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～海の News（令和 4年 11月）～ 

 

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

〇 中国、2035年に核弾頭 1500発 米国防総省が報告書（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN280980Y2A121C2000000/ 

〇 核開発強化という北朝鮮の戦術が裏目に出る時（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28626 

〇 トマホーク最大５００発購入へ、反撃能力の準備加速…８年前に購入の英は６５発１９０億円

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221129-OYT1T50232/ 

〇 「総合的に検討し判断」 知事が馬毛島基地容認（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kagoshima/news/20221129-OYTNT50166/ 

〇 （社説）首相２％指示 防衛費増 規模ありきだ（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15488752.html 

〇 安倍さんもビックリ！防衛費 2％増は「増税」で対処…またしても岸田の大ポカで「倒産連鎖」

が加速するワケ（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/102792 

〇 ロシア・ウクライナ戦争：「サイバー戦」は対岸の火事ではない（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49347 

〇 もはや「西側の兵器工場」 韓国防衛産業が好調な理由（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28642 

〇 中国、３５年に核１５００発 「多様化、拡大」を警戒―台湾侵攻に危機感・米報告書（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022113000186&g=int 

〇 中国の傍若無人、日本政府は座視するな！ 沖縄県・尖閣諸島で主権侵害、非公式警察署

を設置…国と国民守る政治を（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221130-IMIF4NRRGRJL3IVX6OSYHE55TI/ 

〇 安全保障環境の悪化は防衛費拡充を不可避にするが、青天井ではあるまい（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022112800005.html 

〇 中国の核弾頭「２０３５年に１５００発」、米が報告書…中台統一へ「第三者の介入を抑止」（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221130-OYT1T50111/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ２８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221130-7TYQYHG2DNMSRDQWSQHQH7I3MY/ 
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〇 「撃たれても撃ち返せない」安全保障の現場 法的根拠と法律解釈の重要性 「台湾有事」の

シミュレーションでも事態認定の難しさ（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221130-IKHTDB2U7FKEXHZ45VB3D5GZ5U/ 

〇 【随時更新】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/20221130/k10013898901000.html 

〇 浜田防衛相 下地島空港の自衛隊利用 協力得られるよう努力（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221130/5090021035.html 

〇 無人機が収集した情報 日米が共同で分析する組織 開設（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221130/5050021291.html 

〇 与那国島 島や周辺では米中の対立を背景に軍事活動が活発化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221130/5090021036.html 

〇 日米が収集の情報や画像を分析する組織 米軍横田基地に設置（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221130/k10013908641000.html 

〇 中国爆撃機が日本海飛行 ロシア推定機も、空自対応（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221130-KYN4FK5JQNLRHOSN47BES3NGCA/ 

〇 中ロが日本海と東シナ海で合同巡回飛行（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8635415.html 

〇 敵ミサイル基地などたたく「反撃能力」 議論の焦点は【詳細】（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221130/k10013908261000.html 

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/20221130/k10013898901000.html 

〇 中ロ空軍、アジア太平洋で合同軍事演習（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3441266 

〇 中国とロシアの戦闘機、韓国の防空識別圏に進入 韓国側は緊急発進（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCZ5V3LQCZUHBI01J.html 

〇 米国防総省 “中国の核弾頭 2035年までに約 1500発” 報告書（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221130/k10013907681000.html 

 

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

〇 防衛費「2％」発端はクリミア併合 積算分野巡り意見割れる（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221128/k00/00m/010/378000c 

〇 蔡英文与党大敗 中国は台湾の民意を見誤るな（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221128-OYT1T50202/ 

〇 台湾与党の敗北 自由と民主を守り続けよ（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20221129-A3WNRTFRUFL2HCD23ZT3DP3JMU/ 

〇 米、フィンランドへの兵器売却を承認 ４５０億円規模（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35196658.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ２７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221129-LW6DTB6BZFOV5KFD3AULLN2NSQ/ 

〇 米巡洋艦、南シナ海南沙諸島付近の海域に「違法侵入」＝中国軍（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N32P0U3 

〇 プーチン大統領の深まる孤立、前回Ｗ杯開催国ロシアの惨状 スポーツ界では追放状態 盟

友とされるベラルーシの大統領からも軍事作戦の終結を訴え（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221129-ECBU5REHUJPBTOCGUTTEUEA44A/ 

〇 自民安倍派、防衛費「４８兆円規模」実現を提言（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221129-UWNB5EDNDFJI5DATSIYUOTAQNA/ 

〇 日中防衛ホットライン来春開通へ 「不測事態回避」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221129-ZRMPDUKLJNOKTL4R7CBNX5KYYM/ 

〇 日中防衛当局のホットライン 来年春ごろ運用開始を予定 林外相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221129/k10013907361000.html 

〇 中国艦艇２隻が対馬通過 日本海へ移動 防衛省公表（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221129-EB4HXHGBBZP5PJEKSEX3X6AIRY/ 

〇 海洋安全保障体制の強化を 海自・海保巡りシンポ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221129-3OX5LXO2VZNJ7I7IE6V6S4O5U4/ 

〇 米軍が南シナ海で「航行の自由」作戦、米中首脳会談後初めて（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35196710.html 

〇 防衛力強化、10年計画に 政府、5年間の中期防変更（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8630561.html 

〇 米艦船が南沙諸島で活動 中国軍が非難、米軍反論（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB29CBY0Z21C22A1000000/ 

 

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

〇 南西諸島防衛 隙のない即応態勢を整えよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221127-OYT1T50168/ 

〇 小型衛星５０基で攻撃目標を特定…「反撃能力」へ一体運用、２４年度にも打ち上げ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221127-OYT1T50260/ 

〇 レーダー照射問題 尹政権も反日続けるのか（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221128-DOUUJV46TRO67K7FKPV2TNAD7U/ 
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〇 カナダ、経済・安保でアジア連携拡大 中国警戒で新戦略（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2747M0X21C22A1000000/ 

〇 アメリカの情報頼りで戦争「当然ある」 軍事面で一体化の日本、集団的自衛権の行使容認が

懸念に拍車（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/216434 

〇 日本の戦闘機開発は〝周回遅れ〟 中国は航空機産業に莫大な資金を投入…「軍民両用」

の開発を急がなければ世界から取り残される（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221128-H3OWCAXDT5POHAPRBAMQVNJFYQ/ 

〇 日本の安全保障｢現実に即した転換｣が急がれる訳（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/635168 

〇 もう目前 F-35Bの空母運用“日本式”の課題 機体は空自 船は海自…まとまるのか？（乗り

ものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122960 

〇 反撃能力の是非、識者に聞く（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112700190&g=pol 

〇 米海兵隊と海軍が統合部隊を試験運用 中国の海洋進出念頭か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221128/5090020995.html 

〇 鹿屋を飛び立った海自哨戒機が中国戦闘機に追尾される。元隊員は「生きた心地がしなかっ

た」。東シナ海の緊張は今も続く（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/166741/ 

〇 観艦式で首相が乗艦した「日本版空母」いずもは時代遅れなのか（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/52287 

〇 尖閣周辺に中国船 ２６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221128-GKBND3AKA5P3RHT3YTU5TS2WEQ/ 

〇 カナダ、中国は「破壊的なグローバルパワー」 日韓などと連携し対抗（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221128/k00/00m/030/134000c 

〇 軍事目的の宇宙開発で中国の脅威拡大、米宇宙軍高官が指摘（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-space-idJPKBN2SI08N 

〇 「反撃能力」検討本格化も与党内で見解に隔たり 慎重派の公明「保有の必要性」で合意へ 

専門家「『攻撃を座視しない』という明確な意思表示を」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221128-FOB3FM7NYJMETO4DNHUR7J52F4/ 

〇 カナダ戦略文書、中国警戒「秩序乱す大国」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221128-PF3GM5IZ6RL4NGC33Y4OVXCKPA/ 

〇 カナダ インド太平洋新戦略で中国を「破壊的」とけん制（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221128/k10013906171000.html 

〇 プーチンは無責任で厄介なナルシシスト──ロシア治安当局の内部告発（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100212.php 

〇 岸田首相「防衛費 GDP2%、27年度に」 財源は年内決着（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA284270Y2A121C2000000/ 

〇 岸田首相 “防衛費増額の財源 コロナ対策の積立金も検討”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221128/k10013906371000.html 

〇 ロシアが日本を攻撃する可能性は？「日中戦争が起きたなら」「北海道に軍備強化を」 識者

が語る（デイリースポーツ） 

 https://www.daily.co.jp/gossip/subculture/2022/11/28/0015847916.shtml 

〇 首相が防衛費の「２７年度にＧＤＰ比２％」指示…現在は０・９６％、年内に財源確保策も（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221128-OYT1T50178/ 

〇 防衛力の抜本的強化に関する岸田首相指示の全文（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA28BB30Y2A121C2000000/ 

 

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

〇 防衛費「５年間で４０兆円超」で調整…２７年度には「安保関連」がＧＤＰ比２％以上に（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221126-OYT1T50336/ 

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/20221127/k10013898861000.html 

〇 自衛隊の「次期戦闘機」開発、異例の「米国切り」を決めて難航しそうな事情（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/102631 

〇 岸田首相、慎重論からひょう変した過去…敵基地攻撃能力「必要」 安倍氏の「布石」と地上

イージス断念（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/216332 

〇 日本の戦闘機採用で起きた「奇跡の大逆転劇」 米の推薦機を退けた空自トップの言葉とは

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122999 

〇 『マハン海上権力史論』 ウクライナ侵攻で再注目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221127-NTWJSP7LGROYDJL6TPM62AK7ZQ/ 

〇 防衛産業と「継戦能力」 備蓄や補給、日頃の整備があってこそ「平和を護る」ことができるの

に…わが国にある弾薬は最大２か月分（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221127-D6TNMAT3WVPZRJFE64P2F76Q7E/ 
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〇 尖閣周辺に中国船 ２５日連続 機関砲搭載か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221127-RCRDYSP5YNKJFEYDGNJ4OS7RFI/ 

〇 ロシア、戦場で失敗してインフラ攻撃に転換 ポーランド首相（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35196605.html 

〇 【詳細】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/20221127/k10013898861000.html 

 

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

〇 中国「台湾侵攻」の“大嘘”…！ 日本で報じられない「米軍トップ」の“意外すぎる発言”の中

身と、日本人の“低すぎる防衛意識”…！（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/102444 

〇 ウクライナは専守防衛…敵基地を攻撃すれば何が起きるのか 市民が犠牲、強力な武器を使

われる口実にも（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/216120 

〇 海自「まや」「はぐろ」が臨んだ「はじめて」づくし 弾道ミサイル防衛試験の重要成果（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122991 

〇 対中政策の「道具」か 問われる米国のアジア政策の本気度 関与に「同盟国・日本の役割は

重要」と改めて実感 ワシントン報告（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221126-EVOKSZOFJRLWVI7HOMNXGSB62A/ 

〇 政府 「中期防衛力整備計画」期間を 10年間に変更の方向で調整（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221126/k10013904161000.html 

〇 プーチンが近づくのを露骨に嫌がる...ロシア「同盟国」アルメニア首相の行動が話題

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100192.php 

〇 陸上自衛隊 離島防衛を想定したイギリス陸軍との共同訓練 公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221126/k10013904271000.html 

〇 米軍が比スービック基地再利用へ 中国に対抗 返還３０年（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221126-L5WAIDHSUBMVHOMT5RNZVR6QJU/ 

〇 護衛艦はスーパー銭湯並み？「隊員用風呂」に一般人も大喜び 艦長だけはさらに特別っ

て？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122969 

〇 プーチン氏が停戦を望むであろう理由（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35196587.html 
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〇 ＜独自＞戦車・火砲の削減方針維持 ミサイル防衛に重点 防衛省（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221126-PIZGARQN7JIULK6XG7ATIXUV7Q/ 

 

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

〇 ウクライナ西部に「パトリオット」を配備すればポーランドへの戦争流入が防げる＝ポーランド首

相（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-defense/3621370-ukuraina-xi-bunipatoriottowo-pei-

beisurebaporandoheno-zhan-zheng-liu-ruga-fanggeruporando-shou-xiang.html 

〇 定年自衛官の「過酷な再就職」手取り 16万円の営業職、最低賃金の守衛…（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/313317 

〇 「反撃能力」自公が容認へ、安保文書に明記方針…専守防衛堅持（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221124-OYT1T50332/ 

〇 現役世代ばかりに 防衛費の財源負担を負わせるな（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28620 

〇 金正恩総書記がミサイル発射実験に娘を伴ったことには意味があった（BUSINESS 

INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-262206 

〇 日本戦闘機の飛来は戦後初？ フィリピンに F-15「イーグル」複数派遣へ 航空自衛隊（乗り

ものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122964 

〇 中国船が領海侵入 尖閣周辺、今年３２日目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221125-ZNZEOGC7ONN7VO45NVMQRKGD7Q/ 

〇 スバル新型ヘリの高機動っぷりがスゴイ！ UH-2「ハヤブサ」 UH-1J と見た目ほぼ同じ 何

が違う？（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122898 

〇 武器の輸出規制、次期戦闘機開発で見直しを議論＝小野寺元防衛相（REUTERS） 

 鳥羽市相差町で 111回目の「旧海軍駆逐艦 春雨供養祭」（伊勢志摩経済） 

 https://iseshima.keizai.biz/headline/3834/ 

〇 中国海軍が 2024年に西太平洋海軍シンポジウムを開催へ（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/1125/c94474-10176390.html 

〇 中国船２隻 領海出る 尖閣周辺で全４隻退去（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221125-HLIC6MQ4DBKJTM2WIB3KBENU4Q/ 

〇 中国軍、台湾へ心理的圧力 偽装発信やサイバー攻撃（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2439U0U2A121C2000000/ 
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〇 中国共産党台湾へ「影響力工作」軍改革で活発化 中国安全保障レポート２０２３（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221125-PTMHA5IW35KANHWP6YSQE7FE3U/ 

〇 中国“台湾へサイバー攻撃活発化 海上実効支配拡大” 防衛研（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221125/k10013903151000.html 

〇 反撃能力「軍事目標」に限定、必要最小限が要件 政府案（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA258GF0V21C22A1000000/ 

〇 政府 “反撃能力必要” 与党協議で方針案 「軍事目標」限定も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221125/k10013903741000.html 

〇 政府「必要最小限」説明 反撃能力保有初めて示す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221125-ZMLOAQDVINJDXKPOD7L2FVYVAI/ 

〇 戦後防衛、積極姿勢へ大転換 自公ＷＴ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221125-B7ZZGY2DWNIBVHTHUW42PVBPGM/ 

 

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

〇 ロシア主導の軍事同盟が首脳会議 一部参加国から不満も（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR235430T21C22A1000000/ 

〇 「元女性自衛官」校長が高校改革に成功した理由、自衛隊で学んだ“人の動かし方”（ダイヤ

モンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/313307 

〇 ロシア軍事侵攻 専門家“冬の戦闘激化 来年いっぱい続くか”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221124/k10013901411000.html 

〇 ウクライナ全土に 70発の巡航ミサイル キーウ州で住民 4人死亡（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCS2CL9QCSUHBI007.html 

〇 ロシア主導の軍事同盟会議にプーチン大統領が出席 連携を強調（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221124/k10013901571000.html 

〇 インフラ攻撃は「人道への罪」 安保理でゼレンスキー氏（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN240070U2A121C2000000/ 

〇 露、ウクライナに大規模ミサイル攻撃 全土で緊急停電（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221124-HCFUZN7JDFPDVHKAKJ2UHJ7C7E/ 

〇 【ウクライナ】全土で緊急停電、ロシアがエネルギー施設に集中攻撃（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-23/RLTHBFT0AFB401 

〇 アルメニア首相、ロシア主導軍事同盟を批判 防衛義務果たさず（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3440193 

〇 米、ウクライナ４億ドル追加軍事支援 電力インフラ攻撃に防空能力強化へ（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20221124-2JSZZRD66VIGRNYNXMQUJT4RB4/ 

〇 厳冬のウクライナ停電 安保理、人道危機懸念 中印も同調（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221124-URFD2PIU7JNWROGANWHL3HY7VY/ 

〇 ゼレンスキー大統領 ロシアの攻撃 “エネルギーテロ” と非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221124/k10013901671000.html 

〇 ロシア軍がエネルギー施設攻撃、ウクライナ全土で停電…安保理緊急会合で米欧が非難（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221124-OYT1T50114/ 

〇 ロシアがウクライナ各地にミサイル攻撃 10人死亡、全原発が停止 全土で停電（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/215839 

〇 尖閣周辺に中国船 ２２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221124-UZQ3VBVF2NMVTOBQXLAHCED5AM/ 

〇 旧ソ連構成国のカザフ大統領「和平模索する時が来た」…プーチン氏出席の会議で「異論」

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221124-OYT1T50137/ 

〇 中国国防部長「中国は他国の利益を狙わないが、中国軍には敵に打ち勝つ能力がある」（人

民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/1124/c94474-10175793.html 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（24日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221124/k10013881291000.html 

〇 ウクライナの大半と隣国で停電 ゼレンスキー氏、ロシアの「テロ」を安保理で非難（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63739390 

〇 軍事侵攻 9か月 欧米各国 ロシア軍の市民生活標的の攻撃を非難（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221124/k10013902521000.html 

〇 旧ソ連構成国からも孤立化が際立ったプーチン氏「我々は真に結束している」と強弁（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221124-OYT1T50219/ 

〇 ロシア主導会議でプーチン氏にウクライナ停戦要求 露の求心力低下（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221124-FPHRLNTVGNKUNKF5N2M2U6VI3E/ 

〇 自民安倍派、防衛費提言 ４８兆円確保求め増税論牽制（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221124-FDI57TRTNNMDZNSEMRTILM2M5E/ 

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/20221124/k10013881291000.html 

〇 自民 安倍派 “防衛費 5年 48兆円規模必要も増税には慎重” 提言（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221124/k10013902831000.html 
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〇 〈独自〉同盟国攻撃に反撃能力 「存立危機」も除外せず 政府検討（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221124-MSKZ5R6VBNKITKZC3F6NI2BVLM/ 

〇 防衛力強化の財源、増税に党内異論 自民党安倍派が提言（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA248IG0U2A121C2000000/ 

 

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

〇 防衛力強化の提言 脅威対処型へ転換妥当だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221123-7CBZOOB4KJMWBKC7KFLM5IB2LI/ 

〇 「反撃能力」の名の下に安保政策を大転換…相手を脅して抑止するのは「幻想」（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/215531 

〇 米への攻撃で反撃能力行使か 集団的自衛権の適用焦点（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112201058&g=pol 

〇 米軍、オマーン沖タンカー攻撃はイラン製無人機によるものと結論（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-iran-tanker-attack-idJPL6N32I0GL 

〇 北朝鮮が相次ぎミサイル撃った１０月、中国はコメ７３０万ドル分送った（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/298033?servcode=500&sectcode=500 

〇 防衛産業「装備品輸出で活性化を」 高性能も国内向け生産のみで利益見込めず…相次ぐ

メーカー撤退 政府主導のセールスが必要不可欠（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221123-KYL5KNVXOZLFLAQ7A2EQ66ABSQ/ 

〇 ＮＡＴＯ、ロシアの核に核で応じず＝エストニア大統領（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/estonia-idJPKBN2SD01Y 

〇 ポーランドにミサイル着弾で戦局に変化の兆し NATOは「ロシアに最終責任」 事態は沈静

化に向かうか（AERA） 

 https://dot.asahi.com/aera/2022112200049.html?page=1 

〇 尖閣周辺に中国船４隻 うち１隻に機関砲？も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221123-DNJN3O2DMZIQLF5UEP4JD7LRHA/ 

〇 第 14回中日高級事務レベル海洋協議で 6つの共通認識（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-11/23/content_78534026.htm 

〇 第 14回中日高級事務レベル海洋協議が開催（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-11/23/content_78534028.htm 

〇 なぜ北朝鮮は日本海に向けてミサイルを発射するのか？（＠DIME） 

 https://dime.jp/genre/1503703/ 

〇 サイバー防御責任者任命へ、政府 24年度予算で新組織（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8607370.html 
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https://www.sankei.com/article/20221123-7CBZOOB4KJMWBKC7KFLM5IB2LI/
https://www.tokyo-np.co.jp/article/215531
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112201058&g=pol
https://jp.reuters.com/article/usa-iran-tanker-attack-idJPL6N32I0GL
https://japanese.joins.com/JArticle/298033?servcode=500&sectcode=500
https://www.zakzak.co.jp/article/20221123-KYL5KNVXOZLFLAQ7A2EQ66ABSQ/
https://jp.reuters.com/article/estonia-idJPKBN2SD01Y
https://dot.asahi.com/aera/2022112200049.html?page=1
https://www.sankei.com/article/20221123-DNJN3O2DMZIQLF5UEP4JD7LRHA/
http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-11/23/content_78534026.htm
http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2022-11/23/content_78534028.htm
https://dime.jp/genre/1503703/
https://www.47news.jp/news/8607370.html
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〇 インド太平洋巡り米中国防相が応酬…魏氏「中国軍は全ての敵に打ち勝つ能力ある」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221123-OYT1T50155/ 

 

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

〇 韓国で「旭日旗騒動」がまたまた勃発…！ 韓国人は知らない「旭日旗に敬礼するなんて！」

と怒る人たちの“ヤバすぎる勘違い”（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/101924 

〇 ポーランドへのロシア製ミサイル着弾と各国の対応が「停戦交渉開始間近」と考えられるワケ

（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/102474 

〇 金正恩総書記が娘の写真公開、弾道ミサイル試射を共に視察 権力者にあるまじき失態

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14773825 

〇 「見せかけの防衛費増強」を許すな！ 「ＧＤＰ比１％で平和保持」の〝神話〟は消え去った 

「特別予算」や円安での「埋蔵金」で賄える（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221122-

UWY3H6AVQVMMRKD3DRWGVQVFJY/ 

〇 中ロ、北朝鮮非難加わらず ＩＣＢＭ発射で緊急会合―国連安保理（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112100682&g=int 

〇 幼稚園から情報戦対策 欧州トップのリテラシー教育―ＳＮＳ投稿の分析力培う・フィンランド

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112100578&g=int 

〇 北のＩＣＢＭ発射 中露擁護で対応できず 安保理（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221122-2QOH7ITVNFKQBAK7NJ27KUUOKY/ 

〇 ｢Z世代は中国に好感｣世代で分かれる好感度の理由（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/634413 

〇 日米韓の外務次官ら 北朝鮮ミサイル発射を非難 緊密連携で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899591000.html 

〇 無人航空機の運用状況を公開 海保、海自の八戸航空基地で（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCP6R9DQCKULUC008.html 

〇 北朝鮮ミサイル発射で安保理緊急会合も一致した対応とれず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899281000.html 

〇 北朝鮮ミサイルで国連安保理が緊急会合 米国、議長声明を提案へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221122/k00/00m/030/033000c 

https://www.yomiuri.co.jp/world/20221123-OYT1T50155/
https://gendai.media/articles/-/101924
https://gendai.media/articles/-/102474
https://globe.asahi.com/article/14773825
https://www.zakzak.co.jp/article/20221122-UWY3H6AVQVMMRKD3DRWGVQVFJY/
https://www.zakzak.co.jp/article/20221122-UWY3H6AVQVMMRKD3DRWGVQVFJY/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112100682&g=int
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112100578&g=int
https://www.sankei.com/article/20221122-2QOH7ITVNFKQBAK7NJ27KUUOKY/
https://toyokeizai.net/articles/-/634413
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899591000.html
https://www.asahi.com/articles/ASQCP6R9DQCKULUC008.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899281000.html
https://mainichi.jp/articles/20221122/k00/00m/030/033000c
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〇 戦況を決する「ドローン戦争」の行方 ロシアはイランと結託 ウクライナに米が最新鋭供与な

ら「クリミア半島の奪還に期待」元陸自東部方面総監・渡部氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221122-GTWKVO7AZVNEHO5OO3GSQGEVEQ/ 

〇 日米共同演習の与那国島…進む防衛、見えぬ島民避難（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20221122-OYTNT50049/ 

〇 南シナ海にロケットの残骸浮遊、回収めぐりフィリピンと中国が対立（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35196409.html 

〇 反撃能力の必要性など提言、財源は「国民負担も視野」 政府有識者会議（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N32I0NE 

〇 有識者会議「安保環境、待ったなし」首相に提言（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221122-4KYXOLDZFFJVRJ6YUEIHUSTNSA/ 

〇 日米共同演習の与那国島、「台湾有事なら」募る不安…進む防衛・見えぬ島民避難（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20221122-OYT1T50189/ 

〇 防衛費ＧＤＰ２％へ増税論、法人税や所得税が候補に浮上－世論は反対（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-22/RLOPI5T1UM0W01 

〇 防衛力強化 有識者報告書全文（１）「１０年後の戦い方」見据え（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221122-AMVTHVXQTNN4NPUTVRVVCBMZJY/ 

〇 防衛力強化 有識者報告書全文（２）自衛隊だけでは国は守れぬ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221122-T7BL7KE5H5LEBEA5OZXEPE7J4Y/ 

〇 防衛力強化 有識者報告書全文（３）国民全体の協力不可欠（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221122-PST26TPA2RP6NCCKWZJMHUZBDA/ 

〇 日中、防衛ホットライン巡り調整 海洋実務者が協議（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221122-RHHMV62ONZJUBGWZRO4WQVNCZ4/ 

〇 台湾問題は「レッドライン」 米中国防相会談で魏氏 統一へ決意（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221122-GHC2QWFMXZN2ZOXDIT6EJ7VQOQ/ 

〇 南シナ海でわが物顔の中国を警戒、米比が防衛協力拡大で合意（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100173.php 

〇 米副大統領、南シナ海の最前線視察 中国けん制（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM220D70S2A121C2000000/ 

〇 「違法漁業が脅威に」 米副大統領がフィリピンの島訪問、中国けん制（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221122/k00/00m/030/251000c 

〇 米中、安保・経済で意思疎通図る 5カ月ぶり国防相会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN223ZU0S2A121C2000000/ 

〇 米副大統領、比パラワン島訪問 中国との係争海域付近（AFP） 

https://www.zakzak.co.jp/article/20221122-GTWKVO7AZVNEHO5OO3GSQGEVEQ/
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20221122-OYTNT50049/
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https://www.sankei.com/article/20221122-4KYXOLDZFFJVRJ6YUEIHUSTNSA/
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221122-OYT1T50189/
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-22/RLOPI5T1UM0W01
https://www.sankei.com/article/20221122-AMVTHVXQTNN4NPUTVRVVCBMZJY/
https://www.sankei.com/article/20221122-T7BL7KE5H5LEBEA5OZXEPE7J4Y/
https://www.sankei.com/article/20221122-PST26TPA2RP6NCCKWZJMHUZBDA/
https://www.sankei.com/article/20221122-RHHMV62ONZJUBGWZRO4WQVNCZ4/
https://www.sankei.com/article/20221122-GHC2QWFMXZN2ZOXDIT6EJ7VQOQ/
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100173.php
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM220D70S2A121C2000000/
https://mainichi.jp/articles/20221122/k00/00m/030/251000c
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN223ZU0S2A121C2000000/
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 https://www.afpbb.com/articles/-/3440023 

〇 航空自衛隊、フィリピン軍と部隊間交流 F-15、KC-767、C-2をクラーク空軍基地へ派遣

（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/138017 

〇 米、台湾巡り中国に自制迫る 国防相会談（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221122-YRLC7BHHKRPU5PEJ3HCB6KX63Y/ 

〇 ロケット残骸強奪疑惑で中国に説明要求 比大統領（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3440035 

〇 南シナ海での“ロケット残骸回収” 比大統領 中国に抗議せず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900901000.html 

〇 尖閣侵入、即時停止を 政府、中国当局と海洋協議（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112201242&g=pol 

 

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

〇 売れない日本の防衛装備品 輸出促進、利益率向上に課題（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD143U40U2A111C2000000/ 

〇 得意な「外交」でも成果ナシ、岸田首相がますます「弱気」になっている…！（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/102420 

〇 新国家安保戦略、中国をアジア安保への「挑戦」と位置づけへ…米欧と足並みそろえる方向

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221120-OYT1T50210/ 

〇 「核には核を」強調した北朝鮮、「先制打撃の可能性」まで言及（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/economy/45169.html 

〇 ハリス副大統領、フィリピン訪問で米の防衛決意再確認へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asia-harris-philippines-idJPL6N32G02L 

〇 中国、ロケット残骸を強奪か フィリピン軍の回収を妨害（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8597463.html 

〇 中国海警局、フィリピン軍を妨害か 海上浮遊物持ち去り（REUTERS） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM211N80R21C22A1000000/ 

〇 弾道ミサイルの迎撃試験 海自のイージス艦が成功（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/447921 

〇 北朝鮮ミサイル発射 米駐日大使 「中国は役割果たしていない」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221121/k10013898721000.html 

〇 フィリピン、米軍活動拠点を拡大 ハリス副大統領と合意（日経） 

https://www.afpbb.com/articles/-/3440023
https://flyteam.jp/news/article/138017
https://www.sankei.com/article/20221122-YRLC7BHHKRPU5PEJ3HCB6KX63Y/
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https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900901000.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112201242&g=pol
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD143U40U2A111C2000000/
https://gendai.media/articles/-/102420
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221120-OYT1T50210/
http://japan.hani.co.kr/arti/economy/45169.html
https://jp.reuters.com/article/asia-harris-philippines-idJPL6N32G02L
https://www.47news.jp/news/8597463.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM211N80R21C22A1000000/
https://www.fnn.jp/articles/-/447921
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221121/k10013898721000.html
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 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN210D10R21C22A1000000/ 

〇 自衛隊鹿屋基地 米軍無人機の運用始まる 無人機配備は初（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221121/5050021171.html 

〇 中国は台湾をどうしたいのか？地政学的にみれば「諦められない」理由がわかる（AERA） 

 https://dot.asahi.com/dot/2022111700002.html?page=1 

〇 米無人偵察機「ＭＱ９」の運用開始 鹿児島、警戒監視能力強化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221121-Y3W3CRHK6BPAPNTZKTCAS5GZ34/ 

〇 新型迎撃ミサイルの発射試験成功 イージス艦ＭＤ体制本格稼働へ―海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112100818&g=soc 

〇 新型イージス艦の機能確認 遠方でミサイル迎撃可能に（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221121-KXIITOWXDFPHDKW54RU5VWL7KA/ 

〇 フィリピン海軍“中国海警局に浮遊物奪われる”ロケット残骸か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221121/k10013898701000.html 

〇 弾道ミサイル防衛、イージス艦 8隻の体制稼働へ 防衛省（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA216IY0R21C22A1000000/ 

〇 西村経産相、防衛産業強化への取り組み表明 関連企業と懇談（REUTERS） 

https://jp.reuters.com/article/%E8%A5%BF%E6%9D%91%E7%B5%8C%E7%94%A3%E

7%9B%B8-%E9%98%B2%E8%A1%9B%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%BC%B7%E5%

8C%96%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%B

F%E8%A1%A8%E6%98%8E%E3%80%80%E9%96%A2%E9%80%A3%E4%BC%81%E6

%A5%AD%E3%81%A8%E6%87%87%E8%AB%87-idJPL4N32H05Y 

〇 米副大統領、南シナ海に面する島訪問へ フィリピン大統領と会談（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221121/k00/00m/030/261000c 

〇 弾道ミサイル対応の新型迎撃ミサイル 発射試験に成功 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221121/k10013898951000.html 

〇 【解説】J-20が日本の航空自衛隊にとっての最大の敵となるのか（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20221121/j-20-13899002.html 

〇 米豪軍艦艇に「武器等防護」 共同訓練で、同時実施は初―海自（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112101003&g=soc 

〇 海上自衛隊の護衛艦 米豪艦艇に「武器等防護」を実施（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221121/k10013899191000.html 

〇 中国、係争海域で「ロケット残骸を強奪」 比海軍が主張（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3439825 
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〇 中国海警局がフィリピン海軍から「浮遊物」奪う 「長征 5号 B」の残骸か 南沙諸島近海で進

路妨害し綱切る（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/215306 

〇 海自艦、米豪艦を防護 ２カ国軍対象に初めて（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221121-GS4CSXGR2ZJ5JM5P2IQHG5ZPEA/ 

〇 中国ロケットの残骸か、フィリピン海軍が回収後に海警局の船に奪われる…接近しロープ切断

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221121-OYT1T50258/ 

 

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

〇 台湾とリトアニア 自由と民主主義の連帯だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221120-FPOTBJFYWZLXXBAVOMD2EBUQS4/ 

〇 ［スキャナー］「離島防衛の要」も投入、南西諸島で緊迫の演習…日米「キーン・ソード」終了

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20221119-OYT1T50249/ 

〇 中国の「債務の罠」を調査せよ 途上国への「経済的威圧」 長年〝親中派〟と目された外務

省が覇権主義に対抗の動き（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221120-GLXL4KQH2FIJVL6YXPEKBGKYIQ/ 

〇 岸田首相、「法の支配」訴えに手応え 中韓懸案は成果乏しく―東南アジア歴訪（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111900366&g=pol 

〇 新イージス艦、小型化検討 「大き過ぎ」批判を考慮―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111900357&g=pol 

〇 中ロは「武力による正義」追求 米国防長官が危機感表明（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022112000120&g=int 

〇 北朝鮮のＩＣＢＭに日本は「トマホーク」１０００発で対抗 日米の「拡大抑止」は機能するのか 

「１発に対し１０、２０発の抑止力を」識者指摘（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221120-NXIKWB5VVJIBZC2DFG2U6LIS4U/ 

〇 尖閣周辺に１８日連続で中国公船（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221120-BEO4EDFTW5I2FHSCNA6QJE7PGQ/ 

〇 米中首脳会談実現で緊張和らぐ、ただし対立の構図は変わらず（ＣＮＮ） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35196145.html 

〇 北朝鮮「最強のＩＣＢＭ保有国に」 核兵器強化継続を表明（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20221120001000882 

〇 フィンランド、ロシア国境にフェンス構築を計画 来年着手（ＣＮＮ） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/215306
https://www.sankei.com/article/20221121-GS4CSXGR2ZJ5JM5P2IQHG5ZPEA/
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https://www.zakzak.co.jp/article/20221120-GLXL4KQH2FIJVL6YXPEKBGKYIQ/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111900366&g=pol
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 https://www.cnn.co.jp/world/35196328.html 

〇 米国防長官、核拡散の恐れ警告 ロシアによるウクライナ侵攻受け（ＣＮＮ） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35196330.html 

 

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

〇 北ＩＣＢＭ発射 日米韓の連携強化への挑戦だ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221118-OYT1T50286/ 

〇 日中首脳会談 重層的な対話で衝突を防げ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221118-OYT1T50289/ 

〇 北のＩＣＢＭ発射 拡大抑止と反撃力整えよ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221119-AF4WUM5UIVJYJD44I6JO7FZ3DA/ 

〇 日中首脳会談 懸念にゼロ回答は問題だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221119-W73ZES5LFJPYJCNDYD4HMWZC3I/ 

〇 【視点】対中 自由と人権訴える気骨を（八重山日報） 

 https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/19834 

〇 （社説）日中首脳会談 関係再構築の出発点に（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15478154.html 

〇 米英とロシアの熾烈な情報戦争…ウクライナ州都ヘルソンを奪還を果たした「Operation 

Spearhead（槍先作戦）」とは一体（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/102391 

〇 ハリアー奮戦で「スキージャンプ＋VTOL機」英国式が世界標準に！ 40年前の“戦訓”（乗

りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122839 

〇 北朝鮮「火星１７」発射と発表、金総書記が妻子と視察（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N32E3LI 

〇 日韓との安保協力強化へ ミサイル防衛、取り組み加速―米（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111801083&g=int 

〇 ＥＥＺ内、意図的な緊張醸成 日米韓に反発、中国も意識―北朝鮮（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111801014&g=int 

〇 習氏、想定外の「友好モード」 尖閣・台湾は平行線―日中首脳会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111801067&g=pol 

〇 北朝鮮 “新型 ICBM「火星 17型」の発射実験に成功”と発表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221119/k10013896831000.html 

〇 新型ＩＣＢＭ「火星１７」試射 正恩氏「核には核で対抗」―視察に妻と娘同行・北朝鮮（時事） 

https://www.cnn.co.jp/world/35196328.html
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111900163&g=int 

〇 北のＩＣＢＭ、日本のＥＥＺ内に意図的落下か…「予定水域に正確に着弾」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/science/20221119-OYT1T50132/ 

〇 北朝鮮 新型 ICBM「火星 17型」発射実験 ねらいは？専門家に聞く（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221119/k10013897011000.html 

〇 米軍、爆撃機を朝鮮半島再展開 北朝鮮 ICBM発射に対抗（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM192210Z11C22A1000000/ 

〇 航空自衛隊戦闘機と米軍爆撃機が共同訓練 即応態勢を確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221119/k10013897161000.html 

〇 米爆撃機が半島再展開 北の「新型発射成功」に（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221119-AEC22MW4C5NRZNUYOOMJHOXDYM/ 

〇 金正恩氏「核には核で」と米国の「拡大抑止」に対抗姿勢 「火星 17」実験の成功は 2度目と

北朝鮮（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/214907 

〇 北朝鮮、ＩＣＢＭで対米威嚇…米側は戦略爆撃機を半島上空に再展開でけん制（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221119-OYT1T50211/ 

〇 岸田首相の内外記者会見での発言詳報（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA192NW0Z11C22A1000000/ 

〇 爆撃機も投入、連日の訓練 空自と米軍、九州北西で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221119-OED5CJZSGVKD5CESJER2RLNCVU/ 

〇 APEC首脳会議が閉幕 議長国タイ 首脳宣言を採択（NHＫ） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221119/k10013897031000.html 

〇 スナク英首相、ウクライナ大統領と会談 対空兵器を供与（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR1942I0Z11C22A1000000/ 

 

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

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（17日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013881131000.html 

〇 日中首脳会談 首相、同行記者団との一問一答（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221118-63RQ7KVY7NNG3JQVSZSDT4L2MY/ 

〇 岸田氏、習氏と初の対面会談 尖閣問題などで「深刻な懸念」表明（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3437472 

〇 日中首脳、3年ぶり会談 尖閣懸念、台湾は内政問題と習氏（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8584300.html 
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〇 ウクライナ侵攻「大半が非難」 東アジア首脳会議声明（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM131TU0T11C22A1000000/ 

〇 日中首脳会談 習主席 関係改善に意欲も 台湾などで日本けん制（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895451000.html 

〇 鮮明になる中露と日米欧対立と分野ごとの立ち位置（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28470 

〇 ＜日中首脳会談＞建設的かつ安定的な日中関係構築で一致＝和やかムード際立つ―関係

改善へ道筋（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b904657-s25-c100-d0199.html 

〇 鹿屋配備の無人機航続距離、日米で食い違い 尖閣監視できない恐れも（西日本） 

 https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1016235/ 

〇 岸田首相、中国の軍事的活動「深刻な懸念」 習主席と初の対面会談（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221118/k00/00m/010/032000c 

〇 ドイツは中国への依存リスクをどう乗り越えるの（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022111600004.html 

〇 日中安定へ、岸田首相手探り 「安保」主張、「経済」協力―首脳会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111701064&g=pol 

〇 日韓首脳会談の背後にある米国と中国の要素―華字メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b904618-s25-c100-d0192.html 

〇 岸田首相、中国の軍事的活動に｢深刻な懸念｣を表明。3年ぶりの日中首脳会談、内容は？

（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-262055 

〇 徳之島沖に展開の輸送艦「おおすみ」 艦内で離島防衛部隊を公開 日米共同演習（南日

本） 

 https://373news.com/_news/storyid/166225/ 

〇 マクロン仏大統領、豪州との潜水艦計画あきらめず「まだ交渉のテーブルに」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221118-ENDGI4Q3HBNKPPOKFVH3E4HVUQ/ 

〇 北朝鮮が ICBM発射 米全土射程、1万 5000キロ超可能に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM181N70Y2A111C2000000/ 

〇 米海兵隊 尖閣諸島と地形似た長崎県の島で上陸訓練 映像公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221118/5090020898.html 

〇 北朝鮮が 2日連続ミサイル発射、ＩＣＢＭか（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N32E0GF 
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〇 統合防災訓練、オスプレイ初参加に警備犬も活躍 離島における突発的な大規模災害への

対処能力を強化（産経） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221118-BIFB5POQBZPFJOSNEED43SSLIM/ 

〇 岸田政権、軍事的には第二次安倍政権よりタカ派 大きなズレがあった脅威認識 中国・ロシ

アを名指しで非難、防衛費を大幅増額へ（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221118-TBAQWO2CTVOHJNCDSJMY6U3DEA/ 

〇 北朝鮮ＩＣＢＭ級ミサイル、米本土射程か 北海道西ＥＥＺ内に落下（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N32E0KP 

〇 岸田首相「断じて容認できない」 ＡＰＥＣで北朝鮮非難へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221118-WE53KGDOUZO2JOP64MABAKHFVE/ 

〇 日中首脳会談 関係改善へ緊密な意思疎通で一致も 具体化が課題（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895561000.html 

〇 岸田首相発言全文、北朝鮮ミサイル「断じて容認できない」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221118-3CXUJ4HNS5L6RDGREJZX64BLR4/ 

〇 北朝鮮発射のミサイルは ICBM級、1千キロ飛翔と推定 官房長官（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCL46LXQCLUTFK007.html 

〇 【解説動画 QAで詳しく】北朝鮮ミサイル 伊藤俊幸元海将が分析（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895771000.html 

〇 北朝鮮、大陸間弾道ミサイルらしき飛翔体発射 日本の排他的経済水域内に落下か（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63672600 

〇 習近平主席、岸田文雄首相と会談（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3437857 

〇 北朝鮮ミサイル渡島大島の西に落下か“深刻かつ重大な脅威”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20221118/7000052602.html 

〇 中日両国、関係安定・発展で 5項目の共通認識（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3437595 

〇 習近平国家主席が日本の岸田文雄首相と会談（人民網） 

 http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-11/18/content_78526189.htm 

〇 米国、北朝鮮のミサイル発射非難 日韓豪などと緊急会合（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN185RG0Y2A111C2000000/ 

〇 中日が二国間関係の安定と発展について 5つの共通認識を達成（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/11/18/ARTIQK9SuAeWfzOZMsnL98yW221118.shtml 

〇 【解説動画 QAで詳しく】北朝鮮ミサイル 香田洋二元海将が解説（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895841000.html 

https://www.zakzak.co.jp/article/20221118-BIFB5POQBZPFJOSNEED43SSLIM/
https://www.zakzak.co.jp/article/20221118-TBAQWO2CTVOHJNCDSJMY6U3DEA/
https://jp.reuters.com/article/idJPL4N32E0KP
https://www.sankei.com/article/20221118-WE53KGDOUZO2JOP64MABAKHFVE/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895561000.html
https://www.sankei.com/article/20221118-3CXUJ4HNS5L6RDGREJZX64BLR4/
https://www.asahi.com/articles/ASQCL46LXQCLUTFK007.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895771000.html
https://www.bbc.com/japanese/63672600
https://www.afpbb.com/articles/-/3437857
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20221118/7000052602.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3437595
http://japanese.china.org.cn/politics/txt/2022-11/18/content_78526189.htm
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN185RG0Y2A111C2000000/
https://japanese.cri.cn/2022/11/18/ARTIQK9SuAeWfzOZMsnL98yW221118.shtml
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895841000.html


R4．12．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 米、対北「非難」を各国に呼びかけ 核実験なら防衛強化も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221118-HHLBMKM6TZNQFKEYMXN6KTP64A/ 

〇 海自へのレーダー照射「やってない！！」韓国、また得意の手のひら返し 尹政権支持率下

落でレームダック化の懸念、反日必要と判断か（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221118-MWAZRBFORZPJXNF2IICBURIEAE/ 

〇 日米共同演習 徳之島で離島防衛想定した訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221118/5050021154.html 

〇 北朝鮮、核実験など新たな挑発行為に出る可能性も＝官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/north-korea-matsuno-idJPKBN2S80LR 

〇 ロシア軍が使用するイラン製ドローン、米国製や日本製の部品が大量に使われていた

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100152.php 

〇 防衛装備輸出へ指針見直し 政府、与党に提示（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221118-COKTGZE3URJ6TIS763BSH2JG7I/ 

〇 海上自衛隊の護衛艦 カンボジア南部の要衝に寄港 中国けん制か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013896221000.html 

〇 【詳報】北朝鮮 ICBM級ミサイル発射 北海道の西 EEZ内落下か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013895661000.html 

〇 社説］日中ハイレベルの相互訪問へ条件整えよ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD179WV0X11C22A1000000/ 

〇 北朝鮮が ICBM発射、EEZに落下 日米韓は非難（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM188FV0Y2A111C2000000/ 

〇 北朝鮮 ICBM級ミサイルは新型の「火星 17型」 技術的進展か 韓国（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013896281000.html 

〇 政府 “防衛装備移転”運用指針見直し案示す 自公実務者協議で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013896401000.html 

〇 「習氏は終始、気持ち悪いくらい笑顔だった」日中首脳会談 安定した関係構築で一致も懸

案では歩み寄れず（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/214756 

〇 北朝鮮、ＩＣＢＭ級ミサイル 北海道沖ＥＥＺ内に落下―米本土射程か、６９分間飛行（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111800738&g=pol 

〇 日韓攻撃でも米反撃せず？ 「北の誤解」払拭へ日米韓連携 反撃能力も後押し（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221118-

P2WWEM7YGFOJFMCHUUNUCWW4HA/ 
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〇 航空自衛隊と米軍の戦闘機 日本海上空で共同訓練 即応態勢確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013896161000.html 

〇 北朝鮮 ICBMが北海道沖 EEZ内に着弾か 弾道ミサイル今年 31回目 岸田首相「これま

でにない頻度で挑発行動」（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/214682 

〇 徳之島で日米共同演習（奄美） 

 https://amamishimbun.co.jp/2022/11/18/40914/ 

〇 中・日が二国間関係の安定と発展について 5つの共通認識を達成（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3439127 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（18日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013881141000.html 

〇 防衛省、ICBMの関連写真公開 発射受け、空自と海自が情報収集（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8588679.html 

〇 北ＩＣＢＭ、北海道沖落下 ６９分飛翔 ＥＥＺ内 米本土射程か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221118-5HTJNDHG6VPHFLQOT53ZQNNXEI/ 

〇 幹部自衛官対象のハラスメント対策研修 報道陣に公開 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013896621000.html 

〇 北朝鮮が発射のミサイル 新型の「火星 17型」か その特徴は（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221118/k10013896151000.html 

〇 北ミサイルは米全土射程の「火星１７」か…米韓は発射台打撃訓練の対抗措置（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221118-OYT1T50276/ 

 

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

〇 ロシアがウクライナとポーランドを揉めさせるために事件を計画した可能性は排除されない＝

ポーランド首相（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3615932-roshiagaukurainatoporandowo-

roumesaserutameni-shi-jianwo-ji-huashita-ke-neng-xingha-pai-chusarenaiporando-

shou-xiang.html 

〇 ポーランドの爆発に「ロシアの痕跡」の証拠＝ウクライナ国防幹部（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-poland-danilov-idJPL4N32C3ES 

〇 日米韓首脳会談で合意した「北朝鮮抑止」の大きな成果、元駐韓大使が解説（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/313029 

〇 ウクライナ正規軍に参加している日本人は殺人犯か？ ありえない議論を続けるガラパゴス法

律家が「見落としているもの」（現代ビジネス） 
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 https://gendai.media/articles/-/102249 

〇 ポーランドでの爆発の責任はロシアにある＝米ホワイトハウス（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3616122-porandodeno-bao-fano-ze-

renharoshianiarumihowaitohausu.html 

〇 北朝鮮「ミサイル乱発」のワケ 新兵器開発で米韓軍事演習でも強硬（AERA） 

 https://dot.asahi.com/wa/2022111600018.html?page=1 

〇 反撃能力、保有は不可欠 防衛費増「幅広く国民負担を」―有識者会議提言の原案判明（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111601275&g=pol 

〇 米軍ロケット砲システム「ハイマース」公開 海兵隊オスプレイ離着陸も確認 奄美で日米共同

演習（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/166163/ 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（17日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013881131000.html 

〇 ゼレンスキー氏「露軍が発射」 ポーランドへのミサイル落下 米と見解相違（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221117-SUCE2GUIRNK2JLKZR7HPOI37BU/ 

〇 ゼレンスキー氏が反論 ポーランド着弾は「ロシアのミサイルだ」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCK2VZWQCKUHBI001.html 

〇 北朝鮮がミサイル、日米韓首脳会談を非難 米韓軍は合同訓練（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N32D0LT 

〇 ポーランド爆発、米国連大使「ロのミサイル攻撃なければ起きず」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-idJPKBN2S703M 

〇 ミサイル落下めぐり国連安保理で欧米各国とロシアが応酬（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013894351000.html 

〇 北朝鮮、日本海に弾道ミサイル 日米韓会談に反発か、9日以来（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8581866.html 

〇 石油タンカーに自爆ドローン攻撃、イスラエルがイランを非難（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35196215.html 

〇 海中音響通信により 1Mbps／300mの無線伝送に成功（MONOist） 

 https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2211/17/news078.html 

〇 韓国国防部 海自哨戒機への「レーダー照射はなかった」（朝鮮日報） 

 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/11/17/2022111780119.html 

〇 「ゼレンスキーは第 3次大戦を始めようとした」 ──米保守派から非難相次ぐ（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/nato-58.php 
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〇 オマーン沖でタンカー攻撃、米軍はイラン製無人機が攻撃と発表（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/oman-iran-drone-idJPL4N32D13H 

〇 日中首脳、今夜 3年ぶり首脳会談 関係再構築探る（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA16CJF0W2A111C2000000/ 

〇 アメリカ式か中国式か？ ビッグデータと国家安全保障をめぐる「仁義なき戦い」勃発

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2022/11/post-100135.php 

〇 自衛隊と米軍の共同演習「キーン・ソード」五島列島でも訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20221117/5030016536.html 

〇 【検証】 ポーランドにミサイル着弾、公開情報から手がかりを探す（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-63657721 

〇 北朝鮮、日本海に弾道ミサイル発射 外相、日米韓首脳会談を非難（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111700437&g=int 

〇 海保が無人機を報道公開、八戸 海洋監視、10月から運用（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8583035.html 

〇 韓国国防省 “4年前 自衛隊機へのレーダー照射行っていない”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013894841000.html 

〇 北朝鮮弾道ミサイル、EEZ外に落下 日米韓への威嚇継続（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM175ZR0X11C22A1000000/ 

〇 韓国を日米韓の軍事協力体制に引き込んだバイデン、直後に中国にすり寄った尹錫悦（デイ

リー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/11171700/?all=1 

〇 北朝鮮 弾道ミサイル発射 日本の領域 EEZへの飛来は確認されず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013894401000.html 

〇 台湾有事視野に日米共同演習 与那国空港に機動戦闘車 公道も走行（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221117/k00/00m/030/247000c 

〇 偵察用ボートで輸送艦へ 日米共同演習を公開（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221117-RJRQX2LZ5JNAFI4SBVTVYXPNBI/ 

〇 陸自機動戦闘車 日米共同演習で与那国島に 沖縄では初公道走行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013895031000.html 

〇 無人機のコックピットなど公開 海保、２４時間超の航続可能（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221117-YVYTNHFEJBOYHHDSTFXLTKKYSY/ 

〇 無人航空機「シーガーディアン」オペレーションセンター初公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013895101000.html 
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〇 社説］国際協調に光明と難路示した G20サミット（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK173200X11C22A1000000/ 

〇 ＜独自＞国際的協力で同志国軍支援検討 政府、抑止力強化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221117-ABJXMLSLPNIWBISUV72QGPWNAM/ 

〇 日中首脳が会談、｢安定的関係｣構築めざす 核使用に反対（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA16D1D0W2A111C2000000/ 

〇 政府、殺傷力持つ武器輸出検討 自衛隊法改正を視野（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8584270.html 

〇 無人航空機「シーガーディアン」公開 海洋監視体制の強化担う（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221117/k00/00m/040/360000c 

〇 深刻な懸念表明も、険しい中国抑止の道のり（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221117-DOLCL47QONKZXEQG3LSMDEBFF4/ 

〇 ３年ぶり日中首脳会談 尖閣・台湾で習氏に懸念伝達 建設的関係へ対話（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221117-3FEAOWUE65IRVBQVDZFEZZZBMA/ 

〇 岸田首相、日中首脳会談で尖閣諸島への懸念表明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221117-RGMSKV4QFVJXBA55UYZSVUBJJA/ 

〇 岸田首相と習近平国家主席 対面での会談終わる【随時更新】（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013894691000.html 

〇 3年ぶりの日中首脳会談 岸田首相「台湾海峡の平和」強調（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221117/k00/00m/030/417000c 

〇 日中首脳会談 両首脳 あらゆるレベルで意思疎通行うことで一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221117/k10013895531000.html 

〇 岸田首相、尖閣に「深刻な懸念」 台湾海峡の平和と安定強調―日中首脳、初の対面会談

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111700693&g=pol 

 

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

〇 米議会委「対中国制裁策定へ新組織を」 台湾有事に備え（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN154NN0V11C22A1000000/ 

〇 台湾情勢、危険な不確実性高まる 対中制裁の準備加速提言―米議会報告書（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111600042&g=int 

〇 米、複数年の台湾軍事支援を 議会諮問機関が報告書（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8575632.html 

〇 ロシア、ウクライナ主要都市にミサイル 100発 撤退加速の兆しも（REUTERS） 
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 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-idJPL6N32B0DV 

〇 バイデン大統領、ロシアから発射の公算小さい－ポーランド着弾で（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-15/RLEKB8T0G1KW01 

〇 【ウクライナ】ポーランドにもミサイル着弾の報道、政府が緊急会合（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-15/RLEBAGT1UM0W01 

〇 インド 中国との係争地含む州でアメリカと合同軍事演習へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013892621000.html 

〇 ポーランドが臨時の国家安全保障会議－ロシアのロケット着弾の報道（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-15/RLEKB8T0G1KW01 

〇 ポーランドにミサイル着弾で 2人死亡 ロシアは否定（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR15E8Q0V11C22A1000000/ 

〇 米中首脳会談 対話継続が衝突回避の道だ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221115-OYT1T50250/ 

〇 米中首脳会談 「台湾」で平行線は深刻だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-JI45KLWA4BJO5LUWHU4BRQ3ALE/ 

〇 （社説）米中首脳会談 世界に資する関係築け（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15475019.html 

〇 Ｇ２０首脳会議が開幕、首脳宣言草案で核使用や核の威嚇などを批判（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221115-OYT1T50318/ 

〇 米国防省、ポーランド領内でのロシアミサイルの着弾可能性の情報を分析中

（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-ato/3615280-mi-guo-fang-shengporando-ling-

neidenoroshiamisairuno-zhe-dan-ke-neng-xingno-qing-baowo-fen-xi-zhong.html 

〇 ロシアのミサイル、ポーランドに着弾か 2人死亡と報道（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3433917 

〇 ロシアのミサイルがポーランドを攻撃＝ウクライナ大統領（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-zelenskiy-poland-idJPL4N32B4F7 

〇 米国はウクライナにさらに防空システムを提供する＝米高官（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-defense/3615324-mi-guohaukurainanisarani-fang-

kongshisutemuwo-ti-gongsurumi-gao-guan.html 

〇 米、キーウ攻撃でロシア非難 大統領補佐官「人々の命脅かす」（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8575928.html 

〇 〝真に戦える防衛力〟防衛省・自衛隊内での「戦後体制派」と「改革派」の暗闘 第二次安倍

政権、日本の危機に対応した登用も（zakzak） 
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 https://www.zakzak.co.jp/article/20221116-F7WDZ6RR2VP2NKMW5MK7IPCMFI/ 

〇 「露ミサイル、ポーランド着弾」と報道 ＮＡＴＯ加盟国に初、ロシアは否定（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-AZJXS7D63JN3BLXOUPFJTGTI5E/ 

〇 ＮＡＴＯ、ポーランドの要請受け 16日に協議へ＝外交筋（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/nato-poland-idJPKBN2S522E 

〇 北朝鮮のミサイル 産経「反撃能力で抑止を」 朝日は「強硬」応酬を懸念（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-VZR7EWFI4FJZLFYJADQRY6BZP4/ 

〇 バイデン氏「ロシアから発射の可能性低い」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA160XE0W2A111C2000000/ 

〇 「米韓演習に加担」と日本非難 北朝鮮、上空通過ミサイルは警告（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111600360&g=int 

〇 ポーランドにミサイル着弾、2人死亡 ロシアから発射ではなさそうとバイデン氏（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63644659 

〇 バイデン大統領、ＮＡＴＯ加盟国の防衛義務確認 ポーランドに露ミサイル着弾で（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-B423CUTV7JPNNA3WF7GNQRDOSU/ 

〇 ミサイル「おそらくロシア製」 依然調査中とポーランド大統領（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3433930 

〇 露製ミサイルがポーランドに着弾 ＮＡＴＯ加盟国で初（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-WJEIHKHTAZNTNIJ5F3WJKHTGFA/ 

〇 日本を通過の弾道ミサイルは「敵に送る警告」 北朝鮮メディア（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013892871000.html 

〇 尖閣周辺に中国船 １４日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-7GKEWQ6SIVLXDL6ZNODMXNCN2Y/ 

〇 日中首脳会談で主張すべきは経済よりも安全保障の懸念だ 中国に肩入れすれば対米市場

も失いかねない 意識されるカントリーリスク（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221116-PC2YH5XOMRKZBGC5QP75NABTAA/ 

〇 ポーランドにロシア製ミサイル着弾 ２人死亡、ＮＡＴＯ域内で初―Ｇ７首脳、緊急会合（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111600172&g=int 

〇 ロシアｖｓＮＡＴＯで緊迫！ ミサイル２発、ポーランドに着弾で２人死亡 「第三次世界大戦」に

波及も（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221116-3HLVXU5WANPRTITTEWJ4DCZQYE/ 

〇 「集団的自衛権」反撃を明記 ポーランド巡り NATO緊張（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB161HH0W2A111C2000000/ 

〇 米大統領「ロシアから発射の可能性低い」 ミサイル、ポーランド東部に着弾（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20221116-YVRN5NI7NZKM5ERT6YIJ643CVU/ 

〇 米中首脳会談、双方の公式発表に 7つの相違点（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/124909 

〇 北朝鮮、日本通過ミサイルで記念切手 論評では対日威嚇（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM1632X0W2A111C2000000/ 

〇 ポーランド、ＮＡＴＯ4条発動の可能性 ミサイル着弾で＝当局者（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-poland-blast-nato-idJPL6N32C03E 

〇 ７６ミリ砲搭載した中国船、尖閣に初派遣の脅威 日中首脳会談直前にまた威嚇 砲では過

去最大「海軍の艦船を改築か」世良氏 海保で対抗できるのか（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221116-JLEVNYZQ2RMT3JXM36OTNB2VOA/ 

〇 日米台の国会議員「戦略対話」、台湾情勢で安保を協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA164P40W2A111C2000000/ 

〇 元陸自幹部分析、「露空対地ミサイル迎撃に失敗か」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-D5AY3UJICFOHVBNJPRGE3IIAS4/ 

〇 ミサイル ポーランドに落下 専門家はどう見る？今後は？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013893091000.html 

〇 海保、防衛相指揮下でも非軍事性 「漁船保護や船舶救難」と長官（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8578704.html 

〇 バイデン・習会談に見る今後の米中関係 関係改善の兆しと変わらぬリスク（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20221116-2/ 

〇 ハリス米副大統領が南沙諸島近い島を訪問へ 中国に対抗、「歴史的」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCJ5RCFQCJUHBI00Z.html 

〇 ハイマースなど装備品公開 日米共同統合演習 NATO軍なども視察（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-REZAKX3OHZJZFEQO7RVRPTNG54/ 

〇 ポーランドにミサイル着弾で「WWIII（第三次大戦）」がトレンド入り（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/wwiii.php 

〇 米、ミサイルはウクライナ軍発射との報道にコメントせず ポーランドに着弾（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35196175.html 

〇 ロシア国連次席大使、ミサイルは「ＮＡＴＯとの直接衝突を狙った挑発」（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35196178.html 

〇 中国海警局の船 これまでで最大の砲を搭載 ７６ミリ砲か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221116/5090020867.html 

〇 ポーランド落下のミサイル ウクライナ軍迎撃発射か 分析進める（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013893171000.html 
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〇 岸田首相 ポーランドへのミサイル落下 G7や NATO と連携し対応（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013893501000.html 

〇 Ｇ２０サミット閉幕 ロシア非難の首脳宣言採択 「戦争の時代ではない」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-OBKL32AGKBJLFODIN4ZGVMQP7E/ 

〇 Ｇ２０、複合危機の世界を映す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-XEJWCILZMZNKDBM3TG2HXBDHTY/ 

〇 Ｇ２０閉幕、首脳宣言で「大半の」国がウクライナ侵攻を非難（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35196182.html 

〇 無人機で海保と海自 連携強化 災害で飛行域調整も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-F5ZDNRY4FVIYPKRRQDNB2G3FFI/ 

〇 ポ－ランドの爆発、ウクライナの迎撃が原因の公算－ＮＡＴＯ事務総長（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-16/RLFTL8T0AFB601 

〇 奄美で日米共同統合演習 ロケット砲システムなど公開（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-HPXZCFC2XVM25HLGMREXBKW4QI/ 

〇 ミサイル ポーランドに落下 専門家の見立てと今後の行方は？（産経） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013893851000.html 

〇 尖閣接続水域で 15日 過去最大 76 ミリ砲搭載 中国海警局の船確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013893541000.html 

〇 海保、「防衛相統制下でも非軍事性を保持」 長官が会見で認識示す（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCJ6JR9QCJUTIL027.html 

〇 ポーランドに着弾のミサイル、ウクライナから発射か 米初期分析が示唆（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35196183.html 

〇 合同演習「水陸両用作戦」が本格化 徳之島（奄美） 

 https://amamishimbun.co.jp/2022/11/16/40883/ 

〇 ウクライナ電力施設狙った露軍ミサイル迎撃で着弾か…ポーランド大統領「不運な出来事」

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221116-OYT1T50211/ 

〇 日独首脳会談 中国への懸念を共有 今後の対応での連携で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013894091000.html 

〇 日米共同演習「キーンソード」（奄美） 

 https://amamishimbun.co.jp/2022/11/16/40885/ 

〇 ポーランドにミサイル落下 何が起きた？【詳しく】（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013881121000.html 

〇 ウクライナ、ポーランド着弾現場への立ち入り許可を要請（AFP） 
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 https://www.afpbb.com/articles/-/3434092 

〇 岸田首相発言全文「核の使用 人類に対する敵対行為」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221116-MPF7E7I3ENPN5P62LFAFP6B2OY/ 

〇 林外相 一方的な現状変更に反対 パプアニューギニア外相と一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013894171000.html 

 

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

〇 中国軍無人機など 3機 沖縄周辺飛行 日米共同演習の情報収集か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221115/k10013891451000.html 

〇 米中首脳、台湾で平行線 衝突回避へ意思疎通継続―ウクライナ核使用反対で一致・初の

対面会談（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111400995&g=int 

〇 米中首脳、紛争回避へ対話強化 露の核威嚇に反対（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221115-SVFNRTXGWZPVJDN3X7WTDPUJGA/ 

〇 米中首脳、台湾問題で応酬 「新たな冷戦」懸念は後退（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/g20-summit-idJPL4N32A4OC 

〇 情報ＢＯＸ：米中首脳会談、台湾・北朝鮮問題など議題（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/g20-summit-biden-takeaways-idJPL6N32A0CO 

〇 台湾海峡の平和維持は中台共通の責任、米の支援に感謝＝台湾（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/g20-summit-taiwan-idJPL4N32A4MB 

〇 インドで「中国・ロシア離れ」がじわり進む、裏で日本が果たした大役とは（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/312740 

〇 日 ASEAN首脳会議、友好協力 50周年に向け協力強化（VIETJO） 

 https://www.viet-jo.com/news/politics/221114193116.html 

〇 北朝鮮が日韓結びつけた…日韓首脳は対北連携を優先、「元徴用工」に踏み込まず（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221115-OYT1T50042/ 

〇 日米韓首脳会談 北朝鮮抑止へ連携を強化せよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221114-OYT1T50236/ 

〇 ロシアエリートの「プーチン離れ」 後継者は誰になるか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28487 

〇 日米韓首脳会談 北朝鮮抑止に決意みせた（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221115-RCNTC5YMYVIEFN6L34A54ZCN5I/ 

〇 防衛費増額「財源は増税」が主流に 政府・与党 GDP比 2％なら毎年 5兆円必要…家計

や賃金に影響も（東京） 
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 https://www.tokyo-np.co.jp/article/213905 

〇 中国軍の無人偵察機など３機 沖縄周辺を飛行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020848.html 

〇 中国海軍のミサイル駆逐艦など３隻 沖縄本島と宮古島間を通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020849.html 

〇 ロシア海軍の艦艇５隻 与那国島と西表島間の海域を通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020847.html 

〇 議論呼ぶ日本の「敵基地攻撃能力」保有、空自「次期戦闘機」はどう関係？ “空の防衛“の未

来とは（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122804 

〇 全長 248 メートル、まさに「空母」 日米共同演習中、洋上の護衛艦「いずも」に乗り込む（南

日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/166052/ 

〇 Ｇ２０サミット、ロシアのウクライナ戦争非難へ＝米政府高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/g20-summit-usa-russia-idJPKBN2S503B 

〇 米中首脳会談のさなか中国・無人機が沖縄襲来 台湾海域でも軍艦が頻繁に航行 いまや

「尖閣周辺での日米軍事演習が必要だ」島田洋一氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221115-FQIRPQYRSRPOLHSZG7D2YWKZGI/ 

〇 【韓半島平和ウォッチ】北核対応カードに原子力潜水艦の開発を（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/297759?servcode=100&sectcode=120 

〇 米、最先端ドローンの改良を検討 実現ならウクライナへ供与の可能性も（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35196048.html 

〇 米中首脳会談 初の対面 何を語った？ 改善の糸口は？【詳細】（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221114/k10013890421000.html 

〇 日本国民の大多数が台湾防衛協力を支持せず―中国紙（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b904439-s25-c100-d0052.html 

〇 日米統合演習 自衛隊が射撃訓練の画像をＳＮＳで公表（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020852.html 

〇 日米統合演習 海兵隊が奄美で行った野戦病院訓練の動画を公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020854.html 

〇 日米共同演習 洋上の護衛艦「いずも」 会見場は格納庫、自衛隊と在日米軍トップ「連携強

化」強調 艦内に「戦時治療所」も（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/166064/ 

〇 習近平主席、バリ島でバイデン米大統領と会談（CRI） 
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 https://japanese.cri.cn/2022/11/15/ARTIFp8HCIdv5nELmQbUjaaa221115.shtml 

〇 航空自衛隊那覇基地 けがをした隊員らの治療や搬送の訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020857.html 

〇 3年ぶり初 中米首脳の対面会談 バリ島で開催（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3433878 

〇 統合演習 海兵隊が離島から負傷者を運び手当てする訓練を公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020863.html 

〇 沖縄の米海兵隊が負傷者空輸訓練 奄美大島からオスプレイで運ぶ（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8574774.html 

〇 海自トップ、中国海軍幹部に「責任ある行動を」要求 二者会談で（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCH5RXSQCHUTIL01F.html 

〇 離島で負傷者、オスプレイで空輸し治療 沖縄、海兵隊が訓練公開（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221115-WFGCRRFOUBKTLMEPPBBPAI6BFQ/ 

〇 国際観艦式とは空気一変！ “多国間洋上救難訓練”を実見 11か国の艦艇の中心に「ぶん

ご」（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122821 

〇 緊張が高まる尖閣や台湾「抑止力が必要だ」 八重山防衛協会、日米演習キーン・ソードを歓

迎（沖縄タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1057483 

〇 中韓首脳「対北」で温度差 習氏、対米傾斜にクギ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221115-CNKF77LDTJPIHIVKG7CXDTXAZY/ 

〇 フィリピン、米軍も利用可能な備蓄施設建設へ 23年に（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM1585M0V11C22A1000000/ 

〇 米が中国の侵略行為に反対、外交部：権威主義の脅迫に共に向き合う（RTI） 

 https://jp.rti.org.tw/news/view/id/96181 

〇 韓国大統領、北朝鮮抑止で「積極的な」役割を 中国習主席に要請（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/g20-summit-southkorea-china-idJPKBN2S51B9 

 

１４（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 バイデン氏、習氏に「脅迫停止要求」 14日夕に首脳会談（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN132TA0T11C22A1000000/ 

〇 岸田首相、韓国独自のインド太平洋戦略を歓迎…厳しい安保環境踏まえ首脳の正式会談に

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221114-OYT1T50001/ 

https://japanese.cri.cn/2022/11/15/ARTIFp8HCIdv5nELmQbUjaaa221115.shtml
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020857.html
https://www.afpbb.com/articles/-/3433878
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221115/5090020863.html
https://www.47news.jp/news/8574774.html
https://www.asahi.com/articles/ASQCH5RXSQCHUTIL01F.html
https://www.sankei.com/article/20221115-WFGCRRFOUBKTLMEPPBBPAI6BFQ/
https://trafficnews.jp/post/122821
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1057483
https://www.sankei.com/article/20221115-CNKF77LDTJPIHIVKG7CXDTXAZY/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM1585M0V11C22A1000000/
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/96181
https://jp.reuters.com/article/g20-summit-southkorea-china-idJPKBN2S51B9
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN132TA0T11C22A1000000/
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221114-OYT1T50001/


R4．12．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 日米韓首脳、北核実験なら「確固たる対応で対処」…共同声明で強く警告（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221114-OYT1T50004/ 

〇 日米韓首脳会談で共同声明“北朝鮮核実験行えば確固たる対処”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221114/k10013890241000.html 

〇 日米首脳、同盟の一層強化で一致…防衛費増に「バイデン氏から強い支持」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221114-OYT1T50005/ 

〇 必ず来る習近平の侵攻…！中国軍と自衛隊が「ガチ」で激突したらどうなる（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/101944 

〇 中国本土から飛来するミサイル…！そのとき、自衛隊に反撃できる武器はあるのか（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.media/articles/-/101945 

〇 きょう 対面で初の米中首脳会談 対立深めるなか関係構築は（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221114/k10013890221000.html 

〇 日米韓首脳が共同声明 北朝鮮のミサイル情報のリアルタイム共有など（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQCF7X9DQCFUTFK00F.html 

〇 日米韓、北朝鮮問題で「前例ない連携」 核実験なら協調対応へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-us-southkorea-japan-idJPL4N3290K1 

〇 「北朝鮮の核使用時はすべての手段動員…韓米、圧倒的力で対応」（１）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/297678?servcode=A00&sectcode=A20 

〇 「北朝鮮の核使用時はすべての手段動員…韓米、圧倒的力で対応」（２）（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/297679?servcode=A00&sectcode=A20 

〇 拡大抑止強化、安保で連携 対北朝鮮で日米韓首脳が共同声明―「台湾海峡」にも言及（時

事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111400114&g=pol 

〇 日米首脳、地政学的な緊張高まる中で同盟の強化を確認（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-japan-usa-idJPKBN2S30IA 

〇 米国「北の挑発が続けば域内の米軍強化」…グアムに核再配備の可能性（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/297683?servcode=500&sectcode=500 

〇 米大統領、中国と対立望まず 首脳会談で明示へ＝政権高官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/g20-summit-usa-idJPKBN2S30JG 

〇 米、北朝鮮挑発に対抗し「戦略兵器の展開、画期的に拡大」警告（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20221114/3760999/1 

〇 岸田首相、東シナ海で日本の「主権侵害」 中国を名指し批判（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-japan-idJPL6N32903N 
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〇 Ｇ20サミット、共同声明は困難か－ロシア外相が米国と同盟国を批判（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-14/RLB2IPT0AFB501 

〇 北朝鮮ミサイル 日本にとって最大の脅威はダム湖の水中発射場から打ち上げられた KN-

23（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/11141102/?all=1 

〇 ３年ぶりの日韓首脳会談、北朝鮮の非核化へ向け日韓・日米韓の緊密連携を確認（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221114-OYT1T50028/ 

〇 日米韓、北ミサイルの情報「リアルタイムで共有」…７回目核実験なら「確固たる対応」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221114-OYT1T50033/ 

〇 日米統合演習 副知事が防衛省などに”影響最小限の配慮要望”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221114/5090020839.html 

〇 米中首脳会談、緊張緩和の方向で一致－ブリンケン国務長官訪中へ（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-14/RLBH6CT0G1KW01 

〇 韓日米、北ミサイル情報をリアルタイム共有…ＧＳＯＭＩＡも上回った（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/297716?servcode=A00&sectcode=A10 

〇 岸田首相が〝中国名指し批判〟の豹変 閣僚の相次ぐ辞任、内閣支持率続落で覚醒して奮

起したか 八幡和郎氏「言葉だけで腰砕けにならないよう注目すべき」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221114-VAVGHTBJXJKFXCQWZPPSDRNRYM/ 

〇 日米共同演習 自衛隊と在日米軍のトップ 会見で連携アピール（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221114/5050021110.html 

〇 【ウクライナ】米ロ対立、アジアの会議で鮮明－Ｇ20でも合意望み薄（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-14/RLBOR9T1UM0W01 

〇 米中首脳、衝突回避へ対話継続 台湾問題では応酬（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM132ZQ0T11C22A1000000/ 

〇 日米共同統合演習「キーン・ソード２３」を報道公開 台湾有事想定 豪加英も初参加（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221114-6OHGOTYGCRPFBE5TAGE2KHWXHI/ 

〇 ［社説］日韓は首脳会談を正常化と安保のテコに（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK1324L0T11C22A1000000/ 

〇 バイデン米大統領、日米韓の連携強化を訴える 3カ国首脳会談 北朝鮮の発射情報をリア

ルタイム共有を表明（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/213902 

〇 解説・日米統合演習 沖縄でどのような訓練が？その狙いは？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221114/5090020845.html 

〇 「インド太平洋」で日米韓連携 岸田首相、中国名指し批判（時事） 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111400877&g=pol 

〇 南西諸島防衛で水中無人機を開発 政府、機雷敷設除去へ（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8571234.html 

〇 ロシア艦艇が沖縄通過 地中海に長期滞在か（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8571307.html 

〇 比、日本と軍事演習協定目指す 米豪に続き（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8571331.html 

〇 中国無人機が沖縄周辺を旋回 日米訓練を情報収集か（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221114-4IQR2ZMOFRK4PN6GK4QQGSJSVI/ 

〇 フィリピン高官、自衛隊巡る地位協定の締結に意欲（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM146I30U2A111C2000000/ 

〇 中国無人機が太平洋往復 日米演習中の沖縄通過（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8571493.html 

 

１３（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 岸田首相、ＡＳＥＡＮの地域協力構想「ＡＯＩＰ」支持…来年１２月めどに東京で特別首脳会議

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221112-OYT1T50288/ 

〇 特集「安倍元首相が蒔いた種」 核共有発言の真意 産経新聞政治部編集委員兼論説委員 

阿比留瑠比（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221113-YL2DIKHI65P4TGPXJKWTCD3HM4/ 

〇 サイバー攻撃 官民連携で防護体制を強めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221112-OYT1T50250/ 

〇 長崎での陸自訓練に沖縄県警と 11管が参加 五島列島、尖閣対処を想定（琉球新報） 

 https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1615280.html 

〇 友好国と絆「海自」創立７０周年 乗艦ルポ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221113-BDMAT57ZLBN2BH6X4X7AT3IZQI/ 

〇 日本への軍事攻撃、４分の３が不安 ウクライナ侵攻受け―新聞通信調査会（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111300096&g=soc 

〇 韓国大統領、日中韓 3カ国による対話メカニズムを提案（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-southkorea-idJPL6N329004 

〇 日米共同統合演習 米海兵隊が空自ヘリで与那国島駐屯地に到着（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221113/5090020828.html 

〇 岸田首相“ロシアの核兵器威嚇 容認せず” ベトナム首相と会談（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221113/k10013889741000.html 

〇 米大統領がＡＳＥＡＮ首脳と会談、戦略関係格上げ「重要な一歩」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/asean-summit-idJPKBN2S302Q 

〇 日越、南シナ海対応で連携 「核なき世界」へ協力確認（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8567197.html 

〇 岸田首相、バイデン大統領と会談 対中国・北朝鮮で協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA130KM0T11C22A1000000/ 

〇 首相がバイデン米大統領と対面で会談…日米同盟の連携を確認、北朝鮮対応でも（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221113-OYT1T50093/ 

〇 岸田首相、中国名指しで批判 尖閣念頭に「日本の主権を侵害」 東アジアサミット（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221113-4P7DI4PQT5KILBX4PSMQVATCOU/ 

〇 岸田首相、中国を名指し批判 東シナ海で「主権侵害」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA131UE0T11C22A1000000/ 

〇 北朝鮮核実験なら「強力に対応」 日米韓首脳が共同声明（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA130L00T11C22A1000000/ 

〇 中国船２隻、領海出る 尖閣周辺、今年３１日目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221113-7ZF5DVNYTJPTDGEADGCYR5MK6I/ 

〇 岸田首相 東アジアサミットに出席 中国を名指しで批判（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221113/k10013890011000.html 

〇 岸田首相、中国が「主権侵害」と批判 東アジアサミット（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221113/k00/00m/010/180000c 

〇 岸田首相、中国を名指し批判「日本の主権を侵害する活動が継続・強化」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221113-OYT1T50110/ 

〇 G20首脳会議前に ウクライナ情勢めぐり国際社会の分断浮き彫り（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221113/k10013889901000.html 

〇 ３年ぶり首脳会談 日韓近づけた北朝鮮の脅威（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221113-V7DSJMUQ2NOD7AUUE4AHP26BBI/ 

〇 日米首脳、同盟の抑止力・対処力を一層強化 連携で一致（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221113/k00/00m/010/224000c 

〇 東アジアサミット 北朝鮮問題やウクライナ情勢などで議論か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221113/k10013889941000.html 

〇 中ロの「現状変更」反対 日米首脳、結束アピール―対北朝鮮、韓国と連携確認（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022111300203&g=pol 
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１２（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 金正恩が「核実験」へ“大暴走中”…！ 麻生太郎が“韓国外交部長官との朝食会談”で語っ

たことと、これから日米韓が直面する「ヤバすぎる現実」…！（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/102044 

〇 北朝鮮・中国の「ミサイル反撃」も…敵基地攻撃能力が日本を「壊滅」させる可能性（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.media/articles/-/102116 

〇 中国人街に暴動の爪痕、それでも強まる中国の影響力 ソロモン諸島（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQC856G0QC7UHBI041.html 

〇 自衛隊機でしか行けない「南鳥島」でみた気候変動…単独行動厳禁の島で見た光景（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/science/20221109-OYT1T50171/ 

〇 首相が「法の支配」重要性訴え、北のミサイル発射も非難…ＡＳＥＡＮプラス３（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221112-OYT1T50132/ 

〇 バイデン氏、習氏に北朝鮮への「歯止め」求める構え 米中首脳会談（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3433480 

〇 米高官「北朝鮮は地域全体の脅威」 米中首脳会談で協議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN121K90S2A111C2000000/ 

〇 岸田首相 ”インド太平洋構想強く支持” 協力の考え ASEAN+3（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221112/k10013889041000.html 

〇 バイデン米大統領、カンボジア到着 アジア歴訪始まる（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35195971.html 

〇 米海兵隊 自衛隊基地でヘリコプターに乗り込む様子など公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221112/5090020822.html 

〇 岸田首相、北朝鮮「深刻な挑戦」 日中韓 ASEAN首脳会議（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM122D40S2A111C2000000/ 

〇 岸田首相 ASEAN首脳会議に出席 中国の現状変更の試みに懸念か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221112/k10013889201000.html 

〇 （特報）尖閣周辺、中国公船の領海侵入頻度増す 台湾有事と連動危惧（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221112-HV6SXFLS7NPSROJEVMXXYV54GQ/ 

〇 米国、ASEAN関係を格上げ 中国対抗で協調探る（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM10DZL0Q2A111C2000000/ 

〇 【随時更新】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/20221112/k10013881061000.html 
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１１（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米中首脳会談、Ｇ２０に合わせ 14日に 共同声明は発表せず＝米政権（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-biden-asia-idJPL4N32653E 

〇 自衛隊の「爆発物処理手当」は 1日 250円？悲惨すぎる労働実態とは（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/312709 

〇 中国軍から延べ 31人、士官学校など英国で訓練 …中国専門家「スパイ形態の 1つ」（大紀

元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/124253 

〇 ミサイル発射の北朝鮮強く非難 東アジアサミット 議長声明原案（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221111/k10013887521000.html 

〇 緊迫するインド太平洋地域の情勢が窺えた １１・６「国際観艦式」 終盤に米空母「ロナルド・

レーガン」飛び入り参加のサプライズ（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221111-S76KNXHMYFO45GJUUND26URN5Y/ 

〇 反撃能力議論でなく発動の在り方 有識者会議（EconomicNews） 

 http://economic.jp/?p=98066 

〇 ｢中国の奇跡｣は終わった。弱体化する大国に世界が巻き込まれるという地政学リスク

（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-261278 

〇 輸送船が秒で真っ二つ 米軍テスト中の新たな対艦用兵器の凄み 標的に“当ててない”!?

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122752 

〇 ASEAN首脳会議、11日開幕 南シナ海やウクライナ侵攻協議（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221111/k00/00m/030/023000c 

〇 米、ウクライナに追加の安全保障支援 防空装備など約５６７億円（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35195905.html 

〇 米、ウクライナに移動式防空システム供与 イラン製無人機に対抗（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221111-XHJUJO5M2RP2PATNKTUWNLDC7Q/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ９日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221111-UQH6UMA2R5PMTNEB266NLANNZQ/ 

〇 【独自】米軍の無人機映像 自衛隊がリアルタイムで共有へ（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/443515 

〇 【独自】米軍無人機の映像 リアルタイム共有 日本側に...初めて 

 https://www.fnn.jp/articles/-/443542 
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〇 防衛相 有事の際の海上自衛隊と海上保安庁の連携 検討急ぐ考え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221111/k10013888011000.html 

〇 ジブチ多国籍部隊が 20周年感謝デー 自衛隊も参加（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3433334 

〇 与那国の日米共同訓練 玉城知事「なし崩しに危惧」 ／沖縄（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221111/rky/00m/010/008000c 

〇 空港・港湾整備、浜田防衛相「平素から柔軟利用を」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221111-UEMPKRQYANIU3CNE7DJHC2ENTM/ 

〇 中国無人機が１０日に尖閣に 空自の戦闘機が対応 今年４月から９月のスクランブル４４６回

のうち３４０回が中国機に対して（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221111-IAUPNWE6TFP3HMUUA74WUZQ4CI/ 

〇 尖閣諸島を念頭 五島列島で自衛隊・海保・沖縄県警が特殊訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221111/5090020802.html 

〇 米国、防空システムなどからなる新しい対ウクライナ安全保障支援パッケージ発表

（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-defense/3612037-mi-guo-fang-

kongshisutemunadokaranaru-xinshii-duiukuraina-an-quan-bao-zhang-zhi-

yuanpakkeji-fa-biao.html 

〇 日米豪印の演習「マラバール」公開…海自「ひゅうが」や米空母「ロナルド・レーガン」参加（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20221111-OYT1T50231/ 

〇 「プーチン氏 ウクライナ支配達成に執着」米の前駐ロシア大使（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221111/k10013888721000.html 

〇 尖閣諸島を念頭 外国の武装勢力上陸想定し特殊訓練 五島列島で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221111/k10013888781000.html 

〇 中国 李克強首相 南シナ海での紛争防ぐ「行動規範」早期策定へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221111/k10013888841000.html 

〇 日米豪印が共同訓練 中国けん制、連携強化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221111-SRAFFCRM2NOXHA26XDOOKY4UGA/ 

〇 長崎で尖閣想定、離島対処訓練 自衛隊や海保、警察（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8561484.html 

 

１０（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 なぜ米空軍オーストラリアへ戦略爆撃機を常駐展開？ 選ばれた“おじいちゃん機”B-52（乗

りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122747 

〇 新刊『中国・ロシアに侵される日本領土』で日本の危機に警鐘 フォトジャーナリスト山本皓一

氏 「すでに第三次世界大戦は始まっている」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221110-2N4VCGOEARKMROV6HPNXVBPUBA/ 

〇 北朝鮮、ロシア戦闘服輸出か 制裁違反、金正恩氏の資金源に（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110900722&g=int 

〇 バイデン氏、習氏と「レッドライン」協議へ 台湾念頭（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN100BH0Q2A111C2000000/ 

〇 フランス戦略概観 中国に強い警戒「西側の指導力の弱体化狙う」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221110-OVHC4YPJ4NL7RJMM35PCSM4TN4/ 

〇 ＃つなぎ国債 防衛費財源で発行検討（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221110-7DLG6KSGBJM2TDNRALR37OSOYY/ 

〇 アングル：記録的頻度の北朝鮮ミサイル、効かない制裁と外国の影（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-production-idJPKBN2RZ0C8 

〇 日米共同演習始まる 奄美大島・徳之島などで離島防衛の訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221110/5050021074.html 

〇 防衛力強化予算 自民会合“防衛費そのものの増額”意見相次ぐ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221110/k10013886801000.html 

〇 ロシアの戦闘機MiG-31は約 320キロ先から敵を狙う、ウクライナ反撃できず（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/51817 

〇 米海兵隊が民間船で車両など輸送 日米共同演習で使用（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221110/5090020787.html 

〇 南西諸島の空港や港を「特定重要拠点」に 政府有識者会議 ／沖縄（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221110/rky/00m/010/009000c 

〇 防衛費の〝見せかけ〟に喝！ 自民・小野寺氏「真水での増額」を直訴 岸田首相と面会後

ツイート（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221110-KBCVHZDYNJNQBKJRRD2GYL3UZ4/ 

〇 〝増税に一直線〟財務省の言いなり岸田政権 防衛財源も国民負担ありき 安倍元首相は

「防衛国債」示唆していたが…「新しい資本主義」の本質に危機感（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221110-4J6JINUWQNO5XMGGS4J63KTE6M/ 

〇 カナダ、近くインド太平洋戦略発表 「対中国」念頭に＝外相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/canada-pacific-idJPL4N3262M5 
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〇 中国の大型ロケットの一部か 複数残骸 フィリピン沖で見つかる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221110/k10013886981000.html 

〇 百里基地で米軍が訓練 三沢基地への攻撃想定し資材など展開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20221110/1070019143.html 

〇 無人機「攻撃-2」の飛行を初公開 中国空軍「今後もより多くの無人機を公開」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/1110/c94474-10169793.html 

〇 南極観測隊が出港へ 同行取材で探る温暖化の“異変”…世界最古 100万年前の氷掘削に

期待（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/443069 

〇 空から見た国際観艦式参加艦艇（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221110-CES6F4IBXJHADAC36B732O673M/ 

〇 来週の首脳会談見据え米中が見解、「レッドライン」が焦点に（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-china-xi-idJPL4N3262HB 

〇 「正気と思えない」 金正恩のミサイル乱射には、北朝鮮幹部からも批判が上がっていた

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100081.php 

〇 米軍が航空自衛隊基地を使う訓練 三沢基地が使えなくなる想定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20221110/6080017929.html 

〇 ＜独自＞自公「反撃能力」保有合意へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221110-6RO65WW44RMC3G3243DFQXOEGU/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（10日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221110/k10013868771000.html 

〇 ＜特報＞反撃能力、攻撃の「条件」「対象」で自公に温度差（NHK） 

 https://www.sankei.com/article/20221110-VG6RJ2OYJBJNVCG6ZUXJU4EPDA/ 

〇 最大規模の日米共同統合演習 自衛隊の機動戦闘車の公道走行も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221110/5090020783.html 

〇 尖閣諸島北方に無人機、空自がスクランブル…中国のものか（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20221110-OYT1T50258/ 

〇 尖閣諸島周辺で無人機とみられる機体が飛行 中国機か 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221110/k10013887711000.html 

 

０９（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国、あらゆる戦争への準備強化 安全保障「一段と不安定」＝習主席（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-military-xi-idJPKBN2RY1FN 
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〇 海自と海保、尖閣念頭に「武力攻撃事態」想定した初の共同訓練…年度内にも実施へ（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221108-OYT1T50257/ 

〇 バイデンの国家安全保障戦略でアジアが得たもの（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28426 

〇 ゴルバチョフとレーガンの対話に見る、世界的危機への対応策（日経 BP） 

 https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/041500053/110100075/ 

〇 国連安保理の無力露呈 ロシア・北朝鮮〝悪の連携〟を放置 日本は覚悟を「露が北に緊張

を高めるよう依頼、見返りに石油提供」との情報（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221109-XYWGQ33PBFMFHICYO4LLTCFASM/ 

〇 太平洋地域で中国とアメリカがつばぜり合い 諸国は地政学的対立を利用した「天秤外交」

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14762917 

〇 中国の魚船団 300隻、数千キロ離れたガラパゴスで漁獲 境界ギリギリ、時に違法行為も

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14762984 

〇 終わりが見えない… ロシアによるウクライナ侵攻は今後どのように展開するのか、専門家が解

説（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-261475 

〇 尖閣周辺に中国船 ７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221109-CT7ZHUCJF5JVNFG7E2ZCOQXFK4/ 

〇 鹿屋基地に配備される米軍無人偵察機 今月下旬以降運用へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221109/5050021058.html 

〇 防衛費２％増の〝見せかけ〟岸田政権＆財務省 海保予算や研究費で水増し 制服組いな

い有識者会議に疑念「自衛隊の装備が減らされるリスク」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221109-CVATUCG4X5P6JILEB6KYIIIKMY/ 

〇 日米豪印の海軍が共同訓練 中国による軍事的覇権拡大けん制、「自由で開かれたインド太

平洋」の実現に向けクワッドの連携強化（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221109-MCSXMDQKX5MTNHJTOEBA5AWKJQ/ 

〇 北朝鮮 弾道ミサイル 1発発射 日本の EEZ外に落下か 浜田防衛相（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221109/k10013885751000.html 

〇 中国航空ショーで兵器多数が公開 実戦的軍事訓練の成果を示す各種軍用機の飛行実演

（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/1109/c94474-10169327.html 

〇 日米共同演習で沖縄・与那国空港を初使用 県が許可（毎日） 

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221108-OYT1T50257/
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28426
https://bookplus.nikkei.com/atcl/column/041500053/110100075/
https://www.zakzak.co.jp/article/20221109-XYWGQ33PBFMFHICYO4LLTCFASM/
https://globe.asahi.com/article/14762917
https://globe.asahi.com/article/14762984
https://www.businessinsider.jp/post-261475
https://www.sankei.com/article/20221109-CT7ZHUCJF5JVNFG7E2ZCOQXFK4/
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221109/5050021058.html
https://www.zakzak.co.jp/article/20221109-CVATUCG4X5P6JILEB6KYIIIKMY/
https://www.zakzak.co.jp/article/20221109-MCSXMDQKX5MTNHJTOEBA5AWKJQ/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221109/k10013885751000.html
http://j.people.com.cn/n3/2022/1109/c94474-10169327.html


R4．12．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

 https://mainichi.jp/articles/20221109/k00/00m/040/232000c 

〇 プーチン大統領の側近がイラン訪問 弾道ミサイル売却で協議か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221109/k10013886051000.html 

〇 首相、安保関連費の新枠組み検討を指示 「総合的な防衛体制」強化へ（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221109/k00/00m/010/315000c 

〇 北朝鮮 米中間選挙に合わせ弾道ミサイル＝韓国軍演習に反発か（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20221109004500882 

〇 増税念頭に「幅広い税目」安保関連費に新たにサイバー（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221109-JSK4ZTQQWJP5JM3J27X7RLPYNQ/ 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（9日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221109/k10013868761000.html 

 

０８（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ウクライナ、高性能地対空ミサイル受領 防空力大幅強化＝国防相（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-airdefence-idJPKBN2RX1CW 

〇 独首相の中国訪問 西側の結束を乱す接近だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221108-JDMZVU77NBKI7NZDSO2NDGPPPQ/ 

〇 「総合防衛費」創設へ、研究開発費や海保予算を一括計上…ＧＤＰ比２％以上目指す（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221108-OYT1T50001/ 

〇 3期目に入った習近平政権に、対米姿勢を軟化させる兆候はなし―独メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b903926-s25-c100-d0198.html 

〇 中露をてんびんにかける?北朝鮮 身動きできない国連安保理（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221107/k00/00m/030/237000c 

〇 北朝鮮、ロシアとの武器取引を否定 「今後も計画ない」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N3234AC 

〇 中国が台湾に攻めこむ可能性は、きわめて低い（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2022110600001.html 

〇 旭日旗とは違う！?（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221108-UJD5FERXDZOAVD5GIWEYD4GBPE/ 

〇 日米共同統合演習 米軍が陸自・与那国駐屯地使用するのは初（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221108/5090020752.html 

〇 海自と太平洋地域などの海軍トップ 海洋安全保障を議論 横浜（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20221108/1050018071.html 
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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/20221108/k10013868691000.html 

〇 今の議論で本当に防衛力強化になるのか、元陸将が感じる不安（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/51751 

〇 日本がこっそりと軍事的な縛りを解こうとしている―中国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b903945-s25-c100-d0193.html 

〇 北朝鮮、対ロ兵器取引を再度否定 米国情報に、敵視政策と主張（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8543994.html 

〇 防衛省チャーターの民間船「はくおう」、沖縄・中城湾港に到着 日米軍事演習で輸送（沖縄

タイムス） 

 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1053763 

〇 米、北朝鮮核実験時に空母派遣 日韓と「統合抑止」（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8544191.html 

〇 米軍無人機ＭＱ９のデモフライト 鹿児島〔地域〕（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110800348&g=soc 

〇 非軍事性は「重要な規定」と指摘 国交相、海保法 25条巡り（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8544512.html 

〇 トマホーク購入など「反撃能力」も必要だが…まずは「軍事戦略立案部門」の創設を検討せよ

（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221108-BLIHCGPXARJFLDM65S7JU23YYY/ 

〇 中国の駆逐艦と情報収集艦 沖縄本島・宮古島間を相次ぎ通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221108/5090020757.html 

〇 欧州「対インド太平洋防衛外交」を支える「空の連携」（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49299 

〇 日本の NATOサイバー防衛協力センターへの参加に外交部がコメント（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/1108/c94474-10168565.html 

〇 米大統領補佐官、ロシアとリスク回避巡り協議＝関係筋（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-biden-idJPL4N3240O9 

〇 欧米はウクライナへの防空支援「強化すべき」、シリア内戦の再来警告＝英シンクタンク

（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63538273 

〇 日米演習 自衛隊部隊が民間船で中城湾港に到着 市民の抗議も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221108/5090020758.html 

〇 米高官、ロシアとの「対話継続」認める 戦争の影響受ける国の「利益につながる」と（BBC） 
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 https://www.bbc.com/japanese/63551397 

〇 北朝鮮がロシアとの兵器取引否定 侵攻加担の払拭狙いか（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221108-XD2225MPM5PVLDXTZQDDNEMPPE/ 

〇 米韓の術中にはまりミサイルを撃たされている北朝鮮 怖くて核実験もできない理由（デイリー

新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/11081700/?all=1 

〇 宇宙ステーション「天宮」の完成で、中国は米国やロシアと並ぶ“宇宙強国”になった

（WIRED） 

 https://wired.jp/article/china-is-now-a-major-space-power-tiangong-space-station/ 

〇 浜田防衛相 海保と海自で「無人機が取得した情報を共有」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221108/k00/00m/010/218000c 

〇 米国との軍事協力推進で地域の安全と安定を脅かす日本（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/1108/c94474-10168816.html 

〇 日米豪印の共同訓練開始式 ４か国が連携強化を確認 横須賀（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20221108/1050018075.html 

〇 アメリカには北朝鮮のミサイルを迎撃できる自信がない（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100054.php 

〇 海保の無人機収集情報、海自と共有へ 警戒監視の能力向上―政府（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110801007&g=pol 

〇 日米豪印の共同訓練開始式 4か国の司令官が連携強化の考え（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221108/k10013884871000.html 

〇 米豪印の海軍、海自と共同訓練 中国けん制、連携を強化（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8546978.html 

〇 【詳細】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/20221108/k10013868691000.html 

〇 【速報】日米豪印が共同訓練 中国けん制、連携強化（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8547202.html 

〇 ２０年ぶり「国際観艦式」 世界１２カ国の海軍や海自艦艇など参加（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221108-JPP5WOVCUJMW3JJ56E22BSYNQE/ 

〇 ＜独自＞日韓、インド太平洋連携 首脳会談で初確認へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221108-UO6TYJRY2NOBNBQLH35QPRBSFU/ 
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〇 中露の艦艇監視、戦闘機では費用対効果悪い…海保と海自が無人機を共同運用へ（読売） 
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 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221106-OYT1T50245/ 

〇 中国製薬大手の米土地購入「軍事転用の恐れ」フロリダ州知事が懸念表明（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/123753 

〇 ネットの管理巡り米欧と中露が対立、中国が ITUに接近する理由（日経 BP） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02225/110200002/ 

〇 ウクライナ戦争は外交も追求すべき時が来ている（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28408 

〇 “航続距離 1万キロ超” 中国が最新軍事用ドローンを初公開（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221107/k10013882891000.html 

〇 えっ空母「ロナルド・レーガン」も？「国際観艦式」海上自衛隊が 20年ぶりに実施（乗りもの

ニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122695 

〇 旭日旗掲げた「いずも」に韓国の軍需支援艦が敬礼…日本メディア「関係改善の見通し」（ハ

ンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/international/45037.html 

〇 ロシア･ウクライナ戦争が日本に及ぼす最大影響（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/630458 

〇 イラン、ロシアに核支援要請か 合意失敗に備え、米報道（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8539356.html 

〇 米政権、ロシアとの交渉巡りウクライナに働きかけ＝米紙（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ujkraine-crisis-idJPL6N32203Q 

〇 米大統領補佐官、核のリスク低減へロシア高官と協議＝ＷＳＪ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-sullivan-idJPKBN2RX00M 

〇 海保から海自へ無人機情報 収集映像を即時共有（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8539944.html 

〇 岸田首相、台湾有事に備え防衛力強化訴え １２カ国参加「国際観艦式」 日米同盟の抑止

力アピール、米原子力空母も視察（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221107-V4COQ3T5MFMIVNVLLM6HVHQLHQ/ 

〇 日米共同演習 自衛隊部隊が民間船で奄美大島に運ばれる（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221107/5050021036.html 

〇 イランによるロシアへのドローン供与、強く非難する＝松野官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N3230LB 

〇 北朝鮮ミサイル発射 日米韓の外務次官級 緊密連携し対応で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221107/k10013883191000.html 
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〇 海自と無人機全情報共有へ 海保、周辺国の監視強化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221107-VYXDMP4SZNOJ5GNIC55IFIQS5U/ 

〇 海自と太平洋地域などの海軍トップら 海洋安全保障を議論 横浜（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221107/k10013883261000.html 

〇 〝悪の連携〟強固に 北朝鮮がロシアに武器提供か 北は燃料不足のはずが異様な回数の

軍用機飛行 ウクライナの「占領地域復興に労働者提供の可能性も」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221107-RKM7FKH7ANOALDNDU2PUKFIZ2E/ 

〇 海自主催の海軍シンポに中国も参加 横浜で開催（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQC75CTQQC7UTIL00F.html 

〇 ロシア軍事侵攻“去年夏以降 大統領最側近ら内密に計画” 英紙（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221107/k10013883361000.html 

〇 ロシアが核兵器を使う可能性は？ 米研究所「緊張緩和を模索」と分析（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQC755J0QC7UHBI015.html 

〇 米ロ高官、極秘協議と報道 緊張回避や核使用警告（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8541769.html 

〇 与那国島への機動戦闘車空輸 県が自衛隊の空港使用許可の方向（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221107/5090020748.html 

〇 ゼレンシキー宇大統領、露への武器供給によるイランの責任に言及（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3609215-zerenshiki-yu-da-tong-ling-luheno-

wu-qi-gong-geiniyoruiranno-ze-renni-yan-ji.html 

〇 島津製作所社長、防衛事業撤退に含み 「新しい開発していない」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221107-5TNQHKQOWRMRJOJLZE2YUZVYBY/ 

〇 ＜特報＞防衛産業、事業受け渡しを国がサポート（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221107-YJ6NMAVQQRMDDPYWSQBTNICLM4/ 

〇 政府、極超音速迎撃 29年度から ミサイル防空能力を強化（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8542775.html 

〇 島田前防衛次官「海保は防衛費に入らず」 NATO定義で（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA073MD0X01C22A1000000/ 

〇 インド太平洋で「対立ではなく協力」 台湾有事への言及避ける―仏海軍参謀総長（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110701060&g=int 

〇 日本の NATOサイバー機関への参加に警戒を呼びかけ＝外交部（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/11/07/ARTIFO5cdTgYzpUCSb7h1j2s221107.shtml 

 

０６（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 米中の共著論文、先端８分野で最大２５％減…科学研究でも分断加速（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/science/20221105-OYT1T50308/ 

〇 弾薬の不足 継戦能力の不安を解消したい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221105-OYT1T50267/ 

〇 岸田首相が国際観艦式出席へ 韓国艦艇など 12カ国 18隻（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0523W0V01C22A1000000/ 

〇 海保予算で水増し 法執行機関は「軍」でない（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221106-W2ORUGH5BFOLTLDFF4GXFIL7XU/ 

〇 防衛力の抜本的強化へ 省庁横断型の協議会設置へ調整 政府（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221106/k10013882331000.html 

〇 墜落にデタラメ発射…「油も砲弾も使いものにならない！」ロシアと北朝鮮「ポンコツ軍事同

盟」の瀬戸際を嗤う（アサ芸） 

 https://www.asagei.com/excerpt/233393 

〇 防衛費いくら増額しても吹き飛ばされる「円安爆弾」の破壊力（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/101894 

〇 習近平が沖縄に「無人機」を飛ばす“真の理由”…野放しにすれば海上自衛隊も米海軍も丸

裸にされる！（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/101710 

〇 先端技術研究、防衛省の関与強化 国家安保戦略に明記へ（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110500328&g=pol 

〇 鹿屋上空で米軍無人機MQ9がデモ飛行 海自基地周辺を 15分、市長「自衛隊機より騒音

低い」知事「ごう音ではない」（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/165598/ 

〇 中国、白書「新時代の中国北斗」を発表（新華網） 

 https://jp.news.cn/20221106/68945d04c7b14bf884c7ce5ccf4e417c/c.html 

〇 米軍無人偵察機MQ9は米国内から遠隔操縦 部隊司令官ケリー中佐「日米緊密に協力し

ロ、中、北の脅威に対抗」（南日本） 

https://373news.com/_news/storyid/165599/ 

〇 英国と日本、協力強化の軍事協定を 12月に締結へ＝英紙（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20221106/12-13669593.html 

〇 20年ぶりの自衛隊「国際観艦式」空から見てみた！ 新造艦と古参艦が邂逅 まさにオールス

ター！（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122694 

〇 韓国海軍が国際観艦式に参加 岸田氏乗る「いずも」に敬礼（聯合） 
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 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20221106000600882 

〇 首相、北朝鮮発射「容認せず」 20年ぶり国際観艦式（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8536736.html 

〇 「国際観艦式」20年ぶりに実施 海自創設 70年を記念 12か国参加（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221106/k10013882661000.html 

〇 岸田首相訓示、防衛力５年以内抜本強化 国際観艦式、韓国軍参加（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110600284&g=pol 

〇 20年ぶり国際観艦式、相模湾で開催 中国不参加、ロシアは招かず（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQC65TPKQC6UTIL001.html 

〇 政府、長射程ミサイルを量産化 極超音速も開発へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221106-764BT4RTUJNCFK72VUI2OLBPMQ/ 

〇 韓国海軍、日本の観艦式に７年ぶり参加 首相が視察（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221106-JQHAD2GWABPDLBGZB37AGQJC5U/ 

〇 韓国野党が国際観艦式参加を非難 「旭日旗に敬礼させた」と声明（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8537766.html 

〇 韓国乗組員は自衛艦旗に敬礼 尹政権、安保協力優先（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221106-JPTFDRFQBZMQBC6VUSFXN4OX6M/ 

〇 「国際観艦式」に米韓豪など１２か国の艦艇も参加…首相「協力関係を一層深める」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221106-OYT1T50134/ 

〇 国際観艦式、20年ぶりに開催 海自創設 70周年 ロシア招待せず（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221106/k00/00m/010/184000c 

〇 韓国、レーダー照射など未解決 観艦式７年ぶり参加（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221106-WIZS536EONJ5XPYQC7GAQQANQE/ 

〇 ２０年ぶり「国際観艦式」 世界１２カ国の海軍や海自艦艇など参加（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221106-BGKTASPZ3BJJHD2R3KH43WHE6Y/ 

〇 【速報】首相、北朝鮮発射容認せず 20年ぶり国際観艦式（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8538537.html 

 

０５（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米中間選挙、中国・ロシアの介入警戒 世論操作で分断（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN042070U2A101C2000000/ 

〇 Ｇ７共同声明、ロシアに侵略の即時停止を要求…北ミサイル発射も強く非難（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221104-OYT1T50224/ 
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〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（11月 4日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221104/k10013868631000.html 

〇 日米外相、中国動向を注視 台湾海峡安定の重要性確認（日経） 

 https://www.47news.jp/news/8531427.html 

〇 Ｇ７外相、ウクライナのインフラ復興支援で一致 調整メカニズム設置（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-g7-usa-idJPL4N3203Z4 

〇 独首相の訪中 安保上の警戒を緩めては困る（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221104-OYT1T50237/ 

〇 北朝鮮 “米韓の共同訓練延長に超強力対応” さらなる対抗示唆（NHK） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221105/k10013881881000.html 

〇 日本はサイバー攻撃に対してあまりに無能…ここまで後れを取った決定的な理由（現代ビジ

ネス） 

 https://gendai.media/articles/-/101847 

〇 なぜ金正恩は「弾道ミサイルを連日連発」しているのか？ 北朝鮮の窮状と米韓軍事演習の

圧迫度がヤバすぎる（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/101846 

〇 来年もドバイへ行くか？ 航空自衛隊の最新大型機「C-2」海外で認知度ジワジワ広がってい

るワケ（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122685 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（11月 5日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221105/k10013868651000.html 

〇 米国とオランダ、戦車９０両含むウクライナへの新しい軍事支援を発表（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-defense/3608087-mi-guotooranda-zhan-cheliang-

hanmuukurainaheno-xinshii-jun-shi-zhi-yuanwo-fa-biao.html 

〇 韓米、合同演習に続き「北朝鮮体制の終焉」言及…朝鮮半島、極限の対決に突き進むか（ハ

ンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/45025.html 

〇 習主席「核兵器使用や威嚇 共同で反対すべき」独首相と会談で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221105/k10013881601000.html 

〇 北朝鮮で緊張「負の連鎖」 安保理会合、意思疎通訴え（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8531981.html 

〇 北朝鮮 ミサイル発射で安保理緊急会合も 一致した対応とれず（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221105/k10013881691000.html 

〇 独首相と中国主席が会談 ロシア念頭に核兵器使用に反対で一致（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221105/k10013881661000.html 

〇 3期目の習近平政権、さらに強硬な外交路線へ 狙う米国の「隙」（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20221105-1/ 

〇 ロシア軍幹部、核兵器の使用を議論＝米報道（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63509086 

〇 首相、殉職自衛隊員を追悼 「犠牲無にせず遺志継承」（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8532625.html 

〇 ショルツ独首相、習中国主席と会談 ロシアへの働きかけ求める（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63524371 

〇 ロシア側が部隊撤退示唆の動き 米はウクライナに追加軍事支援（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221105/k10013881951000.html 

〇 殉職した自衛隊員の追悼式 首相「国民の命と暮らし守り抜く」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221105/k10013881941000.html 

〇 ソロモン諸島警察に中国から放水車 豪から銃も（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3432455 

〇 ロシアと北朝鮮、接近に警戒感 安保理で米、強まる関係性（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8533962.html 

〇 中独、「陣営対立反対」で一致＝コロナ以降初の G7首脳訪中（ドイツニュースダイジェスト） 

 http://www.newsdigest.de/newsde/news/news/13269-2022-11-05/ 

〇 北朝鮮、黄海に弾道ミサイル 4発 米軍は爆撃機派遣（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM0523P0V01C22A1000000/ 

〇 米軍無人偵察機 運用開始を前にデモフライト 鹿屋航空基地（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221105/5050021031.html 

〇 米軍無人機がデモフライト 鹿児島、運用開始控え（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221105-3FXBO4I4FVIYVJMHH3KFHY2SCQ/ 

〇 Ｇ７外相、ロシアに対して大量破壊兵器使用の場合の「深刻な結果」を警告

（UKRINFORM） 

 https://www.ukrinform.jp/rubric-polytics/3608275-wai-xiangroshiani-duishite-da-

liang-po-huai-bing-qi-shi-yongno-chang-heno-shen-kena-jie-guowo-jing-gao.html 

〇 ロシアへの無人機供与認める 侵攻前にとイラン外相（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCB052VI0V01C22A1000000/ 

〇 日米戦闘機９機が共同訓練 米戦略爆撃機も（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221105-N76IVHXCHROPVCKCNOQRO4WUTM/ 

〇 航空自衛隊の戦闘機と米軍爆撃機 東シナ海上空で共同訓練（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221105/k10013882371000.html 

〇 Ｂ１Ｂ爆撃機も参加、日米訓練 九州北西の東シナ海（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221105-IJFYI5LPRZLQZKNBI376B4XWCM/ 

〇 ロシア、北朝鮮から軍服や靴の調達検討か…厳冬期迎えるウクライナ戦で不足（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221105-OYT1T50222/ 

 

０４（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米、北朝鮮ミサイル発射巡り 4日に国連安保理会合開催を要請＝外交筋（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-un-idJPL6N31Z09T 

〇 北朝鮮が核使用なら金正恩体制は崩壊－米韓の国防相が警告（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-03/RKS6YTDWRGG201 

〇 ＜独自＞日中首脳会談を調整 ３年ぶり 今月中旬にも（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221104-44GMCXFPPFKIXJYS43JRQJD2IU/ 

〇 北ミサイルの暴挙 抑止には反撃力が必要だ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221104-4OXEGPWXYFIOBCVZWE7Z7IDLTA/ 

〇 「北」の挑発激化 日米韓への脅威高める暴挙だ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221103-OYT1T50145/ 

〇 独ショルツ首相が企業団引き連れ「中国詣で」…習近平総書記 3選のお祝いに「ハンブルグ

港」を献上か（日経 BP） 

 https://gendai.media/articles/-/101791 

〇 台湾有事が「最も可能性高い想定シナリオ」日豪安保共同宣言の狙い 専門家が指摘

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14758813 

〇 北朝鮮、約５カ月ぶりに「火星１７型」推定のＩＣＢＭ発射…朝鮮半島の緊張高まる（ハンギョ

レ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/45013.html 

〇 習近平氏も真っ青、沖縄にＦ２２が 米が対中に〝最強戦闘機〟配備も 気になる「常駐」から

「巡回」への懸念 尖閣諸島の制空権争いも焦点に（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221104-NSRT6DBCJVMKHG5NKCTGN47SSY/ 

〇 日独閣僚協議 対ロシア制裁の継続 海洋進出の中国への懸念共有（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221104/k10013880281000.html 

〇 北朝鮮 “弾道ミサイル 3発 いずれも EEZ外に落下か” 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013880271000.html 

〇 滞空型無人機、２７年度までに配備 極超音速ミサイルを探知―防衛省（時事） 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110300548&g=pol 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（11月 4日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221104/k10013868631000.html 

〇 北朝鮮、深夜に約 80発の砲撃 米韓は協力確認（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N320151 

〇 核使用なら「金正恩政権の終焉」 米韓国防相共同声明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221104-7IXO2ECMY5NJJIR6AEY6VJBYSY/ 

〇 米軍の朝鮮半島配備頻度を引き上げへ 北朝鮮の核、ミサイル問題で米韓国防相が合意

（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/211950 

〇 米、豪に核搭載可能な B52爆撃機配備へ 中国の台湾侵攻けん制、事実上の「核シェアリ

ング」？（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b903796-s25-c100-d0059.html 

〇 Ｊアラート、システム改修も含め改善策検討＝松野官房長官（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/japan-matsuno-idJPKBN2RU063 

〇 北朝鮮「火星１７」発射の真の狙いは？ ロシアとの不気味な連携 日本海に向け弾道ミサイ

ル６発、バイデン政権が緊急声明（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221104-SZLXNYNMRJNILH3WCL2WAYA5U4/ 

〇 松野官房長官「北朝鮮さらなる挑発可能性も 警戒監視に全力」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221104/k10013880631000.html 

〇 王毅部長「中国は各国と共に海上覇権に反対し、排他的『小集団』作りを阻止」（人民網） 

 http://j.people.com.cn/n3/2022/1104/c94474-10167322.html 

〇 “Jアラート システム改修含めた改善策を検討” 松野官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221104/k10013880561000.html 

〇 元ＫＧＢ側近２人がプーチン氏に進言 ウクライナ侵攻「今しかない」―英紙（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110400908&g=int 

〇 鈴木財務相「防衛省も自己改革と合理化を」予算増額をけん制（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221104/k10013880821000.html 

〇 防衛相 沖縄・先島諸島の空港「自衛隊が柔軟利用で協議を」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221104/k10013880981000.html 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル発射や砲撃を連発、なぜ？ 挑発や開発以外の意外な理由とは

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14760347 

〇 オスプレイ佐賀空港配備計画 協定見直し 柳川市に報告（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20221104/5080013140.html 

〇 敵基地攻撃能力に必要な装備とは？保有判断まで 1カ月余でも「答える段階にない」と浜田

防衛相（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/212030 

〇 Ｊアラート 「空振り」より「速報性」に課題（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221104-5O3J2W4MKROTVJROM5A67BI4V4/ 

〇 先端技術転用へ新研究機関 政府、24年度設置目指す（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8530639.html 

〇 護衛艦と輸送艦ライトアップ 横浜港（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221104-4CDBHX3QOFNB5ILWA3DJCVRWJA/ 

〇 「プーチン氏側近が侵攻主導」 ボルトニコフ氏ら 3人と英紙報道（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8531091.html 

〇 日英首脳が電話会談 対ロシア制裁やウクライナ支援などで一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221104/k10013881741000.html 

 

０３（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（11月 2日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221102/k10013868601000.html 

〇 北朝鮮、ロシアに「相当数の」砲弾を供給＝ホワイトハウス（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-usa-russia-idJPKBN2RS1D6 

〇 ロシア、核戦争防止で声明 兵器使用の懸念払拭狙いか（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR02E3F0S2A101C2000000/ 

〇 日米連携 与那国でも強化を（八重山日報） 

 https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/19741 

〇 社説／自衛隊装備品基盤強化法案 産業界と連携して効果高めよ（日刊工業） 

 https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00653359 

〇 空港・港の防衛対応整備へ、予算「特別枠」創設で政府調整…南西諸島など念頭（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221102-OYT1T50307/ 

〇 バイデンの国家安全保障戦略が示す米国と世界の課題（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28388 

〇 防衛力の抜本的強化へ 5年間で 48兆円程度の経費見積もり 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013879391000.html 

〇 北朝鮮のミサイル、朝鮮戦争以来の北方限界線（NLL）越え 核実験に向けた布石か（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/211671 
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〇 最新潜水艦「たいげい」に横浜騒然 デカさの秘密は？ フリートウィークの見どころ他にも（乗

りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122670 

〇 政府 “北朝鮮の挑発 エスカレートの可能性” 警戒監視を強化（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013879111000.html 

〇 中国海軍が AI搭載の超大型ドローン無人潜水艦を開発 米「航行の自由作戦」に対抗か

（NEWSポストセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20221103_1808079.html?DETAIL 

〇 韓国攻撃の一歩手前 「戦術核実用化」で自信か―北朝鮮（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110201016&g=int 

〇 北朝鮮ミサイル相次ぎ発射 岸田首相「ICBMの可能性」（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM030CT0T01C22A1000000/ 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル、ＩＣＢＭ発射失敗か 米韓が訓練延長へ（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N31Y5LP 

〇 【詳しく】北朝鮮 多数のミサイル発射 ねらいと今後の焦点は（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013879521000.html 

〇 北朝鮮、ロシア軍に対ウクライナ戦争で使用する武器を提供…米ホワイトハウス「弾薬や砲弾

は相当量を提供」（朝鮮日報） 

 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/11/03/2022110380006.html 

〇 【解説】北朝鮮ミサイル発射 海上自衛隊元海将 香田洋二さん（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013879531000.html 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル３発、首相「１発はＩＣＢＭの可能性」…日本海上空で消失・Ｊアラート訂

正（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221103-OYT1T50074/ 

〇 北朝鮮、2日連続のミサイル発射 1発は大陸間弾道ミサイルか（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/63483304 

〇 北朝鮮情勢 専門家「核実験を行う可能性 十分にある」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013879611000.html 

〇 元米軍大佐、トマホーク購入は「日本の親中派没落の証」…日米協力で中共の計算狂わす

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/123197 

〇 北朝鮮 複数ミサイル発射 “いずれも日本の EEZ外”官房長官（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013879621000.html 
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〇 北朝鮮がＩＣＢＭ発射か 飛行失敗推定、日本通過せず―短距離２発も、Ｊアラートで避難発

令（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110300317&g=int 

〇 世界の港を次々と支配する中国...国有「海運」企業が遂に「正体」を露わにし始めた

（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100023.php 

〇 北ミサイルはＩＣＢＭ級含む３発 防衛省推定（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221103-MY4G5QCVBJLWHARGMLALXJXOEA/ 

〇 フィリピン沿岸警備隊 日米の指導で不審船への立ち入り訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013879821000.html 

〇 米、ＩＣＢＭ「いたずらに緊張高める」と強く非難（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221103-L67PUMGA7ZJB3FPFRRGEHF36WE/ 

〇 横須賀で海自創設７０周年パレード １３カ国華やかに（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-947526.html 

〇 【詳しく】北朝鮮 弾道ミサイル「火星 17型が飛行に失敗か」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013879441000.html 

〇 ［社説］北朝鮮は軍事的緊張を高めるな（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK030MF0T01C22A1000000/ 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（11月 3日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221103/k10013868611000.html 

〇 「北朝鮮が ICBM発射、失敗か」韓国報道 日本海に落下と推定（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221103/k00/00m/040/211000c 

〇 連日の北ミサイル発射 日本政府、対応追われる 米韓と連携確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221103-YIWNG42VJVLTXKL7WR4ZALLPHI/ 

〇 訂正されたＪアラート、官房長官「危険性があれば発令」…北ミサイルから切り離された部品か

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221103-OYT1T50122/ 

〇 ＡＣＳＡ、交渉開始へ調整 日独２プラス２、対中懸念も共有（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2022110300554&g=pol 

〇 日本とドイツ、物品提供協定へ交渉開始 2プラス 2で一致（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA318PA0R31C22A0000000/ 

 

０２（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「断固たる措置考えるべき」国際観艦式への韓国参加 護る会が声明（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20221102-H4A4B7OHR5MYBIDXUAOJRQX5ZE/ 

〇 北朝鮮、米韓の軍事訓練中止を再要求 「これ以上容認できず」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-usa-idJPL4N31X4CJ 

〇 岐路のイスラエル中立政策 ウクライナが支援要請（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR26E180W2A021C2000000/ 

〇 水深 20m までの「浅海域」を航空測量、日本初の海底地図で海岸線を 9割網羅（日経 BP） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01451/ 

〇 「北」核実験兆候 日米韓の協力で抑止力高めよ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221101-OYT1T50263/ 

〇 日本の“浅海域”を航空レーザー測深で詳細な地形図にするプロジェクトが始動（impress） 

 https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/chizu3/1452509.html 

〇 日本の「原子力技術」に欧米が注目 一度は進めた「脱原発」から回帰の動き 中国の先端技

術の独占に危機感も（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221102-SIELIZSIJRLXVN6UFL4HVSCGT4/ 

〇 中国海軍測量艦が領海侵入 鹿児島沖、通算８度目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221102-UDOJIMM5BFNS5IVJXUBAXYSCCA/ 

〇 米軍無人偵察機MQ9が初飛行 海自鹿屋基地（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/165368/ 

〇 北朝鮮が複数の弾道ミサイル、防衛省は日本のＥＥＺ外落下と推定（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-01/RKP17UT0G1KW01 

〇 北朝鮮が弾道ミサイル、日本海落下 韓国離島で空襲警報（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM28DCV0Y2A021C2000000/ 

〇 習氏３期目入り 「危機の時代自覚を」と産経 朝毎は中国との「対話」促す（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221102-KHG7N745INMZXNC26CX24ZQXDQ/ 

〇 北朝鮮、少なくとも 23発ミサイル発射 米韓演習に激しい対抗措置（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N31Y02I 

〇 北朝鮮、韓米合同演習に対し「米国が挑発を続ける場合、次の段階を措置」（ハンギョレ） 

 http://japan.hani.co.kr/arti/politics/44994.html 

〇 入間航空祭で注目 空自 C-2輸送機の地味～な部隊マークのナゼ 背景にある“脅威”（乗り

ものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/122644 

〇 北朝鮮から弾道ミサイル発射 EEZ外落下 ことし 29回目異例の頻度（NHK） 

 https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/91415.html 

〇 韓国海軍「昭陽」、旭日旗めぐる論争の中で横須賀港到着（中央日報） 

https://www.sankei.com/article/20221102-H4A4B7OHR5MYBIDXUAOJRQX5ZE/
https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-usa-idJPL4N31X4CJ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR26E180W2A021C2000000/
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01451/
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221101-OYT1T50263/
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/chizu3/1452509.html
https://www.zakzak.co.jp/article/20221102-SIELIZSIJRLXVN6UFL4HVSCGT4/
https://www.sankei.com/article/20221102-UDOJIMM5BFNS5IVJXUBAXYSCCA/
https://373news.com/_news/storyid/165368/
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-11-01/RKP17UT0G1KW01
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM28DCV0Y2A021C2000000/
https://www.sankei.com/article/20221102-KHG7N745INMZXNC26CX24ZQXDQ/
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 https://japanese.joins.com/JArticle/297275?servcode=A00&sectcode=A10 

〇 防衛相 “北朝鮮から少なくとも 2発弾道ミサイル” EEZ外落下か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221102/k10013877921000.html 

〇 米軍無人偵察機 試験飛行を初確認 鹿屋航空基地（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221102/5050020990.html 

〇 中国軍測量艦 口永良部島周辺の領海に一時侵入 ことし４回目（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20221102/5050020991.html 

〇 韓国軍 “北朝鮮 日本海と黄海に向けミサイル発射 10発以上”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221102/k10013878051000.html 

〇 政府 国家安全保障会議の閣僚会合開く 北朝鮮ミサイル発射で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221102/k10013878061000.html 

〇 北朝鮮がミサイル 10発以上発射、1発は公海上に 米韓訓練に反発か（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASQC230ZWQC2UTIL009.html 

〇 中国の海軍測量艦が領海侵入 鹿児島の口永良部島から屋久島付近に 通算８度目、限定

的な武器使用「海上警備行動」発令はなし（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221102-YPIDQJRGENINBLKWOZHVRY5RJQ/ 

〇 中国漁船が急旋回して米沿岸警備隊の船に突進＝「筆舌に尽くしがたい行為」も―台湾メ

ディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b903704-s25-c100-d0052.html 

〇 無人機MQ-9、鹿屋基地で初飛行！デモフライトは 11/5（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/137895 

〇 ロシアが米軍も止められない極超音速ミサイルをベラルーシに配備（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/11/post-100021.php 

〇 防衛力強化は安定財源必要、財政健全化と両立を＝諮問会議で民間議員（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/idJPL4N31Y2JO 

〇 尖閣近く、米軍と救難訓練 空自（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221102-ZM7L66XIVRKD7H2PGWLRN6RMAA/ 

〇 北朝鮮、境界線越え韓国方向に弾道ミサイル発射 分断後初めて（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221102-3QCKRNSKZBLBLGF4STBF7T36HA/ 

〇 空自救難隊と米特殊作戦部隊が東シナ海上や空域で捜索救難訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221102/5090020700.html 

〇 潜水艦航行のため？中国軍測量艦が領海侵入 屋久島周辺で今年４回目…漁業者「何を考

えているのか」（TBS） 

 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/194350?display=1 
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〇 防衛装備の研究開発で官民連携推進 諮問会議（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221102-LSSK7A3Q7RLGTHX4UPSMBXEIRY/ 

〇 海自の補給艦とインド海軍艦船が沖縄東方海域で共同訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20221102/5090020703.html 

〇 ＜独自＞防衛強化に５年４８兆円 防衛省積算 現行計画の１・７倍（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20221102-QL7FXWPFBNP6ZIHWSPSENX3E6E/ 

〇 北ミサイルに日本政府も警戒、官房長官「核実験などさらなる挑発の可能性」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221102-OYT1T50273/ 

 

０１（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ロシアの穀物合意停止、安保理で相次ぎ非難（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN31CHG0R31C22A0000000/ 

〇 北朝鮮、米韓に合同軍事演習の中止を要請 続行なら「追加措置」（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/northkorea-missiles-idJPL4N31W41M 

〇 国連、黒海の穀物運搬船を攻撃に利用とのロシアの主張を否定（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/ukraine-crisis-un-grain-idJPL4N31W41Y 

〇 積極的サイバー防御の「司令塔」新設へ…自衛隊や警察庁の指揮・民間ハッカー登用も検討

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20221031-OYT1T50257/ 

〇 国防の要・岩国基地の周辺に上海電力がステルス参入のナゾ 複雑怪奇な転売スキームでメ

ガソーラーを買収（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2022/11010556/?all=1 

〇 台湾・朝鮮半島「連動有事」１１月勃発か 米、金正恩氏の〝斬首作戦〟決意 中国「台湾攻

撃シフト」完成、日本に戦後最大の安全保障危機（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221101-W5NSXP6A6FPSHHZ2FMA4DKR4XE/ 

〇 日本が外国人による「敏感な地域」の不動産購入を禁止―独メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b903560-s25-c100-d0193.html 

〇 米国空軍がMQ-9 リーパーを日本に配備（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/123126 

〇 「米、６機のＢ５２を豪北部に配備」 中国の台湾侵攻と北朝鮮の核使用に警告（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20221101/3735724/1 

〇 旭日旗観艦式問題に韓国外相「盧武鉉政権時代には海自艦が自衛隊旗を掲げて仁川港に

入港」（朝鮮日報） 

 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2022/11/01/2022110180007.html 
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〇 アフリカ ソマリア沖の自衛隊の海賊対策 活動期限 1年延長決定（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221101/k10013876771000.html 

〇 米軍無人偵察機MQ9、5日のデモフライトへ準備着々…海自鹿屋基地内で自力走行を初

確認（南日本） 

 https://373news.com/_news/storyid/165311/ 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（11月 1日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221101/k10013868591000.html 

〇 韓国海軍の軍需支援艦きょう日本入港 ６日の国際観艦式に参加（聯合） 

 https://jp.yna.co.kr/view/AJP20221101001700882 

〇 プーチンが「核のボタン」を押せない事情（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49282 

〇 沖縄 米軍嘉手納基地 F15戦闘機が順次退役 暫定的に F22へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221101/k10013876891000.html 

〇 島津製作所、空自向け部品製造から撤退へ…低収益で防衛事業の継続困難（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20221101-OYT1T50156/ 

〇 日本提出の核兵器廃絶決議案 国連委で採択 “禁止条約”初言及（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221101/k10013877001000.html 

〇 アメリカ元国防長官パネッタ氏 ”彼はウクライナで勝てない”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221101/k10013876831000.html 

〇 中国非公式警察署「海外 110」、欧州で調査相次ぐ…異見者らに帰国要求（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/123056 

〇 横須賀に観艦式の各国艦艇集結 韓国海軍補給艦も到着（神奈川） 

 https://www.kanaloco.jp/news/social/article-947080.html 

〇 南西諸島の鹿児島県・馬毛島を整備 台湾有事に備え、海上・航空の両自衛隊の拠点に 

「島嶼部の住民、台湾在留邦人の退避も念頭」山下裕貴氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20221101-PKWBZPTXOVKXXK5MIAMYEN3ABQ/ 

〇 F-35戦闘機の調達：米企業のために自国民に大きな負担を課す日本の防衛省

（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20221101/f-35-13604476.html 

〇 Ｆ２２を日本に送りＢ５２を豪州に配備…米国、インド太平洋で戦略資産増やす（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/297255?servcode=A00&sectcode=A20 

〇 “脱・中国依存”なるか 南鳥島の海底でレアアース採掘へ 年間消費量の数百年分埋蔵

（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/438545 
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〇 米「国防戦略」は中国の外交・国防政策を意図的に歪曲＝外交部（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2022/11/01/ARTI53KsmqohY3jhwLgIG8Ui221101.shtml 

 

（了） 
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