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サイズは後の A4 サイズの雑誌と比較下さい。

------------------------------------------2006 年 10 月 12 日 22:25

DAILY NEDO[2006/10/12]

NEDO 成果報告書 19 冊を技術情報データベースに追加
http://www.nedo.go.jp/database/newlist/new̲list20061012.html

平成 17 年度成果報告書 ナノテクノロジー・材料分野の技術ロードマップ（電子情報分野）改定調査
Title:Revise of Strategic Technology Roadmap:
Nano-technology - Electronics & Information
fields (FY2005) Final Report
METI formulate Strategic Technology Roadmap
(hereinafter referred to as "the STR") as a
navigating tool for strategic planning and
implementation of R&D investment in cooperation
with industry, academia, and public institution. In
this research, the Roadmaps and the Technology
Overviews of Nano-techonology - Electronics &
Information fields, which were drafted in 2004,
were revised. The Roadmaps and the Technology
Overviews of the followings were updated.
1) Semi-conductors and electronic components
2) Displays
3) Memories and Storages
4) Optical devices

経済産業省、NEDO にて、昨年度策定した、ナノテクノロジー･材料分野の技術ロードマップ
（電子情報分野）について、再度、情報収集を行い有識者によるワーキンググループにおいて、
検討された内容のまとめ、分析を行い、ナノテクノロジー･材料分野の技術ロードマップの改定
作業を行った。
半導体＋電子部品、ディスプレイ、メモリ＋ストレージ、光デバイスの電子情報４分野の他、
本年新たに共通基盤技術としてのナノ計測についてワーキンググループを設置して作業を行っ
た。
１半導体+電子部品：項目およびスペックの見直しを行った。新規な技術要素として
NEMS/MEMS デバイス、放冷技術などを取り上げた。また昨年度ロードマップの電子部品に関
しては、実装関連技術として再整理を行い、半導体などと関連の低い項目の削除などを行っ
た。
２ ディスプレイ：技術項目、スペックの見直しを行なった。また、昨年度検討対象外とした液晶
ディスプレイに関し、新たに研究開発の方向性を検討した。更に全体の構成を見直した。
３ メモリ+ストレージ：技術動向の変化、およびメモリ･ストレージ分野の研究開発動向を踏ま
えた維持改訂を行った。
４ 光デバイス：技術項目、スペックの見直しを行なった。更に全体の構成を見直した。
５ ナノ計測：本年度新たに設置されたナノ計測ワーキンググループにより、技術項目、スペック
の大幅見直しを行なった。更に全体構成を見直した。

http://www.tech.nedo.go.jp/servlet/TopPageServlet?KENSAKU=HOKOKUSYO&kensakuHoho=Barcode̲Kensaku&db=n&SERCHBARCODE=100008296

平成 17 年度成果報告書 ナノテクノロジーの社会影響の情報提供に関する調査
平成 17 年度（2005 年度）調査の内容要約(1)ナノテクノロジーの社会影響の現況について必要な情報収集をおこなった。ナノテクノロジーの社会
便益とリスクに関する科学的な検討状況を調査した。また、米、EU、英、および OECD における国際的な検討状況等について、情報の再整理を
行った。(2)H16 年度に行われた「ナノテクノロジーの各国の技術政策状況調査」報告書の内容及びその再整理された情報に基づき、一般市民に
分かりやすい内容及び情報提供のあり方を調査、検討した。(3)ワーキンググループを設定した。一般市民へ提供すべき情報について、小冊子とし
てまとめた。
http://www.tech.nedo.go.jp/servlet/TopPageServlet?KENSAKU=HOKOKUSYO&kensakuHoho=Barcode̲Kensaku&db=n&SERCHBARCODE=100008293
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2006 年 10 月 11 日 22:25

DAILY NEDO[2006/10/11]

平成 17 年度事業報告書
http://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/teikyou/index.html

----------------------2006 年 10 月 10 日 22:24

DAILY NEDO[2006/10/10]

「平成 18 年度「ロボット技術戦略マップ」のローリングに関する調査」に係る委託先決定
http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/181010̲1/181010̲1.html

----------------------2006 年 10 月 6 日 22:25

DAILY NEDO[2006/10/06]

ロボット用ミドルウエアの国際標準仕様原案を国際標準化団体 OMG が採択-ロボット作りの国際的ルール策定に向け、日本主導で前進http://www.nedo.go.jp/informations/press/181006̲1/181006̲1.html

----------------------第１４回衛星設計コンテスト最終審査会プログラム
開催日：平成１８年１０月２９日（日） /// 会場：航空高専（都立産業技術高専南千住キャンパス）汐黎ホール
■ 開会式 /// 10:00〜10:10
■ アイデアの部

実行委員会会長挨拶、審査委員紹介

発表時間 15 分、質疑応答 5 分

10:10〜10:30 CUMO-Sat(Cloud's Utility Modeling Satellite)」///防衛大学校システム工学群航空宇宙工学科 4 年阪中友也他 1 名
10:35〜10:55 流星バースト粉塵散布衛星「流星号」 /// 東京都立航空工業高等専門学校電子工学科 5 年 葛巻拓也他 5 名
11:00〜11:20 Bugs' Nest ///

長岡技術科学大学 工学部 機械創造工学過程 3 年 石井 峻信 他 1 名

11:25〜11:45 宇宙旅行で心を癒す「ミジンコが棲む小さな地球」///国立鳥羽商船高等専門学校 制御情報工学科 4 年三村恭弘他 4 名
11:50〜12:10

人工衛星落とす「落火生」 /// 高知工科大学工学部 電子・光システム工学科 1 年 森永 隆稔 他 5 名

■ ジュニアの部 発表時間 5 分、質疑応答含む
12:10〜12:15 宇宙での生活が動物社会に与える影響 ///
12:15〜12:20 品種改良衛星 ///
12:20〜12:25 マッスルカーニバル ///
12:25〜12:30 宇宙医学推進衛星 ///
12:30〜13:30

山口県立厚狭高等学校 普通科 2 年 篠田 翔平 他 9 名

山口県立厚狭高等学校 普通科 2 年 篠田 匡史 他 9 名
神奈川県立神奈川総合産業高等学校 総合産業科 2 年 北崎 亜唯斗 他 5 名
群馬県立前橋工業高等学校 機械科 3 年 須田 泰行

昼休み ＜科学技術展示館を開放します。是非ご見学下さい。＞

■ 設計の部 Part1 発表時間 25 分、質疑応答 10 分
13:30〜14:05

軌道上振動試験実証衛星 BIRD /// 静岡大学大学院理工学研究科機械工学専攻修士 2 年 川嶋一誠他 7 名

14:10〜14:45

LAISIN

14:45〜14:55

休憩

///

東北大学大学院 工学研究科航空宇宙工学専攻修士 1 年 金澤 知明 他 9 名

■ 設計の部 Part2 発表時間 25 分、質疑応答 10 分
14:55〜15:30

PRIMROSE ///

15:35〜16:10

小型宇宙天文台「完全星覇」

16:15〜16:50

彗星トレイル観測衛星 /// 北海道大学大学院 工学研究科 機械宇宙工学専攻修士 1 年 榊原隆浩他 7 名

■ 作品見学、交流タイム ///

日本大学 理工学部 航空宇宙工学科 4 年 山崎 政彦 他 9 名
///

大阪府立大学 工学部 航空宇宙工学科 4 年 古川 琢也 他 9 名

16:50〜17:30 実行委員を交えた発表者及び参加者との交流、質問タイム

■ 表彰式 /// １７：３０〜１７：５０審査結果発表及び表彰 /// １７：５０〜１８：００審査委員長総評 /// １８：００ 閉会
------------------------------------------2006 年 10 月 16 日 7:57

【CNET Japan 2006 年 10 月 16 日】

FCC、AT&T とベルサウスの合併承認をめぐる投票日を延期
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20272827

2

KDDI、2007 年 1 月に東電の光通信事業買収へ
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20271827

「903i」シリーズで GPS 利用のナビゲーションアプリ提供--ゼンリンデータコム
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20272747

------------------------------------------2006 年 10 月 12 日 8:35

【CNET Japan 2006 年 10 月 12 日】

グーグル、ユーチューブ買収で与える著作権問題への影響
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20266787

------------------------------------------2006 年 10 月 11 日 7:51

【CNET Japan 2006 年 10 月 11 日】

ラウンドアップ：グーグル、ユーチューブ買収に合意--買収金額 16 億 5000 万ドル
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20266827

グーグルがユーチューブを買収--ビデオ共有サイトの買収熱は高まるか？
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20266788

ユーチューブ買収は成功するか--過去のネット企業買収を振り返る
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20266088

グーグル、ユーチューブを 16 億 5000 万ドルで買収
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20265949

ユーチューブ、メディア企業 3 社とコンテンツ契約を締結
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20265948

------------------------------------------2006.10.19 読売
国防利用に重点、米が宇宙計画改訂、大統領が方針
「宇宙での自由な活動は、米国の空軍・海軍力にどって重要」と位置

[ワシントン=貞広貴志] ブッシュ大統領が今月初め、米国による宇宙

づけた上で、敵ミサイルの警戒システムや多層のミサイル防衛システム

利用のあり方を定めた「国家宇宙政策」を 10 年ぶりに改訂し、国防を

構築で宇宙空間の利用を進めることを国防長官んみ対して求めてい

重点にすえ宇宙開発を進めると同時に、米国の動きを制約する国際

る。また、「米国の宇宙利用を制限する新たな法制度や規制に反対

協定などは拒否するとの方針をまとめていたことが 18 日、明らかになっ

する」と明記し、ブッシュ政権が脱退した弾道弾迎撃ミサイル(ABM)制

た。同日付の米紙ワシントン・ポストが報じた。同紙によると、新政策は、

限条約のような国際協定は受入れない姿勢を打出した。
[編注]

ミルスペース 061012 p13 にて既報。ドキュメントそのものは、2006.8.31 付である。

ドキュメントはhttp://www.space-library.com/の 5.3 宇宙政策関連 (1)米国・全般 からダウンロード可能
------------------------------------------2006 年 10 月 13 日

人民網日本語版

中国月周回衛星、07 年発射を予定
国務院新聞弁公室は 12 日、「2006 年中国宇宙白書」を発表すると

全て無人探査。月周回衛星「嫦娥 1 号」開発は順調。衛星組立は

ともに記者会見を行い、中国国家航天局（航天：宇宙飛行の意）の

終わっており、2007 年発射予定。

孫来燕局長が中国宇宙関連事業の発展状況と同白書の内容につ

衛星打上げ目的は次の通り。

き説明。

（1）月面探査プロジェクトの実行可能性と確実性をテスト。探査衛星、

月探査計画に関し、孫局長は以下のように述べた。

ロケット、打上げ基地、観測制御およびそれらの応用などに関するプロ

月探査計画は「周回、軟着陸・探査、回収帰還」の三段階からなり、

ジェクト目標を達成する。科学的目標は、月表面から 200km の軌道

3

を周回し、地球と月の間の環境を観測すること。

孫局長はこのほか、火星探査計画についてはまだ決まっていないと発

（２）月面の 3D 画像を作成

表。（編集 SN）

（３）月の土壌の厚さを測定、その成分を分析
http://j.people.com.cn/2006/10/13/jp20061013̲63883.html

------------------------------------------2006 年 10 月 13 日

人民網日本語版

宇宙事業への資金投入 国家航天局
国務院新聞弁公室は 12 日、「2006 年中国宇宙白書」を発表すると

現在行っている第 1 期プロジェクトで約 10 億元となっている。中国はま

ともに記者会見を行い、中国国家航天局（航天：宇宙飛行の意）の

だ発展途上国であり、宇宙事業への資金投入は少ない。米国航空

孫来燕局長が中国宇宙関連事業の発展状況と同白書の内容につ

宇宙局（NASA）が来年、民間宇宙事業に投入する予算 170 億ドル

き説明。

と比べると、中国はその 10 分の 1 にも満たない。（編集 SN）

中国宇宙事業への資金投入に関し、孫局長は以下のように述べた。
宇宙事業への資金投入は、「神舟 1 号」から「神舟 5 号」までに約 190
億元、「神舟 6 号」に関しては 10 億元以下、月探査プロジェクトでは、
http://j.people.com.cn/2006/10/13/jp20061013̲63884.html

[編注] 同じ程度の物を作るにあたって、人件費が極端に低いことを

均給与とか１ケ月の必要な生活費の比較ができるともっとはっきりする。

言っているに過ぎないのでは？成果に相応しい賃金を払って製造すれ

日本の防衛や宇宙予算の場合は人件費に多くを食われてしまってい

ば、結局同じ程度の予算が必要になる可能性大である。技術者の平

るということになっているが。

------------------------------------------10 月 13 日 8 時 0 分更新

NNA

【香港】中国の軍需産業、深センか珠海に移転
中国軍需産業を従来の内陸部から交通インフラなど産業基盤が整う

過去の歴史からみると、中国は台湾や諸外国との対立表面化を意

深セン市や珠海市などの珠江デルタへ移転させる構想が浮上している。

識してきたため、国防に関連するほぼすべての軍需産業は現在、北部

国防技術関連部門の高官が 11 日に明らかにしたもので、民間企業と

や中部、西部など内陸配置されている。呉司長は「台湾からは相対

技術を相互利用するなど産業効率を高めたい考え。軍事戦略上の

的に遠い珠江デルタは、長江デルタより好ましい」とし、依然、地理的

理由から歴史的に内陸配置されていた同産業が初めて沿海部に現

距離も考慮に入れていることを示唆。

れる。労働集約型産業が中心の珠江デルタの都市も、ハイテク産業

珠江デルタを選ぶ背景には、有人宇宙船「神舟」に利用された技術が

育成の好機として歓迎。

深セン企業によるものであったことや、珠海が毎年国際航空機フェアの

12 日付サウスチャイナ・モーニングポストによると、国防科学技術工業

開催地となっていることなどがある。移転候補分野には、宇宙事業や

委員会の呉偉仁・科技質量司長が 11 日、深センで開催されている

軍用貨物航空機、軍用船などが挙がっている。

第 8 回中国国際ハイテクフェアの会見で、「（同委員会は）珠江デルタ

呉司長はまた、「いくつかの軍需企業の収入は約 80％がすでに民間か

地区の強力な産業基盤を有効に活用できるため、いくつかの重要な

ら」と述べ、民間企業と国の軍需産業が技術共有するのは世界的潮

事業計画や研究開発を深センまたは珠海に移す計画がある」と述べ

流だと指摘。

た。交通インフラが整う沿海部の中で、珠江デルタは他の地区に類を
見ない産業集積があり、「同量の仕事を短時間でこなせる」とその利
点を強調。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061013-00000003-nna-int

------------------------------------------10 月 13 日 8 時 1 分更新

産経新聞

０６年中国宇宙白書 軍事転用可能ＧＰＳに力
【北京＝野口東秀】中国政府は１２日、今後５年間の宇宙開発の国

家戦略を掲げた「２００６年中国の宇宙白書」を発表。白書は６年ぶ

4

り。「新世代の運搬ロケット技術開発」「衛星利用測位システム（ＧＰ

築を目指してきた。衛星からの電波を使って、道路・鉄道輸送や海上

Ｓ）構築」を優先項目に掲げ、軍事転用できる分野に力を注ぐ姿勢を

作業の誘導など民間分野に活用。このほか巡航ミサイルや誘導弾の

強く打出している。

命中精度の向上につなげ、艦艇や航空機の移動、速度の情報把握

中国宇宙開発は軍が主導している。５年間の重点任務は有人飛行

など軍事にも転用される。

▽月の探査など５項目。このうち高精度地球観測システムは気象・地

中国は３基の「北斗」衛星を打上げたとみられており、専門家は「米に

表・海洋観測以外に監視など軍事分野にも利用できる。

匹敵するＧＰＳが完成すれば中国にとって軍事力増強の大きな一歩に

中国は２０００年後半から「北斗航法システム」と呼ばれるＧＰＳの構

なる」と指摘。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061013-00000007-san-int

------------------------------------------2006 年 10 月 12 日

人民網日本語版

「神舟 7 号」発射は来年か再来年 国家航天局
国務院新聞弁公室は 12 日、「2006 年中国宇宙白書」を発表すると

管理によって長期に軌道を独自飛行する小型宇宙実験室開発を行

ともに記者会見を行い、中国国家航天局（航天：宇宙飛行の意）の

っていく。「神州 7 号」発射は、プロジェクトの進み具合によって、来年に

孫来燕局長が中国宇宙事業発展状況と同白書の内容につき説明。

するか再来年にするか最終的に決める。2008 年にドッキングと、宇宙

有人宇宙船「神舟 7 号」の準備状況に関し、孫局長は以下のように

飛行士船外活動を行う予定。（編集 SN）

述べた。
有人宇宙飛行プロジェクトは順調に進められており、宇宙飛行士の船
外活動と飛行船ドッキング実現を目指している。また、短期間の人工
http://j.peopledaily.com.cn/2006/10/12/jp20061012̲63848.html

------------------------------------------2006 年 10 月 12 日

人民網日本語版

10 年までの宇宙事業発展に 3 目標 国家航天局
国務院新聞弁公室は 12 日、「2006 年中国宇宙白書」を発表すると

長期間かつ安定的に運行する衛星地球観測システム、完備された衛

ともに記者会見を行い、宇宙飛行事業を担当する中国国家航天局

星放送通信システム、地域的な要求を満たす衛星測位システム

（航天：宇宙飛行の意）の孫来燕局長が中国の宇宙事業の発展状

（GPS）を構築し、宇宙空間応用を進め、応用衛星と衛星応用技術

況と同白書の内容につき説明。

の業務サービス型への転換を図る。積極的に衛星の製造・発射サービ

孫局長によると、今後 5 年間および、さらに長期にわたる中国の宇宙

ス、地上設備の製造・運営サービスを行う宇宙産業チェーンを作り上

事業発展の主な目標と任務は以下の通り。

げ、サービス経済と社会の発展を目指す。

（１）自主開発による重点突破

（３）科学技術をけん引し、発展を支える

有人宇宙飛行プロジェクト、月探査プロジェクト、高分解能地球観測

宇宙科学技術の発展により、関連する科学技術や新興産業の発展

システム、衛星「北斗」によるナビゲーションシステム、大型キャリアロケッ

をけん引する。宇宙空間科学の研究に力を入れ、独自の成果を出し、

トという 5 大宇宙科学技術プロジェクトを引続き進める。要となる技術

関連する基礎学科の刷新と発展を支える。（編集 SN）

を開発し、独自の知的財産権を持つ核心技術を把握し、自主開発
能力を高め、中国宇宙事業の飛躍的発展を目指す。
（２）社会に貢献し、人々のために役立つ
http://j.peopledaily.com.cn/2006/10/12/jp20061012̲63840.html

------------------------------------------2006 年 10 月 12 日

人民網日本語版

「2006 年中国宇宙白書」発表 国務院新聞弁公室
国務院新聞弁公室は 12 日、「2006 年中国宇宙白書」を発表すると

孫来燕局長が中国の宇宙関連事業の発展状況と同白書の内容に

ともに記者会見を行い、中国国家航天局（航天：宇宙飛行の意）の

つき説明。

5

孫局長によると、同白書は中国政府が 2000 年 11 月 22 日に発表

▲国家の全体的発展戦略に従うとともにそれに貢献し、国家要求を

した「中国宇宙白書」に続くもので、今回が 2 回目。白書は（１）中国

満たし、国家意思を体現する

宇宙事業発展の目的・原則（２）過去 5 年間の発展（３）将来 5 年間

▲独立自主、自主開発を堅持し、重点突破を目指す

の主な目標と任務（４）発展のための政策と措置（５）国際的な交流・

▲全体にバランスの取れた持続可能な発展を目指し、国家科学技

協力――の 5 つの部分から構成されている。

術および経済社会発展に対する支持・けん引の役割を果たす

将来の発展に関して、中国宇宙事業は次の原則を堅持していくと

▲対外開放を進め、宇宙空間分野における国際交流・協力を積極

された。

的に展開していく。（編集 SN）

http://j.peopledaily.com.cn/2006/10/12/jp20061012̲63838.html

------------------------------------------10 月 12 日 17 時 1 分更新

時事通信

来年月探査、08 年に船外活動＝火星も視野−中国「宇宙白書」
【北京 12 日時事】中国国務院（中央政府）新聞弁公室は 12 日、宇

船同士のドッキングを計画。

宙開発に関する今後 5 年間の国家戦略目標を定めた「航天（宇宙）

白書はこのほか、長期間飛行の基地となる宇宙実験室の開発を進め

白書」を発表。同日記者会見した国家宇宙局の孫来燕局長によると、

ると明記。孫局長は、火星探査計画も「科学者らが研究を行ってい

月探査衛星「嫦蛾（月に住む仙女）1 号」を来年打上げ、2008 年には

る」として、国際協力を通じた計画を視野に入れていることを示唆。

有人宇宙船「神舟 7 号」を発射、初の船外活動（宇宙遊泳）と宇宙
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061012-00000100-jij-int

------------------------------------------10 月 11 日 19 時 15 分更新

サーチナ・中国情報局

【中国】日中間の本格対話再開に向けての基本姿勢を論ず（3）
台頭する中国、重要性増す日中関係 第 7 回−天児慧（早稲田大

日本の新幹線技術、省エネ技術などは中国にとって極めて貴重。大

学教授・サーチナ総合研究所客員研究員）

局的戦略的な思考に長けた中国人に対して、きっちっとした枠組みを

前回、中国台頭に対し、常に欧米に後れを取ってきた「古いアジア」を

つくりきめ細かく物事を処理していくことに長けた日本人は相互補完的

壊し、「台頭するアジア」「新アジア」を建設するには、日中が連帯し、

になれる。

協力し合う以外に道はないことを指摘。

そしてこのような双方の相互補完的特徴を生かすことによって第三に、

では、具体的にどうすればよいのか？ それは冷静に、合理的に日本

日中協力による国際貢献を可能にし、拡大していくこともできる。例え

にとっての中国、中国にとっての日本の「意味」をしっかりと認識しあうこ

ば海底資源探査・開発における共同作業、第三地域における経済

とであろう。そしてその上でしっかりとした協力関係の基盤を再構築する

開発支援、国連平和維持活動（PKO)活動、地球温暖化防止、大

ことである。そのためのポイントを整理したい。

気・水の越境汚染防止などでの日中協力など、相互に力を合わせれ

第一は、日中両国はそれぞれ発展し、安定繁栄していくため、既に相

ば計り知れない力になって国際社会進歩・繁栄に役立つであろう。

手国が自らに必要な存在になっている現実をしっかりと認識することで

しかし、そのために最も深刻な障壁は、双方間の相互信頼意識の欠

ある。日本の貿易相手国 1 位が米から中に替わったこと、2 万を超える

如である。したがって第四に、相互誤解を減少させ、信頼関係を増幅

日系企業が中国で経済活動をしていること、逆に中国における大量の

していく双方の日常的な努力が必要となる。双方の相手国に対する

雇用創出や技術革新に日本経済が重要貢献をするようになったこと、

感情は既にいくつかの箇所で見てきたように悪化している。しかし幸いに

中国の環境・生態系保護、「和諧社会」の実現、各分野での人材育

して経済活動、教育・文化・芸能・スポーツ活動など様々な分野での

成に日本の役割は欠かせないことが思い浮かぶ。

日常的交流は増大の一途をたどっており、日本に来る中国人留学生

第二には、双方の秀でている点は必ずしも競争的なものではなく、むし

の数も、中国に行く日本人留学生の数も増加している。

ろ相互補完的なものが多いということを認識し、それぞれの長所で以っ

政治家やメディア界のイデオロギー的、政策的に偏ったメッセージとは無

て相手側の短所を補う関係を制度化することができれば、まさに「プラ

関係に、双方の普通の人々や若者たちがありのままの相手側を認識

ス・サム」関係を構築することができるとの認識が必要。中国の宇宙開

し、率直に意見交換する機会は飛躍的に増えている。こうしたプロセス

発技術、東洋医学などはこれからの日本が学ぶべき分野であろうし、

を通して、思込みや政治的意図でなく相手を正しく理解することが可
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能になるだろう。

の得があるだろうか。しかも日中は、世界に誇れる国であり国民なので

そして素直に、相手の良さを認め合い、自分の良さも理解してもらえる

ある。必ず「両雄は並び立つ」ことができる、いやそうしなければ我々は

よう努力しあえればいいのである。隣近所がいがみ合い対立しあって何

過去の歴史から学んでいると言えるのだろうか。（執筆者：天児慧）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061011-00000002-scn-cn
------------------------------------------Oct 11, 2006

spacewar.com

日本の情報収集衛星プログラムについての想像
Guessing Games For Japan's "Information Gathering Satellite" Program
by Morris Jones
In September this year, Japan launched its latest "Information

resolution. If the reports are true, this was also a single satellite

Gathering Satellite", a somewhat neutral term for what is,

launch. Contrast this with Japan's two previous spy satellite

realistically, a spy satellite. The launch of this spacecraft in such

launches, which were both tandem affairs.

a volatile geopolitical climate in North-East Asia attracted

Space Exploration

surprisingly little media coverage, apart from a series of short

On each previous flight, one satellite carried an optical scanner,

reports from syndicated news agencies. Not much was said in

while the second was a radar imaging satellite. The first launch,

the aerospace media, either.

in March 2003, was successful, but Japan's second attempt in

Concerns over related events such as North Korea's recent

November of that year ended in a launch failure.

salvo of ballistic missile tests, and North Korea's apparent

No photos or diagrams of this satellite have been released, but

preparations for a nuclear test were mentioned occasionally, but

can we make an educated guess about its appearance?

the world seems to have let this rather interesting event slip by

A single satellite on this rather powerful rocket suggests that

unnoticed.

this bird is fairly large. It is possible that Japan has elected to

A rocket launch is normally hard to conceal, but if you logged

reuse the bus that was flown for its ALOS (Advanced Land

onto the JAXA (Japan Agency) Web cam for its Tanegashima

Observation Satellite) mission. This was an Earth Observation

launch site on launch day, you would have been greeted by an

mission, albeit with a different array of sensors. It makes sense

interesting view. This camera normally points at the latest rocket

to use a proven platform to save time and development costs,

on the pad, but for some reason, in the hours prior to the latest

especially when the mission is somewhat strategically urgent.

satellite launch, the rocket and its launchpad were nowhere to be

We could assume that the large synthetic aperture radar panel

seen!

used on ALOS wouldn't have flown on the latest IGS. If Japan

The camera had been pointed elsewhere, giving viewers a

wants a military-grade radar observation system, it will fly on a

pleasant ocean view that was devoid of anything sensitive. Never

dedicated satellite platform. Japan has indicated that another

mind that pictures of the latest H2-A launch made their way into

satellite launch, scheduled for later this year, will carry such a

the media soon after the rocket thundered aloft. JAXA can stage

payload.

a major launch and simply pretend it does not exist.

The absence of radar on the latest satellite would decrease the

Their Web site barely acknowledged the mission before launch

need for the huge solar panel carried by ALOS, so we can cut

(you had to dig through several pages to find it on a launch

down on the size of the panel on our hypothetical IGS. This will

schedule), and failed to report it as news afterwards. Admittedly,

still provide enough power for the mission, but save weight.

this was not a JAXA spacecraft, but the agency could at least

Similarly, the scanners and sensors used for environmental

have acknowledged a flight that used its launch vehicle and

monitoring would be removed.

facilities.

This loss in weight is backed up by the use of a lightweight

We have been told very little about this latest satellite, except

version of the H2-A launch vehicle, which did not use the same

for the fact that it is an optical satellite with a fairly high

configuration of boosters as other missions.
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In place of the ALOS sensor array in the front of the bus, we

this is an attempt to fill an information vacuum. Soon, amateur

would place the IGS imagery package. A high resolution suggests

astronomers will probably provide more clues to the appearance

a telescope-type camera system has been used, instead of the

of this satellite through actual photography of the bird in orbit.

scanner array used on ALOS and possibly the first-generation

What else will will find out? It's watching us. We can watch it too.

optical IGS.

Dr Morris Jones is a lecturer at Deakin University, Australia

The camera would be mounted on a package containing support
electronics and probably some form of mechanical vibration
dampener, to prevent minor jostles from the satellite bus from
ruining image definition. This package could also allow the camera
to be slewed at different angles, permitting a wider ground track
to be covered. Alternatively, the slew option could be done with
a mirror, periscope-style, placed in front of the optical system.
ALOS carried its solar panel on the opposite side of the satellite
to the large radar array, for balance reasons, and also to keep it

Illustration of an IGS spy satellite design

away from most of the instruments. The loss of the radar
suggests that the solar panel itself should be moved. Smaller
panels are typically now placed at the rear of satellite buses like
car spoiler fins, as seen in the French SPOT satellites.
With these factors in mind, I have produced a crude impression
of what Japan's latest Information Gathering Satellite could look
like. In the absence of any official data or speculative drawings,
------------------------------------------2006.10

Boeing Frontiers

全文は、http://www.space-library.com からダウンロード可能

カバーストーリ 前 進
COVER STORY MOVING AHEAD

Employees in the Advanced Systems organization of Integrated

(above)̶are developing future capabilities to support defense,

Defense Systems̶such as those working on the Orbital Express

security and other customers.(中略)

ASTRO demonstration satellite in Huntington Beach, Calif.
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Timothy cook (left), AsTrO Vehicle lead for Orbital express, and

AsTrO demonstration satellite at the IDs space systems

robert Bachman, technician, are shown with the Orbital express

laboratory clean room in huntington Beach, calif.

(中略)

******
Orbital Express. Orbital Express is a safe and cost-effective

reconfigure and repair satellites, extending their lives with a

approach to autonomously service satellites in orbit. The system

bottom-line benefit for customers. (後略)

will employ autonomous maneuverable satellites to refuel,

p18
An artistʼs rendering shows an Iridium communications satellite

expected life of the Iridium satellites and helped make the

on orbit above earth. Boeing service company doubled the

network profitable.

小さな箱、大きな潜在力
page 20

Small box, big potential

Boeing engineers think ʻoutside the cubeʼ in satellite development
By Elaine Caday-Eames
Very big things can come in very small packages̶such as a

million instructions per second with just one of its four

high- capacity miniature satellite currently being developed by

microcontrollers. An Integrated Defense Systems Advanced

Boeing.

CubeSat

Systems team of engineers at Huntington Beach, Calif., is

TestBed 1 (CSTB1), fits in a lunch box and weighs less than

building the spacecraft as a testbed for components that will be

three pounds (1.36 kilograms). But it can perform more than 300

used in Boeing ʼ s development of nanosatellites (spacecraft

The

ultra-low-power

spacecraft,

called

9

weighing less than 22 pounds or about 10 kilograms). （後略）

CubeSat Test Bed 1
From left, chris Day, avionics engineer; scott macGillivray, project manager; and christian rayburn, embedded software engineer, perform
integrated development and testing on Boeingʼs cubesat TestBed 1 picosatellite (small black box in center).
[編注]

Boeing が大学の製作している CubeSat に着目し始めたことは特筆に価すべき。

------------------------------------------2006-10-12 satelliteflyer
参謀長のチームは第三 SOPS(Space Operations Squadron)の隊員に栄誉を与える、
衛星運用に関し新しい燃料計測とマヌーバ手順で年間衛星当り$5M を節減

Chief of Staff team award honors 3rd SOPS Airmen
New fuel measurement, maneuvering processes will save Defense Dept. $5M per year per satellite
Staff Sgt. Don Branum 50th Space Wing Public Affairs
Eight Airmen currently or formerly assigned to the 3rd Space

adding as much as five years to each DSCS satellite ʼ s

Operations Squadron here were named in a Chief of Staff Team

operational life.

Excellence Award Oct. 4.

Lt. Col. William Bishop, 3rd SOPS commander, said the teamwork

The Airmen were part of a Defense Satellite Communications

among Airmen, government civilians and contractors is a point of

System Life Extension Team that found ways to extend the

particular pride for him.

operating life of DSCS satellites by several years.

“This has already had huge benefits for our users in the field,”

Schrieverʼs team members are Capt. Trey Staples, 1st Lts.

Colonel Bishop said.

Jason Ludwig and Samuel Oppelaar and Staff Sgt. Adam Young.

“ The DSCS constellation is known for its reliability. The

Former 3rd SOPS Airmen included in the award are Capt. Bruce

techniques developed by the Life Extension Team allow us to

Mitchell, Space and Missile Systems Center at Los Angeles Air

provide that reliability well into the future.”

Force Base, Calif.; Capt. Javier Figueroa, Air Force Research

Demand for military satellite communication bandwidth has

Laboratory at Brooks City- Base, Texas; and Capt. Timothy

increased since the beginnings of Operations Enduring Freedom

Kuechle and 1st Lt. Omar Perea, 533rd Training Squadron at

and Iraqi Freedom. The 50th Space Wing here delivers secure

Vandenberg AFB, Calif.

communications to war fighters through the DSCS and Milstar

The team, also made up of Airmen at SMC and contractors with

constellations.

Aerospace Corporation and Lockheed-Martin Space Systems

contracts additional secure communications through commercial

Company, developed a more accurate means of measuring

satellites, at a cost of

satellites ʼ fuel, changed how the satellites maneuver and
eliminated unnecessary constraints to DSCS ʼ orbital boxes,
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The

Defense

(後略)

Information

Systems

Agency

photo illustration by Staff Sgt. Don Branum

******
Capts. Bruce Mitchell and Javier Figueroa, standing, help Capt.

eight 3rd Space Operations Squadron Airmen who received a

Mark Tozer and David Johnson move Defense Satellite

Chief of Staff Team Excellence Award Oct. 4 for developing

Communications System Satellite A-2's into supersynchronous

methods to prolong DSCS satellitesʼ lifespans.

orbit June 1, 2005. Captains Mitchell and Figueroa were among
------------------------------------------2006-10-12 satelliteflyer
SDB 小径爆弾は戦闘に精度向上をもたらす
Small diameter bomb brings precision to fight
Tech. Sgt. Russell Wicke Air Combat Command Public Affairs
LANGLEY AIR FORCE BASE,Va.̶ The Air Combat Command

made the IOC announcement six months ahead of schedule, only

commander declared initial operational capability for the Guided

weeks after it was initially delivered to war fighters in early

Bomb Unit-39/B Small Diameter Bomb Oct. 2, and the weapon

September for Air and Space Expeditionary Forces 3 and 4.

made its combat debut just three days later. Gen. Ronald Keys

Boeing, the GBU-39B manufacturer, describes (後略)

------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Oct 16, 2006

空軍は F-22 を売込み過ぎ、と海軍当局述べる
Air Force overselling F-22, Navy official says
SALES PITCH: The Air Force is overselling its F-22 Raptor and

official says. "The Air Force will sell . . .

neglecting electronic warfare support to ground troops, a Navy

セキュリティのレビュー者は官僚的用語に新しい言葉を加える手助けをしている
Security reviewers help add new word to bureaucratic lexicon
LANGUAGE IN ACTION: Overzealous security reviewers at the

bureaucratic lexicon. It happened after the Pentagon redacted

Defense Department have helped add a new word to the

some . . .

2007 年に移動車輌上で FCS 将来戦闘システム用のビークルの次の APS アクティブ防御システムのテストが実施される予定
Next APS test for FCS vehicles to be on moving vehicle in '07
APS TESTING: The next major testing milestone for the Active

Combat Systems (FCS) vehicles will be a live-fire test . . .

Protection System (APS) being developed for manned Future
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ACS 航空コモンセンサのフォローオンが数ヶ月内に予想される
ACS follow-on expected in coming months
SON OF ACS?: It sounds like a typical movie preview for a

Sensor, a terminated . . .

sequel: You though it was over, but it's back. The Aerial Common

議員は DOD の IG 監督長官の候補を立てるように要求
Congressman calls for DOD IG candidate to be installed
DOD IG: Rep. Joel Hefley, chairman of the House Armed

confirm David Laufman as the Defense Department's inspector

Services readiness subcommittee, is urging the Senate to

general.

陸軍航空のコマンチ後継の計画が科学技術予算の上で不明
Army Aviation's post-Comanche plan unclear on S&T spending
BACK FROM COMANCHE: Paul Bogosian, program executive

on its plan to fund a variety of aviation . . .

officer for Army Aviation, says the service has nearly made good

海軍はよりすぐれたさらに低コストのレールガン砲弾に注目
Navy eyes better, lower-cost railgun projectiles
RAILGUNS: The proliferation of weapons guidance, navigation

precision-guided projectiles at lower cost, the Naval Sea

and control systems should lead to smaller, more robust

Systems Command says. . . .

海兵隊は予算の計画の中で JSF を延期せざるを得なくなった
Marines forced to put off JSF in budget planning
OTHER NEEDS: Opponents of the $276 billion Joint Strike

that seems to want the aircraft the . . .

Fighter like to point out that the one American military service

ボーイングのチームはアドバンスト・タクティカル・レーザ航空機のフライトテストを開始
Boeing team begins flight-testing Advanced Tactical Laser aircraft
A Boeing team has begun flight-testing the modified U.S. Air

chemical oxygen/iodine laser (COIL) for the . . .

Force C-130H gunship that next year will be outfitted with a

国境パトロールは反乱者をイラク内部に留める必要があったと RAND のレポートは言う
Border patrols needed to keep insurgents inside Iraq, RAND says
In an odd twist, a recent RAND Corp. report says intelligence,

security equipment are needed to keep insurgents from

surveillance and reconnaissance aircraft and other border

leaving . . .

英国と国防省担当官は JSF に関して会合を設定
U.K., DOD officials set to meet on JSF
LONDON -- Senior Pentagon and British defense ministry

London's planned purchase of the F-35 Joint Strike . . .

officials will hold vital meetings in the coming weeks crucial to

ViaSat はプラグ＆プレイ IP と USB 接続を提供
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ViaSat offers plug-and-play IP and USB connections
ViaSat Inc. is introducing the VDC-800 Data Controller to offer secure IP and USB connections to warfighters, the company said. . . .
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Oct 13, 2006

海兵隊は UAV/マネジメント・システムの第二回テストを行なう
Marines conduct second test with UAV/management system
The U.S. Marine Corps recently conducted its second round of

unmanned

testing with a surveillance system that manages multiple

provide . . .

aerial

vehicles

(UAVs)

or

other

sensors

to

ロッキードは特殊作戦用の２分の 1 縮尺の MULE 地上無人車輌を開発中
Half-scale MULE being developed by LM for special operators
Lockheed Martin is developing a half-scale variant of its

ground vehicle that it hopes to have in limited testing by

Multifunction Utility/Logistics & Equipment (MULE) unmanned

the . . .

先進モデリングは JSF の開発からリスクを取除く
Advanced modeling removes risk from JSF development: general
Contrary to what critics argue, the advanced modeling and

Fighter reduce the risk to buy the aircraft . . .

simulation used to develop and build the F-35 Joint Strike

エンジニアは Eutelsat の HB3, W3A 衛星の異常を調査中
Engineers studying anomaly on Eutelsat's HB3, W3A Birds
Eutelsat engineers are attempting to sort out two in-orbit

spacecraft, in one case permanently. . . .

problems that have hampered operations on two different

グリフィン長官は協力ミッションでは物を交換するアプローチを継続することを望む
Griffin wants to continue barter approach in cooperative missions
NASA wants to continue the barter approach originally pursued

with other countries to explore the moon. . . .

in the International Space Station (ISS) partnership as it joins

アルカテル・アレニアは Globalstar の第二世代を開始する契約にサイン
Alcatel Alenia signs deal to start Globalstar second generation
SECOND GENERATION: Alcatel Alenia Space could wind up

Globalstar Inc. if an initial agreement bears fruit. Under the new

building 48 new low-Earth orbit communications satellites for

DHS 国土安全省は$10M のレーザ・ジャマーに対抗するシステムのスタディ契約
DHS to award $10M in contracts to study laser jammer countermeasures
DHS CONTRACTS: The Department of Homeland Security is

study alternatives to laser jammer countermeasures against

about to award multiple contracts totaling up to $10 million to

shoulder-fired . . .

-------------------------------------------
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Aerospace Daily & Defense Report

Oct 12, 2006

ISS クルーは Progress のドッキングに道を空けるため Soyuz に移る
ISS crew moves Soyuz to make way for Progress docking
SOYUZ SHIFT: All three crewmen on the International Space

up and buckling in to move the . . .

Station are set to receive another load of supplies after suiting

抑止の名目でミサイル防衛が強化されている
In name of deterrence, missile defense boosted
In response to North Korea's "provocation," the United States

cooperation on ballistic missile defense, President Bush said Oct.

will

11. . . .

increase

defense

cooperation

with

allies,

including

JPADS 統合精密空中投下システムは空軍の空中投下に対する考えを変えつつあると McNabb 大将述べる
General says JPADS changing air drop missions
The Joint Precision Air Drop System (JPADS) is altering the way

Duncan McNabb, commander of . . .

the U.S. Air Force looks at its air drop missions, said Gen.

米陸軍 CIO チーフインフォメーションオフィサ Boutelle 中尉は IP ベースの通信を推進支援を追求
Boutelle seeks help to push IP-based communications
Lt. Gen. Steven Boutelle, the U.S. Army's chief information

make the argument" to acquisition leaders about the . . .

officer, called upon service and industry personnel to "help us

新しい米国の宇宙政策はセキュリティを強調
New U.S. space policy stresses security
President Bush's new U.S. space policy is heavy on national and

glimmer of hope for U.S. companies . . .

homeland security, doesn't even mention the moon, and offers a

NORAD はニューヨークのビルへの衝突のあと、戦闘機を集結し戦闘態勢に
NORAD scrambles fighters after NYC crash
FIGHTERS: The North American Aerospace Defense Command

aircraft crashed into a New York City building, a NORAD . . .

(NORAD) scrambled fighter combat jets on Oct. 11 after an
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Oct 11, 2006

ロッキードの JSF のシミュレーションは航空機の能力を証明しないと GAO の調達ディレクタは述べる
Lockheed's JSF simulation doesn't prove aircraft's ability, GAO acquisition director says
Lockheed Martin's simulated proof of the capabilities of its F-35

manufacturer's ramped-up development strategy - does not . . .

Joint Strike Fighter (JSF) - the cornerstone of the aircraft

レーダ市場は 10 年の期間に$40B になろうと FI は予測
Radar market will be $40 billion in decade's time, FI predicts
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Radar will remain a core part of aircraft avionics suites,

traffic control (ATC) systems over the next 10 years, . . .

battlefield command networks, missile defense shields, and air

LM は Sniper ポッドはマーベリック・ミサイルと整合がとれていると述べる
LM says Sniper pod compatible with Maverick missile
SNIPER COMPATIBLE: Lockheed Martin Corp. said Oct. 9 that

with the launch of a Maverick missile from an adjacent

its Sniper Advanced Targeting Pod demonstrated compatibility

A-10C . . .

ボーイングは A160 Hummingbird に焦点を当てている
Boeing focusing on A160 Hummingbird
Having stopped development work on Canard Rotor/Wing (CRW)

advanced rotorcraft division is focusing on the long-endurance

technology and the Unmanned Little Bird (ULB), Boeing's

A160 Hummingbird unmanned . . .

General Atomics はさらに２機の CBP 税関・国境パトロール用 Predator B の契約を得る
General Atomics wins contract for two more CBP Predator Bs
U.S. Customs and Border Protection has awarded General

contract for two more Predator B unmanned aerial systems

Atomics Aeronautical Systems of San Diego a $33.9 million

(UASs), . . .

HASC 下院軍事委員会 委員長は直ちに韓国を変えることを望む
HASC chairman wants 'immediate' Korea changes
House Armed Services Committee Chairman Duncan Hunter

steps to develop and deploy systems that are capable of . .

(R-Calif.) lobbied President Bush on Oct. 9 to "take immediate
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Oct 10, 2006

米政府は北朝鮮の核実験の主張に対する対応を熟慮中
Washington mulling response to North Korea's nuclear test claim
Reactions on Oct. 9 to North Korea's claim of conducting a

U.S. missile defense efforts to underpinning naval

...

successful underground nuclear test ranged from calls to bolster

議会予算担当： 防衛予算支出は総額で$500B で 5.3%上昇
CBO: defense outlays total $500B, up 5.3 percent
DEFENSE OUTLAYS: The Congressional Budget Office says its

billion, up an actual 5.3 percent over FY '05. The . . .

preliminary estimate of fiscal 2006 defense outlays totaled $500

最後の Nimitz 級原子力空母 CVN-77George H.W. Bush の進水が行なわれるとともに CVN-21 への圧力が高まる
Last Nimitz carrier heralded while CVN-21 pressures grow
The presidential Bush family and Northrop Grumman Corp.

carrier, the George H. W. Bush (CVN 77), on Oct. 7. . . .

christened the nation's 10th and final Nimitz-class aircraft
[編注] 米国議会 CRS レポート RL32731Updated May 25, 2005 によれば下記の通り：
Table 2. Current and Projected Navy Aircraft Carriers
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(projected carriers in italics)

Hull
Number

Name

Procured

In
Service

CV-63

Kitty Hawk

FY56

4/1961

CVN-65

Enterprise

FY58

11/1961

CV-67

John F. Kennedy

FY63

1968

CVN-68
CVN-69
CVN-70
CVN-71

Nimitz
Dwight D. Eisenhower
Carl Vinson
Theodore Roosevelt

FY67
FY70
FY74
FY80

1975
1977
1982
1986

CVN-72

Abraham Lincoln

FY83

1989

CVN-73

George Washington

FY83

1992

CVN-74

John C. Stennis

FY88

1995

CVN-75

Harry S. Truman

FY88

1998

CVN-76

Ronald Reagan

FY95

2003

CVN-77

George H. W. Bush

FY01

2008

FY08
FY12 or
later

2015
2019 or
later

CVN-21
CVN-22

TBD
TBD

Notes
Home port Yokosuka, Japan. SLEP completed 1991. To be
replaced by CVN-77 in 2008.
Home port Norfolk, VA. RCOH completed 1994. To be
replaced by CVN-21 in 2014.
Home port Mayport, FL. COH completed 1995. Was to be
replaced by CVN-22 in 2018 .
RCOH completed 2001.
RCOH to be completed 2004.
Home port Bremerton, WA. RCOH scheduled 2005-2008.

Is to replace CV-63 in 2008.
Is to replace CVN-65 in 2015.
Previous plan was to procure ship in FY2011 and have it
replace CV-67 in 2018.

Notes: CV = conventionally powered carrier; CVN = nuclear-powered carrier; SLEP = service life extension program overhaul; RCOH = refueling complex
overhaul; COH = complex overhaul. CVN-21 and CVN-22 also known as CVN-78 and CVN-79, respectively. Home port locations as of December 2004.

アップグレードでアパッチ・ヘリは理想的ディープ・ストライク航空機になる、と米陸軍
Upgrades will make Apache ideal deep strike aircraft: Army
With enhanced sensors, communications links and engine power,

missions, Army aircraft program managers said Oct. 9 during the

Apache helicopters will make ideal aircraft for deep-strike

Association . . .

NASA, FAA は決定が延びていることに心配はしていない
NASA, FAA not worried about continuing resolution
NASA and the FAA aren't worried about operating under a continuing resolution, at least for now. . . .

空軍は人員削減の後はやりとりにもっとコンピュータと電話を使う計画
AF to use computers, telephones for transactions
AF TRANSACTIONS: After cutting its personnel by tens of

by doing more "transactions" by computer or . . .

thousands, the Air Force is now looking for ways to reorganize
------------------------------------------Space News

http://www.space.com/spacenews/

ガリレオの軍事利用は許可されようが、強制的ではない
Military Use of Galileo To Be Permitted but Not Mandatory
BRUSSELS -- European governments will be able to equip their

European Commission Vice President Guenter Verheugen said

military forces to use the future Galileo satellite navigation

Oct. 16.

system but will not be mandated by the European Union to do so,
------------------------------------------Week of October 16, 2006

Sat News

http://www.satnews.com/
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DirecTV9s と OPTUS D1 のアリアンスペースでの打上げのアップデートレポート
…

Updated Report on the Arianespace Launch of DirecTV 9S and OPTUS D1

Globalstar はアルカテルアレニアの第二世代の LEO 衛星コンステレーションの初期契約を結ぶ
…

Globalstar Signs Initial Deal With Alcatel Alenia for Second Generation Leo Satellite Constellation

ILS は Arabsat BADR-4 の打上げキャンペーンを開始
…

ILS Begins Arabsat BADR-4 Launch Campaign

ボーイングは GPS のハードの納入を行い、ソフトのテストを完了
…

Boeing Delivers Hardware and Completes Software Testing for Global Positioning System

ロッキードマーチン、ITT は GPS III 宇宙セグメントの競合で連携
…

Lockheed Martin, ITT Partner for GPS III Space Segment Competition

Dolan Family は Cablevision の全ての共通シェアを買取ることを申し出る
…

Dolan Family Offers to Buy All Common Shares of Cablevision

Eutelsat の W3A 衛星は異常から復帰
…

Eutelsatʼs W3A Satellite Back to Service After Suffering from an Anomaly

ATK の新しい打上げロケット ALV は 2007 年に初のミッションに整う
…

ATKʼs New Launch Vehicle ALV Readied for First Mission in 2007

------------------------------------------Lockheed Martin Press Releases

http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fnec&ti=111

ロッキードマーチンは大平洋地域で運用する F-22 初号機をロールアウト
October 17, 2006

LOCKHEED MARTIN ROLLS OUT FIRST F-22 SLATED FOR OPERATIONS IN THE PACIFIC REGION

http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=17973&rsbci=0&fti=111&ti=0&sc=400

ロッキードマーチンは ILS インターナショナル・ローンチ・サービス社の売却を完了
October 11, 2006

Lockheed Martin Completes Sale Of International Launch Services

http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=17969&rsbci=0&fti=111&ti=0&sc=400

ロッキードマーチンと ITT は GPS III 宇宙セグメントの競合で連携を発表
October 11, 2006

LOCKHEED MARTIN, ITT ANNOUNCE ALLIANCE FOR GPS III SPACE SEGMENT COMPETITION

http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=17967&rsbci=0&fti=111&ti=0&sc=400

------------------------------------------Boeing News Releases

http://www.boeing.com/news/releases/index.html

ボーイングは FAB-T の予備設計審査を無事終了
Oct. 17, 2006

Boeing Completes Successful FAB-T Preliminary Design Review

http://www.boeing.com/news/releases/2006/q4/061017c̲nr.html

ボーイングはレーザガンシップ計画のフライトテストとレーザ発射を開始
Oct. 13, 2006

Boeing Begins Flight Tests and Laser Firings for Laser Gunship Program

http://www.boeing.com/news/releases/2006/q4/061012b̲nr.html

ボーイングは GPS のハードの納入とソフトのテストを完了
Oct. 12, 2006

Boeing Delivers Hardware and Completes Software Testing for Global Positioning System

http://www.boeing.com/news/releases/2006/q4/061012a̲nr.html
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France in Space

http://www.france-science.org/home/page.asp?target=nfo-let&PUBLID=9&LNG=us
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******************
- 1:

JASON-2 衛星地上局が開設された

- 1:

JASON-2 SATELLITE GROUND STATION INAUGURATED

On September 28th, 2006, the new ground station for the

the receiving antenna and protective radome for the site.

OSTM/Jason-2 oceanography satellite was officially inaugurated,

Eumetsat and NOAA will be responsible for all three ground

and began service, in Usingen, Germany.

The town already

stations (Usingen, Wallops Island and Fairbanks, both in the

hosts data receiving systems for the European Meteosat Second

United States). OSTM/Jason-2, a joint CNES, NASA, Eumetsat

Generation (MSG) weather satellites. Eumetsat, T-Systems and

and NOAA mission, will be launched in 2008 and will take over for

DeTelmmobilien supplied the terminal, as well as a portion of the

Jason-1, in service since 2001.

ground network, and CNES provided the electronic equipment,

Cosmos 10/06/06]

- 2:

ESA はスペインの地球観測衛星開発を監督する予定

- 2:

ESA TO OVERSEE DEVELOPMENT OF SPANISH OBSERVATION SATELLITE

ESA

and

the

commitments

for

Spanish
the

government

development

of

[CNES 09/29/06, Air &

have

signed

initial

observation satellite which would be financed by Spanish money

an

optical

Earth

and built by a Spanish industrial team.
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The Seosat satellite

would have an optical imager with 2.5-meter resolution in

infrastructure.

black-and-white

color,

present, ESA and Spainʼs Center for Development of Industrial

characteristics which make it similar to the French-led Spot 5

Technology (CDTI), which will finance the project, have agreed to

satellite currently in orbit. The Spanish government hopes to

a contract of less than four million euros to cover the preliminary

prove that the countryʼs industry is mature enough to take on

project design through a series of contracts with Spanish

this type of project.

companies, such as EADS CASA. [Space News 10/09/06]

and

10-meter

resolution

in

The project is currently budgeted at

The current estimated launch date is 2010.

At

roughly 150 million euros, not including the launch and ground

- 3:

HOT BIRD 3 は軌道上での電力停止の犠牲に

- 3:

HOT BIRD 3 VICTIM OF POWER-OUTAGE IN ORBIT

Eutelsatʼs Hot Bird 3 direct-broadcasting satellite suffered a

arrays, one of Hot Bird 3ʼs two solar panels experienced a

major loss of power in the night of October 3 as it was exiting a

“substantial deterioration” in its power-generating capabilities.

solar-eclipse period.

The satellite was on its way to its new

An inquiry into the cause of the malfunction has been opened by

position at 10 degrees east where it is to begin operations this

Eutelsat and Astrium Satellites, the spacecraftʼs manufacturer.

month under the new name of Eurobird 10.

There is no word yet as to whether the satellite can be repaired

emerged

from

a

solar-eclipse

cycle,

However, as it

during

which

the

however no Eutelsat customers were affected by the failure.

spacecraftʼs batteries provide power in the place of its solar

- 4:

ESA は Astronaut Corp. を強化

- 4:

ESA BEEFS-UP ITS ASTRONAUT CORP

[Space News 10/09/06]

ESAʼs human spaceflight director, Daniel Sacotte, told an

board the ISS with three other Europeans in line to fly. Christer

audience at last weekʼs Astronautical Congress in Valencia,

Fuglesang of Sweden will be a member of STS-116 in December;

Spain, that the agency will start a new recruitment campaign for

Paolo Nespoli has been assigned to next summerʼs STS-120

astronauts after the launch of the Columbus laboratory, now

which will deliver the second pressurized station node; and Hans

scheduled for October 2007.

Schlegel of Germany is scheduled to be on STS-122 which will

At the moment, the European

Astronaut Center has only seven astronauts ready to fly and

install the Columbus module.

Columbus operations will put a definite strain on the small

STS-122 should be made by NASA by the end of the year.

astronaut corp. ESA astronaut Thomas Reiter is currently on

[Aviation Week 10/09/06, Le Figaro 10/11/06]

- 5:

CNES は準軌道の放物線飛行の新しいキャンペーンを祝う

- 5:

CNES CELEBRATES NEW CAMPAIGN OF PARABOLIC FLIGHTS

A final decision on all members of

CNES recently completed its second campaign of parabolic

human knowledge. The highlight of this campaign was, no doubt,

flights for 2006 in cooperation with its sister company

the first surgery on a human performed in zero-g conditions,

Novespace.

during which a cyst was removed from the arm of a male patient

A total of thirteen different experiments were

carried out in microgravity conditions aboard the specialized

(see France-In-Space #355, article 1).

Airbus 300 ZERO-G in Bordeaux-Mérignac.

Novespace has performed six parabolic flights.

The experiments

09/19/06]

were chosen by CNESʼ science committee and aim to develop
certain technologies, prepare for space missions and/or expand

- 6:

要 約

- 6:

IN BRIEF
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So far this year
[CNES

Alcatel of Paris announced that it will team with Maroc Connect

The launch of the Ariane 5 ECA, which will be carrying the

of Morocco to establish a next-generation satellite-based

DIRECTV 9S, OPTUS D1 and LDREX-2 satellites has been

communications network in Morocco. The two companies have

postponed for 24 hours in order to carry out additional checks on

agreed to invest more than 25 million euros for the network,

components of the launcher. Lift-off is now scheduled for the

which will be deployed by early 2007. [Space News 10/09/06]

night of Friday, October 13th, 2006.

Eumetsat has confirmed that a new launch date of October 17th,

Agence France Presse 10/10/06]

2006, has been set for MetOp-A, Europeʼs first polar-orbiting
meteorological satellite.

[ESA 10/05/06, Air & Cosmos

10/06/06]
------------------------------------------10/2/2006 - 10/6/2006

AstroExpo.com

http://www.astroexpo.com/News/TopNews.asp

Business News
Ares I クルー打上げビークルの第一段の契約変更
Ares I Crew Launch Vehicle First Stage Contract Modification
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27826&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

NASA は 120 の SBIR スモールビジネス・イノベーション・リサーチ・プロジェクトを選定
NASA Selects 120 Small Business Innovation Research Projects
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27827&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

NASA は APL と研究開発とエンジニアリングの契約を結ぶ
NASA Awards Applied Physics Lab R&D, Engineering Contract
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27802&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

FTC 連邦取引委員会はボーイングとロッキードマーチンの ULA ジョイント・ベンチャ形成に介入
FTC Intervenes in Formation of ULA Joint Venture by Boeing and Lockheed Martin
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27812&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

アルカテル・アレニアは Cryosat-2 地球観測衛星の SIRAL-2 電波高度計を製造予定
Alcatel Alenia Space to Build SIRAL-2 Radar Altimeter for CryoSat-2 Earth Observation Satellite
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27784&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

NASA は宇宙プログラム・オペレーションの契約を結ぶ
NASA Awards Space Program Operations Contract
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27785&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

International Space News
宇宙ステーション ステータスレポート
International Space Station Status Report: SS06-043
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27863&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

ロシアは宇宙部隊の日を祝う
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[Arianespace 10/10/06,

Russia Celebrates Space Troopsʼ Day
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27825&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

ロシアから Ink Malaysia Space の取引、宇宙旅行の価格上昇
Russia to Ink Malaysia Space Deal, as Tourist Flight Prices Rise
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27759&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

スペースアドベンチャーズの顧客の Anousheh Ansari は国際宇宙ステーション訪問後に地球へ帰還
Space Adventuresʼ Client, Anousheh Ansari, Returns to Earth After Visiting the International Space Station
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27764&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

Launch News
MetOp 打上げは 10 月 17 日に予定
MetOp to be Launched on 17 October
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27839&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

UP Aerospace 社はニューメキシコ州のスペースポート・アメリカからのロケット打上げの初期の解析を公表
UP Aerospace, Inc. Releases Initial Analysis of Its Rocket Launch from New Mexico's ''Spaceport America''
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27769&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

Program News
NASA のマーズローバとオービタ・チームは Victoria 噴火口を調べる
NASA's Mars Rover and Orbiter Team Examines Victoria Crater
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27858&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

ロシアとインドは Glonass 衛星システムを共同利用する予定
Russia, India to Use Glonass Satellite System Together
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27822&ampListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

NASA は宇宙プログラム・オペレーション契約を結ぶ
NASA Awards Space Program Operations Contract
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27813&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

GIOVE-A レーザ測距のキャンペーン成功
GIOVE-A Laser Rangling Campaign Successful
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27809&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

NASA は有人宇宙飛行の第一章を終了、次に備える
NASA Ends One Chapter in Human Spaceflight, Prepares for the Next
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27766&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

Science and Exploration News
Spitzer 宇宙望遠鏡は宇宙の犯罪が起きる時に画像を取る
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Spitzer Space Telescope Captures Cosmic ''Crime'' as it Happens
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27841&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

NASA は近傍ブラックホールの数を数える
NASA Performs Headcount of Local Black Holes
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27842&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

天体学者は初めてクェーサの内部をのぞく
Astronomers See Inside a Quasar for the First Time
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27848&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

NASA チームは天の川銀河の中に新しい惑星を発見
NASA Team Finds New Planets in Milky Way Galaxy
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27836&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

南極上の 2006 年の期間におけるオゾンの損失を記録
Record Ozone Loss During 2006 Over South Pole
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27800&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

Technology News
Vega 上段複合材は ESTEC で試験に合格
Vega Upper Composite Passes Tests at ESTEC
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27838&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

NASA はスペースシャトル・アトランティスに穴を見つける
NASA Finds Hole in Space Shuttle Atlantis
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27859&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

RAS PN06/38: 銀河の最大の 3 次元マップ
RAS PN06/38: Largest 3D Map of Galaxies
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=27817&ListType=TopNews&StartDate=10/2/2006&EndDate=10/6/2006

------------------------------------------JDW,

Janeʼs Defence Weekly

http://jdw.janes.com/public/jdw/index.shtml

米国は中国が衛星攻撃にレーザを使ったと主張
13-Oct-2006

US claims that China has used lasers to attack satellites

Command Sergeant Major David Lady, CSM of the Joint

at the Strategic Space & Defense conference in...

Functional Combat Command for Integrated Missile Defense, said

米国ミサイル防衛システムは警戒状態を続ける
13-Oct-2006

US missile defence system 'remains on alert'

Lieutenant General Joseph Inge, the deputy commander of US

Defense Donald Rumsfeld put the ground-based...

Northern Command, said on 10 October that US Secretary of
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北朝鮮は不拡散をテストする
13-Oct-2006

North Korea tests non-proliferation

The most obvious impact of the test is on the Nuclear

spread of such weapons, which...

Non-Proliferation Treaty (NPT) and related regime to control the

ボーイングはハイブリッド小型航空機のフライトデビューを明らかに
13-Oct-2006

Boeing reveals debut flight for hybrid Little Bird

The aircraft is based on MD Helicopters' A/MH-6M Mission

includes technology from the Unmanned Little...

Enhanced Little Bird, derived from the company's MD 530F, and
------------------------------------------2006 年

月

日

時事通信社「世界週報」

月 日号 [目次抜粋]

------------------------------------------[平山ニュース 2006 年 月 日]

http://www.wikihouse.com/space/

[NEWS]
10/18 米が国家宇宙政策を改訂 軍事利用に重点(読)
10/16 LDREX-2 のアンテナ展開を画像で確認(JAXA,毎)
10/16 スクラムジェット燃焼器飛行実験失敗の原因究明結果報告(JAXA,朝,経)
10/16 イランが宇宙研究センター開設へ(読)
10/13 2056GMT 打上成功:Ariane 5 ECA,Kourou
・(米)放送衛星 DirecTV 9S
・(豪)通信衛星 Optus D1
・

(日本)LDREX-2(大型展開アンテナ小型・部分モデル 2)

10/13 SELENE を筑波で報道公開(時,毎,読,朝)
10/12 中国が 2006 年度版宇宙開発白書を発表(産)
10/11 Ariane5 での LDREX-2 打上を 1 日延期(JAXA)
10/10 Boeing と Lockheed Martin が米政府向けロケットで提携認可 United Launch Alliance 社を設立し市場独占へ(フジサンケイビジネスアイ)
[予定]
10/23 1340GMT 打上:Progress 23P,Soyuz,Baikonur
10/17 1628GMT 打上:(欧)気象衛星 METOP-A,Soyuz/ST+Fregat,Baikonur
10/13 2056-2156GMT 打上:Ariane 5 ECA,Kourou
・(米)放送衛星 DirecTV 9S
・(豪)通信衛星 Optus D1
・(日本)LDREX-2(大型展開アンテナ小型・部分モデル 2)
[EVENT]
11/1 締切:日大の CubeSat に乗せるメッセージ募集
http://cubesat.aero.cst.nihon-u.ac.jp/japanese/microfirm.html
10/22 特別講演会「はやぶさが見た、星の王子さまの世界」ISAS 吉川真氏, 佐賀県立宇宙科学館,申込先着 190 名
10/22 天文講演会:神戸大 阿部新助氏,浜松市天文台 「はやぶさ」による小惑星イトカワの探査
10/21 日本惑星科学会 一般講演会,神戸大学 留岡和重氏,ISAS 川口淳一郎氏 「星屑からのメッセージ 探査機が見た小惑星・彗星の姿」,
兵庫県立美術館,先着 250 名
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10/21 JAXA 筑波宇宙センター特別公開
10/20 宇宙作家クラブ「はやぶさは飛翔した」,ロフトプラスワン,新宿
10/17 コズミックカレッジ エデュケータコース,釧路市こども遊学館
10/15 JAXA 沖縄宇宙通信所施設一般公開
10/14 JAXA 内之浦宇宙空間観測所施設一般公開
10/14 JAXA タウンミーティング in 堺,堺市教育文化センタ
[学会]
10/24-26 宇宙 MEMS セミナーおよび MEMS&ナノテク関連展示会,JAXA 筑波
10/20 第 15 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会,京都大学
10/19-20 JC-SAT2006,済州島
10/18-20 日本惑星科学会秋季講演会,兵庫県立美術館・ひょうご国際プラザ
10/17 申込締切:IEICE 宇宙・航行エレクトロニクス研究会,12/22,NICT 鹿島
10/16-18 第 7 回宇宙用半導体素子放射線影響国際ワークショップ, 高崎シティギャラリ
10/13 申込締切 :2007 Planetary Defense Conference,5/5-8,Washington DC
[T V]
10/23 2300-0000 宇宙 SF と現代テクノロジー2 ディスカバリ・チャンネル
10/22 0100-0200,0900-1000 火星移住計画 ディスカバリ・チャンネル
10/22 2300-2354 BS-i (再)人類、月に立つ(5)着陸船スパイダー 技術者たちの挑戦
10/21 1900-1945 NHK-E サイエンス ZERO はじまった観測衛星新時代
10/18 0000-0050 NHK-HV (再)ハイビジョンふるさと発 飛べ!巨大水ロケット
10/17 1200-1300 火星移住計画 ディスカバリ・チャンネル
10/16 2300-0000,10/17 0300-0400,0800-0900,1500-1600 宇宙 SF と現代テクノロジー1 ディスカバリ・チャンネル
10/16-(月-金 2 話ずつ) 0500-0550 NHK-BS2 (再)ふたつのスピカ
10/15 2300-2354 BS-i (再)人類、月に立つ(4)激動の 1968 年 アポロ 8 号
10/14 1000-1100 スペースシャトル 復活へのカウントダウン
10/14 1500-1600 巨大建造:宇宙ステーション

ディスカバリ・チャンネル

ディスカバリ・チャンネル

10/14 2100-2200,10/16 0100-0200,0900-1000,1800-1900 火星移住計画

ディスカバリーチャンネル

10/14 1800-1850 NHK-HV ハイビジョンふるさと発 飛べ!巨大水ロケット
------------------------------------------[宇宙開発]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/science/space̲exploration/

- ＜小型技術試験衛星＞アンテナ展開を画像で確認 ＪＡＸＡ（毎日新聞） (16 日 20 時 45 分)
- イランが「宇宙センター」、ミサイルへ転用の懸念も（読売新聞） (16 日 6 時 5 分)
- 内之浦ロケット基地公開 発射台間近「迫力ある」 - 南日本新聞 (15 日 17 時 13 分)
- ＜アンテナ試験衛星＞欧州ロケットで打上げ成功（毎日新聞） (14 日 10 時 57 分)
-

月探査衛星 日本初の「セレーネ」公開 来年打上げ予定（毎日新聞） (14 日 10 時 11 分)

- 来夏打上げ、月探査衛星「ＳＥＬＥＮＥ」を公開（読売新聞） (13 日 22 時 25 分)
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-

公開された月周回衛星（時事通信） (13 日 20 時 1 分)

- ＜月探査衛星＞日本初の「セレーネ」公開 来年打上げ予定（毎日新聞） (13 日 19 時 19 分)
- 月周回衛星を公開＝来夏打上げの「セレーネ」−筑波宇宙センター（時事通信） (13 日 19 時 1 分)
- 人工衛星からパチリ 西宮・大社小で日本初 - 神戸新聞 (13 日 18 時 39 分)
- 【中国】ロケットも「環境」時代 宇宙開発計画 民生・商業化を推進（フジサンケイ ビジネスアイ） (13 日 8 時 32 分)
------------------------------------------[米軍動向]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/us̲armed̲forces/

- 「核の傘」提供保障案、韓米連合司令官に一任（YONHAP NEWS） (19 日 10 時 55 分)
- ＜イラク＞米兵死者急増 スンニ派、米中間選挙にらむ？（毎日新聞） (19 日 10 時 33 分)
- ＜米艦護衛＞「正当防衛」論は憲法解釈変更でない 防衛庁（毎日新聞） (19 日 0 時 22 分)
- 不審船を警戒監視＝船舶検査で米軍と連携−海自（時事通信） (18 日 19 時 1 分)
- 第 27 回韓米軍事委員会、あすワシントンで開催（YONHAP NEWS） (18 日 17 時 40 分)
- 米国、北朝鮮情勢の緊張緩和を目指す＝米国務長官（ロイター） (18 日 10 時 16 分)
- 制裁決議に基づく船舶検査、海自は不審船監視・追尾（読売新聞） (18 日 3 時 9 分)
- ＜北朝鮮核実験＞再実験準備の動きか 米ＣＮＮ報道（毎日新聞） (18 日 0 時 53 分)
- ＜北核実験＞２回目準備の可能性 複数米メディア報じる（毎日新聞） (17 日 11 時 1 分)
- 北朝鮮核実験は１キロ・トン以下、米が実施確認（読売新聞） (17 日 10 時 58 分)
- 米大統領がイラク首相と電話会談、支援継続を表明（ロイター） (17 日 9 時 25 分)
- 北の核実験、公式確認 米長官、爆発１キロトン未満（産経新聞） (17 日 8 時 1 分)
- ＜北朝鮮制裁＞米軍と別海域で船舶検査や給油 海自方針（毎日新聞） (17 日 3 時 4 分)
- ＜久間防衛庁長官＞グレーゾーン合法化狙う 集団的自衛権（毎日新聞） (17 日 1 時 39 分)
- ＜北朝鮮核実験＞米政府が実施確認 放射性物質を検出（毎日新聞） (17 日 1 時 33 分)
- ＜北朝鮮船舶検査＞開始まで「半月かかる」 麻生外相見通し（毎日新聞） (16 日 21 時 28 分)
- 「周辺事態」認定は困難＝北核実験で山崎、加藤両氏−自民（時事通信） (16 日 19 時 1 分)
- 韓米連合・合同沿岸上陸訓練、19 日に金浦で実施（YONHAP NEWS） (16 日 18 時 6 分)
- 麻生外相「船舶検査開始まで最低半月かかる」（読売新聞） (16 日 14 時 10 分)
- ＜久間防衛庁長官＞集団的自衛権「正当防衛で可能に」（毎日新聞） (16 日 13 時 32 分)
- インド洋海自、対北へ展開も＝国連決議への対応優先−久間防衛庁長官（時事通信） (16 日 13 時 1 分)
- 放射性物質確認、米政府が日本に伝える…北の核実験（読売新聞） (14 日 13 時 8 分)
- 核実験の証拠？最終確認前の「予備的」段階…ＣＮＮ（読売新聞） (14 日 12 時 58 分)
- ＜北朝鮮核実験＞米軍偵察機、微量の放射性物質発見？（毎日新聞） (14 日 12 時 13 分)
- 北朝鮮上空の大気サンプルから放射能を検出＝米当局者（ロイター） (14 日 11 時 11 分)
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- 北朝鮮制裁で政府、海自の船舶検査参加を検討（読売新聞） (14 日 8 時 53 分)
- ＜北朝鮮制裁＞「周辺事態」と認定へ 米軍の船舶検査支援（毎日新聞） (14 日 3 時 6 分)
- 船舶検査で日本の協力、駐日米大使が官房長官に要請（読売新聞） (13 日 21 時 8 分)
- パトリオット装備がそろう 嘉手納基地（琉球新報） (13 日 16 時 3 分)
- ＜北朝鮮情勢＞周辺事態と認定は「時期尚早」 公明（毎日新聞） (13 日 13 時 33 分)
- ＜北朝鮮制裁＞艦艇後方支援で特措法も検討 防衛庁長官（毎日新聞） (13 日 11 時 17 分)
- 北制裁時、船舶検査の米艦に給油…周辺事態法適用へ（読売新聞） (13 日 10 時 32 分)
- パトリオット 発射台を陸送 那覇軍港から嘉手納へ（琉球新報） (13 日 9 時 42 分)
- 北の核実験 政府、周辺事態の認定検討（産経新聞） (13 日 8 時 0 分)
- ＜北朝鮮制裁＞政府、「周辺事態」検討始める（毎日新聞） (12 日 22 時 29 分)
- 「周辺事態」認定の可否検討＝北の船舶臨検、後方支援を想定−政府（時事通信） (12 日 21 時 2 分)
------------------------------------------[核兵器]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/nuclear̲weapons/

- 北、核再実験なら追加措置検討…ライス米国務長官（読売新聞） (19 日 12 時 4 分)
- ＜北朝鮮核実験＞「２回目実施、さらなる措置」ライス長官（毎日新聞） (19 日 11 時 42 分)
- 北朝鮮の核実験はアジアを超えた脅威もたらした＝インド首相（ロイター） (19 日 11 時 26 分)
- 対北制裁決議の履行確認へ＝安倍首相と米国務長官が会談（時事通信） (19 日 11 時 1 分)
- 米大統領、北朝鮮の核輸出阻止＝「再実験なら追加措置」と次官補（時事通信） (19 日 11 時 1 分)
- 核実験は 3〜4 回行われる、情報委議員が主張（YONHAP NEWS） (19 日 10 時 56 分)
- 「核の傘」提供保障案、韓米連合司令官に一任（YONHAP NEWS） (19 日 10 時 55 分)
- ＜北朝鮮核実験＞中国への追加実施予告は誤報？米政府が否定（毎日新聞） (19 日 10 時 43 分)
- ＜北朝鮮＞各地で「打倒帝国」８０周年行事（毎日新聞） (19 日 10 時 40 分)
- 日米外相会談 北朝鮮制裁で連携確認 船舶検査詰め協議へ（毎日新聞） (19 日 10 時 0 分)
- 北朝鮮・李根局長「追加核実験は自然なこと」（YONHAP NEWS） (19 日 9 時 29 分)
- 北朝鮮の核実験、IPU が 7 項目の決議を採択（YONHAP NEWS） (19 日 9 時 9 分)
- 民主労働党、金正日・金永南氏との面会を推進（YONHAP NEWS） (19 日 9 時 8 分)
- 「米の問題提起は政治的メッセージ」潘基文長官（YONHAP NEWS） (19 日 9 時 8 分)
- 米大統領、北朝鮮に核兵器を売却しないよう警告（ロイター） (19 日 9 時 1 分)
- ＜北朝鮮核実験＞「日本の核保有議論も大事」麻生外相が発言（毎日新聞） (18 日 13 時 29 分)
- 北朝鮮が核実験再実施を通告との報道、事実があったと承知せず＝官房長官（ロイター） (18 日 13 時 12 分)
- ＥＵ外相理事会、イラン核問題で国連の限定的制裁を支持（ロイター） (18 日 13 時 12 分)
- 「北朝鮮への食料支援中断の危機」WFP 報道官（YONHAP NEWS） (18 日 13 時 10 分)
- ヒル次官補「開城・金剛山、韓国政府の決定尊重」（YONHAP NEWS） (18 日 13 時 6 分)
---------- 北朝鮮の核実験場？の衛星写真公表＝米研究所（時事通信） (18 日 13 時 1 分)
【ワシントン 17 日時事】米シンクタンクの科学・国際安全保障研究所

表した。9 日の実験から 4 日後の 13 日に撮影されたもので、トンネルの

（ISIS）は 17 日、北朝鮮の核実験場とみられる地点の衛星写真を公

入り口や関連建造物が確認できる。ただし、ISIS は撮影地点の具体
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的地名には触れていない。
[編注] 資料はhttp://www.space-library.com/

5.6 地球観測関係 からダウンロード可能

---------- 【中国】外交部：北核問題で米中協議へ、経済制裁認める（サーチナ・中国情報局） (18 日 12 時 33 分)
- ＜米大統領＞潘・次期事務総長と会談（毎日新聞） (18 日 11 時 28 分)
- 北朝鮮、新たな「複数回の核実験」中国に通告…米報道（読売新聞） (18 日 11 時 27 分)
- ＜北朝鮮＞金総書記、協奏団公演を観覧 核実験後初の動静（毎日新聞） (18 日 11 時 26 分)
- ＜北朝鮮核実験＞２回目はさらに孤立 スノー報道官が警告（毎日新聞） (18 日 11 時 26 分)
- 金正日総書記、核実験実施発表から初めて公の場に（ロイター） (18 日 11 時 16 分)
- 金総書記、核実験実施後初めて姿を現す…国内で報道（読売新聞） (18 日 11 時 11 分)
- 複数回の核実験実施を通告か＝北朝鮮が中国に−米 NBC テレビ（時事通信） (18 日 11 時 1 分)
- 2 回目核実験なら制裁強化＝北朝鮮をけん制−麻生外相（時事通信） (18 日 11 時 1 分)
- ＜北朝鮮核実験＞追加実施を中国に伝達か 米ＮＢＣ報道（毎日新聞） (18 日 10 時 46 分)
---------- ＜韓国＞９３年前後に核技術研究 月刊誌報道

（毎日新聞） - 10 月 18 日 3 時 3 分更新

【ソウル中島哲夫】北朝鮮が９３年３月に核拡散防止条約（ＮＰＴ）脱

金泳三元大統領は同誌取材に「そんな（実験室レベル核技術開発

退を宣言した直後から、韓国原子力研究所の科学者らが政府上層

を行うという）報告を受けたようだ」と答え、「核開発とまで言える水準で

部の承認を得て極秘の核技術研究を進め、使用済み核燃料棒から

はない。大統領の決心なしに核開発に進むことはできない」と語った。

の少量のプルトニウム抽出に成功していたことが分かった。１７日発売

この秘密プロジェクトは 94 年 12 月に就任した科学技術庁長官が実験

の韓国誌「月刊朝鮮」１１月号が報じた。

設備と資料の完全廃棄、実験室の閉鎖を指示して終結したという。

当時の金泳三（キムヨンサム）政権高官は同誌に、「北朝鮮がＮＰＴを

韓国は全斗煥（チョンドゥファン）政権時代の８２年にプルトニウム抽出、

脱退し核を保有すれば、直ちに我々も核兵器製造に着手しなければ

金大中（キムデジュン）政権時代の００年にウラン濃縮の実験をそれぞ

ならないという切迫した心情」から、研究チームの「実験室レベルで核

れ実施していたことが０４年９月に発覚した。どちらにも韓国政府は関

技術開発を行う」との報告を了承したと証言。しかし実際に核兵器製

与せず、核兵器計画とは無関係だと説明されたが、今回表面化した

造を目指したのではなく、いつでも核武装に進める「核保有直前の水

ケースは核保有の可能性を意識したもの。他の実験例についても従来

準」まで技術を高めようという研究だったと述べた。

の説明に疑問符がつくことになろう。

---------- 米大統領 北不拡散法案に署名 「制裁」圧力を一層強化（産経新聞） (14 日 17 時 13 分)
- 15 日の採択に向け最終調整＝対北制裁決議で日米中ロ−安保理（時事通信） (14 日 17 時 1 分)
- 国内では測定されず＝放射性物質調査で文科省（時事通信） (14 日 17 時 0 分)
- 核・化学テロ対策に大型シャワー＝放射能、サリンなど除去−総務省消防庁（時事通信） (14 日 16 時 0 分)
- 放射性物質の検出、米国家情報長官が議会に書簡で報告（読売新聞） (14 日 14 時 53 分)
- 韓国も加わり９か国共同提案に…北朝鮮制裁決議案（読売新聞） (14 日 14 時 33 分)
- 放射性物質確認、米政府が日本に伝える…北の核実験（読売新聞） (14 日 13 時 8 分)
- 放射性物質を検出＝米が暫定調査結果、日本に通報（時事通信） (14 日 13 時 1 分)
- 放射性物質検出、韓国に通報＝米政府（時事通信） (14 日 13 時 1 分)
- 核実験の証拠？最終確認前の「予備的」段階…ＣＮＮ（読売新聞） (14 日 12 時 58 分)
- ＜北朝鮮核実験＞米国が韓国にも「検出」伝える（毎日新聞） (14 日 12 時 57 分)
- ＜ライス国務長官＞１７日から日本、韓国、中国を訪問（毎日新聞） (14 日 12 時 14 分)
- ＜北朝鮮核実験＞米軍偵察機、微量の放射性物質発見？（毎日新聞） (14 日 12 時 13 分)
- 日米韓、対北制裁決議案を提出（時事通信） (14 日 12 時 7 分)
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- ＜国連安保理＞最終盤で米中こじれる 対北「貨物検査」条項（毎日新聞） (14 日 11 時 46 分)
- 北朝鮮上空の大気サンプルから放射能を検出＝米当局者（ロイター） (14 日 11 時 11 分)
- ＜国連安保理＞貨物検査で最終調整 対北採択は１４日午後に（毎日新聞） (14 日 10 時 46 分)
- 核実験場所から放射能感知、米 CNN が報じる（YONHAP NEWS） (14 日 10 時 13 分)
- 「国際社会からの孤立意図ない」北朝鮮高官（YONHAP NEWS） (14 日 10 時 12 分)
- 技術的に核実験ではない可能性、専門家が主張（YONHAP NEWS） (14 日 10 時 9 分)
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

http://www.asagumo-news.com/

10/18 「ニュース」更新

韓国・原州で「国際軍楽祭 06」 空自中音が初参加

北朝鮮が地下核実験 朝鮮中央通信発表 日本政府 安全への

日米装備技術協議 相互運用性など重視 ２年半ぶりに開催

挑戦、強く非難

海上自衛隊基幹部隊 即応性の向上へ最大規模の改編

Ｔ４で浮遊塵採取 空自 放射性物質測定に万全

18 年度陸自派米訓練 広大なヤキマで連携射撃 72 戦連、１対戦

北の核戦力、確実に増大

ヘリ、25 普連など

テロ特措法の延長法案提出

10/12 「コラム」更新

若狭湾沖で日露 捜索・救難訓練

・朝雲寸言 /// ・安倍政権がスタート /// ・次期国連総長に潘氏

------------------------------------------------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
------------------------------------------2006 年 10 月 14 日 0:51

AIA dailyLead

October 13, 2006

米空軍 給油機 代替計画で予算要求
Air Force seeks funding for tanker replacement program
The Air Force says it will need $13 billion over the next five years to replace its fleet of aerial refueling tankers. The Air Force hopes to
award the contract next summer and take delivery of the first plane by 2011. Boeing and a team of Northrop Grumman and EADS are
likely to compete for the contract.

The New York Times (free registration) (10/12)

エアバス 経営陣建て直し計画
Airbus to overhaul management structure
Airbus parent EADS says it will address management problems at the jetmaker before it overhauls the production process. On Monday,
French co-chief executive Louis Gallois was named to head Airbus, succeeding Christian Streiff, who resigned after just 100 days on
the job. Some analysts say internal politics have hampered the company's efficiency.

The New York Times (free registration) (10/13)

EADS 持株を独政府が買い取り検討
Germany mulls purchasing EADS stake: Germany is considering buying a stake
in Airbus parent EADS that DaimlerChrysler is selling, German Chancellor Angela Merkel told reporters Thursday. At the same Paris
news conference, French President Jacques Chirac said cost cuts at Airbus must be split fairly between France and Germany.

Air

Transport World (10/13)

デルタ航空 CEO 降板
Delta CEO to step down after carrier exits bankruptcy
The chief executive of Delta Air Lines said Thursday he will step down from his post after the carrier leaves bankruptcy protection.
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Gerald Grinstein also said the airline has no plans to merge with another carrier or sell its Comair unit and does not anticipate any more
big layoffs.

Fort Worth Star-Telegram (Texas)/Associated Press (free registration) (10/12), Aviation Daily (10/13),

World (10/13),

Air Transport

Reuters (10/12)

コンチネンタル航空 組合結成投票失敗
Union fails to organize Continental baggage, cargo workers
The Transport Workers Union has lost its bid to organize Continental Airlines baggage handlers and cargo agents. The union says it fell
about 285 votes short of winning the election. Continental says it is pleased with the outcome.
(Texas)/Associated Press (free registration) (10/12),

Fort Worth Star-Telegram

Reuters (10/13)

ノーススター社 （インディアナ） ロールスロイスの長期下請け工事受注
Northstar lands seven-year contract with Rolls-Royce
Northstar Aerospace Inc. has received a contract from Rolls-Royce to provide machining for gearboxes and parts used in commercial
and military aircraft. In addition, Northstar is building a plant in Indiana that will function as a specialized feeder plant for Rolls-Royce.
The Wall Street Journal/Dow Jones Newswires (subscription required)(10/11)
------------------------------------------2006 年 10 月 13 日 0:16

AIA dailyLead

October 12, 2006

ボーイング 無人ヘリ 初飛行
Boeing's unmanned helicopter makes first flight
Boeing recently tested its A/MH-6X helicopter, an aircraft that can fly unmanned or with a pilot. The helicopter flew without a pilot for
about 14 minutes and landed safely. It is designed for quick insertions of commando teams and can provide weapons support for ground
units.

United Press International (10/11)

ニューヨークでの航空機衝突 セキュリティ問題提起
NY airplane crash raises questions about security, rules
Questions about a possible terror threat from small aircraft are being rekindled after the crash of a private plane into a Manhattan
high-rise Wednesday. While some are arguing for tighter controls to increase security, the Transportation Security Administration says
small planes don't pose a "significant" threat of terror attack.
(10/12),

Bloomberg (10/12),

USA TODAY (10/12),

Flight International

The Wall Street Journal (subscription required) (10/12)

ボーイング RFID 採用で 好成績
Boeing's item-level RFID a huge success
Boeing's decision to forgo the typically utilized RFID tags in lieu of item-level RFIDs has increased the company's productivity. The
decision could have implications for retailers, who have largely shied away from the technology.

StorefrontBacktalk (10/11)

ノースウェスト航空 大西洋便増便
Northwest Airlines adds trans-Atlantic routes
Northwest Airlines is adding more routes to European cities as part of its restructuring plan. It will launch flights from Detroit to
Brussels and Dusseldorf next spring. The carrier will also launch a daily nonstop flight from Hartford, Conn., to Amsterdam in July.
The Wall Street Journal (subscription required) (10/11),

The Detroit News (10/12),

American City Business Journals/Minneapolis/St. Paul (free registration) (10/11)
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Chicago Tribune (free registration) (10/12),

ボーイング７８７床パネル供給業者としてトライアンフ社選定
Triumph to provide floor panels for 787
Boeing has chosen Triumph Group to provide composite floor panel systems for the 787 program. Triumph says the initial value of the
contract is $49 million.

The Philadelphia Inquirer (free registration) (10/11)

------------------------------------------2006 年 10 月 12 日 0:02

AIA dailyLead

October 11, 2006

ロッキード、アーマ・ホールディング 両社 軍用車輌へ提携
Lockheed, Armor Holdings team up for military vehicle contract
Lockheed Martin and Armor Holdings have formed a partnership to compete for the Joint Light Tactical Vehicle contract. Armor
Holdings will assemble the vehicle, and Lockheed will be the prime contractor and systems integrator. The Wall Street Journal/Dow
Jones Newswires (subscription required) (10/10)

コラム：エアバス問題は拠点を巡っての政治的な事項
Column: Airbus problems stem from politics
The A380 program has exposed deficiencies in Airbus' organization, design and production processes, the Washington Post's Steven
Pearlstein writes. Parts of the plane are made in four countries, he notes. Former Chief Executive Christian Streiff, who stepped down
earlier this week, had planned to consolidate work in fewer locations, but politicians undermined the plan. The Washington Post (free
registration) (10/11),

Air Transport World (10/11)

燃料費下落で、エアラインに好影響
Falling fuel prices boost fortunes for some airlines
Lower fuel prices have helped airlines adjust to slowing revenue growth and have increased stock prices. Oil prices are down 8% from
year-ago levels. Some airlines that locked in fuel prices at higher levels will lose money on their hedges.

The Wall Street Journal

(subscription required) (10/10)

サウスウェスト航空 ダラス発便を調整
Southwest to adjust flight schedule from Dallas
Southwest Airlines is waiting for President George W. Bush to sign the bill that would repeal the Wright Amendment, which limits flying
from Dallas Love Field. The airline says it will adjust its flight schedule to offer better connections once the bill is signed. Analysts
believe Southwest will eventually start adding service between Dallas and cities it already serves from other airports, such as Las Vegas.
The Dallas Morning News (free registration) (10/10)

ダラス空港 新たな滑走路工事開始
Construction on Dallas taxiways about to start
Officials at Dallas/Fort Worth International Airport say new perimeter taxiways will improve safety and allow more flights to take off and
land. Taxiways are being considered at Houston's Bush Intercontinental Airport and at Denver International Airport. Chicago O'Hare also
has plans to build a taxiway.

Houston Chronicle/Associated Press (10/10)

------------------------------------------2006 年 10 月 11 日 0:14

AIA dailyLead

October 10, 2006

エアバス CEO 就任３ヵ月後に辞任
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Airbus CEO resigns after three months on the job
Airbus CEO Christian Streiff resigned Monday after Germany opposed his plans for resolving delays with the A380 program. He was
replaced by Airbus co-chief Louis Gallois. Gallois says he supports developing a wide-body A350 to compete with Boeing's 787.
Bloomberg (10/10),

Reuters (10/9),

USA TODAY (10/9),

Air Transport World (10/10)

エアバスのトラブル ボーイングにとり追い風
Boeing will benefit from Airbus' woes, analysts say: Analysts say production
delays at Airbus will allow Boeing to extend its lead in the market for wide-body planes. They say the challenge for Boeing will be to
keep up with its orders and avoid the production problems that have hurt Airbus. Reuters (10/9)

旅客機で最も安全な席は？特定することは出来ない
No clear evidence on the safest seats in an airliner
It is impossible to say that one seat on an airliner is safer than another, according to aviation safety expert Todd Curtis. However, some
experts say large planes are safer because they have more structure to absorb energy during an impact and because they are subject
to stricter safety regulations.

The New York Times (free registration) (10/10)

コラム：搭乗拒否にあう旅客数が４０%も上昇
Column: Bumped passenger numbers up 40%
The number of travelers involuntarily bumped from their flights increased 40% in the second quarter as airlines trimmed their flight
schedules and demand for travel remained strong, the Wall Street Journal's Scott McCartney writes. Airlines say they overbook flights
because some travelers don't show up and some tickets are refundable.

The Wall Street Journal (subscription required) (10/9)

------------------------------------------------------------------------------------[Readerʼs Voice to Smart Quote]
2006 年 9 月 21 日 0:32

ルーズベルトは車椅子生活者でもあったので、座って目線を合せてくれる人を歓迎したはず。

AIA dailyLead

September 20, 2006

「真面目に、簡潔に、着実に。」 →→→ 「真面目に、簡潔に、（片手間の立ち話でなく）落ち着いて。」
32 代大統領 フランクリンＤルーズベルト
"Be sincere; be brief; be seated."
--Franklin D. Roosevelt, Thirty-second U.S. president
------------------------------------------2006 年 10 月 14 日 0:51
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October 13, 2006

「演技を高めるためにも、大いに笑う。笑う事は何事によらず最良の療法だ。」
オリンピック スノーボード選手 トゥリシア バーンズ
"To enhance my performance, I laugh a lot. I think laughter is the best remedy for everything."
--Tricia Byrnes, Olympic snowboarder
------------------------------------------2006 年 10 月 13 日 0:16

AIA dailyLead

October 12, 2006

「彼は独立独行の男で、創造主を敬愛している。」
英国政治家 ジョン・ブライト
"He is a self-made man and worships his creator."
--John Bright, British politician
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------------------------------------------2006 年 10 月 12 日 0:02
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October 11, 2006

「老けた人間の内側にも、若い人間がいて一体何が起こっているんだといぶかしがる。」
ゴスペル歌手作曲家 コーラ・ハーベィ・アームストロング
"Inside every older person is a younger person wondering what the hell happened."
--Cora Harvey Armstrong, Gospel singer and songwriter
------------------------------------------2006 年 10 月 11 日 0:14

AIA dailyLead

October 10, 2006

「人々は、すごくよいサービスにあう事になれていないから、それに出会うと目眩してしまう。」
ネッツケープ社前 CEO

ジェームス バークスデール

"People are so unaccustomed to very good service that when they see it, they are dazzled by it."
--James Barksdale, Former CEO of Netscape Communications
------------------------------------------------------------------------------------[新刊紹介]

「宇宙旅行ハンドブック」

世界初!! 観光宇宙旅行を成功させた会社の宇宙旅行マニュアル

「予算」「コースの選び方」から「無重力の歩き方」「トイレの使い方」まで
エリック・アンダーソン 小林 淳子・訳
■内容紹介■
世界初の観光宇宙旅行会社社長が書いた「普通の人が宇宙に行く
ためのガイドブック」。これさえ読めばいつ宇宙旅行に行っても大丈夫
「宇宙旅行のためにＮＡＳＡで特別な訓練をする必要はありません。宇
宙旅行は想像の世界だけのものではなくなりました。億万長者だけで
なく誰でも宇宙に行ける日は近いのです」（前書きより）。著者は世界
で初めて、観光宇宙旅行を成功させた、民間宇宙旅行会社社長。
「宇宙でのトイレの使い方」「食事をこぼしたときの対処法」「ロケットの
選び方」「持ち物チェックリスト」「宇宙から地球の写真を撮るときの注
意点」「飛行前３０日の食事献立表」「宇宙ステーションで火災が起き
たときの対処法」ｅｔｃ．、出発の準備から戻るまで。普通の旅のガイドブ
ックの様に、やるべきことが語られています。次の週末に宇宙旅行に誘
われてもこれさえ読めば大丈夫！？ 本書はそのために書かれていま
す。（ＹＲ）
定価（税込） 1850 円
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