
平成26年の公安情勢の概況平成26年の公安情勢の概況
1月
January

北朝鮮
金正恩第1書記が「新年の辞」（1日）
を発表し，韓国との「関係改善」を
強調する一方，米韓合同軍事演習を
非難（共同）

2013年7月の軍事パレードに登場した「ノドン」

世界記憶遺産への登録申請に使われた史料の一部が
掲載されている書籍『鉄証如山』（29頁コラム参照）

3月
26日，北朝鮮が米韓合同
軍事演習に対抗して
弾道ミサイル「ノドン」を
5年ぶりに発射
（共同） 10月 4日，仁川アジア競技大会閉会式（同日）に

参加するため訪韓した黄炳瑞朝鮮人民軍
総政治局長ら北朝鮮高官が，韓国高官と面談

▶14頁へ

4月
April

2月
February

ロシア・ウクライナ
22日，反政府デモ隊と治安部隊の衝突が続いたウクライナで
ヤヌコビッチ政権が崩壊，ウクライナ情勢は混迷 ▶32頁へ

3月
March

中国
18日，中国が「中国人強制連行訴訟」の
国内での提訴を初受理したほか，同月には
「南京大虐殺」「慰安婦」関連史料の世界
記憶遺産への登録を申請 ▶29・30頁へ

国内・過激派／共産党
9日，共産党や過激派は，原発事故から3年経過
にあたり，反原発集会・デモに党員・活動家を動員
（共同） ▶60頁へ

ロシア
18日，ロシア東部軍管区司令官が，国後島及び
択捉島を含む同軍管区内に，2016年までに
150以上の兵士宿舎や文化施設などを建設する
計画を発表 ▶37頁へ

5月
May

北朝鮮・朝鮮総聯
29日，北朝鮮が，日朝政府間協議において，
拉致被害者を含む「全ての日本人」の
調査実施に合意（共同）

中国・米国
19日，米国司法省は，中国人民解放軍総参謀部第三部の
士官5人が米国企業へのサイバー攻撃で営業秘密を窃取
したなどとして起訴されたと発表（AFP＝時事）

▶16頁へ

▶12頁へ

8月 12日，択捉駐留部隊司令部が，
同島内で指揮参謀演習が
行われたと発表 ▶37頁へ

9月 24日，ロシアのイワノフ大統領
府長官が，北方領土の択捉島を
訪問（共同） ▶37頁へ

▶49頁へ

3月
18日，ロシアが，ウクライナ南部のクリミア自治共和国を
「併合」する旨宣言（ロイター＝共同） ▶32頁へ

9月
6日，朝鮮総聯・許宗萬議長が，同合意を受けた対北朝鮮
措置の一部解除により，8年ぶりに北朝鮮を訪問
（共同） ▶18頁へ

17日，混迷が続くウクライナで，
同国上空を飛行中のマレーシア
航空機が撃墜

▶32頁へ

▶15頁へ

7月

中国人民解放軍のサイバー
部隊が入るとされる建物
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6月
June

中東・国際テロ
29日，イラク・シリア両国で活動するISILが，「カリフ制国家」の「設立」を宣言
（AA/時事通信フォト）

8月 24日，主にナイジェリア北東部で
活動する「ボコ・ハラム」が新たな
占領地でのイスラム法による
統治を宣言

▶40頁へ

7月
July

中国・韓国
3日，習近平国家主席が大規模な経済代表団を
率いて訪韓，中国の党最高指導者が北朝鮮よりも
先に訪韓したことは初めて（AFP＝時事）

28日，北朝鮮船舶（2013年，パナマ当局に拿捕）の
運航関連会社「オーシャン・マリタイム・マネジメント・
カンパニー・リミテッド（OMM）」が国連安保理の
制裁対象に追加

1日，共産党や過激派は，集団的自衛権の閣議決定に
反発し，抗議行動に党員・活動家を動員（共同）

▶13・25頁へ

北朝鮮

▶48頁へ

国内・過激派／共産党

▶63・65頁へ

10月
October

8月
August

国内・オウム真理教
1日及び3日，公安調査庁は，公安調査官約260人を
動員し，全国24か所の教団施設に対する全国一斉
立入検査を実施するなどして，12月1日に5回目の
観察処分の更新請求へ ▶53頁へ

9月
September

中国・香港
28日以降，香港で学生を中心とした民主派が
デモを行い，2017年の次期香港行政長官選挙で
「真の普通選挙」の実施を要求（共同）

国内・右翼団体など国際テロ

▶22・31頁へ

国内・国際テロ
6日，ISILに戦闘目的で参加するため
シリアへの渡航を準備していた日本人
大学生の関係先が家宅捜索
（時事）

国内・過激派

▶42頁へ

11月
November

中国
10日，日中首脳会談が，約2年半ぶりに実施
（共同）

北朝鮮・朝鮮総聯

▶27頁へ

3日，アルカイダが，
新たな支部として「インド
亜大陸のアルカイダ」の
設立を宣言 ▶41頁へ

23日，右派系グループが
「全国一斉日韓断交アクション」を
実施 ▶68頁へ

29日，右翼団体が，「反中共デー」と称して，
在日中国公館に対する抗議活動や街宣活動
を実施 ▶67頁へ

▶44頁へ

10月 12日，カナダ首都オタワの
連邦議会議事堂で，
改宗イスラム教徒が銃を乱射

▶42頁へ

シリア反体制派の自由シリア軍関係者が，組織などに同行
していた邦人男性１人について，シリア北部のアレッポ付近で，
ISILとみられる武装集団に拉致されたと発言 ▶42頁へ

3月 18日，台湾で多数の学生が立法院を占拠し，
馬英九政権に対して「中台サービス貿易取決め」
の撤回を要求

8月

▶30頁へ

20日，革労協解放派・反主流派が，埼玉県川口市内において，辺野古沖のボーリング
調査を請け負った民間業者の社屋に金属弾を発射。過激派による民間企業に対する
ゲリラ事件としては13年ぶり ▶62頁へ

4日，朝鮮中央会館競売手続で，朝鮮総聯による
特別抗告等について，最高裁が棄却を決定

▶19頁へ

ザワヒリ声明を告知するウェブサイト
（「アル・ミンバル・ジハード・メディア」
ウェブサイト
〈http://alplatformmedia.com/vb/
showthread.php?t=35571〉）
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