わせ同盟深化を（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220917-OYT1T50223/ 

〇 「ドローン」１機漏らさず迎撃、防衛省が技術研究急ぐ（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/33800 

〇 中国人民解放軍は“実は弱い” 理由は「命の軽さ」と「一人っ子政策」【報道 1930】（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/153144?display=1 

〇 【社説】尖閣防衛 台湾有事念頭に抑止力高めよ（世界日報） 

 https://www.worldtimes.co.jp/opinipn/editorial/20220918-165077/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ４日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220918-M5KTVEHUKROY5HWO6EQWC2TL44/ 

〇 護衛艦「すずつき」ソマリア沖へ出港 海自佐世保、海賊対処など（長崎） 

 https://nordot.app/944053011067699200?c=174761113988793844 

〇 NATO、ロシア国境付近でのプレゼンスを拡大する計画を認める（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220918/nato-12973931.html 

〇 ロシア使用の極超音速兵器、効果は「ほぼなし」 米国防総省（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35193461.html 

〇 国連は「衛星攻撃兵器」の実験を止められるか：宇宙の安全保障を巡る 2度目の議論の行く

末（WIRED） 
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 https://wired.jp/article/the-un-wants-to-curb-anti-satellite-missile-tests/ 

〇 安保関連法成立７年 存立危機事態想定の共同訓練も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220918-IMCO6XL6FJLKZL4BUPWY3HKENE/ 

〇 「中国離れ」進むリトアニア 経済圧力屈せず台湾接近（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091800140&g=int 

〇 CAは自衛官 天皇、皇后両陛下訪英 記者も同乗、政府専用機とは（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220918/k00/00m/040/231000c 

〇 フランス、フィリピンへの潜水艦売却に意欲 インド太平洋に領土、中国の海洋進出を警戒

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/203161 

 

１７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【視点】平和外交には抑止力必要（八重山日報） 

 https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/19477 

〇 「こわもて」プーチン氏、旧ソ連構成国に低姿勢外交…遅刻もせず笑顔で出迎え（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220917-OYT1T50055/ 

〇 中国の軍事力増強やロシアとの軍事演習を懸念＝独国防相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-germany-lambrecht-china-

idJPL6N30N0E0 

〇 ロシア軍の統制崩壊、戦場の失策に拍車（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3424369 

〇 国連 PKO カンボジアに自衛隊派遣から 30年 日本の貢献 実を結ぶ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220917/k10013821781000.html 

〇 米韓、次官級会議で北朝鮮の核法令化に「深刻な懸念」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220917-7CDJTVTQGRJSZEODUGX7AR2QBI/ 

〇 “沿岸警備や宇宙分野も防衛関連予算” 新たな考え方検討へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220917/k10013822251000.html 

〇 【解説】 ウクライナでの戦争、どっちが勝っているのか（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-62937414 

〇 米韓、北朝鮮核法令を非難 戦略資産の活用継続へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-nuclear-usa-southkorea-idJPL6N30O009 

〇 尖閣諸島周辺に中国船、海保が３日連続で確認 ４隻が航行（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220917-QQJIBDYAB5PQ5ND5BLWC5WGKJM/ 
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〇 台湾の主権を主張するようになった米国＝米上院は台湾問題についてどのような政策転換を

行ったのか？（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220917/12966995.html 

〇 【ウクライナ】軍事作戦終了を「急いでいない」－プーチン大統領（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-17/RIC8UCT0AFB401 

〇 米国、「あらゆる軍事的能力」韓国に提供…４年８か月ぶり戦略協議で北朝鮮を強くけん制

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220917-OYT1T50167/ 

 

１６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 習近平主席、プーチン大統領と会談（詳報）（新華網） 

 https://jp.news.cn/20220916/a8fcbf56f23f4dabaf7e9404fce5dd2b/c.html 

〇 上海協力機構(SCO)とは 中国・ロシア主導、安保で連携（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB1559F0V10C22A9000000/ 

〇 沖縄・南西諸島に避難シェルター 政府検討、台湾有事を想定（共同） 

 https://nordot.app/943190054895386624 

〇 テレビで自衛隊・海保特集の「準レギュラー化」が進んでいる「切実な理由」（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/99842 

〇 玉城デニー氏の再選 危惧される沖縄の中国接近 米軍基地問題の国連提起も（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/117518 

〇 米、6億ドルのウクライナ追加軍事支援 ロケット砲や砲弾など（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-arms-idJPKBN2QH01O 

〇 習近平主席、プーチン大統領と会談（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3424136 

〇 似たもの同士の中国とロシア 北朝鮮も加え安保環境は一変、日本が迫られる「三正面作戦」 

防衛費も「ＧＤＰ比３％以上」は当然（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220916-LXB7JOLDGNLCJLZ5RLVTCC7W2M/ 

〇 安全保障上重要な施設周辺の土地利用規制 運用方針を閣議決定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220916/k10013820351000.html 

〇 韓国が「日韓首脳会談」発表も…日本政府は否定「何ら決まっていない」松野官房長官 尹

政権「既成事実つくり、押し切る意図」識（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220916-SINAJ4AS6JIPDMQ5DBHDT4HL6U/ 

〇 “秘伝カレー”を食べよう！ 「させぼ自衛隊グルメ」始まる  23店舗で実施（長崎） 

 https://nordot.app/943330643689504768?c=174761113988793844 
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〇 尖閣周辺に中国船 ２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220916-ZHWEJVEMLBNCFOJGYEB6RTQI4E/ 

〇 安全保障上重要な施設周辺の土地利用規制 運用方針を閣議決定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220916/k10013820351000.html 

〇 安全保障に重要な土地、レーザーや妨害電波に中止命令も…「阻害７事例」閣議決定（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220916-OYT1T50174/ 

〇 鹿屋へ米軍無人機展開「自衛隊の偵察活動を深化」 浜田防衛相、オースティン米国防長官

と会談 双方計画の進ちょく歓迎（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/162802/ 

〇 欧州議会、台湾海峡の中国実弾演習を非難 決議採択（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/eu-taiwan-china-idJPL6N30N031 

〇 安保土地法、２０日から全面施行 区域指定、年内に着手―政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091600135&g=pol 

〇 上海協力機構、「カラー革命」防ぐために協力を＝中国国家主席（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/uzbekistan-sco-xi-speech-idJPL4N30N292 

〇 政府、２０日に土地利用規制法施行へ 基本方針を閣議決定（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220916-5L6R2URHH5NOLDH3XLBN6W3YB4/ 

〇 アメリカ海兵隊、最高位の四つ星将軍に初の黒人 246年かけて「ガラスの天井」を破る

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14717626 

〇 中国軍艦、海警へ移管 「第 2海軍」化進む（共同） 

 https://nordot.app/943467381832712192 

〇 インド、分断世界で存在感 米ロと等距離外交で実利狙う（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM1661M0W2A910C2000000/ 

 

１５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ロシア排除・中立化拒否、ウクライナが「安全の保証」で新提案（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220914-OYT1T50256/ 

〇 戦時中 帝国海軍の要請でできた巌根駅【木造駅舎カタログ】内房線 01/276（鉄道） 

 https://tetsudo-ch.com/12125018.html 

〇 自衛隊の装備調達、「それ」で本当に国を守れるのか（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/091200131/maru  

〇 台湾有事を見据え水面下で進む日米台の軍事協力（東洋経済） 
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 https://toyokeizai.net/articles/-/618412 

〇 ウクライナ侵攻を決断したプーチン大統領を思想で支える人物 ドゥーギン親子以外にも

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14716445 

〇 上海協力機構 15日から開催 ウクライナ侵攻後初めて中ロ会談も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220915/k10013818471000.html 

〇 3年間で大幅に機数増えた空自の F-35A（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/121930 

〇 NPT と G20でのロシアの振る舞いは“妨害行為”でしかない（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022091200005.html 

〇 日米防衛相会談 台湾海峡の重要性確認 平和的解決で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220915/k10013818491000.html 

〇 日本の「反撃能力含む選択肢検討」に強い支持 米国防長官（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220915-AWJLNDXFK5LZHOTYL5M4DUMXKA/ 

〇 米上院委、台湾政策法案を可決 軍事支援強化や対中制裁盛り込む（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-taiwan-congress-idJPL4N30L3S4 

〇 反撃能力保有、米国が支持 日米防衛相が会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091500273&g=pol 

〇 ウクライナへの ATACMS供与は露米間の紛争開始の危険性はらんでいる＝駐米露大使

（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220915/atacms-12925241.html 

〇 イージス･システム搭載艦が自衛隊を弱らせる訳（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/618080 

〇 米国防長官「強い支持」 日本の反撃能力保有や防衛費増額に（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220915/k00/00m/030/029000c 

〇 日米防衛相会談 浜田氏が敵基地攻撃能力の保有検討を伝える オースティン氏は防衛力

強化を支持（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/202311 

〇 尖閣周辺に中国船 １１日以来（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220915-ERJWTG4CUZK2LLK3U6MTQNYJAA/ 

〇 【図でわかる】上海協力機構首脳会議について知っておきたい基礎知識（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0915/c94474-10147292.html 

〇 極超音速兵器に対抗で共同研究 中国ミサイル着弾を強く非難（共同） 

 https://nordot.app/942965573638815744 
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〇 中ロ海軍、太平洋で合同パトロール＝ロシア国防省（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/russia-china-patrols-idJPL4N30M0KN 

〇 日米防衛相会談、日本側が「反撃能力」保有検討を伝達…米は「強い支持」表明（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220915-OYT1T50117/ 

〇 プーチン氏は支援期待薄か、ウクライナ侵攻難航でも－きょう中ロ会談（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-15/RI81USDWRGG001 

〇 中国測量艦が領海侵入、鹿児島沖 海上自衛隊が監視（共同） 

 https://nordot.app/943002694402179072 

〇 中国海軍測量艦が領海侵入 ７月以来、７度目―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091500660&g=soc 

〇 台湾近海「中国軍事演習」から見えてくる「日本漁業」の窮状（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49178 

〇 米国務省「ＥＤＳＣＧで北の『核武力法制化』議論…平壌との対話は引き続き追求」（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/295559?servcode=500&sectcode=500 

〇 露中海軍が太平洋で共同パトロール実施へ 実弾砲撃訓練も予定＝露国防省（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220915/12927921.html 

〇 米国が岸田政権の〝媚中姿勢〟チェック、日米防衛相会談 中国の「極超音速兵器」に対

抗、共同研究で合意（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220915-64CAUHGMHNOE7N6IFNPWVBRVGI/ 

〇 台湾へ武器譲渡可能に 米上院外交委、台湾政策法案可決（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN1509W0V10C22A9000000/ 

〇 中国艦艇が領海侵入、屋久島周辺 7月以来 7回目（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA154LK0V10C22A9000000/ 

〇 中国・ロシア、太平洋で合同巡視 首脳会談合わせ結束（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR155ZK0V10C22A9000000/ 

〇 中国海軍の駆逐艦２隻 沖縄本島と宮古島の間の海域を通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20220915/5090020115.html 

〇 イラン、上海協力機構加盟覚書に調印 ロシアと関係強化の意向（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/uzbekistan-sco-iran-idJPKBN2QG0M0 

〇 ウクライナ侵攻開始から半年 トンネルに光は見えず（ドイツニュースダイジェスト） 

 http://www.newsdigest.de/newsde/column/dokudan/13179-1178/ 

〇 中国海軍の測量艦 1隻 屋久島周辺の日本の領海内を一時航行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220915/k10013819071000.html 
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〇 ウクライナ新安保構想、中立化を否定（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR157AT0V10C22A9000000/ 

〇 中国海軍の測量艦、屋久島周辺の領海に侵入…潜水艦の航行ルート調査との見方強まる

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220915-OYT1T50178/ 

〇 海中の機雷取り除く 海上自衛隊の掃海艇「うくしま」一般公開【佐賀県】（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/417827 

〇 ウクライナ軍を長期支援の検討開始、終戦以降も見据え 米国防総省（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35193368.html 

〇 最新技術でつなぐ戦地・硫黄島の記憶（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220915/k10013817601000.html 

〇 ロシアとの全面核戦争に現実味、シミュレーション動画の再生が急増（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/09/100-106.php 

〇 習近平国家主席とプーチン大統領が会談 連携強化して欧米に対抗 ウクライナ侵攻に対し

て中国は？（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/202411 

〇 戦略の方向性一致、抑止力維持へ共同行動 日米防衛相会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220915-ZRFE4Y2U5BNCXIVVRPGUIF2WQI/ 

〇 中国・ロシアが対面首脳会談 侵攻後初、対米国で結束（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR147YQ0U2A910C2000000/ 

〇 フィリピン マルコス大統領 訪米へ 対米関係重視の姿勢示す（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220915/k10013820111000.html 

〇 米、ロシアを支持しないよう中国に要請 ウクライナ戦争巡り（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-usa-idJPL6N30M0B5 

 

１４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日本がインドとの軍事演習で中国戦闘機の性能を把握？そんなことが可能なのか―中国紙

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b901103-s25-c100-d0193.html 

〇 ロシア主導の軍事同盟、アゼル・アルメニア衝突巡り 13日夜に協議（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/azerbaijan-armenia-russia-csto-idJPKBN2QE1N4 

〇 ＥＵの制裁、ロシアの軍備品維持に深刻な打撃＝ボレル上級代表（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-eu-borrell-idJPKBN2QE1Q2 

〇 米、ナゴルノでの戦闘即時停止を呼びかけ 国務長官が電話会談（REUTERS） 
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 https://jp.reuters.com/article/azerbaijan-armenia-usa-russia-idJPL4N30K35R 

〇 攻撃型無人機、自衛隊に試験導入へ…島しょ防衛強化へ２５年度以降に本格配備（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220913-OYT1T50279/ 

〇 尖閣諸島の守り 台湾有事と切り離せない（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220914-ZZ6R7LKOENIPNPIUKOTBN4BF3Q/ 

〇 「空母が 2隻沈めば米軍は日本に来ない」そうしない防衛戦略を（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/091200130/ 

〇 プーチン氏、ウクライナ反攻にどう対抗？ 考えられる次の一手（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3423682 

〇 省庁横断で「国防関係予算」、政府の狙いは？（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL136OF0T10C22A9000000/ 

〇 米、台湾情勢巡り中国に制裁発動の可能性＝メディア（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220914/12905764.html 

〇 反撃に成功のウクライナ、米国に射程距離３００キロのミサイル要求（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/295478?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 防衛産業、「防衛」売り上げは 4% 市場規模小さく（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA3075M0Q2A830C2000000/ 

〇 ウクライナ軍の進撃は「迅速で衝撃的」 米ホワイトハウス（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35193269.html 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（14日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220914/k10013777151000.html 

〇 攻撃型無人機、自衛隊が導入急ぐ理由…ゲームチェンジャーとなりうる 2つの優位性（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/117655 

〇 陸自が「駆け付け警護」訓練 ＰＫＯ先遣隊、暴徒に対処（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220914-XRDMR7Q5TJKMPPFDWP6HDZKR6I/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（14日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220914/k10013777151000.html 

〇 中国艦艇、沖縄から北上 ２日前に奄美通過（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220914-JHZL3IKI25JLLL4XPIPTOETUJI/ 

〇 ウクライナが「非軍事化」を拒否 安全保障基本計画公表、ロシアへの徹底抗戦を掲げる（東

京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/202207 
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１３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国は今がピーク、ゆえに増す危険(The Economist)（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB110KB0R10C22A9000000/ 

〇 イランのロシアへの無人航空機提供の脅威と限界（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27866 

〇 「積極的サイバー防御」重要インフラ対象に導入へ…政府、攻撃元に侵入や無力化検討（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220912-OYT1T50308/ 

〇 ロシアが北朝鮮に頼るワケ 制裁と原油価格低下で苦境 「タマに使うタマがないのがタマに

傷」日本の自衛隊も深刻、切羽詰まる防衛省（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220913-QHER2KL475K6JEVDG34CUZMCZQ/ 

〇 ゴルバチョフ氏が残した「戦争の目を摘む教訓」 冷戦後の西側の振る舞い巡り問題提起

（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022091200038.html?page=1 

〇 ウクライナ反転攻勢も ロシア軍事侵攻を継続する構え強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220913/k10013815231000.html 

〇 【社説】「先制的核攻撃」法で釘を刺した北朝鮮の危険な賭け（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/295443?servcode=100&sectcode=110 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（13日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220913/k10013777141000.html 

〇 中国共産党の台湾侵攻新戦略、日本をも危険にさらす=専門家（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=36770 

〇 ハイマースなど米軍装備、訓練後も南西諸島に 連携強化し中国の脅威に対応＝米司令官

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/117540 

〇 中国と韓国がぎくしゃく？岐路に立つ「戦略的協力パートナー」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220913/k10013815521000.html 

〇 防衛費、海保予算の算入検討 ＮＡＴＯ基準で増額―政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091300978&g=pol 

〇 来月下旬以降 鹿屋航空基地で米軍が無人機を運用 九州防衛局（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220913/5050020320.html 

〇 インド海軍と共同訓練 海自「連携強化続ける」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220913-YRDVLAYETNOD3CDIUYFXDGVDSQ/ 

〇 宇大統領府、「ウクライナのための安全保証」勧告を公開（UKRINFORM） 
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 https://www.ukrinform.jp/rubric-defense/3570507-yu-da-tong-ling-

fuukurainanotameno-an-quan-bao-zheng-quan-gaowo-gong-kai.html 

〇 アゼルバイジャン国境で軍事衝突 49人死亡とアルメニア首相（共同） 

 https://nordot.app/942410794613309440 

〇 中国駆逐艦２隻が奄美通過 太平洋へ航行（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220913-CBW6KBIQ4FOIPPSCHKWUDHWIR4/ 

 

１２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ウクライナ戦争が古典的な戦いになった 3つの訳（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/617147 

〇 「陸上自衛隊の輸送船」どんなの？ モチーフはアメリカ陸軍の揚陸艦 横浜港で並ぶ可能性

も（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/121825 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/ 

〇 ますます緊密に 米台関係の 6つの動きと 3つの理由（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/117049 

〇 豪のピッチ・ブラック 22終了、F-2A と KC-30Aの空中給油など実施（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137587 

〇 またも一帯一路の餌食になるか？ マラッカ海峡をまたぐ鉄道建設構想が浮上（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/09/post-99604.php 

〇 ウクライナが奪還した地域、解放に住民は衝撃と喜び（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-62873543 

 

１１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 弾道ミサイルとは ロケット技術で高速飛行（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM09C2G0Z00C22A9000000/ 

〇 尖閣諸島国有化から 10年 中国への警戒強化と関係改善を模索（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220911/k10013812741000.html 

〇 日米英豪ＮＺ、太平洋の島嶼国支援で中国に対抗へ…国連総会に合わせ外相会合を調整

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220911-OYT1T50001/ 

〇 尖閣国有化１０年 中国の実効支配の試み許すな（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220910-OYT1T50265/ 
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〇 今なお「総力戦」を思い描く日本人の戦争観 安保議論の足かせに（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220909/k00/00m/040/239000c 

〇 高級魚狙い漁に出たが、中国海警船から挟み撃ち…尖閣国有化１０年で挑発常態化（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220911-OYT1T50003/ 

〇 「尖閣固有種の宝庫」国有化１０年…親子２代で上陸 調査再開願う（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220911-OYTNT50047/ 

〇 尖閣、緊張緩和見通せず 侵入常態化、高まる警戒感―国有化１０年（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091000308&g=pol 

〇 習氏、領土主権で強硬姿勢 中国船の装備増強、緊張続く―尖閣国有化１０年（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022091000309&g=int 

〇 「中国空母」10年 始まりはウクライナの中古 国産新鋭艦「福建」に至るまで 今後どう出る？

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/121828 

〇 尖閣周辺に中国船 ６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220911-326VNLQGSBKO3I43S4CQYUHGSM/ 

〇 ウクライナ軍、北東部イジュームに進撃 ロシア軍撤退（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35193104.html 

〇 尖閣国有化 10年 中国の妨害強まり 2年前から出漁できず…鹿児島県内の漁師「死活問

題」 1980年代に高級魚が釣れる海域を開拓したのは、喜入と指宿の瀬物一本釣り船団だった

（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/162568/ 

〇 「海上民兵」乗船か 中国漁船の一部 尖閣周辺でも航行 NHK分析（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220911/k10013813731000.html 

 

１０（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 長崎県沖の日本 EEZ内 韓国が海保測量船にまた調査中止要求（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220910/k10013811871000.html 

〇 防衛費、海保予算も含めた算定方法の導入検討へ…「ＮＡＴＯ基準」参考にＧＤＰ２％に（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220909-OYT1T50349/ 

〇 「金正恩・習近平・プーチン」連合が、動き出す…！ 金与正は「韓国挑発」で、いよいよ日米

韓 vs北朝鮮中露が“ヤバすぎる対立”へ…！（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/99579 
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〇 「一匹狼」「孤高のパイロット」はいらない!? 空自 F-2部隊指揮官に聞いた多国間訓練の実情

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/121834 

〇 台湾有事想定し日本は準備を 早期の侵攻には否定的―専門家（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090901010&g=int 

〇 北の核使用法制化 「深く憂慮」と国連事務総長（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220910-4YWM6DYIGNIMHDYKZFSLZSK7BQ/ 

〇 謎の巨大施設 初調査に独占密着 旧海軍呉鎮守府の地下に眠る遺構（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/148044?display=1 

〇 ウクライナ 南部だけでなく東部でも激しい攻防続く（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220910/k10013811971000.html 

〇 米国、衛星攻撃兵器実験の中止を求める決議案提出へ 国連総会で（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220910/12853965.html 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（10日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220910/k10013777081000.html 

〇 国連 北朝鮮の核兵器の法令に懸念 “核リスク削減努力に反す”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220910/k10013812041000.html 

〇 安全保障問題の解決に向け、断固とした姿勢をとる日本（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220910/12857053.html 

〇 尖閣国有化１０年 中国船「常在」深まる緊張（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220910-STF33YG7QVLX7JQ3WD4GM7JZVM/ 

 

０９（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 自衛隊では中国軍に勝てない…「米国頼み」な日本の安全保障の「深刻な問題点」（現代ビ

ジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/99570 

〇 北朝鮮からロシア供与のロケット弾に中国製疑惑 中露北「新・悪の枢軸」強化 激動する「自

由主義ｖｓ独裁」も意識希薄な最前線の日本（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220909-KYFT2ETGEJOSPACMP43IIZKXGA/ 

〇 ロシアの脅威再び 北方防衛にも照準、陸自が「北演」実施 沿岸部の防御かいくぐり…着上

陸侵攻対処を想定（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220909-GER2YDM47BPE3BXMYMK44KZH7A/ 

〇 ペロシ氏訪台後も中国軍「中間線」越え 米中“最悪シナリオ”も＝松本はる香（週刊エコノミス

ト） 
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 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220927/se1/00m/020/030000c 

〇 尖閣諸島国有化、10年目の真実 中国激怒に野田政権「本当にまずい」、力関係が逆転

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14713403 

〇 海自ＶＬＦ施設「えびの送信所」市内移転計画 老朽化で防衛省（宮崎日日） 

 https://www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_65765.html 

〇 要塞跡残る国防の島 修行の出発地 友ケ島（和歌山市）（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220909-EG4MVLR4BFNX3KUTRMA4UVMSRA/ 

〇 米議員ら続々訪台 蔡総統と会談、仏からも（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090801063&g=int 

〇 尖閣諸島国有化、10年目の真実 中国激怒に野田政権「本当にまずい」、力関係が逆転

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14713403 

〇 北朝鮮、核兵器使用で法整備 金正恩氏「核を放棄せず」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM090QQ0Z00C22A9000000/ 

〇 韓国国民｢日本は朝鮮半島に関わるな｣…アメリカが期待する日韓軍事協力が絶対にうまくい

かないワケ（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/61332 

〇 ロシアと中国、制裁下の協力強化を確認＝中国全人代常務委員長（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220909/12833769.html 

〇 海自鹿屋基地の工事現場から現れた旧海軍の遺構 その役割は…分からなかった 撤去始

まる（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/162439/ 

〇 F35戦闘機に「中国製」の材料、米国防総省が納入停止（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=36531 

〇 金正恩氏「絶対に核放棄しない」 最高人民会議で演説（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220909000700882 

〇 韓国「日本敵視」のレーダー照射問題、尹政権に課された「解決する力」 日韓の防衛次官級

協議「口先だけではないか見極める試金石」松木氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220909-ZRITLYJUPNPIBIGAGEH2Q3AWGM/ 

〇 ウクライナ侵攻で武器不足のロシア、北朝鮮と「軍事協力しない」方針を 30年ぶり転換？

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14714158 

〇 「中国の無責任な振る舞いを懸念」 米太平洋陸軍トップが奄美視察 自衛隊との「連携深

化」を確認（南日本） 
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 https://373news.com/_news/storyid/162443/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ４日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220909-UN76A6H4TVIYHKQFTWIPDS2TLM/ 

〇 尖閣国有化１０年 松野官房長官「領有権問題存在せず」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220909-VOFTDVY2NJJDVPGVXLT6T3O2PY/ 

〇 台湾有事 島民どう守る（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20220909-OYTNT50047/ 

〇 「有事」がやっと焦点に １１日投開票の沖縄知事選、終盤戦突入 危機感に濃淡も候補者が

各地で訴え（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220909-GUTRGHLXUVKNTHIP3QUSZAHSKU/ 

〇 北朝鮮が「核保有国」を公式に宣言 法令を採択、「不可逆的」と金正恩氏（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62846835 

〇 岸田首相 インドの外相・国防相と会談 具体的な連携強化を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220909/k10013810791000.html 

〇 金正恩氏、米国と軍縮交渉が狙いか 法令に核への執着（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM0948B0Z00C22A9000000/ 

〇 既に日本はライバルではない…「大国」として自信をつける中国の対日姿勢を戦略的に見極

めよ（まいどなニュース） 

 https://maidonanews.jp/article/14713809 

〇 多領域部隊、対中で機動的運用 陸自との連携強化に期待―米軍司令官（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090901229&g=int 

〇 日・パラオ首脳会談 中国の南太平洋覇権の歯止め図る（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220909-KYKROGCE55NWBL24N5L6B6CQXQ/ 

〇 韓国、海保に調査中止要求 ＥＥＺ内、外務省が抗議（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220909-HYSAYVJW2RNU7J2FTGWX42MUQI/ 

〇 米太平洋陸軍「共同訓練や演習 中国の行動へ最大の対抗手段」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220909/k10013811651000.html 

〇 日本パラオ首脳会談「自由で開かれたインド太平洋」連携で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220909/k10013811681000.html 

 

０８（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 （社説）安保文書改定 開かれた議論欠かせぬ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15409905.html 

〇 ＩＡＥＡ報告書 露は直ちに原発から撤退せよ（読売） 
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 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220907-OYT1T50228/ 

〇 国民に詳細を明かさない「敵基地攻撃」の議論 政府有識者会合「要旨」 17回分ひとまと

め、発言者も不明（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/200682 

〇 新明和工業の無人飛行艇「XU-M」、海上から離着水による初飛行 成功（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137564 

〇 葛城奈海 「水陸両用車」体験、隊員へ感謝と敬意（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220908-5JW6J2J6DZJP5D7WZH33NLA2PM/ 

〇 中国の台湾侵攻、なお「明白な脅威」－サリバン米大統領補佐官（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-08/RHUZXST0G1KX01 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（8日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220908/k10013777061000.html 

〇 米国防総省、ロッキード製「Ｆ３５」の納入停止－中国製部品使用で（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-08/RHV8U2T1UM1001 

〇 防衛相とインド国防相 防衛装備や技術協力の具体化へ連携確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220908/k10013808841000.html 

〇 【ウクライナ】戦闘は来年まで続く公算大－ウクライナ軍総司令官（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-09-08/RHVGOXT1UM0W01 

〇 日本の防衛省は自衛隊を十分に評価していないのか？（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220908/12820042.html 

〇 縮まる沖縄県民と自衛隊との距離 安全保障環境が変わるなか沖縄への影響は（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/407930 

〇 中国抑止、日米連携アピール 陸自トップと米司令官、奄美訪問（共同） 

 https://nordot.app/940524111440216064 

〇 陸自と米軍の共同訓練、陸幕長「連携は深化」 日米結束アピール（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220908/k00/00m/040/254000c 

〇 中国公船が領海侵入 尖閣周辺、今年２６日目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220908-OAYZJMW2JBLKFPJKWXFG7K3JOQ/ 

〇 蔡総統「圧力に屈しない」 米議員団と会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220908-4HPPHKLRTVJ47GKENBZKSTHBBY/ 

〇 日本とインドが 2＋2 中国念頭に一方的な現状変更に反対で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220908/k10013809651000.html 

〇 「紛争の平和的解決を追求」 日印 2プラス 2で共同声明（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220908/k00/00m/010/337000c 
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〇 中国の強引な海洋進出、フリン米太平洋陸軍司令官「日米相互運用性の改善で抑止」（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220908-OYT1T50297/ 

〇 台湾をめぐる米中間の新たな緊張（ParsToday） 

 https://parstoday.com/ja/news/asia-i104144 

〇 防衛力強化へ有識者会議設置へ、財源や安保関連３文書改定に向け議論…首相表明（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220908-OYT1T50323/ 

 

０７（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 安全確保のため戦闘停止を IAEAが報告書（共同） 

 https://nordot.app/939908055129899008 

〇 日本のＥＥＺにミサイル着弾も脅威軽視 危機感欠いた沖縄知事選 テロ行為正当化の風潮

「現代日本の縮図」か 八重山日報編集主幹・仲新城氏が緊急寄稿（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220907-O4T5DCNSWRLLBPEWSANOCHN6D4/ 

〇 米国、７日にＩＣＢＭ「ミニットマン３」試験発射…「ロシアに通知」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/295268?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 米国の台湾への武器売却は一つの中国の原則に違反していない＝米国務省（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220907/12799325.html 

〇 習政権３期目で３つの狙い 「米しのぐ軍事力」「台湾統一」「世界一の強国」 とんでもなく危

険な人物が隣国にいる日本の課題（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220907-2EAHXO5SHBI7XBNLGHACESGN5A/ 

〇 自衛官の退職制度、若者が魅力感じる待遇改善を 羽振りのいい防衛予算で「人」にも光を

（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220907-BEWHNNP5UJJ6PLTW56WKJYUN3A/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/ 

〇 尖閣周辺に中国公船 ８月３１日以来（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220907-HVCTZAWFINLNDH3MQQUWOR3X7I/ 

〇 北朝鮮がロシアに武器提供か ロケット弾や砲弾「数百万発」＝米当局（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62804302 

〇 トラス英新首相、これまでの対中強硬姿勢は今後も継続か（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/britain-politics-truss-china-idJPKBN2Q80HA 

〇 イギリスの新女性宰相は対中強硬派…英中黄金時代の再来は無い（FNN） 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220908-OYT1T50297/
https://parstoday.com/ja/news/asia-i104144
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220908-OYT1T50323/
https://nordot.app/939908055129899008
https://www.zakzak.co.jp/article/20220907-O4T5DCNSWRLLBPEWSANOCHN6D4/
https://japanese.joins.com/JArticle/295268?servcode=A00&sectcode=A00
https://sputniknews.jp/20220907/12799325.html
https://www.zakzak.co.jp/article/20220907-2EAHXO5SHBI7XBNLGHACESGN5A/
https://www.zakzak.co.jp/article/20220907-BEWHNNP5UJJ6PLTW56WKJYUN3A/
https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/
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 https://www.fnn.jp/articles/-/413724 

〇 6年ぶりに日韓防衛次官級協議 レーダー照射問題で意見交わす（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220907/k10013807711000.html 

〇 中国、違法操業「管理」で尖閣実効支配演出か 衝突事件１２年（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220907-A4K2THPFRVOJJPVYKQZD2XTNGE/ 

〇 日韓防衛協力「正常化」へ一歩 韓国では反発も 次官級協議（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220907-GDDJAWAMJZPKFN662B26VFCMZY/ 

〇 中国軍関連大学にサイバー攻撃？中国の批判に米専門家「違法性ない」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/116813 

 

０６（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国公船が度々侵入 「接続水域」を巡る問題とは？（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/plus/00010/090200101/ 

〇 習近平が台湾を「核兵器で脅す」可能性も…「プーチンの暴挙」後の核問題を考える（現代ビ

ジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/99441 

〇 「さらに近代的な武器必要」 ロシア侵攻長期化視野―ウクライナ首相（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090600125&g=int 

〇 ウクライナ、23年にも EU加盟交渉開始 戦争長期化が影（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR05BLQ0V00C22A9000000/ 

〇 日本がロシアの軍事演習に感じた 4つの衝撃―華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b900687-s25-c100-d0193.html 

〇 台湾を｢同盟国｣に｢攻撃的兵器｣付与も。米｢台湾政策法案｣は中国との新たな火種に…

（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-258860 

〇 中国船による尖閣周辺の領海侵入は増えている？（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220905/k00/00m/010/297000c 

〇 北海道で在外邦人輸送訓練 防衛省、報道陣に公開（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220906-SBLSVRBVQBNMFJNMWZZ54KKB5E/ 

〇 フィリピンとインドネシア、25年ぶりに防衛協定を改定 マルコス新大統領の初外遊（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/200397 

〇 ロシア、北朝鮮から数百万発の砲弾購入か 米当局者が見解（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-northkorea-idJPL4N30D15O 

〇 在外邦人輸送訓練 防衛省が報道公開（産経） 

https://www.fnn.jp/articles/-/413724
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220907/k10013807711000.html
https://www.sankei.com/article/20220907-A4K2THPFRVOJJPVYKQZD2XTNGE/
https://www.sankei.com/article/20220907-GDDJAWAMJZPKFN662B26VFCMZY/
https://www.epochtimes.jp/share/116813
https://business.nikkei.com/atcl/plus/00010/090200101/
https://gendai.media/articles/-/99441
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090600125&g=int
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR05BLQ0V00C22A9000000/
https://www.recordchina.co.jp/b900687-s25-c100-d0193.html
https://www.businessinsider.jp/post-258860
https://mainichi.jp/articles/20220905/k00/00m/010/297000c
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 https://www.sankei.com/article/20220906-OR3AAE3MBJIMTCL5AUP4WQTOXA/ 

〇 日本が宇宙・サイバー戦力を統合（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-09/06/content_78406933.htm 

〇 「戦う核同盟」へ脱皮した NATO ロシア・中国に「倍返し」の戦略＝丸山浩行（週刊エコノミス

ト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220905/se1/00m/020/004000d 

〇 アフガン教訓生かせ 在外邦人退避へ訓練 自衛隊（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220906-KP6NCQUYMFNKPDIBLQSORDIMPM/ 

〇 防衛省 瀬戸内町に自衛隊の港湾施設の整備検討へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20220906/5050020238.html 

 

０５（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【緊急警告】中国大型軍事ドローンの飛行高度が低すぎてヤバすぎる…沖縄周辺で民間機と

衝突事故の可能性も（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/99430 

〇 ロシア･ウクライナ戦争が世界に刻みつけた教訓（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/615773 

〇 ペロシ訪台が日中国交正常化 50年に冷水を浴びせた今、日本が期待される役割とは＝及

川正也（週刊エコノミスト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220913/se1/00m/020/041000c 

〇 中国に近い沖縄の島に自衛隊が次々と配備されている理由は？（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220904/k00/00m/010/116000c 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/ 

〇 陸海空、官民の連携検証 ３年ぶり静岡県総合防災訓練、南海トラフ想定２万５千人参加（静

岡） 

 https://www.at-s.com/news/article/shizuoka/1118216.html 

〇 ロシアと中国の艦艇 日本海で機関銃射撃 軍事演習の一環か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220904/k10013803211000.html 

〇 日本海で射撃訓練 中露両軍が連携誇示か 防衛省初、機関銃で水しぶきがあがる様子を

公表 高まる緊張感を反映（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220905-EKMPEVZFMJLNBMRVFDC4WFLS6M/ 

〇 浜田防衛相、海自護衛艦を視察（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090500742&g=pol 
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https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220913/se1/00m/020/041000c
https://mainichi.jp/articles/20220904/k00/00m/010/116000c
https://www.sankei.com/article/20220902-QNMPFGSCURCCHLWWXAZ4N46NHE/
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〇 宇宙・サイバー戦力を統合する日本の動向を注視し続けるべき（人民網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-09/05/content_78405567.htm 

〇 日本が軍事面の解禁に向け一歩前進（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-09/05/content_78405570.htm 

〇 フィリピン・インドネシア首脳、安保協力強化で合意（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM029LQ0S2A900C2000000/ 

〇 新型護衛艦「もがみ」など視察 浜田防衛相（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220905-YN67THG2VZKSDP7WZCO6HJIEOA/ 

〇 中国 米の台湾への武器売却決定を強く非難「強力な措置とる」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220905/k10013804731000.html 

〇 概算要求１１０兆円、過去２番目の水準…防衛省は過去最大５・５兆円（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220905-OYT1T50174/ 

 

０４（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 航空自衛隊の次期戦闘機 イギリスと共通の機体開発で調整（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220904/k10013802091000.html 

〇 防衛費概算要求 装備品の生産基盤強化したい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20220903-OYT1T50274/ 

〇 自衛隊が「米軍の２軍」になるかもしれない…「安保３文書」改定への強烈な違和感（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.media/articles/-/99409 

〇 ハイマースによる対艦戦闘訓練、日米共同演習で初 島嶼作戦に焦点（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/116257 

〇 党大会へ国防教育強化 青少年らに「習近平強軍思想」―中国（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090300322&g=int 

〇 台湾待望の最強戦車M1「エイブラムス」 運用開始で島の守りどう変わる？（乗りものニュー

ス） 

 https://trafficnews.jp/post/121750 

〇 大阪大名誉教授 坂元一哉 中国に侮られない防衛力（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220904-OLCOPN66INJZTIPIDKUYXSMDAI/ 

〇 元自衛隊陸将が解説 台湾有事で日本に起こりうる「シナリオ」と「課題」（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022090100086.html?page=1 

〇 「韓米日、北朝鮮の核実験時はこれまでとは異なる対応するだろう」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/295148?servcode=A00&sectcode=A20 
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220904/k10013802091000.html
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〇 キリバス PIF脱退に波紋広がる 中国の影響力拡大に懸念の声（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220904/k00/00m/030/026000c 

〇 イランが米海軍無人艇２隻を拿捕、その後返還 紅海（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35192764.html 

〇 演習参加のロシアと中国の海軍艦艇６隻、宗谷海峡を東進…北海道沖１９０キロで機関銃射

撃も（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220904-OYT1T50105/ 

〇 ロシア・中国艦艇 6隻、北海道沖で機関銃射撃 防衛省（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA042880U2A900C2000000/ 

〇 台湾海峡の中間線、「中国海軍の勢力誇示で意味薄れる」と海外メディア、台湾は死守の構

え（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b900524-s25-c100-d0059.html 

〇 防衛力強化「賛成」７０％、日本の脅威「中国」８１％・「北朝鮮」７２％…読売世論調査（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20220904-OYT1T50129/ 

 

０３（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米大使、３文書改定を支持 中国軍事演習「日本に示唆」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220903-OYT1T50000/ 

〇 防衛力の抜本強化 思い切った増額へ説明を（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220903-RXD55P7ABBJQVG3DW3KPES5VZM/ 

〇 亡き安倍晋三元首相の悲願「防衛予算額 7兆円」がいよいよ現実味を帯びてきた…！（現代

ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/99390 

〇 台湾有事が起きた時、日本は主導権をとれるのか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/27802 

〇 米、台湾に 11億ドル超の武器売却へ 中国「対抗措置」の構え（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-taiwan-defense-idJPL4N30A00S 

〇 インド初の国産空母が就役…中国とのインド洋神経戦が加速（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/44466.html 

〇 米、台湾に 1500億円の武器売却へ ペロシ氏訪問後初（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN030HS0T00C22A9000000/ 

〇 台湾有事を考える 「限定的な武力行使はいつでも起こる」の真意とは（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022083100072.html?page=1 
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〇 「大使呼び出しも応じず…やむを得ず電話」日本のＥＥＺに中国ミサイル着弾も手ぬるい抗議 

岸田政権の失態、国内施設が狙われた可能性（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220903-457RNYXNGBKR3LK5GIY5P2ROHY/ 

〇 台湾危機に備え原発議論は急務だ いつ供給止められるか分からないロシアの石油・天然ガ

ス エネルギー源と入手先の多様化を（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220903-WK6FGVK4YJN2BOYVW5KQ5V5GXY/ 

〇 「平和ボケ。そこがウクライナの教訓」核兵器を安易に放棄しロシアに グレンコ氏が「覚書」へ

の過信を指摘（デイリースポーツ） 

 https://www.daily.co.jp/gossip/subculture/2022/09/03/0015607239.shtml 

〇 米 太平洋島しょ国と首脳会議開催へ 中国に対抗するねらいか（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220903/k10013801281000.html 

〇 古仁屋港周辺に自衛隊艦艇の輸送・補給拠点整備を検討 防衛省、来年度中に調査へ（南

日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/162143/ 

〇 【2022 最新】航空祭シーズンのピーク！9〜10月航空イベント一覧（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137519 

〇 「日韓関係改善」求めながらまたイチャモン 尹政権、海洋調査に抗議 長崎県・男女群島の

北西、日本のＥＥＺ内 ４度目の中止要求に（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20220903-BQ6LI3ELKFMRBJHE2AUZJWV7BY/ 

〇 米、太平洋諸国と首脳会談開催へ 中国念頭（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-biden-pacific-islands-idJPKBN2Q403P 

〇 墜落自衛隊機の犠牲者を追悼 奄美へ血液輸送（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220903-DY6XYWVBBJN7LHIHPMBZFOOBXI/ 

〇 アメリカ、台湾に 1500億円相当の武器売却へ（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/62776930 

〇 自衛隊機墜落の犠牲者追悼 事故 60年、奄美へ血液輸送（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8267367.html 

〇 核兵器は偉大なロシアの維持のための最善の保証＝メドベージェフ元大統領（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220903/12754024.html 

〇 「くれないの塔慰霊式」（奄美） 

 https://amamishimbun.co.jp/2022/09/03/39630/ 

 

０２（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米が台湾海峡の新たな常態受け入れず、外交部＝権威主義に共に向き合う（RTI） 
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 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95795 

〇 過去最大の防衛費要求 「何が必要か」議論足りぬ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20220902/ddm/005/070/106000c 

〇 ロシア、極東で大規模軍事演習 中国など参加（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3421879 

〇 安全保障 3文書改定 有識者「反撃能力」に賛否分かれる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220902/k10013799451000.html 

〇 社説／防衛費の“たが”外れる 問われる規律、しっかり説明を（日経） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00647194 

〇 （社説）防衛概算要求 際限なき膨張への懸念（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15404333.html 

〇 プーチンの大誤算…実は「ウクライナの動き」を根本から見誤っていた！（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/99317 

〇 「平和の党」掲げる公明は安保戦略協議で慎重姿勢を貫けるのか 「現実踏まえた議論」は軟

化の兆し？（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/199423 

〇 米台、現状変更に危機感 中国の圧力「常態化」―ペロシ氏訪台１カ月（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090100914&g=int 

〇 イラン、核合意再建巡る米提案に「建設的な」回答＝国営メディア（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30843R 

〇 ミサイル 1千発から見える現実、反撃能力持つべきか持たざるべきか（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/50042 

〇 6000万人以上の日本人は餓死する…台湾有事からの｢輸入途絶｣で起きる現代の大飢饉を

警告する（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/60700 

〇 北朝鮮核実験なら「これまでと確実に異なる対応取る」 韓国高官（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220902000300882 

〇 日米韓安保トップがハワイで会談 北核実験なら「対応は過去と確実に異なる」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-A7QFUHHQYZPDJD7H5PQNAO3VR4/ 

〇 動画：ロシア、極東で大規模軍事演習 中国など参加（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3421927 

〇 韓国国防次官「韓日の哨戒機葛藤、包括的に解決する意思ある」（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/295120?servcode=A00&sectcode=A10 

〇 米駐日大使「日米同盟は『打って出る同盟』に変革」…防衛費増額「称賛する」（読売） 

https://jp.rti.org.tw/news/view/id/95795
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/199423
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090100914&g=int
https://jp.reuters.com/article/idJPL4N30843R
https://forbesjapan.com/articles/detail/50042
https://president.jp/articles/-/60700
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20220902000300882
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 https://www.yomiuri.co.jp/world/20220902-OYT1T50187/ 

〇 外交部「『中国の脅威』を再三誇張する日本に軍事拡張再現の野望」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0902/c94474-10142840.html 

〇 “最大の失敗”は米国と口約束だけの「NATO東方拡大阻止」（週刊エコノミスト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220902/se1/00m/020/005000d 

〇 浜田防衛相「説明できる形作る」防衛費の事項要求（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220902-WF23FN7FG5MORD3TZS25SW6FEY/ 

〇 “イージス搭載艦”北朝鮮のミサイル対応に重要 浜田防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220902/k10013799821000.html 

〇 オーストラリア海軍要員、英の最新鋭原潜で訓練へ ＡＵＫＵＳで関係深化（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35192689.html 

〇 日米韓の安全保障担当の高官 北朝鮮の非核化へ緊密連携で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220902/k10013799651000.html 

〇 日本に低姿勢で迎合、韓国はリスクに直面（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-09/02/content_78402009.htm 

〇 日本と韓国の「すれ違い」はなぜ生じるのか＝澤田克己（週刊エコノミスト） 

 https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220902/se1/00m/020/001000d 

〇 インド、初の国産空母を就役 中国の海洋進出に対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB027OY0S2A900C2000000/ 

〇 インド初の国産空母が就役 中国を念頭に海上での軍事力を強化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220902/k10013800901000.html 

〇 日米同盟、インド太平洋へ「打って出る時代に」…エマニュエル駐日大使がＹＩＥＳで講演（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220902-OYT1T50264/ 

〇 日本は地域の平和と安定の破壊者になりつつあるのか？台湾周辺で電子戦を強化する日本

政府の計画について専門家が語る（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220902/12743020.html 

 

０１（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 台湾に関する現状変更は容認できない＝ホワイトハウス（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220901/12714408.html 

〇 中ロなど極東で大規模演習 日米対抗へインド引き込み（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR25C3T0V20C22A8000000/ 

〇 イラン「核合意再建に米の保証強化必要」、ＩＡＥＡ調査停止も要求（REUTERS） 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20220902-OYT1T50187/
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 https://jp.reuters.com/article/iran-nuclear-usa-moscow-idJPKBN2Q11XR 

〇 日本の建設産業に大規模サイバー攻撃「Xデー」、ウクライナ復興支援で浮上（日経 BP） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02165/082300005/ 

〇 防衛省「青天井」の概算要求 中国念頭に過去最大更新 軍拡競争拍車の恐れ（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/199233 

〇 中国や北朝鮮も狙える？長射程ミサイルの「量産を開始」 防衛省 23年度概算要求で過去

最大 5.5兆円（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/199219 

〇 スリランカは政権崩壊…日本も無視できない、世界で「今後デモ・暴動が激化」のワケ（ビジネ

ス＋IT） 

 https://www.sbbit.jp/article/cont1/94059 

〇 中国政府、民間ハッカー集団にスパイ活動を低予算で委託か（MIT） 

 https://www.technologyreview.jp/s/283636/hackers-linked-to-china-have-been-

targeting-human-rights-groups-for-years/ 

〇 「戦争の下準備」を進める中国共産党 専門家「米国は反撃の用意ができているのか」（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/115830 

〇 巨艦イージス建造へ 陸上配備代替、ミサイル防衛―「令和の戦艦大和」の声も・防衛省（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022083100730&g=pol 

〇 「有事」現実味、備え急ぐ 早期配備・継戦能力を重視―防衛省概算要求（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022083100964&g=eco 

〇 台湾、米国製兵器の備蓄増やす－ハイマース発注、予定より大幅増加か（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-08-31/RHHZ1WT1UM0W01 

〇 ドイツ軍、インド太平洋地域での軍事的プレゼンスを強化＝ロイター（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220901/12716870.html 

〇 フィリピン 中国との南シナ海の共同資源探査 協議再開する考え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220901/k10013797731000.html 

〇 中国軍ドローン、台湾の対抗発言に「理解」 カービー米戦略広報調整官（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220901-AIPQ3DAX2ZKNFHDMFGTCLEGLZE/ 

〇 奄美で日米共同訓練 ハイマースや電子戦部隊も初展開（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ8074H1Q8YTLTB003.html 

〇 防衛省、奄美・瀬戸内町に物資補給・部隊輸送の拠点検討 町長「古仁屋港整備の打診あっ

た」 23年度概算要求（南日本） 
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 https://373news.com/_news/storyid/162011/ 

〇 日米の陸上部隊、奄美で共同訓練 電子戦部隊が初参加 米司令官「潜在的な敵の侵攻へ

の抑止支える」（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/162008/ 

〇 台湾 蔡総統 アリゾナ州知事と会談 安全保障での米台協力誇示（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220901/k10013798241000.html 

〇 「台湾でドンパチ。日本で戦争起きる」 麻生副総裁が講演で言及（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQ9152GDQ91UTFK00Z.html 

〇 台湾は防衛費を増大し、中国無人機に実弾警告射撃を行った。今後、情勢が激化する可能

性はあるのか？（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220901/12719168.html 

〇 軍事演習「ボストーク 2022」開始、中国軍は 2000人超派遣（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0901/c94474-10142388.html 

〇 専門家「ミサイル配備数を増やしても日本の安全性は高まらない」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/0901/c94474-10142408.html 

〇 米軍と NATOは壊滅的な敗北 NATOのアフガン撤退を専門家が斬る（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20220901/natonato-12719602.html 

〇 自衛隊は大型ヘリの運用継続 米で飛行停止「問題なしと確認」（共同） 

 https://nordot.app/937977617267277824 

〇 インド 初の国産「空母」2日就役へ 中国念頭に軍事力を強化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220901/k10013798601000.html 

〇 ゴルバチョフはウクライナの独立に反対し、クリミア併合を支持した（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/09/post-99520.php 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220801-4YPB6VMR5ZCK5K3G3VWL3F3S6Q/ 

〇 台湾の邦人退避計画協議へ 蔡政権と議連、8月に合意（共同） 

 https://nordot.app/938019336590671872 

〇 小松基地での日米共同訓練の飛行隊会見 日米同盟の重要性強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20220901/3020012632.html 

〇 防衛費「３倍に増額」も 政府、有識者意見を公表（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20220901-DJQ4ONGE6JNALPHBFMDHE4SK3Q/ 

〇 防衛費ＧＤＰ比２％「５～１０年で」 安保戦略改定、有識者の意見要旨公表（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090101060&g=pol 

〇 中国、日本の「中国脅威論」に反発（CRI） 
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https://nordot.app/938019336590671872
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/20220901/3020012632.html
https://www.sankei.com/article/20220901-DJQ4ONGE6JNALPHBFMDHE4SK3Q/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090101060&g=pol


R4．10．1 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 

 https://japanese.cri.cn/2022/09/01/ARTIlVUGlPaeXoKGP825f69Z220901.shtml 

〇 ロシア 極東などで大規模軍事演習を開始 中国やインドなど参加（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220901/k10013799171000.html 

〇 「有識者、防衛費大幅増を支持」 政府、聴取要旨を公表（共同） 

 https://nordot.app/938041882729496576 

〇 宮古・石垣島にミサイル部隊 台湾有事の最前線に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA166ZE0W2A810C2000000/ 

（了） 

https://japanese.cri.cn/2022/09/01/ARTIlVUGlPaeXoKGP825f69Z220901.shtml
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220901/k10013799171000.html
https://nordot.app/938041882729496576
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA166ZE0W2A810C2000000/

