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～海の News（令和 5年 1月）～ 

 

 

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

〇 尖閣調査ルポ 眼前に中国船緊迫「退去を」海保と応酬（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230131-OYTNT50005/ 

〇 尖閣調査を実施 中国海警局の妨害なし 中山石垣市長、上陸求める意向（八重山日報） 

 https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/20203 

〇 予備自衛官を「理由不明」で突然クビに 「明らかにしない」透明性に欠けるスタンスに疑念、

自衛隊にいったい何が（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230131-MM36KTLYOJIFPI4ZCWDKV32U3A/ 

〇 石垣市 尖閣諸島周辺で２回目海洋調査 中国船一時領海侵入も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230131/5090021785.html 

〇 日本が議長国の国連安保理 北朝鮮めぐりことし初の非公開会合（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230131/k10013965811000.html 

〇 米軍新部隊の横浜配備 知事が受け入れ表明「安保環境厳しい」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230131/k00/00m/010/033000c 

〇 主力戦車に続き「Ｆ１６」戦闘機、米政府内でウクライナ供与論が浮上 バイデン大統領は否

定も「空域からロシアの攻撃を防ぐ」渡部悦和氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230131-FRIZI7PH5NPCZD5PDQY53YGTMA/ 

〇 尖閣「国も上陸調査を」石垣市長 ヤギ食害、山肌崩落進む（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230131-OYTNT50094/ 

〇 沖縄・石垣市が尖閣諸島を守る気概 巡視船１０隻が中国海警局船に睨み 初のドローン使

用で上空から調査「東側斜面の崩落が深刻化」識者（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230131-R7W5I4JRTFJZXAQJ5OEWR7RGPM/ 

〇 「米国、台湾に近いフィリピンの基地使用権確保…中国との衝突に備える要衝地」（中央日

報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/300464?servcode=A00&sectcode=A00 

〇 戦闘機飛来でも敵基地攻撃の可能性 岸田文雄首相が衆院予算委で言及（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/228524 

〇 サイバー空間での安全保障強化へ「体制整備準備室」を設置（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230131/k10013966711000.html 

〇 【観察眼】中米両国が 2025年に戦争？“ミニハン氏”らの真意とは（CRI） 

 https://japanese.cri.cn/2023/01/31/ARTIMy3cFxCNF1LNb6rftIAE230131.shtml 

https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230131-OYTNT50005/
https://yaeyama-nippo.co.jp/archives/20203
https://www.zakzak.co.jp/article/20230131-MM36KTLYOJIFPI4ZCWDKV32U3A/
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230131/5090021785.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230131/k10013965811000.html
https://mainichi.jp/articles/20230131/k00/00m/010/033000c
https://www.zakzak.co.jp/article/20230131-FRIZI7PH5NPCZD5PDQY53YGTMA/
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230131-OYTNT50094/
https://www.zakzak.co.jp/article/20230131-R7W5I4JRTFJZXAQJ5OEWR7RGPM/
https://japanese.joins.com/JArticle/300464?servcode=A00&sectcode=A00
https://www.tokyo-np.co.jp/article/228524
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230131/k10013966711000.html
https://japanese.cri.cn/2023/01/31/ARTIMy3cFxCNF1LNb6rftIAE230131.shtml


R5．2．１ 

ひらかわ しんじ（幹候 34期） 

〇 岸田首相、NATO事務総長と会談 インド太平洋での連携強化を確認（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASR103QNCR1ZUTFK01H.html 

〇 中国はプーチン大統領のウクライナ戦争から学ぶ－ＮＡＴＯ事務総長（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-31/RPCJIQDWX2PS01 

〇 岸田首相が NATO事務総長と会談 ロシアや中国念頭に協力強化へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230131/k10013966921000.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（31日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230131/k10013945741000.html 

 

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

〇 尖閣沖の領海に中国海警局の船が侵入、海洋調査船に接近しようとする（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230130-OYT1T50034/ 

〇 中国船４隻が領海侵入 尖閣周辺、今年２日目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230130-MAGYHDG5KVM2PNHQCIB5YDMHMI/ 

〇 プーチン大統領、北極海の大陸棚延長巡り高官らと協議（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/russia-arctic-idJPL6N34E01V 

〇 【解説】 ドイツからウクライナへ戦車供与 なぜ決定に時間がかかったのか（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-64443192 

〇 尖閣沖合 中国海警局４隻が日本の調査船などに合わせ領海侵入（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230130/5090021764.html 

〇 尖閣諸島沖で中国海警局船が領海に侵入 海保が警告続ける（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230130/k10013964751000.html 

〇 尖閣 緊張の海洋調査…中国海警船 領海侵入し接近（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230130-OYTNT50072/ 

〇 「見張るかのように中国海警船が接近してきた」…尖閣周辺で緊張の海洋調査（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230130-OYT1T50087/ 

〇 米国がパラオに超水平レーダー施設を計画（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/134626 

〇 尖閣諸島で初のドローン調査 中国公船が領海侵入し、接近（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230130-KGO22YQ4KRLCLCJJD5VKXEB6NE/ 

〇 深刻な自然破壊進む…尖閣諸島、ドローン調査（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230130-L7PW6JWOHZL4RFIJZBHJY6I26A/ 

〇 神風特攻隊慰霊顕彰祭に思う日本と台湾の絆（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20230130-TAE6F347JFMJFDXYNAEG3PBNMM/ 

 

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

〇 「米中衝突は直感で 2025年」「第一列島線内で戦って勝つ」米空軍大将のメモ流出＝報道

（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/134500 

〇 習近平は信用できぬ 中国船侵入問題（まにら新聞） 

 https://www.manila-shimbun.com/category/politics/news268996.html 

〇 （社説）サイバー攻撃 危うさ伴う「能動防御」（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15540935.html 

〇 自衛隊を縛るドローン規制の時代錯誤「自撮り棒にカメラを付けて走った方が速い」

（Esquire） 

 https://www.esquire.com/jp/culture/column/a42666661/dol-anachronistic-drone-

control-law-constricting-the-self-defense-forces/ 

〇 ウクライナへの｢戦車供与｣に折れたドイツの苦悩（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/648857 

〇 自衛官冷遇の衝撃実態、ししゃも２尾の「横田飯」 ネットでは「病院食ですか？」の声 岸田

首相は心が痛まないのか 小笠原理恵氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230129-J5HKA56BBRKTZLUABK6SJ4VSGY/ 

〇 朝日の「戦争を防ぐ確かな手立て」とは？ 日本学術機構代表理事・政治学者 岩田温（産

経） 

 https://www.sankei.com/article/20230129-PVXLV43NA5MYLARFXMWOJBL56M/ 

〇 米海兵隊、グアム島の新基地が正式発足 沖縄から兵士移動へ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35199266.html 

〇 尖閣海洋調査船が石垣出港 市長同行、ドローン使用も（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8874173.html 

〇 海上自衛官の夫に豪華客船の旅を提案した結果… 鬼指令「3人家族だから“3直”だね」

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/124023 

〇 尖閣諸島周辺海域の海洋調査 石垣市と東海大学の調査船が出航（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230129/5090021760.html 

〇 ［社説］防衛産業の基盤強化へ有効な対策を（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK276910X20C23A1000000/ 
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２８（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 韓国・前大統領が「北朝鮮スパイ」活躍の隙を与えた理由、元駐韓大使が解説（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/316855 

〇 【反撃能力の保有】トマホークミサイル取得に 2113億円、財源は「増税」か「税外」か…詰まる

所カネの問題だ（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/105319 

〇 米、進む中国との戦争準備 5年以内に開戦か（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/134403 

〇 米国や日本よりハッキリと｢中国離れ｣を宣言…イギリスが中国に対し次々と強硬策を突きつけ

ているワケ（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/65899 

〇 韓国「核武装」議論、日本ではマスコミさえもスルー 軍事的威嚇を受け続ける日本は大丈夫

なのか 米シンクタンク提言「日米韓＋英仏『多国間の核の傘』」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230128-2C7E3NU4YFKIVEVIWCYTO5PNTY/ 

〇 “情報戦”に備え 来年 4月に専門部署新設で調整 政府（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230128/k10013963621000.html 

〇 砕氷艦「しらせ」昭和基地を離岸し帰路へ（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/123958 

〇 戦前・戦中・戦後、一貫して世論煽った朝日 戦後は方向性を変え安全保障の強化にことごと

く反対…今や「笛吹けど踊らず」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230128-NDHZXIXREVKSNKJX4KU2R43MOM/ 

〇 ウクライナ情勢、今後の戦闘で戦車が決め手となる理由（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35199246.html 

〇 台湾に近い沖縄の島で米軍が訓練を計画し、防衛省が全国の空港で利用を拡大しようとする

理由（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/227809 

〇 尖閣周辺に中国公船 ３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230128-SLEBLQWWZ5IRLPB6RTMTO4DLCA/ 

〇 増税してまで「防衛費増額」がなぜ必要なのか？ 台湾有事を想定した机上演習で見えた習

近平政権の焦り（AERA） 

 https://dot.asahi.com/dot/2023012700070.html?page=1 

〇 ウクライナ “ロシア軍が極超音速ミサイル使用 大規模攻撃も”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230128/k10013963931000.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（28日の動き）（NHK） 
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230128/k10013945701000.html 

 

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

〇 防衛三文書を読み解く「戦争は既に始まっている」（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2023/01/post_331980.html 

〇 米国が核攻撃を検討した 55年前の大事件…北朝鮮に拿捕された「プエブロ号」のいくつも

の謎（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/105288 

〇 中国と足並み揃え？「安保強化」に反対する朝日新聞 穏やかではない「軍拡」「軍事植民

地」の表現 「沖縄カード」で世論煽るか（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230127-W2IECBNJYJLVTDHFNHM54EM5TQ/ 

〇 中国はすでに台湾統一の能力を備えたのに、なぜ遅々として動かないのか―中国メディア

（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b908171-s25-c100-d0197.html 

〇 価格は国産哨戒機の 6分の 1…アメリカ製の大型無人機が自衛隊で｢令和の黒船｣と呼ばれ

ているワケ（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/65845 

〇 米議会報告書「中国企業、北朝鮮に核・ミサイル関連品目を継続的に輸出」（東亜日報） 

 https://www.donga.com/jp/List/article/all/20230127/3918055/1 

〇 尖閣周辺に中国船 ２日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230127-2HLHLEEZXFJPXH7L57HYRVAWKI/ 

〇 国連安保理決議違反で終末に向かう金正恩政権—誤算の可能性高まる（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/134342 

〇 島嶼防衛で高まる重要性 あらゆる任務において絶対に欠かせない存在 陸自最大の輸送

＆機動力「第１ヘリコプター団」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230127-E3NWWB5VT5IVDIYRWZASHLLD5U/ 

〇 元海上自衛隊現場トップが「防衛費増額」を痛烈批判 「岸田首相の施政方針演説は 50点

以下」（AERA） 

 https://dot.asahi.com/dot/2023012700009.html?page=1 

〇 ＜特報＞「海のドクターヘリ」知られざる洋上救急（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230127-CS3UYPLOHZLOJNLWJ2U3O2WFDA/ 

〇 法的制約で米軍からの訓練断る 自国を守れないニッポン（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29268 

〇 フィジー新政権、対中融和見直し 警察協力協定を停止へ（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20230127-SHR75EVBUVLZ3FACSPXRWZIFOE/ 

〇 日米の艦艇が沖縄周辺で補給訓練を行う（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230127/5090021745.html 

〇 九州・沖縄で離島防衛訓練 陸自と米海兵隊（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230127-EVMQK7S5B5JAHJHIF22IV7EFFM/ 

 

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

〇 無血で台湾統一を実現する秘策！？ 海底ケーブル切断で情報封鎖も（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00530/012300002/ 

〇 「じきにロシアは革命、内戦、破綻」…プーチンが青ざめるグローバルトップ戦略家 167人の

「恐るべき調査」（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/105137 

〇 Ｈ２Ａロケット４６号機打ち上げ成功 情報収集衛星を軌道投入（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20230126/5050021835.html 

〇 航空自衛隊と米空軍 沖縄周辺の空域で３１機が参加し共同訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230126/5090021718.html 

〇 海自 護衛艦事故で海保本部長”原因究明行う”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20230126/4000021069.html 

〇 中国海軍情報収集艦 沖縄本島ー宮古島間通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230126/5090021729.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（26日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230126/k10013945681000.html 

 

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

〇 日米同盟とは 国際情勢に応じ徐々に変化（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA247G10U3A120C2000000/ 

〇 中国への対決姿勢を強める米国（Business Journal） 

 https://biz-journal.jp/2023/01/post_331906.html 

〇 航空自衛隊「百里基地」にインド空軍機「Su-30MKI」がなぜやって来たのか（デイリー新潮） 

 https://www.dailyshincho.jp/article/2023/01250600/?all=1 

〇 判断間違えた朝日新聞ら左派メディア 日本の安全保障強化にことごとく反対 安保３文書、

反対運動は不発…予想される「沖縄に負担を強いるな」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230125-FG272H6APBMXJCTFGRAS6FPPDI/ 
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〇 宇宙めぐる安全保障の強化、ようやく重い腰上げた日本 元自衛官が考える課題と懸念

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14822501 

〇 中国のドローン侵入が増加 台湾周辺にリスクをもたらす（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/134009 

〇 台湾有事の米兵器備蓄「不十分」 米シンクタンク警告、ウクライナ支援の影響（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230125-ZPOYFIVGTZONXI2WJIQ6P7F7YY/ 

〇 外国の偽情報への対処、政府が新たな体制整備へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA252VN0V20C23A1000000/ 

〇 日米の艦艇が２３日まで沖縄周辺海域で共同訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230125/5090021704.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（25日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230125/k10013945661000.html 

 

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

〇 離島防衛の水陸共同訓練 沖縄や九州各地で初めて実施へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230124/5090021675.html 

〇 パトリオットは１発 5億円、 F-35戦闘機は 100億円超え…自衛隊「本当の軍事力とお値段」

（FRIDAY） 

 https://friday.kodansha.co.jp/article/290247 

〇 27年までに台湾有事「可能性排除できず」 前米軍司令官（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2415F0U3A120C2000000/ 

〇 尖閣接続水域、中国船の航行過去最多 1年間に 336日 進む武装化（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230123/k00/00m/040/269000c 

〇 〈特報〉中露に対抗 「戦略的コミュニケーション室」新設へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230124-DPPNMP2V7FLK5KUPWBCKVT5LYI/ 

〇 尖閣周辺で海洋調査へ 石垣市、昨年に続き２度目（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230124-CE6CF6N75VIZXEU7QLNNQVHPBE/ 

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/20230124/k10013945651000.html 

 

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

〇 日本への中距離ミサイル配備、米が見送りへ…「反撃能力」導入で不要と判断（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20230122-OYT1T50139/ 
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〇 中距離弾見送り、日米の役割分担見直し…台湾有事へ連携強化カギ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230123-OYT1T50008/ 

〇 対中政策で必要なのは「成長阻止」ではなく「振る舞いの是正」（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29171 

〇 国会と憲法改正 条文案の策定に着手せよ 「９条」でも合意形成を急げ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230123-SVECQO3BVFK2TBQGABSL7COCTU/ 

〇 防衛省が装備品輸出の需要を探るワケ（ニュースイッチ） 

 https://newswitch.jp/p/35505 

〇 米海兵隊の新戦闘部隊は何をし、沖縄とどう向き合うか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29206 

〇 「２１世紀の戦国時代」防衛力強化だけでは不十分 日本は食料・エネルギーの備えも重大な

課題 国際投資アナリスト・大原浩氏が緊急寄稿（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230123-EVJ2VHKLSVM6FHP3Y4QVYYPCAQ/ 

〇 アジアの軍拡競争、制御不能に陥る危険性がある理由（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35198905.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230123-CVNTWAZUVRPJ7NOQGDSER7ZH6Q/ 

〇 浜田防衛相「特定秘密」漏えい問題で勧告“深刻に受け止め”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230123/k10013957551000.html 

〇 アフリカ沖での海賊対策など担う護衛艦がむつ市大湊基地を出港（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/aomori/20230123/6080018536.html 

〇 空自三沢基地に偵察航空隊 グローバルホークで常時監視―青森（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023012300676&g=soc 

〇 空自とインド空軍 戦闘機の共同訓練公開 インドでも実施へ調整（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230123/k10013958101000.html 

〇 春節中も中国軍はミサイル発射訓練、中央テレビ「祝日でも戦闘準備を忘れない」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20230123-OYT1T50148/ 

〇 台湾海峡を「平和の海」にするために～戦争は始まると終わらない（論座） 

 https://webronza.asahi.com/politics/articles/2023011900004.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（23日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230123/k10013943001000.html 

 

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

〇 離島防衛で「移動式桟橋」 対中念頭、自衛隊部隊の上陸迅速化（時事） 
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023012100302&g=pol 

〇 米軍の「共同交戦能力」搭載へ イージス・システム艦２隻―集団的自衛権行使にも・防衛省

（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023012100303&g=soc 

〇 尖閣周辺に中国船 ６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230122-W27434C2HZN3HEI23YBI5DPLLQ/ 

〇 ＜独自＞沖縄初の補給拠点、５年で整備 防衛省の行程表判明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230122-S6FPEOKCQJMBRCRJ3ZJLJJM2DA/ 

 

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

〇 自衛隊のハラスメント 一時しのぎにせぬ対策を（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230121/ddm/005/070/114000c 

〇 コロナにかかった隊員に「あなた、馬鹿ですか」…海上自衛隊エリート幹部が“異例の解任”

（文春） 

 https://bunshun.jp/articles/-/60184 

〇 海賊対処の海自護衛艦に海上保安官が同乗しているのはなぜ？ 似て非なる両者の役割

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/123877 

〇 フィリピン 日本に巡視船供与など要請へ 南シナ海の警備強化で（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230121/k10013956091000.html 

〇 中国軍「２０２６年台湾侵攻」シナリオの真実 米シンクタンク公表 甚大な被害予測、それでも

米軍は軍事介入するのか（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230121-OFI7VD22XBPCPP2VQB5G24CHWI/ 

〇 ＜独自＞海保、大型測量船２隻新造へ 無人観測艇も搭載（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230121-Y7ZFLIBWTJILVGBFRKGZSU3WLI/ 

〇 海保の大型測量船新造、海洋権益確保に不可欠（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230121-O2OUQDP6TRNRDPR77NYQU5LGNI/ 

 

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

〇 韓国が「核武装」するかもしれない…！「安全保障オンチ」な岸田政権との決定的な差（現代

ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104947 

〇 日英同盟が 100年ぶりに復活? 防衛新戦略、戦闘機開発…礼賛一辺倒でよいのか（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/226248 
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〇 岸田首相が残した外遊課題 ウクライナへどう貢献するか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29181 

〇 下地島含め多様な空港運用が重要 防衛相、防衛体制強化に（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8833883.html 

〇 浜田防衛相 契約企業からの秘密情報漏えい対策で法整備の方針（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230120/k10013955251000.html 

〇 米軍の民間空港利用 浜田防衛相「地元への影響最小限に」（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230120/5090021636.html 

〇 沖縄県が「米軍離島救援訓練」拒否 反基地イデオロギーにとらわれ「県民の安全と生命を危

険にさらす」八重山日報の仲新城誠氏、県の対応に怒り（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230120-L7GJPTMOGZKFNB5V4DJDIEQJP4/ 

〇 空自とインド空軍の初共同訓練「ヴィーア・ガーディアン２３」 ロシア製の戦闘機が来日するの

は初、空自の戦術技量の向上に大きく寄与（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230120-LWCXSKE3URKX5OTMELURBGXDSA/ 

〇 中国念頭、日比が防衛協力強化 陸幕長「戦略的共通点」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230120-MAEIUTFKKZM2JP67OVEAJW7V3M/ 

〇 緊急発進、４～１２月で６１２回 前年比減も中国活発―防衛省（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023012000958&g=soc 

〇 中国軍の情報収集機１機 沖縄本島と宮古島の間を往復（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230120/5090021650.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（20日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230120/k10013931541000.html 

 

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

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/20230118/k10013931461000.html 

〇 馬毛島基地着工 米軍の訓練環境改善に有効だ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230118-OYT1T50239/ 

〇 いくら防衛費が増えても、誰も装備を使いこなせない…「戦わない軍隊」自衛隊の現実につい

て考える（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104918 

〇 なぜ海自の地方トップは｢防衛費増額は無条件には喜べない｣と話したか…日本の防衛力を

蝕む｢1%文化｣とは（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/65391 
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〇 ウクライナ戦争でロシアが仕掛けているサイバー攻撃（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230119-OYCSCYDSYVCYPOXOTGN6XMX7MU/ 

〇 エアバス A320ベースの哨戒機は生まれるか？ フランス次世代海軍機の研究スタート（乗り

ものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/123802 

〇 尖閣周辺に中国船 ３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230119-VVTWABZII5J2LM5ZDJZ6R3OKW4/ 

〇 護衛艦「いなづま」造船所ドック入り 船底の損傷状況を調査へ 尾道市・因島（FNN） 

 https://www.fnn.jp/articles/-/473108 

〇 日本、先制攻撃ミサイル能力を拡大（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/132921 

〇 護衛艦事故、問われる自衛隊の練度（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230119-Z5V7O6GOUVO7ZMGPYXCJSJYWDU/ 

〇 空自無人偵察機が飛行開始 青森・三沢基地（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230119-LRUE7OISYBLQTNTSBJXZQFSGDU/ 

〇 米軍の離島救援訓練中止へ 沖縄県が空港利用拒む（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230119-RBQKQWVZOJMBFONLAFRIXNNIIE/ 

〇 中国無人機が沖縄通過 防衛省、収集艦航行も確認（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230119-XUWI2LYERBJ2FM2OUPZ46MJWS4/ 

 

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

〇 「統合的抑止力強化」で日米合意、対中国政策“片肺飛行”では危うい（ダイヤモンド） 

 https://diamond.jp/articles/-/316230 

〇 台湾有事なら…米軍に「介入の軍事計画ある」＝米元高官（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/132477 

〇 台湾有事 民間の被害避けられないのに触れない米有力シンクタンクの机上演習（東京） 

 https://www.tokyo-np.co.jp/article/225802 

〇 偽情報戦争の時代 「第 6の戦場」で日本はどう戦うか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29157 

〇 メディアが報じる、岸田首相「安全保障外交」大成功のウラで…これから岸田政権に待ち受け

る「4つの壁」（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104844 

〇 インドネシアの海上警備の能力向上 日本の海上保安庁が支援（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230118/k10013952451000.html 
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〇 中国版 GPS「北斗」はどこまで進んでいる？ すでに 9兆円市場の知られざる実力（ビジネス

＋IT） 

 https://www.sbbit.jp/article/cont1/101748 

〇 台湾有事を見据えた同盟・同志国との連携強化 岸田首相の欧米歴訪 米側「ともに戦える

自衛隊」へ生まれ変わり要求か（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230118-YL2E4KQMJNL2TL6TBYKTG3ZQFE/ 

〇 【随時更新】ロシア ウクライナに軍事侵攻（18日の動き）（ＮＨＫ） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230118/k10013931461000.html 

〇 初の武力攻撃予測事態想定 住民を本土に避難させる図上訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20230118/5050021733.html 

〇 石垣市 ことしも東海大に委託し尖閣諸島沖で海洋調査へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230118/5090021603.html 

〇 巡視船「えちご」新潟 沖合で浅瀬に乗り上げ浸水 けが人なし（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230118/k10013952771000.html 

〇 ヒゲの隊長こと佐藤正久が警告「中国の台湾侵攻は２０２４～２７年」 ワタミ流チャイナリスク

ルール（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230118-FQZMPWL2ZZLTBJXWBBM4LCPIOE/ 

〇 アジア太平洋の陣営化 米国は大きな動きを試みている（中国網） 

 http://japanese.china.org.cn/jp/txt/2023-01/18/content_85066269.htm 

 

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

〇 北朝鮮 最高人民会議開催 核・ミサイル開発予算など決定か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230117/k10013951411000.html 

〇 弾頭交換型の新ミサイル開発へ、偵察・レーダー妨害・攻撃…世界的にも珍しく（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230116-OYT1T50277/ 

〇 世界で紛争・緊張が続く 2023年、ITに台湾有事と「超限戦」への備えはあるか（日経 BP） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/011301197/ 

〇 ウクライナ戦争で一変した世界 次はどこへ向かうのか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29089 

〇 日本近海で年末年始に起きていた恐るべき事態と中国がアメリカに仕掛ける「第三次世界大

戦」のプレッシャー（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104787 

〇 日米首脳会談で協議された「中国対策」の中身と、歴史の転換点における「中国の暴走」への

懸念（現代ビジネス） 
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 https://gendai.media/articles/-/104819 

〇 ロシアはなぜ、ウクライナで軍備がひっ迫しているのに東シナ海での中露共同演習に艦隊を

派遣したのか？（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104786 

〇 ロシア、ウクライナ侵攻の短期決着になぜ失敗？アメリカが明かした「宇宙」の攻防

（GLOBE+） 

 https://globe.asahi.com/article/14815744 

〇 ｢国産ミサイル｣にこだわるのはコスパが悪すぎる…防衛費大幅増額に元海自ナンバー2が首

をかしげるワケ（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/65259 

〇 3年前からの新部隊構想が具体化、日米が示した覚悟と課題（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/60059 

〇 尖閣周辺に中国船 １５日以来（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230117-ZGTMIFD3NRLXTALLKWW5R4XG5Y/ 

〇 軍事シミュレーション「机上演習」が現実味を帯びてきた まさに〝指呼の距離〟沖縄県与那

国島の北北西８０キロに着水した中国ミサイル（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230117-HTQI46AOIJLKVKH2IZ7H4ALIQA/ 

〇 台湾有事で想定される死傷者数、自衛隊への被害は？ 米模擬実験（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2023/01/post-100606.php 

〇 護衛艦事故「運航面に原因」 故障確認されず（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230117-O3MAS6RT2FOUBNJV4LEZWFBNWU/ 

〇 「自分の国は自分で守る」、戦後最大の転換を米国に示した岸田首相（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00179/011700150/ 

〇 護衛艦事故めぐり海自トップ “運航のあり方に原因か”（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20230117/4000020943.html 

〇 仏空母打撃群と海自護衛艦が共同訓練、アデン湾とアラビア海で（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230117-OYT1T50183/ 

 

１６（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 護衛艦事故 海自の練度不足が懸念される（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230115-OYT1T50182/ 

〇 安保 3文書改定は「眠れる巨人の覚醒」だが問題山積（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29088 

〇 大きく前進する日米同盟 大阪大教授・坂元一哉（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20230116-BFEUIRAV3JNORGWD5PT2C3X67M/ 

〇 「フランカーでかッ」インド Su-30 と日本 F-2並べてみた！ 空自公式の画像公開が話題に

（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/123767 

〇 中国が日本をミサイル攻撃する日（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230116-KDMJ2Z52XJMZDK72U5DELWERNQ/ 

〇 日本、中国抑止で米国との同盟以外に目を向ける－豪州や欧州とも連携（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-16/ROJWFQT1UM0W01 

〇 米空母打撃群 南シナ海を巡行（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=39634 

〇 西側兵器の「実験場」と化したウクライナ、防衛産業にとっては絶好の機会（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35198660.html 

〇 海自護衛艦 尾道 因島の造船所に接岸 船体の状況を調査へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230116/k10013951221000.html 

〇 中国海軍駆逐艦 沖縄本島と宮古島の間を太平洋に向けて航行（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230116/5090021581.html 

〇 【動画】米空母打撃群 南シナ海を巡行（看中國） 

 https://www.visiontimesjp.com/?p=39640 

 

１５（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日米首脳会談 世界の平和へ結束示した 同盟の決意を中朝は見誤るな（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230115-AD2DIBEALFKH5MLLKXL4FXZ6J4/ 

〇 航行不能の護衛艦「いなづま」、民間船でえい航…きょう入港予定（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230115-OYT1T50062/ 

〇 山口県沖で停泊していた護衛艦 えい航され広島県に移動開始（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20230115/4060015901.html 

〇 海自護衛艦の曳航開始、尾道の造船所へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230115-BBE2LWUJLJOUBF7OTSZVCJMH4Y/ 

〇 中国の南シナ海の浚渫・建設工事でサンゴ破壊 アナリスト「環境犯罪だ」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/132404 

〇 自力航行不能の護衛艦 えい航され広島県尾道市の沖合に到着（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20230115/4060015906.html 

 

１４（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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〇 バイデン氏、日本の防衛を強く支援と表明 岸田首相と会談（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-japan-summit-defense-idJPL4N33Y3NH 

〇 日米首脳共同声明の全文（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN13DPA0T10C23A1000000/ 

〇 日米首脳会談、日本の防衛力強化をバイデン氏が称賛－共同声明（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-13/ROFVNOT0G1KW01 

〇 台湾有事なら日本も軍事介入迫られる合意の意味（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/645783 

〇 ロシア軍また総司令官交代の異常事態…“戦犯”ゲラシモフ任命に透けるポスト・プーチン争

い（日刊ゲンダイ） 

 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/317181 

〇 日米首脳、反撃能力開発へ協力 「抑止・対処力強化」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230114-ZWRIJZ7Y2NPUXE4HAZZ4CRALJM/ 

〇 地政学のプロが 5分で解説｢軍事力と経済力で台頭する｣ロシアと中国の恐るべき思惑とは

（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/64943 

〇 「原則なき親中従米」の岸田政権 核廃絶めぐり現実離れした理想論 あきれ返る各国首脳、

広島Ｇ７を乗り切れるのか（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230114-FC7IBUHAVVJPPDQ5WATYJSGHRU/ 

〇 日米首脳会談 日米同盟強化の方針で一致【会談冒頭動画も】（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230114/k10013949351000.html 

〇 尖閣周辺に中国船 ２７日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230114-ACT7GPQKZFJPPMTS22QUDB45ZE/ 

〇 米空母打撃群、南シナ海での作戦行動開始 中国との緊張くすぶる中（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35198612.html 

〇 海上自衛隊、SH-60K哨戒ヘリコプター 初の除籍「8405」（FlyTeam） 

 https://flyteam.jp/news/article/138287 

〇 日米首脳会談 対中抑止を視野、防衛協力推進で関係深化 共同声明で中・露・北を名指し

「一方的な現状変更の試みに強く反対する」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230114-4X2QDHWLJVMQBKROP7PIJQPFJ4/ 

〇 ［社説］日米同盟の深化で世界の安定に貢献を（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK140NF0U3A110C2000000/ 

〇 時系列でみるウクライナ侵攻（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230104-ZK3I7JZKE5CHPPAFKK5ZTL6L3M/ 
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１３（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日米２プラス２ 安保戦略の具体化を急ぎたい（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230112-OYT1T50291/ 

〇 中国は中東で米国の「代役」になれるのか？（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29053 

〇 人口 80億人になった地球はこれからどうなるのか？（日経 BP） 

 https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00292/120500174/ 

〇 岸田首相の歴訪 欧州と連携し秩序を守れ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230113-KH3OUH3QY5KBJNTL5RLNP5YAHE/ 

〇 （社説）日米２＋２ 対中緊張緩和の戦略を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15525704.html 

〇 海上保安庁の指導受けマレーシア沿岸警備隊 南シナ海で訓練（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230113/k10013948201000.html 

〇 国連安保理 公開討論 “法の支配重要”意見相次ぐもロシア反論（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230113/k10013948301000.html 

〇 自衛隊「常設統合司令部」は「屋上屋」か？ （下） 陸海空司令部の機能見直しは不可欠

（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49474 

〇 岸田首相 カナダ首相と首脳会談 中国など念頭に連携強化で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230113/k10013948121000.html 

〇 米国が喜ぶ岸田首相の｢安倍化｣加速している事情（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/645579 

〇 三菱重工、富士通、日油、防衛費の増額で恩恵を受ける企業は？（＠DIME） 

 https://dime.jp/genre/1529459/ 

〇 「日英同盟」復活！ 岸田首相が〝安倍レガシー〟継承 共産中国の脅威が目前、協定署

名にこぎつけた「グッドジョブ」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230113-ZDFHCC5WVZLZVL3VWZWERI5PJQ/ 

〇 日米で反撃能力行使 運用具体化へ協議加速―対中念頭、抑止力強化・２プラス２（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023011200917&g=pol 

〇 米海兵隊改編、沖縄に新部隊 台湾有事警戒一段と（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023011200817&g=int 

〇 中国警戒、日米で南西シフト 宇宙にも広がる同盟関係（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023011201029&g=pol 
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〇 日米、極超音速兵器の迎撃システム共同研究で合意 軍事物資融通も（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230113/k00/00m/030/037000c 

〇 尖閣周辺に中国船 ２６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230113-ITUXVDYTJBNMPK23PGEVOY5SPI/ 

〇 米紙が詳細な調査報道「ロシア軍の“歴史的失敗”はなぜ起きたか」（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49471 

〇 中国大使の「日本侵略」発言…在豪日本人、歴史利用は中国の「常套句」（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/132101 

〇 本当に 2208億円で足りるのか…｢イージスシステム搭載艦｣を新造する防衛省に根本的に欠

けている視点（プレジデント） 

 https://president.jp/articles/-/65258 

〇 海自護衛艦事故 周辺の浅瀬に塗膜の付着確認 航路外れて接触か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230113/k10013948571000.html 

〇 露中「ルールに基づく国際秩序」に反論 安保理討論（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230113-4AE7BYOGZRKMROJ4SOVJ4VCAK4/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（13日の動き）（ＮＨＫ） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230113/k10013931391000.html 

 

１２（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 日英首脳がロンドン塔で会談、「円滑化協定」に署名…自衛隊と英軍の訓練しやすく（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230111-OYT1T50248/ 

〇 日英、防衛協力強化 両首脳が会談し「円滑化協定」に署名（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230112/k00/00m/010/003000c 

〇 日英、円滑化協定に署名 安保協力推進へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230112-XSN3DY3FMRJLXPNWNTYXIGBLHM/ 

〇 日米、敵基地攻撃力運用で協力 中朝抑止、南西諸島防衛を重視（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8797819.html 

〇 米中対立の最前線たる南太平洋 日米豪仏の連携を（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29050 

〇 フィリピン外交 米との連携は地域安定の要だ（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20230111-OYT1T50212/ 

〇 中国海警局「CCG5901」が海底資源探査か…!? インドネシア EEZ内への侵入も明らかに

（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104593 
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〇 ユーラシア世界の底が割れ、中国、ロシアは多極化の被害者となる（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104515 

〇 自衛隊「常設統合司令部」は「屋上屋」か？ （上） スタンド・オフ防衛能力の統合運用から考

える（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49473 

〇 岸田首相 英スナク首相と首脳会談 「日英円滑化協定」に署名（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230111/k10013947121000.html 

〇 日米「2プラス 2」終了 役割や任務の分担を検討で一致か（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230112/k10013947291000.html 

〇 日米２プラス２、対中抑止強化へ沖縄の海兵隊を改編（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230112-PNP73APNJZIZZA7VMLSMF5Z5W4/ 

〇 日米「2プラス 2」“反撃能力”の効果的な運用に向け協力で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230112/k10013947291000.html 

〇 日米、中国を「最大の戦略的な挑戦」と位置づけ 安保協力さらに強化（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/usa-japan-summit-blinken-idJPL4N33X07W 

〇 日米安保、宇宙にも適用 外務防衛２プラス２ 反撃能力も連携強化（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230112-PNP73APNJZIZZA7VMLSMF5Z5W4/ 

〇 日米両国、宇宙空間含めた防衛協力強化へ－米で２プラス２開催（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-12/ROCIOVDWLU6F01 

〇 日米 2プラス 2、日本の反撃能力運用で「協力を深化させる」（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230112/k00/00m/030/043000c 

〇 尖閣周辺に中国船 ２５日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230112-FWH4OBMASZPAFCG7IMDPM2FG4A/ 

〇 日米が軍事関係強化、中国の抑止念頭に沖縄の米海兵隊改編へ（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35198498.html 

〇 日米「2プラス 2」“反撃能力”の効果的な運用に向け協力で一致（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230112/k10013947291000.html 

〇 馬毛島の自衛隊基地着工 防衛省、アセス評価書公告 日米、計画進展を歓迎（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230112-EAC2RD5HJFPRFLF5DFUMI5R5FY/ 

〇 対中対処へ「政治」より「軍事」を優先 日米２＋２（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230112-ZX3PZP574ZLXTGY4OFELSQ6O6A/ 

〇 鹿児島・馬毛島での自衛隊基地建設、１２年経て着工…滑走路や火薬庫など整備（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230112-OYT1T50169/ 

〇 【観察眼】日本はまだ「平和国家」なのか?!（CRI） 
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 https://japanese.cri.cn/2023/01/12/ARTINoNmAXMnnl02ZbUPnNzh230112.shtml 

〇 馬毛島基地の本体工事、午後着工へ…４年程度の工期をかけ、滑走路２本や火薬庫などを

整備（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20230112-OYTNT50078/ 

〇 日米、南西諸島で連携深化 中国に対抗、有事対応に磨き（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230112-5OZTH4EPGZO2XAIHBV5PP7M474/ 

〇 オーストラリア、パプアと安保条約締結へ 中国けん制（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM125LI0S3A110C2000000/ 

〇 中国はなぜ趙立堅を表舞台から引っ込めたのか（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2023/01/post-100564.php 

〇 鹿児島 馬毛島 自衛隊基地の建設計画 工事に着手 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20230112/5050021666.html 

〇 米海兵隊を改編 沖縄に離島対応の部隊新設へ 日米で確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230112/5090021530.html 

〇 横浜市にアメリカ陸軍の小型揚陸艇部隊を新たに配備へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20230112/1050018436.html 

〇 日米 2プラス 2 共同記者会見の発言要旨（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA11D3W0R10C23A1000000/ 

〇 基地負担、リスク…海兵隊改編の影響注視する沖縄 日米 2プラス 2（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230112/k00/00m/040/191000c 

〇 日米 2プラス 2 人工衛星への攻撃、共同対処の「可能性」で一致（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230112/k00/00m/030/196000c 

〇 中国念頭、南西地域防衛強化も 鹿児島・馬毛島で自衛隊基地着工（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20230112/k00/00m/040/217000c 

〇 沖縄に離島防衛の新部隊 日米 2プラス 2の詳細と反応は？（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230112/k10013947431000.html 

〇 日米、反撃能力の「協力深化」 宇宙でも対日防衛（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA124RV0S3A110C2000000/ 

 

１１（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 岸田首相と伊メローニ首相が会談 外務・防衛当局の協議創設で合意（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230111-QNQZ3NUZMJPOLIFN2TY3QRUT3U/ 

〇 「60代の自衛官が 80代～90代の命を守る」自衛隊の「慢性的な人材不足」がもたらす“日

本のヤバすぎる未来”（文春） 
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 https://bunshun.jp/articles/-/59792 

〇 習近平氏、恒例｢新年の挨拶｣が台湾｢完全統一実現｣から｢両岸は親しい家族｣に一変した 

納得の理由（BUSINESS INSIDER） 

 https://www.businessinsider.jp/post-264166 

〇 ロシアが「朝鮮半島方式提案」 ウクライナ高官が発言（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8796338.html 

〇 米「宇宙は主戦場」と中国に危機感 露は不透明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230111-YZI2BRZ25ZLZPFEHIJ43OKSOZM/ 

〇 日本には反撃能力が必要、米国は対中抑止力を支持－当局者（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-11/ROBGGIT0G1LM01 

〇 岸田首相 英スナク首相と会談へ G7広島サミットに向け結束確認（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230111/k10013946751000.html 

 

１０（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 米が沖縄に「離島即応部隊」創設へ…海兵隊を２５年度までに改編、対中抑止力を強化（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230109-OYT1T50218/ 

〇 日仏首脳、安保協力を推進 23年前半に 2プラス 2開催へ（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0939R0Z00C23A1000000/ 

〇 イージスシステム搭載護衛艦とは違う イージスシステム搭載艦（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/123659 

〇 専門家が台湾をめぐる仮想戦闘をシミュレーション 米空母 2隻が損失と予言（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20230110/2-14512841.html 

〇 日仏首脳、今年前半の２プラス２開催で一致 中国念頭に現状変更に反対表明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230110-S3XP7PQQZBPJRJKDCCCVFT3RZM/ 

〇 「２０２６年台湾侵攻」シナリオ 中国は失敗するも日米に甚大被害 米研究機関（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230110-AF6MGBUI2NLWJN6DY2DKY6KU6Y/ 

〇 米、沖縄に即応部隊を創設へ 海兵沿岸連隊、離島防衛に備え（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8790456.html 

〇 尖閣周辺に中国公船、２３日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230110-JCR6WPCVEJIGTKQVMLQ6NERZW4/ 

〇 Ｇ７連携に中国威嚇か 台湾周辺の空海域で軍事演習展開 岸田首相が欧米５カ国歴訪を

スタート、仏で対中連携念頭に「意思疎通の強化を確認したい」（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230110-O7FIBRZOGRN33KO44VIY33UJ6I/ 
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〇 沖縄駐留の米海兵隊を改編 離島拠点の「海兵沿岸連隊」配備へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230110/k10013945531000.html 

〇 ロシア製戦闘機「フランカー」日本初降臨 空自とインド空軍の共同訓練 かつての“仮想敵

機”世界は変わった（乗りものニュース） 

 https://trafficnews.jp/post/123675 

〇 航空自衛隊とインド空軍 国内初の共同訓練へ 茨城 百里基地（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20230110/1000088445.html 

〇 日米安保条約 宇宙空間での攻撃にも適用で調整へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230110/k10013945881000.html 

〇 日米、対中で南西防衛強化 陸自 15旅団、師団格上げ（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8792855.html 

〇 ロシアの最新鋭戦闘機は怖くてウクライナ上空に飛べない──英国防省（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2023/01/post-100542.php 

〇 岸田首相、南半球の途上国「グローバルサウス」取り込みへ 中露にらみＧ７で連携（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230110-ELUXMMI4JJJDRLQJJNDFGFSI54/ 

〇 米、沖縄に離島即応部隊「海兵沿岸連隊」創設方針 日米２プラス２で確認へ（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230110-SXZQYTGL55LNZBRLDPPTTCP3KU/ 

〇 中国の台湾上陸作戦、米政策研究機関が机上演習…自衛隊の損失は航空機１１２機・艦艇２

６隻（産経） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20230110-OYT1T50165/ 

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/20230110/k10013931341000.html 

〇 海自護衛艦「いなづま」、なぎの瀬戸内で航行不能…周辺に７ｍの浅瀬も（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230110-OYT1T50207/ 

 

０９（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ウクライナ戦争「終結」に必要な安全保障の枠組み（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29045 

〇 日本は国土守る「核の抑止力」獲得を 中露首脳の〝握手〟で進む台湾侵攻、防衛費増額

だけでは守れない 国際投資アナリスト大原浩氏が緊急寄稿（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230109-JPDVGDTIJBKV7DRIEBVA5IAIYA/ 

〇 中国軍、台湾周辺で戦闘訓練 1カ月足らずで 2回目（） 

 https://jp.reuters.com/article/china-taiwan-defence-idJPL4N33U0TC 

〇 豪、対中抑止力を強化 米ロケット砲など導入（時事） 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230110/k10013945531000.html
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https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2023/01/post-100542.php
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https://www.sankei.com/article/20230110-SXZQYTGL55LNZBRLDPPTTCP3KU/
https://www.yomiuri.co.jp/world/20230110-OYT1T50165/
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230110/k10013931341000.html
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 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023010900289&g=int 

〇 宇宙空間に「日米安保５条」適用確認へ、人工衛星への攻撃想定…１１日の２プラス２で（読

売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20230109-OYT1T50126/ 

 

０８（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 台湾の対艦ミサイル部品、中国で修理…技術漏えいの懸念（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/131535 

〇 このままでは「米軍防衛のための運用」が可能に！？ 日本政府が新たに決定した「反撃能

力」の定義と問題点（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104348 

〇 「中国はどこまで攻めてくるのか？」…日本で決定的に不足している「徹底的な安全保障議

論」とは（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104349 

〇 大陸と結ぶ要衝、交流と緊張の対馬（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230108-TBSHFX3PWBLWTE5R54FC6W27LA/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ２１日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230108-DBCBH6RGQBNMLI6D6ISLSIVX4A/ 

〇 インドの戦闘機が日本に来る！それがなぜ重要なのか？（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29060 

〇 ＜FFM乗艦ルポ＞ 海自護衛艦 自動、省人化進む 長崎で建造、佐世保配備（長崎） 

 https://nordot.app/984634551433330688?c=174761113988793844 

〇 防衛相、安保 3文書実行に決意 離島奪還訓練視察「職責果たす」（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8785306.html 

 

０７（土）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 岸田首相が防衛費を増税で賄うことを推し進める背景に米国の「相手に手を出させる」いつも

の「お家芸」が（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104199 

〇 「日本の国際貢献度が低すぎる」とアメリカ議会が「暴発」寸前…首脳会談直前の岸田首相に

は“本気度”が求められている（現代ビジネス） 

 https://gendai.media/articles/-/104383 

〇 月内に尖閣で海洋調査 石垣市、１年ぶり２度目―沖縄（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023010600960&g=soc 
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〇 防衛産業育てた幕臣の覚悟 大阪経済部・牛島要平（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230107-CBXVDMMBO5OR5GNWZK2YK34YOA/ 

〇 2023年に起こりうる中国による尖閣奪取、日本がウクライナから学ぶべきこと（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230107-SV6NHHODLFKFJHCABWON4R2P24/ 

〇 尖閣周辺に中国船 ２０日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230107-T6J2BTVUPFL35OX6LCFHXAGT7I/ 

〇 中国は国際社会の「無法者」 サラミスライス戦略で侵食、東シナ海めぐり日本挑発 一気に

来る有事への警戒を（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230107-WRR7ORQPCNOXVDYUGFJZDFOPII/ 

〇 ＜特報＞台湾の防衛構想「将来、日本の参考に」李喜明元参謀総長（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230107-ZYIDPLXLRVMFTEGREBY3MSWWUY/ 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（7日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230107/k10013931301000.html 

 

０６（金）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 中国海警局の船 領海侵入過去最長に 海保 警備体制強化へ（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230106/k10013942191000.html 

〇 安保 3文書の運用で鍵となる「政策の統合」と「国力としての技術力」（Foresight） 

 https://www.fsight.jp/articles/-/49459 

〇 中国がこだわる“南シナ海の実効支配” 二枚看板の「キャベツ戦略」「サラミ戦略」とは？

（AERA） 

 https://dot.asahi.com/dot/2022122100101.html?page=1 

〇 バイデン氏、ウクライナへの歩兵戦闘車供与を検討（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/usa/35198249.html 

〇 尖閣周辺に中国船 １９日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230106-AKO36OULWFJPVG3CVEEVM4BGZU/ 

〇 日英首脳、中露念頭に安保「円滑化協定」署名へ…共同訓練の手続き簡素化（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230106-OYT1T50070/ 

〇 米海軍 ミサイル駆逐艦が台湾海峡通過と発表 中国軍は反発（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230106/k10013942871000.html 

〇 米海兵隊と陸上自衛隊 互いを敵と想定し戦闘訓練 国内初（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230106/5090021480.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（6日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230106/k10013931291000.html 
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〇 日米英豪の空挺指揮官が初会合 離島地域での運用議論 陸自習志野駐屯地（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230106-FUJQX3HLCZMKZDWWF3LNLCOR64/ 

 

０５（木）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 ツィルコン搭載艦を地中海へ ロシア大統領が就航命令（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230105-5RCJDWJVZBNDDNQNJYSW3Q5HAQ/ 

〇 「友好的に処理」一致 中比首脳、南シナ海問題（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230105-AIVFZQ5TRRM3NOXLW6WN7QBIQM/ 

〇 破壊措置命令とは ミサイル迎撃へ自衛隊出動（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA044D30U3A100C2000000/ 

〇 中国に接近するサウジ 中東での米中バランスはどうなる？（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/28922 

〇 （社説）北朝鮮の挑発 負の連鎖 断つ外交を（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/DA3S15519159.html 

〇 中国 フィリピン首脳会談 南シナ海 資源交渉再開へ協議（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230105/k10013941371000.html 

〇 インフラ防護に自衛隊活用、どう進める？（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL045LT0U3A100C2000000/ 

〇 尖閣周辺に中国船 １８日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230105-AHSEDN7QBBPRVD45U7PCJGYDQU/ 

〇 「ウクライナ領内のロシア兵は正当な軍事目標」 米ホワイトハウス（AFP） 

 https://www.afpbb.com/articles/-/3445841 

〇 ウクライナ、対ロシア〝３月大攻勢〟の狙い 不可欠な西側の支援、冬の凍結から解放「歩

兵、戦車、航空機の総合戦闘力そろう好機」渡部氏（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230105-FXRM3YAL3ZIQVI476LIN2BBZ5M/ 

〇 【独自】北の無人機、ソウル・竜山の大統領室上空 3キロまで侵入していた（朝鮮日報） 

 https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2023/01/05/2023010580031.html 

〇 外交予測座談会 台湾侵攻より先に尖閣諸島の現状変更がなされる危険 日本に残された

対抗手段は（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230105-OYZESVPG4ZNPVHEMHEQWZYVF7U/ 

〇 【解説】 北朝鮮の 2023年を展望 核開発、南北の緊張、金正恩氏の後継者……（BBC） 

 https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-64159592 

〇 「アドミラル・ゴルシコフ」、世界に比類なき兵器＝専門家（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20230105/14478457.html 
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〇 中国とフィリピンが共同声明、南シナ海問題の平和的解決で合意（REUTERS） 

 https://jp.reuters.com/article/china-philippines-idJPL6N33Q030 

 

０４（水）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 インド太平洋の視点 2023年に注目すべき 5つの重要課題（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/131230 

〇 2023年に第 3次世界大戦が始まる可能性のある 5カ所、うち 3カ所が中国周辺―米専門

家（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b907012-s25-c100-d0192.html 

〇 【外交予測座談会】中国による台湾侵攻はいつか ゼロコロナ政策の影響で前倒しになる可

能性（NEWSポストセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20230104_1827219.html?DETAIL 

〇 【外交予測座談会】台湾侵攻より先に尖閣諸島の現状変更がなされる危険 日本に残された

対抗手段は（NEWSポストセブン） 

 https://www.news-postseven.com/archives/20230104_1827220.html?DETAIL 

〇 「超限戦」に備えよ（日経 BP） 

 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nc/18/121900332/121900001/ 

〇 防衛装備移転、条件緩和へ ２３年度に結論、防衛産業を支援（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023010300192&g=pol 

〇 南極・昭和基地そばに中国が観測施設を設置 フジテレビ報道 日本側に事前連絡なくその

意図は 米で「環境に脅威 軍事・商業利用を画策」とも（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230104-GSWEQDJI6ZKLPIUAWRDBYJ6JEI/ 

〇 中国による台湾侵攻はいつか ゼロコロナ政策の影響で前倒しになる可能性（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230104-ZHMF34PFQNJUPP4TORNL5WDFDA/ 

〇 新年早々、中朝が日本に軍事的威圧 中国空母が無人機が沖縄通過 北朝鮮が連日ミサイ

ル発射（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230104-44T7ZIPMIRLPPL22EKHFBZBMXY/ 

〇 米中軍事競争の盲点、元米海兵隊員が中国軍の軍事顧問に（Newsweek） 

 https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2023/01/post-100492.php 

〇 中国の駆逐艦など３隻 西表島と与那国島の間を通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230104/5090021461.html 

〇 米中軍用機の接近、両国が動画公開 リスク浮き彫りに（CNN） 

 https://www.cnn.co.jp/world/35198163.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（4日の動き）（NHK） 

https://jp.reuters.com/article/china-philippines-idJPL6N33Q030
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 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230104/k10013931271000.html 

〇 中比首脳会談、南シナ海問題は「協議通じて処理」で一致…資源共同開発の協議再開へ

（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20230104-OYT1T50160/ 

〇 中比、石油開発交渉再開へ 南シナ海「友好的に対処」（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8771279.html 

 

０３（火）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 尖閣周辺に中国船 １６日連続（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230103-3EINWS6EYVPLVHMUPMO56DAOXM/ 

〇 中国空母「遼寧」航空機の発着３２０回に 東シナ海に戻る（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230103/5090021444.html 

〇 中国の無人偵察機が２日連続で沖縄本島と宮古島の間を通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230103/5090021446.html 

〇 中国の無人偵察機が２日連続で沖縄本島と宮古島の間を通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230103/5090021446.html 

〇 自衛隊、中国軍のWZ-7無人偵察機を初めて撮影―中国メディア（RecordChina） 

 https://www.recordchina.co.jp/b907013-s25-c100-d0193.html 

〇 米韓、北朝鮮の核使用対処へ机上演習 戦術核量産に懸念（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN030MN0T00C23A1000000/ 

〇 【解説】日本の艦艇は約 5年後に敵のミサイルを識別できるようになる（SPUTNIK） 

 https://sputniknews.jp/20230103/14467642.html 

 

０２（月）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 「借りた剣」無制限のハイブリッド戦争（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/131112 

〇 バイデン政権は「孤立主義との闘い」に勝利できるか（WEDGE Infinity） 

 https://wedge.ismedia.jp/articles/-/29000 

〇 「北京は台湾人の決意を見誤ってはいけない」─蔡英文が語った決意と課題（COURRiER） 

 https://courrier.jp/news/archives/310834/ 

〇 ロシアは中国の「植民地に」 ウクライナ高官が主張（時事） 

 https://www.jiji.com/jc/article?k=2023010200101&g=int 

〇 初めて確認の中国無人偵察機 沖縄本島と宮古島の間通過（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230102/5090021438.html 
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〇 「新冷戦」活用する北朝鮮…中露を「盾」に核高度化（中央日報） 

 https://japanese.joins.com/JArticle/299428?servcode=500&sectcode=500 

〇 尖閣周辺に１５日連続で中国公船（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230102-FKFAGA3W6VMULNR5NGFT2BO2PQ/ 

〇 トマホーク「役に立つか立たないか論争」に見える日本の課題（Forbes） 

 https://forbesjapan.com/articles/detail/53216 

〇 中国空母「遼寧」など 6隻、沖縄本島と宮古島の間を北上（朝日） 

 https://www.asahi.com/articles/ASR125RM3R12UTIL008.html 

〇 中国の偵察型無人機「ＷＺ７」、２日連続で沖縄周辺空域に…同機種の飛行確認は初（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/national/20230102-OYT1T50048/ 

 

０１（日）――――――――――――――――――――――――――――――――― 

〇 歴史の分岐点「戦後残してきた難題に答え出す」 首相が年頭所感（毎日） 

 https://mainichi.jp/articles/20221231/k00/00m/010/122000c 

〇 「全世代型社会保障、先送りせず」 岸田首相が年頭所感（日経） 

 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA287GK0Y2A221C2000000/ 

〇 年頭のあいさつ・岸田首相「先送りできない問題に答え出す」（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230101-5NVNVA76DBI2NLGYU7J2EU2TIA/ 

〇 平和な世界構築へ先頭に立て 防衛、外交、道義の力を高めよう（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20221231-OYT1T50113/ 

〇 ミサイル探知情報、日韓が即時共有を検討…現在は事後的な交換で即応に課題（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/world/20221231-OYT1T50195/ 

〇 「国民を守る日本」へ進もう 論説委員長・榊原智（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230101-OBUNZRKGWFK7TDXO6Z6YSSEPMA/ 

〇 日本が国連安全保障理事会の非常任理事国に 1月は議長国も（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230101/k10013939071000.html 

〇 ロシアが北朝鮮に販売した武器を買い戻した理由（東洋経済） 

 https://toyokeizai.net/articles/-/643544 

〇 2023年の世界はどうなる ウクライナ戦争、台湾情勢、世界の亀裂（NewSphere） 

 https://newsphere.jp/world-report/20230101-1/ 

〇 南シナ海への米軍機派遣は年間 600回以上 オーストラリア軍機も加わり、中国警戒

（zakzak） 

 https://www.zakzak.co.jp/article/20230101-MGDR7GTTABLPBPXP3HJ52IRDTI/ 

〇 尖閣周辺に中国船 １４日連続（産経） 
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 https://www.sankei.com/article/20230101-2VEODFQCZRKGBGDVTRXSXHPBYA/ 

〇 北朝鮮、金総書記は核兵器保有拡大打ち出す－１日もミサイル発射（Bloomberg） 

 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-01-01/RNS2YWDWLU6801 

〇 金正恩氏が核弾頭量産を指示、日米韓を「アジア版ＮＡＴＯ」と批判し敵意鮮明（産経） 

 https://www.sankei.com/article/20230101-OIIF7K62NJPE7DJTRA536SVA4U/ 

〇 「借りた剣」中国の核搭載ミサイルは米国の先端研究所から（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/131092 

〇 南西諸島の防衛力強化 奄美大島に自衛隊の港湾設備建設調査費（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20230101/5050021575.html 

〇 北朝鮮、大晦日に続き元日も弾道ミサイル発射…防衛相非難「国際社会の平和と安全脅か

す」（読売） 

 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20230101-OYT1T50050/ 

〇 「借りた剣」技術を盗むために作成された法律（大紀元） 

 https://www.epochtimes.jp/share/131093 

〇 米偵察機に中国戦闘機が異常接近、中国側は逆だと主張して反論（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20230101/5090021436.html 

〇 【詳細】ロシア ウクライナに軍事侵攻（1月 1日の動き）（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230101/k10013930821000.html 

〇 中国無人機が沖縄通過 初確認の機種、2日連続（共同） 

 https://www.47news.jp/news/8762857.html 

〇 初確認機種の中国軍無人機 沖縄本島と宮古島の間を飛行 防衛省（NHK） 

 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230101/k10013939761000.html 

 

（了） 
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