------------------------------------------------------------0509 Futron

------------------------------------------------------------2005 年 9 月 8 日

人民網日本語版

有人宇宙船「神舟 6 号」、近く打上げへ
中国 2 基目の有人宇宙船「神舟 6 号」が、間もなく打上げられる。

または 10 月になるとみられる。宇宙事業部門は現在、宇宙船の各

船内には 2010 年上海万博のが持込まれる予定。中国航天科技集

指標に関するテストを進めており、まもなく実地テストに入る。正式

団公司の張慶偉総経理（社長）がこのほど、上海航天新区の着工

打上げ時期は、実地テスト結果によって調整があるものの、近いう

式の後に明らかに。総経理によると、飛行士らの船内テストが近く行

ちに実施見通しという。（編集 SN）

われ、最終的な乗組員が選定される。また、神舟 6 号打上げは 9 月

------------------------------------------------------------Sept.5, 2005 AW&ST

計画修復の先は？ ネグロポンテ氏の NRO 国家偵察局の衛星のレビューは機能障害に陥った宇宙取得システムに焦点を当てる
Beyond Repair?

Negroponte review of NRO satellites spotlights dysfunctional space acquisition system

Six years ago this week, the U.S. National Reconnaissance Office

satellites was based on simplicity. Boeing would replace the NRO’s

(NRO) rocked the aerospace industry by choosing Boeing to build its

massive and complex spacecraft with a constellation that split

next generation of secret imaging satellites, bypassing Lockheed

collection functions among smaller, more numerous satellites

Martin, the decade-long incumbent on the program. The new Future

(AW&ST Sept. 13, 1999, p.26) (以下略)

Imagery Architecture (FIA) of electro-optical and radar-imaging
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レーダが兵器になる
Radar Becomes a Weapon,
Directed energy takes an unexpected turn and surgaces as a handy antimissile device that can be built into aircraft, ship and ground-based radars.

Radar is emerging as one of the key weapons – nearly all of them

nonexplosive devices. (以下略)

still shrouded by secrecy – the Pentagon’s growing arsenal of

[編注] レーダのアンテナに相当するものがアクティブフェイズドア

するものにもなる。写真は F-15C のレーダ APG-63(V)2。素子数は

レイを利用した指向性ビーム兵器に化ける。相手の電子システムを

曖昧にするため発表画像ではぼかしてある由。

妨害するのみならず、製作中の大きなアレイでは電子機器を破壊

------------------------------------------------------------Sept.5, 2005 AW&ST

指向性エネルギー兵器を搭載する無人機
Unmanned Energy,
Many future directed-energy weapons will be carried by unmmaned aicraft
The Pentagon’s accelerating push to field nonkinetic weaponery will

the weapons they carry – which will rely on large electronic pulses –

bring with it a concomitant demand for more unmanned aircraft.

and protection from air defenses that must be penetrated for a

The reasons for that choice are the options provided by removing

successful mission. When using short-range, directed-energy devices,

aircrews from the aircraft, both for thieir protection from the effect of

effective range can be as little as a kilometer. (以下略)
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スタートアップのロケット製造会社が政府の$30M の契約を獲得
Start-up rocket firm wins $30M government pact
Start-up rocket maker Space Exploration Technologies won a $30

Government officials are following the company's work on its

million contract to launch a U.S. satellite into orbit. Space

smallest rocket because the device could give the military the ability

Exploration is a young company and has not yet completed a first

to deploy small satellites within hours.

launch. It is preparing to compete against Boeing and Lockheed

(9/8)

The Wall Street Journal

Martin by developing a more powerful version of its first rocket.
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September 8, 2005 -

安全保障の指導者は自然災害にうろたえている
Security leaders worry about natural disasters
Nearly half of security leaders polled in a recent study say their

about a natural disaster than a terrorist attack. The study was

emergency response organizations have not made significant

conducted before Hurricane Katrina.

improvements in preparedness since the Sept. 11, 2001, terrorist

(Mo.)/Associated Press (9/6)

attacks. The officials also said they are four times more worried
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NASA は若い労働者の不足に直面するかもしれない

The Kansas City Star

NASA may face shortage of younger workers
NASA is facing stiff competition for the "best and brightest" young

shortage has prompted the Department of Defense to propose

minds. Many of its science and engineering workers are approaching

financial incentives to students in critical science, math, engineering

retirement, and NASA and several industry associations have warned

and foreign languages in return for a service commitment after

of an impending shortage of aerospace workers. The possible

graduation.

Florida Today (Melbourne) (9/4)
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ボーイング F-15 がシンガポールの戦闘機の競争に勝つ
Boeing F-15 wins Singapore fighter competition
The Boeing Co. has triumphed over Dassault Aviation in Singapore's

Dassault said Sept. 6. . . .

competition to supply up to 20 new fighter jets,

３チームが NATO のミサイル防衛インテグレーション作業に競合している
Three teams vying for NATO missile defense integration work
Three industry teams are expected to compete for a NATO contract

medium-range ballistic missiles. . . .

to integrate alliance members' defenses against short- and

米陸軍 FCS 将来戦闘システムのクラス 1 UAV がデモ飛行予定
FCS Class 1 UAV to fly in upcoming demonstration
The Class 1 unmanned aerial vehicle being developed for the Army's

at Fort Dix, N.J., on Sept. 21-22,

...

Future Combat Systems program will participate in a demonstration

アリアンスペースはタイコム 5 衛星の打上げ契約
Arianespace signs deal to launch Thaicom 5 satellite
LAUNCH DEAL: Coming off the successful launch of Thaicom 4
for Thailand's Shin Satellite, Arianespace has signed a contract to

シャトルの遅れでスペースハブ社の経営影響を受ける

launch Thaicom 5, the company said Sept. . . .

Spacehab financial results affected by shuttle slips
commercial space services provider Spacehab said its fourth quarter

space shuttle, but that figures for its

...

financial performance was affected by slips in the launch of the

国防省はミッシシッピ州の携帯電話を衛星で支援している
DOD supporting Miss. mobile phones with satellites
SATELLITE SUPPORT: The Defense Department is providing some

Coast region affected by Hurricane Katrina, according to the

...

military satellite bandwidth to mobile phone companies in the Gulf

カトリーナに対応した軍の支援が増大
Katrina military support continues to grow
More U.S. military equipment and personnel are continuing to pour

Defense Department said Sept. 5 and

...

into the Gulf Coast region in response to Hurricane Katrina, the

今週後半に NASA の 2006 年度の予算がでる, Frist 上院議員
Frist: NASA spending bill to come later this week
The

Senate

plans

to

address

its

fiscal

2006

Commerce-Justice-Science appropriations bill, including $16.4

billion for NASA, later this week, Senate Majority Leader Bill Frist
(R-Tenn.) said Sept.

...

フィンメカニカ、ロシアの会社は新しいパートナシップを結ぶ
Finmeccanica, Russian companies set up new partnerships
Alenia Aeronautica and Aermacchi, two Finmeccanica companies,

Russian aviation companies, Finmeccanica said. . . .

will establish industrial and commercial partnerships with two

米海軍は 6 個のシェアド偵察ポッドを発注
Navy orders six Shared Reconnaissance Pods
RECON PODS: The U.S. Navy awarded a subsidiary of Raytheon

Pod systems at its Indianapolis facility for

...

Co. a $19.9 million contract to produce six Shared Reconnaissance

グッドリッチ社は短波長赤外線システムの Sensors Unlimited 社を$60M で買収
Goodrich to buy Sensors Unlimited for $60M in cash
ACQUISITION: Goodrich Corp. said Sept. 6 that it will buy Sensors

Unlimited builds short-wave infrared systems

Unlimited Inc. of Princeton, N.J., for $60 million in cash. Sensors

------------------------------------------------------------Week of September 5, 2005
TOP NEWS STORIES

This Week's SatNews
http://www.satnews.com/frames.html

インテルサットは PanAmSat を$3.2B で買収
…

Intelsat Purchases PanAmSat for $3.2 Billion

PanAmSat, JSAT ジョイントベンチャはオービタルに Horiszons-2 衛星を発注
…

PanAmSat, JSAT JV Orders Horizons-2 Satellite from Orbital

プロトンは Anik F1R を 9 月 9 日に打上げ予定

...

…

Proton to Launch Anik F1R on Sept. 9

MDA はロッキードにランデブー・ドッキングを開発、ボーイングに安全着陸の開発をさせる計画
…

MDA to Develop Rendezvous, Docking Info Solution for Lockheed; Safe Landing Info Solution for Boeing

2009 年までに 59％の TV 保有者は ITV を装備するものと Kagan は予測
…

Kagan Predicts 59% of TV Households Will Be ITV-Equipped by 2009

EMS は主要な衛星ペイロードの契約を勝ち取る
…

EMS Wins Major Satellite Payload Contract

XCOR はメタンロケットエンジンの開発を完了
…

XCOR Completes Development of Methane Rocket Engine

Westar は Texas の顧客を SBC カンパニーの光ファイバーサービスで接続
…

Westar Connects Texas Customers via Fiber-Optic Services from SBC Companies

------------------------------------------------------------8/29/2005 to 9/2/2005

AstroExpo.com

http://www.astroexpo.com/news/TopNewsbyType.asp?PRType=03LAUNCHES

Launch News
9/2/2005 –軍事衛星が金曜に打上げ予定
9/2/2005 - Defense Ministry Satellite to be Launched into Space on Friday
MOSCOW, September 1, 2005 - /RIA Novosti/ - A spacecraft

Baikonur space center in Kazakhstan, a spokesman for the Russian

carrying a Russian Defense Ministry satellite is scheduled to be

Federal Space Agency said Thursday. "The Soyuz-U carrier rocket

launched Friday at 1:50 p.m. Moscow time (09:50 GMT) from the

with a Kosmos series satellite, m - ...

9/2/2005 – 9 月 8 日にプログレスが ISS に打上げ予定
9/2/2005 - Progress Cargo Craft to be Launched to ISS on September 8
MOSCOW, September 1, 2005 - /RIA Novosti/ - A Progress M-54

Station (ISS) on September 10 at 6.49 p.m. Moscow time (2.49 p.m.

cargo craft will be launched on September 8 at 5.08 p.m. Moscow

GMT), a spokesman for Russia's Federal Space Agency said

time (1.08 p.m. GMT) and will dock with the International Space

Thursday. Vyacheslav Davidenko said - ...

9/2/2005 – ESA 衛星がプレゼックに打上げ準備のため持込まれた
9/2/2005 - ESA Satellite Brought to Plesetsk for Pre-Launch Preparations
MOSCOW, September 1, 2005 - /Itar-Tass/ - A train has transported

launch on the conversion carrier rocket will begin on Friday, the

the European satellite Cryosat from Arkhangelsk to Russia’s northern

deputy chief of the Plesetsk cosmodrome, Anna Potekhina, told

cosmodrome Plesetsk on Thursday. Preparations of the craft for the

Itar-Tass. C - ...

9/2/2005 –ILS プロトンが Anik F1R を打上げ予定
9/2/2005 - ILS Proton to Launch Anik F1R
Sept. 1, 2005 Payload: Anik F1R Eurostar E3000 platform Separated

M Weight at liftoff: 691,272 kg (1.5 million lbs), including pa - ...

mass: approx. 4,500 kg (9,900 lbs) Launch Vehicle: Proton M/Breeze

9/1/2005 –

欧州の衛星 CryoSat は南極の氷の厚みを測定する予定

9/1/2005 - European Satellite CryoSat to Measure Ice Depth in Antarctic
MOSCOW, August 31, 2005 - /Itar-Tass/ - The European satellite

European satellite will be brought by train from Arkhangelsk to

CryoSat that will be brought to the spaceport Plesetsk in the next few

Plesetsk,” chief press officer of the Russian Space Troops Col.

days will measure the ice depth in the Antarctic and Greenland. “The

Alexei Kuznetsov to - ...

9/1/2005 – 初のカザクスタンの衛星が年末に打上げられる予定
9/1/2005 - First Kazakh Satellite to be Launched at the End of the Year
MOSCOW, August 31, 2005 - /RIA Novosti/ - The first Kazakh

launch date of December 25, 2005, the program's chief engineer said

communications satellite, KazSat, will be delivered to the Baikonur

Wednesday. Eduard Radchenko, the chief engineer of the

space center in Kazakhstan at the end of November, with a scheduled

Russian-Kazakh KazSat program - ...

8/30/2005 -

宇宙に送られた衛星を回収

8/30/2005 - Return Satellite Sent into Space
Aug. 29, 2005 - /CRI/ - China has successfully sent into space a

has entered its target orbit and is operating normally. During its flight,

return-satellite for scientific and technological experiments using a

the satellite will carry out scientific research, land surveying a - ...

self-developed rocket carrier of the Long March series. The satellite

8/30/2005 – 中国は新しい実験衛星を打上げ
8/30/2005 - China Launches New Experimental Satellite
Aug. 30, 2005 - /Xinhua/ - China sent its 22nd return experimental

The satellite has entered the preset orbit and is now operating

satellite onto the orbit with a Long March-2IV rocket carrier from

normally, according to the Xi'an Satellite Measuring and Control

the Jiuquan Satellite Launching Center, in the northwest, Monday.

Center, in northw - ...

8/29/2005 -

プレツェックからキャリアロケットが打上げられる予定

8/29/2005 - Carrier Rocket to be Launched from Plesetsk
MOSCOW, August 26, 2005 - /RIA Novosti/ - The launch of a Rokot

Russia's north, a Russian Space Agency Roscosmos spokesman said

carrier rocket with a double-purpose spacecraft is scheduled Friday

Friday. The spokesman said the launch was scheduled for 10:34p.m.

at the Plesetsk space center in the Arkhangelsk region in European

(6:34p.m. GMT), bu - ...

8/29/2005 – NASA のスペースシャトル進捗レポート：S05-027
8/29/2005 - NASA's Space Shuttle Processing Status Report: S05-027
Aug. 26, 2005 NASA's Space Shuttle fleet is housed and processed

Module Location: Orbiter Processing Facility Bay 3 Launch Date:

at Kennedy Space Center, Fla. Discovery (OV-103) Mission:

NET March 2006 Launch Pad: 39B Crew: Lindsey, Kelly, Sellers,

STS-121 - 18th ISS Flight (ULF1) Payload: Multi-Purpose Logistics

Fossum, Nowak, Wilso - ...

8/29/2005 – ロシアの地質調査の衛星がプレツェック宇宙センタから打上げられた
8/29/2005 - Russian Earth-Sounding Satellite Launched from Plesetsk Space Center
MOSCOW, August 27, 2005 - /Itar-Tass/ - Russia's new satellite for remote sounding of the Earth's surface, Monitor-E, was launched from
Plesetsk space center in the North of European Russia at 22:34 Moscow time (18:34 GMT) Friday, Colonel Alexei Kuznetsov, the chief press
officer of Russian Space Troops said. The satellite was lifted into space - ...
8/29/2005 – NASA の使捨てロケットのステータスレポート: F05-009
8/29/2005 - NASA Expendable Launch Vehicle Status Report: E05-009
Aug. 26, 2005 Mission: Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder

Launch Pad: Space Launch Complex 2 (SLC2), Vandenberg Air

Satellite Observation and CloudSat (CALIPSO/CloudSat) Launch

Force Base, Calif. Launch Date: NET, September 29, 2005 The

Vehicle: Boeing Delta 7420 w/Dual Payload Attach Fitting (DPAF)

CloudSat spacecraft was f - ...

8/29/2005 – ドニエプルの５番目の打上げミッション
8/29/2005 - DNEPR Fifth Launch Mission
On August 24, 2005 at 01:10 a.m. Moscow time the 5th Dnepr

mission was prepared by International Space Company (ISC)

launch mission (a converted SS-18 ICBM) blasted off from the

Kosmotras in cooperation with the Russian Ministry of Defense and

launch silo located at the Baikonur Cosmodrome. This launch

the Russian Federal Space Agency. The laun - ...

------------------------------------------------------------2005 年 9 月 7 日 18:40

WIRED NEWS (2005/09/07)

『グーグル・マップス』ハリケーン被災の衛星写真
http://hotwired.goo.ne.jp/news/20050907201.html

地図検索サービス『グーグル・マップス』が、ハリケーン『カトリーナ』

様子などが確認でき、被災前の写真との比較もできるようになって

で被災したニューオーリンズの衛星写真を公開。広範囲に冠水した

いる。

------------------------------------------------------------2005 年 9 月 7 日 18:40

WIRED NEWS (2005/09/07)

米ハイテク企業、『カトリーナ』被災地の支援活動を開始
http://hotwired.goo.ne.jp/news/20050907202.html

米インテル社や米マイクロソフト社といったハイテク企業が、ハリケ

ヵ所の避難所に音声およびデータの通信システムを構築する作業

ーン『カトリーナ』で被害を受けた地域の復旧作業を支援している。

を行なう予定。

必要機器や従業員を送込み、赤十字社ネットワークを中心に、数百

------------------------------------------------------------2005 年 9 月 7 日 17:00

時事通信社「世界週報」

９月２０日号目次

[抜粋]

特集・中国の軍事力
米国防総省リポートが示した警戒感（茅原郁生）
ドキュメント／米国防総省の中国の軍事力に関する報告書─抄訳（上）
日本と世界の安全保障／新内閣の喫緊の課題は沖縄基地問題（志方俊之）
今週の軍事情報／軍艦から消え始めた海図（江畑 謙介）
知られざる自衛隊／自衛隊の不祥事対処（風間 實）
日本の国益委員会／わが国の技術散逸危機と対応策（大隈慎吾）

-----------------------------------記事１／特集・中国の軍事力
米国防総省リポートが示した警戒感──中国国防費の実態
拓殖大学国際開発学部教授

茅原郁生

7 月下旬に米国防総省は議会に当てた「中国の軍事力の年次報

た。中国の軍事力の強化動向が懸念されている折から、その国防

告書」（以下、米国防総省報告）を公表し、中国が「確実に 21 世紀

費に関して仕組みはどうなっているのか、公表国防費と実態との乖

のアジア地域の不安定要因になる」とし、「最大の通常型脅威」とし

離はなぜか、国防費増額の背景や動機は何かなどを解説してみた

て注目された。その第 4 章で中国の実質国防支出を最大 900 億ド

い。

ルと見て米ロに次ぐ世界第 3 位に急増したことへの警戒感を表明し

かやはら・いくお 1938 年生まれ。防衛大学校（第 6 期）卒。元陸将補。陸上

門は中国軍事、アジアの安全保障。著書に「安全保障から見た中国」「中国

自衛隊師団幕僚長、防衛研究所研究室長、研究部長、この間に外務省出

軍事論」、編著に「中国エネルギー戦略」「中国空軍」「中国は何処に向か

向、ロンドン大学客員研究員などを経て 99 年から現職。学生センター長。専

う？」「中国の核・ミサイル・宇宙戦力」など

------------------------------------------------------------[打上げ予定]

September 27

06:30Z? Delayed from May 18, mid-July, Aug. 25

Vehicle: Kosmos 3M (N°104)

/// Site: Plesetsk (Russia)

///

Launch provider: AKO Polyot

---------------- ---------------- ---------------Payload: Tsinghua 2 (China-DMC+4)

Prime: Carlo Gavazzi Space

Mission: Remote Sensing, Disaster Monitoring

Platform: Safir

Operator: Tsinghua University (Russia)

Launch mass: 60 kg

Prime: Tsinghua University, Surrey Satellite Technology Ltd.

----------------

Platform: MB-100 (Improved UoSat)

Payload: Sinah 1

Launch mass: 140 kg

Mission: Technology

----------------

Operator: Iranian Research Organisation for Science & Technology

Payload: TopSat

(Iran)

Mission: Military Remote Sensing Technology

Prime: Iranian Research Organisation for Science & Technology

Operator: Qinetiq, British National Space Centre (Great-Britain)

Launch mass: 20 kg

Prime: Surrey Satellite Technology Ltd.

----------------

Platform: MB-100 (Improved UoSat)

Payload: CubeSat XI-V (to be released from SSETI-Express)

Launch mass: 108 kg

Mission: Technology

----------------

Operator: University of Tokyo (Japan)

Payload: SSETI-Express

Prime: University of Tokyo

Mission: Education

Platform: [CubeSat]

Operator: Student Space Exploration and Technology Initiative

Launch mass: 1 kg

(Europe)
Prime: Student Space Exploration and Technology Initiative

Payload: UWE-1 (to be released from SSETI-Express)

Launch mass: 80 kg

Mission: Technology

----------------

Operator:

Payload: Mozhayets 5

(Germany)

Mission: Geodesy, Education, Amateur Radio

Prime: Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Operator: Mozhaiskiy Military Space Engineering Academy (Russia)

Platform: [CubeSat]

Prime: NPO Prikladnoy Mekhaniki

Launch mass: 1 kg

Platform: Strela 1M?

----------------

Launch mass: 64 kg

Payload: Ncube 2 (to be released from SSETI-Express)

----------------

Mission: Technology

Payload: Mesbah (Safir 313)

Operator: Norsk Romsenter (Norway)

Mission: Technology, Remote Sensing, Messaging

Prime: Norsk Romsenter

Operator: Iranian Research Organisation for Science & Technology

Platform: [CubeSat]

(Iran)

Launch mass: 1 kg

Bayerische Julius-Maximilians-Universität
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France In Space

is a weekly synthesis of French space activities based on French press.

It is provided by the CNES office in Washington D.C.. Contact: france-in-space@ambafrance-us.org
CNES とロスコスモスは将来の ISS プロジェクトで共同作業する
- 1: CNES AND ROSKOSMOS WORK TOGETHER ON FUTURE ISS PROJECTS
フランスの当事者がガリレオのプロジェクトで参集
- 2: FRENCH OFFICIALS MEET FOR THE GALILEO PROJECT
クライオサット衛星はプレツエックへの途上
- 3: CRYOSAT SATELLITE ON ITS WAY TO PLESETSK

Würzburg

Corot 宇宙望遠鏡の組立て段階が始まる
- 4: ASSEMBLY PHASE OF THE COROT SPACE TELESCOPE BEGINS
欧州委員会は ULA の創設に賛成
- 5: EUROPEAN COMMISSION IS OK WITH THE CREATION OF ULA
要 約
- 6: IN BRIEF

CNES とロスコスモスは将来の ISS プロジェクトで共同作業する
- 1: CNES AND ROSKOSMOS WORK TOGETHER ON FUTURE ISS PROJECTS
Following the signature of the cooperation agreement in March 2005

systems. For the mid-term (2007-2011), CNES and Roskosmos study

(cf. France in Space No 287 article 1), CNES and the Russian space

the possibility to equip the ISS Russian segment with French

agency Roskosmos have begun to implement a common framework

scientific instruments to complement those of the Columbus module.

for human spaceflight programs and activities onboard the

Finally for the long term (2011-2018), both agencies consider using

International Space Station (ISS). On this subject, the short-term

the ISS for research programs in astrophysics and plasma physics,

cooperation is based on various projects such as biomedical research,

and for testing new space technologies dedicated to future robotic

Earth observation from the ISS, microgravity and life support

and manned exploration missions. [CNESQuiSePasse July 2005]

フランスの当事者がガリレオのプロジェクトで参集
- 2: FRENCH OFFICIALS MEET FOR THE GALILEO PROJECT
The French Minister of Foreign Affairs Philippe Douste-Blazy

first European aerospace center in terms of research and education, is

gathered in Paris August 31 the policy makers and industry actors

candidate along with Rome and Munich. Discussions are currently

involved in the Galileo project. The objective of this meeting was to

underway to determine the definitive profile of the Galileo

discuss the funding plan of this satellite navigation program as well

concession. The Galileo Joint Undertaking selected last June the

as to coordinate the efforts to support Toulouse’s application to

Eurely-iNavSat common bid to run the Galileo system and should

receive the future Galileo concession center. This southwestern city,

finalize this decision by the end of the year. [Les Echos 08/31/2005,

which represents 30% of industrial space jobs in Europe and is the

La Depeche du Midi 08/27/2005]

クライオサット衛星はプレツェックへの途上
- 3: CRYOSAT SATELLITE ON ITS WAY TO PLESETSK
The ESA environmental and climate satellite CryoSat left the EADS

track the satellite position.

Astrium’s facilities in Friedrichshafen (Germany) for the Russian

CryoSat is the first Earth Explorer mission of ESA’s Living Planet

Plesetsk Cosmodrome, where it is scheduled for launch October 7

research program. Further projects are planned: the Gravity field and

onboard a Rockot launcher. CryoSat’s mission is to monitor precise

steady-state Ocean Circulation Explorer (GOCE), built by Alenia

changes in the thickness of the polar ice sheets and floating sea ice. It

Spazio, is due for launch in the second half of 2006; the Soil

aims at determining to what extent global climate change is causing

Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission led by a partnership

the polar ice caps to shrink. Placed on a polar orbit at an altitude of

CNES/Alcatel Space and the Atmospheric Dynamics Mission

720 kilometers, CryoSat is equipped with three instruments: a radar

(ADM-Aeolus) by EADS Astrium UK are both scheduled for launch

altimeter able to scan very accurately the icy surfaces, the French

in 2007. [EADS Astrium 08/30/2005]

DORIS radio receiver (Doppler Orbit and Radio Positioning

For more information:

Integration by Satellite) and a small laser retroreflector, both used to

http://www.esa.int/esaLP/ESAOMH1VMOC_LPcryosat_0.html

Corot 宇宙望遠鏡の組立て段階が始まる
- 4: ASSEMBLY PHASE OF THE COROT SPACE TELESCOPE BEGINS
The CNES technical centre of Toulouse enters the last and important

French laboratories and international partners (ESA, Austria,

phase of the Corot mission. The teams have now to complete the

Belgium, Brazil, Germany and Spain) and has an overall budget of

assembly of the space telescope and test its different systems. The

150 million euros. Corot is planned to be shipped to the Baikonur

Corot project has a twofold scientific objective: detecting and

Cosmodrome in June 2006 for a launch onboard Soyuz in July of the

studying stars vibrations as well as looking for extrasolar telluric

same year. [La Gazette du Midi 08/26/2005]

planets. This mission is led by CNES in cooperation with several

For more information: http://smsc.cnes.fr/COROT/

欧州委員会は ULA の創設に賛成
- 5: EUROPEAN COMMISSION IS OK WITH THE CREATION OF ULA
The European Commission (EC) did not raise any objection to the

Lockheed Martin’s ILS and Boeing’s Sea Launch. The European

creation of United Launch Alliance (ULA), the Lockheed Martin-

Commission concluded that the creation of ULA “does not increase

Boeing joint-venture dedicated to the American institutional

the risk of coordinated behavior compared to the situation

launchers market. The main issue raised by EC was to what extent

pre-merger” and “does not have a direct impact on customers” in

the new company will affect the competitive landscape in the private

Europe. [Space News 08/15/2005]

sector and impact the activities of both commercial subsidiaries,

要 約
- 6: IN BRIEF
OHB System has been awarded a 18-million-euro supplemental

CNES has awarded a contract of 17.9 million euros to Cap Gemini

contract by the German Defense Ministry to improve the encryption

and CS Communication & Systemes to develop, integrate and

of the SAR-Lupe radar reconnaissance satellite system. This new

support the hard- and software infrastructure of the Pleiades dual-use

contract aims at enhancing the system’s ability to protect

high-resolution optical system. The two Pleiades satellites will

communications between the five satellites of the constellation and

succeed to the CNES SPOT satellite series and are due for launch in

the ground stations. Partly because of this new requirement, the

2008. The Pleaides program is led by France in cooperation with

launch of the first SAR-Lupe satellite has moved from 2005 to 2006.

Austria, Belgium, Italy, Spain and Sweden. [Le Monde Informatique

[Space News 08/15/2005]

08/26/2005]

------------------------------------------------------------9 月 6 日 2 時 59 分更新

共同通信

武器禁輸は継続協議 中国、ＥＵ首脳が声明
【北京５日共同】中国を訪問中の欧州連合（ＥＵ）議長国のブレア

胡錦濤国家主席も同日、ＥＵ代表団と会談。新華社電によると、

英首相とバローゾ欧州委員長らＥＵ代表団は５日、北京で温家宝

胡主席は会談で「双方の信頼関係と共通認識の拡大を期待してい

首相らと会談し、民主化運動を弾圧した 1989 年の天安門事件以降

る」と述べた。一方、ブレア首相は「双方は経済分野だけでなく、政

続いている対中武器禁輸措置の解除問題を引続き協議することな

治分野でも戦略的パートナの関係にある」と述べ、対中関係を重視

どを柱とした共同声明に合意。声明では「ＥＵが解除に向けて前向

する考えを強調、環境保護や宇宙開発などの分野に関する協定に

きに取組む」と明記した。

調印した。

------------------------------------------------------------9 月 6 日 23 時 12 分更新

読売新聞

空自機接触事故でタンクの一部落下、被害報告はなし
北海道千歳市の航空自衛隊千歳基地に所属するＦ１５Ｊ戦闘機２

が帰還する途中、１機から燃料タンクのアルミ合金の金属片（約３０

機が日本海上空で接触した事故で、航空幕僚監部は６日、事故機

センチ×３０センチ）が同基地の西北西約２３キロの紋別岳付近に

落下したことを明らかにした。同基地の隊員が周辺を捜索している
が、人的被害の報告はないという。

可能性が高く、タンクに燃料は残っていなかったとみられる。
２機は、４機編隊で飛行して敵に見立てた２機を迎撃する戦闘訓

空幕の事故調査委員会が同基地で調査を始めた。空幕によると、

練に参加していた。パイロットは、１人が飛行時間約２５５０時間（Ｆ１

接触した２機は、それぞれ機体の下部と上部が破損しており、２機

５約１１００時間）の編隊長、もう１人は、同約６６０時間（同約３５０時

で右旋回中に接触したらしい。破損した風防などは海上に落ちた

間）の若手だった。

------------------------------------------------------------9 月 6 日 14 時 2 分更新

時事通信

F15 空中で接触、緊急着陸＝機体一部損傷、千歳基地に－負傷者なし・空幕
航空自衛隊第 2 航空団（北海道・千歳基地）所属の F15J 戦闘機

空幕によると、F15 は同 9 時 53 分に離陸し、千歳基地北西約 185

（単座）2 機が 6 日午前 10 時 10 分ごろ、訓練飛行中に空中で接触

キロの洋上の訓練空域で戦闘訓練中に接触。午前 10 時 34 分と同

し、同基地に緊急着陸した。防衛庁の航空幕僚監部によると、操縦

44 分に相次いで緊急着陸。視界は良好だった。

者の小林尚晴一等空尉（36）と原田大輔 3 尉（25）にはけがはないと
いう。

1 機が右水平尾翼の一部と胴体燃料タンクを破損。もう 1 機も風防
と左垂直尾翼を破損。

------------------------------------------------------------9 月 1 日 14 時 4 分更新

共同通信

海外に打上げ基地を 宇宙ビジネスで報告書
国産ロケットによる衛星打上げビジネスを本格化させるため、将来

例示。現在の種子島宇宙センタは、周辺の漁業への影響を考慮し

は海外に発射場を建設することも検討すべきだとする報告書を、経

て年間の打上げ可能期間が短いことや、欧米の打上げ施設に比べ

済産業省・産業構造審議会の宇宙産業化ワーキンググループが１

技術的に不利な点が多いと指摘した。

日までにまとめた。

クリスマス島には日本のロケットや衛星の追跡局があり、一時は

候補地として太平洋の赤道に近いキリバス共和国クリスマス島を

「日本版スペースシャトル」開発のための飛行実験も行われた。

------------------------------------------------------------9 月 2 日 2 時 25 分更新

西日本新聞

軍待遇改善で国防費増 中国、米の「脅威論」に反論 白書発表
【北京１日傍示文昭】中国政府は一日、「中国の軍備管理・軍縮・

百億円）に対し、05 年は約 2,478 億元。約１２・６％の伸びとなってい

拡散防止努力」と題した白書を発表。前年比 2 けた増の伸びが続く

るが、歳出全体に占める割合は、1979 年以降の 25 年間で「約 10 ポ

国防予算について「主に福祉制度や社会保険など兵士や軍関係者

イント減少した」とし、軍隊の規模も 85 年の 423 万人から 230 万人に

の待遇改善が目的」と強調し、軍備増強や近代化のためではないと

削減したと指摘している。

指摘。中国が同様の白書を発表したのは 1995 年以来、10 年ぶり。
今月 7 日に米ワシントンで行われる米中首脳会談を前に、米国内で
強まっている「中国脅威論」に反論するのが狙いとみられる。

ただ、米国防総省が実際の国防費は公表分の 2-3 倍と推定してい
る点については、言及しなかった。
核兵器については「いかなる状況でも先制使用しないことを確約す

白書はまた、米や日本などが配備予定のミサイル防衛を国際平和

る」と言明。今年 7 月、国防大の学長（軍少尉）が「米が台湾問題に

への「不安定要素」と批判、関係国がミサイル防衛の透明性を高める

軍事介入すれば核攻撃を行う用意がある」と述べたが、この発言を

よう要求。旧日本軍が遺棄した化学兵器が「今も中国人の生命や財

明確に否定。1 日、記者会見した秦剛・外務省副報道局長も「（学長

産、生態環境の安全に重大な脅威を与えている」とも述べている。

発言は）個人の見方で政府の立場を代表したものではない」と述べ、

白書によると、中国の国防費は 2004 年の約 2,200 億元（約三兆八

核先制不使用方針が変わることはないと強調。

------------------------------------------------------------9 月 1 日 18 時 0 分更新

共同通信

兵士の待遇改善で国防費増 中国が軍備管理・軍縮白書
【北京１日共同】中国国務院（政府）新聞弁公室は１日、「中国の軍

定のミサイル防衛を国際平和への「不安定要素」と批判した。

備管理・軍縮・拡散防止努力」と題した白書を発表、最近の国防費の

中国は１９９５年にも軍備管理、軍縮に関する白書を発表している。

増加は主に兵士らの待遇改善のためだと強調し、日本などが配備予

白書は前年比２けた増の伸びが続く国防予算や、原子力潜水艦の

日本領海侵犯など活発化する海洋活動で高まる「中国脅威論」に反

論する狙いがあるとみられる。

------------------------------------------------------------9 月 1 日 18 時 55 分更

ロイター

中国、台湾のミサイル問題で米国を暗にけん制

９月１日、中国、台湾のミサイル問題で米国を暗にけん制。写真は、北京の軍事博物館（２００５年 ロイター/Claro Cortes IV）
［北京 １日 ロイター］ 胡錦濤・中国国家主席とブッシュ米大統領
の会談を数日後に控えた１日、中国政府は、米国に対して、台湾が
ミサイルで防衛するのを支援しないよう、暗にけん制した。
中国国務院は声明を発表し、「台湾問題は中国の国益の根幹に関
わるものであり、中国は、ミサイル防衛の分野で、台湾に対していか

る」との立場を示した。
米国は２００１年、パトリオットミサイル（ＰＡＣ─３）を６機と潜水艦探
査機Ｐ─３Ｃオリオン１２機、およびディーゼルの潜水艦８隻を、台湾
に売却することを提案した。台湾は、まだこれらの購入予算を承認し
ていない。

なる国がいかなる手段で支援または保護を提供することにも反対す

------------------------------------------------------------2005 年 9 月 9 日 0:40

AIA dailyLead

September 8, 2005 –

SmartQuote

「どんなゴルフでも、５打少なくできる秘訣をもっている。それは消しゴムというものだ」
[編注]？黒板消し、失敗を記憶からすぐ消し、立ち直る精神のこと？
"I have a tip that can take five strokes off anyone's golf game: It's called an eraser."
--Arnold Palmer,

legendary golfer

----------------------------------2005 年 9 月 8 日 1:01

AIA dailyLead

September 7, 2005 -

「或る者はどこへ行こうが、幸福をもたらす。他の者は、何時行こうとも、幸福をもたらす」
"Some cause happiness wherever they go; others, whenever they go."
--Oscar Wilde,Irish writer

------------------------------------------------------------[国際関係・一般]
------------------------------------------------------------２００５総選挙 佐藤栄作・中曽根康弘氏とダブる小泉首相 ２度目の解散・総選挙で圧勝→長期政権
産経新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 3 面 6 段 写表 1603

------------------------------------------------------------政権公約比べてみれば・・・ 「郵政」でかすむ防衛・外交 米国重視かアジアか自・民違いくっきり
東京新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 26 面 8 段 写 1762

------------------------------------------------------------２００５年衆院選 株価、選挙結果と連動せず ９０年代以降顕著に 経済実態、中長期的に左右
毎日新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 9 面 4 段 表 1221

------------------------------------------------------------インドＣＬＩＰ＝ブレア英首相とシン首相が会談 ＥＵと広範囲で相互協力貿易問題は平行線
フジサンケイビジネスアイ 05 年 09 月 09 日 朝刊 13 面 3 段 写表 1849

印・ＥＵ首脳会談 貿易・投資促進で合意 テロ対策でも協力強化
日本経済新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 7 面 4 段 写 1321

印・ＥＵが連携強化 シン首相と代表団会談 対テロ協力など合意
東京新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 7 面 4 段 写 1589

------------------------------------------------------------[宇宙・航空・科学]
------------------------------------------------------------衛星「ようこう」落下へ
産経新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 29 面 1 段 1668

------------------------------------------------------------富士重工業 防衛庁のＣ－Ｘ向け主翼初出荷
日刊工業新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 8 面 1 段 写 0057

------------------------------------------------------------[宇宙利用・宇宙からの観測・宇宙環境利用・宇宙実験]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[防災・環境・資源・エネルギー]
------------------------------------------------------------日本建築学会が中間報告 長周期地震動 超高層ビルは大丈夫か？ 構造部材や設備の被害が課題
日刊建設工業新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 12 面 7 段 図 0720

------------------------------------------------------------国交省 大規模地震 資材の迅速調達検討 首都直下などに対応
建設通信新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 1 面 4 段 0562

------------------------------------------------------------環境創造＝街景観をシミュレーション 街づくりに一役 地場間伐材ガードレールに蘇る
建設通信新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 5 面 6 段 写 0611

------------------------------------------------------------景観セミナー 建設コンサルタンツ協会会長 石井弓夫Ｖｓ．国際観光施設協会会長 村尾成文
建設通信新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 5 面 9 段 写 0600

------------------------------------------------------------「ディープインパクト」発生確率は１億５０００万年分の１
東京新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 7 面 3 段 1599

------------------------------------------------------------[技術・産業]
------------------------------------------------------------ＥＴＬ 電磁波対策素材本格販売 独社製 工期・費用とも半減
日刊工業新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 25 面 3 段 0167

------------------------------------------------------------科学技術交流財団などが開発 皮膚表面からの微量ガス濃度検出用リング状ミラー

日刊工業新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 29 面 3 段 写 0198

------------------------------------------------------------群馬大が記録ディスク用 超微小ピット列実現 ネガ型レジスト採用で
日刊工業新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 29 面 3 段 写 0201

------------------------------------------------------------北九州で半導体実装国際ワークショップ＆逆見本市

「日本半導体の復活にかける」で基調講演も

電波新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 15 面 2 段 0311

------------------------------------------------------------日本ＳＧＩ

３Ｄ地図作製ソフト開発

機能強化版

航空・衛星写真でリアルに

日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 09 日 朝刊 5 面 2 段写 2157

------------------------------------------------------------ＮＥＣ

携帯電話「着せ替えパネル」

インターネット販売

専用サイトで１００種類

日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 09 日 朝刊 7 面 5 段写 2166

------------------------------------------------------------めざせロングセラー＝大日本印刷

木目床用シート「ＨＴフロア」

傷付きにくく汚れひとふき

日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 09 日 朝刊 19 面 4 段写 2278

------------------------------------------------------------ヤマザキマザック

音声機能など搭載

新型制御装置開発

中日新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 11 面 1 段 2005

ヤマザキマザック

新型ＮＣ搭載ＭＣ発売

機械干渉をチェック

日刊工業新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 7 面 3 段 写 0038

------------------------------------------------------------シチズン時計 蒸着の技術開発 腕時計傷からガード チタンの膜に金の輝き
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 08 日 朝刊 1 面 4 段写図 2079

------------------------------------------------------------東亜建設工業、防波堤など 水面下・水上を同時に形状測定
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 08 日 朝刊 14 面 2 段 2184

------------------------------------------------------------松下電工 超小型立体映像投影システム開発
化学工業日報 05 年 09 月 08 日 朝刊 9 面 1 段 0395

------------------------------------------------------------川崎重工業 コンピュータ制御の訓練システム 香川の消防学校に納入
化学工業日報 05 年 09 月 08 日 朝刊 11 面 2 段 写 0407

------------------------------------------------------------文科省ワーキンググループが始動 放射線発生装置 解体クリアランス制度導入へ
電気新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 2 面 3 段 0430

------------------------------------------------------------鋼橋仮組立が不要 コンピュータ検査が普及 工期短縮・コスト減で効果
鉄鋼新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 2 面 4 段 0537

------------------------------------------------------------東北大流体科学研究所 新型スパコン導入 解析性能１０－１５倍 １１月に稼働開始
河北新報 05 年 09 月 07 日 朝刊 3 面 4 段 1850

------------------------------------------------------------トヨタ自動車新技術 脇見運転すぐ警告 ブレーキも作動 来春、一部レクサスに搭載
中日新聞 05 年 09 月 07 日 朝刊 7 面 4 段 図 1911

------------------------------------------------------------[通信・放送・IT]
------------------------------------------------------------ＢＳデジタル１０００万件突破 目標より２年遅れで
日本経済新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 11 面 3 段 1457

ＢＳデジタルが異例の急成長
フジサンケイビジネスアイ 05 年 09 月 09 日 朝刊 9 面 1 段 1836

ＢＳデジタル 普及１０００万件突破 ようやく存在感黒字転換は遠く
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 09 日 朝刊 3 面 6 段写表 2147

ＢＳデジタル放送 １０００万世帯に普及 ２年遅れで達成
河北新報 05 年 09 月 07 日 朝刊 11 面 1 段 1874

８月末 ＢＳデジタル、１０００万世帯突破
中日新聞 05 年 09 月 07 日 朝刊 8 面 1 段 1930

------------------------------------------------------------社説＝電子マネーの安全策を
日本経済新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 2 面 2 段 1400

------------------------------------------------------------日銀 手形買いオペを電子化 来年半ばめど移行
日本経済新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 20 面 2 段 1520

------------------------------------------------------------ＭＣＪ 秀和システムを買収 知名度向上狙う 書籍電子化
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 09 日 朝刊 15 面 3 段写 2239

------------------------------------------------------------富士ゼロックス 保管・電子化・廃棄 文書整理すべて請負い 情報流出にも配慮
朝日新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 13 面 4 段 1021

------------------------------------------------------------[産学連携, 産学官連携]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[経営・人]
------------------------------------------------------------統合３年 ＪＡＬのジレンマ（上）＝「針路変更」待ったなし 収益モデル脅かす環境激変
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 08 日 朝刊 19 面 5 段写図 2215

------------------------------------------------------------ロールス・ロイス ジョン・ローズ社長に聞く 航空機エンジン受注好調 インド・中国の発展追い風
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 08 日 朝刊 11 面 5 段写 2156

------------------------------------------------------------ひと＝西鉄バス北九州社長 久保祐二氏 全線フリー定期好調
西日本新聞 05 年 09 月 07 日 朝刊 9 面 2 段 写 2058

------------------------------------------------------------[航空輸送・エアライン]
------------------------------------------------------------ノースウエスト航空 燃料費高騰の影響で 成田－ニューヨーク便運休
読売新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 10 面 1 段 1234

------------------------------------------------------------航空各社、値上げ相次ぐ シンガポール航空 英ブリティッシュ・エアウェイズ ヴァージン
日本経済新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 9 面 2 段 1446

------------------------------------------------------------露アエロフロート・ロシア航空 １－６月期決算 原油高響き純利益１７％減
フジサンケイビジネスアイ 05 年 09 月 09 日 朝刊 13 面 3 段 1852

------------------------------------------------------------ＥＵが危ない航空会社を公表
産経新聞 05 年 09 月 09 日 朝刊 10 面 1 段 1634

------------------------------------------------------------新北九州空港拠点 スターフライヤー社が事業申請 資本金も目標突破
西日本新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 9 面 4 段 写 2103

------------------------------------------------------------スターフライヤー 航空事業許可申請書を提出
朝日新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 13 面 1 段 1031

スターフライヤー 国土交通省に羽田ー新北九州線の運送事業許可を申請
読売新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 10 面 1 段 1115

スターフライヤー 航空運送の許可申請 ２１億円増資し基盤強化
日刊工業新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 17 面 2 段 0113

スターフライヤー 航空輸送事業の許可申請
フジサンケイビジネスアイ 05 年 09 月 08 日 朝刊 7 面 1 段 1703

スターフライヤー 定期航空業へ申請
産経新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 10 面 1 段 1511

スターフライヤー 第６次の第三者割当増資を実施
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 09 月 08 日 朝刊 19 面 1 段 2221

------------------------------------------------------------中国国際航空 飛行機も“五輪仕様”
フジサンケイビジネスアイ 05 年 09 月 08 日 朝刊 10 面 3 段 写 1721

------------------------------------------------------------広島－バンコク線 １２月２日に就航 県と航空会社合意
中国新聞 05 年 09 月 07 日 朝刊 27 面 3 段 図 1992

------------------------------------------------------------北九州市 空港に東横イン建設を正式発表
西日本新聞 05 年 09 月 07 日 朝刊 9 面 1 段 2061

新北九州空港 東横インが０７年進出 早朝・深夜便の需要期待
西日本新聞 05 年 09 月 06 日 朝刊 1 面 4 段 1997

-------------------------------------------------------------

気流＝航空会社
西日本新聞 05 年 09 月 06 日 朝刊 9 面 1 段 2025

------------------------------------------------------------中華航空 中国航空貨物業界に進出 陽明・ワンハイも参画
日本海事新聞 05 年 09 月 08 日 朝刊 2 面 4 段 0797

------------------------------------------------------------エア・ドゥ 滝沢進社長 女満別線「３便の公算大」 帯広線、早期就航に意欲
北海道新聞 05 年 09 月 07 日 朝刊 9 面 4 段 写 1814

-------------------------------------------------------------

