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2009 Orbital Launches

2009 Orbital Commercial Launches
by Launch Vehicle Family

Manufacturer Market Share of Satellites Launched Through February 28, 2009

Selected Satellites with Regulatory Activity During February 2009

(Drawing not to scale)

Description of Selected Regulatory Activity for February 2009 (derived from Futron’s FCCFilings.com service)
Satellite
GESN (GSO)

Location
73 WL

XM-5
Galaxy KA
GESN (GSO)

85.2 WL
89.1 WL
125 WL

NSS-9
GESN (GSO)

177 WL
243.5 WL

GESN (GSO)

291.5 WL

GESN (NGSO)

NGSO

Activity
The FCC granted Northrop Grumman's request to construct, launch, and operate a GSO satellite at 73 WL
as part of the company’s Global EHF Satellite Network (GESN)
Sirius XM applied to launch and operate XM-5 at 82.5 WL.
Intelsat applied to launch and operate a Ka-band satellite at 89.1 WL
The FCC granted Northrop Grumman's request to construct, launch, and operate a GSO satellite at 125 WL
as part of the company’s Global EHF Satellite Network (GESN)
The FCC granted New Skies' request to add NSS-9 at 177 WL to the Permitted Space Station List.
The FCC granted Northrop Grumman's request to construct, launch, and operate a GSO satellite at 243.5
WL (116.5 EL) as part of the company’s Global EHF Satellite Network (GESN).
The FCC granted Northrop Grumman's request to construct, launch, and operate a GSO satellite at 291.5
WL (68.5 EL) as part of the company’s Global EHF Satellite Network (GESN).
The FCC granted Northrop Grumman's request to construct, launch, and operate three NGSO satellites as
part of the company’s Global EHF Satellite Network (GESN).

-------------------------------------------
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Feb. 26, 2009.

AFA's Air Warfare Symposium

厳しい真実 –現実

The Hard Truth

"In the cyberspace domain, here are some obvious things: We

today."

are under attack. We are behind. We are reactive. We are not

— Air Force Gen. Kevin Chilton, commander of US Strategic

proactive. And, we—all of us—are making it too easy—too

Command, AFA's Air Warfare Symposium, Orlando, Fla., Feb. 26,

easy—for those who would exploit and attack our networks

2009.

http://www.airforce-magazine.com/MagazineArchive/Pages/default.aspx
------------------------------------------Thu Mar 5, 12:29 pm ET

By VLADIMIR ISACHENKOV, Associated Press

レポート： ロシアは衛星攻撃兵器を製造中
Reports: Russia building anti-satellite weapons
MOSCOW – Russia is working on anti-satellite weapons to match

sites in Poland and the Czech Republic put it at odds with Russia,

technologies developed by other nations and will speed up

which opposed the move as a threat to its security. President

modernization of its nuclear forces, a deputy defense minister

Barack Obama has signaled that he might forgo an anti-missile

was quoted as saying Thursday. The statement by Gen. Valentin

system in Eastern Europe if Russia helps end a standoff over

Popovkin signaled the government's intention to pursue its

Iran's nuclear ambitions. The Kremlin has welcomed Washington's

ambitious plans to strengthen the military despite the money

moves to improve ties, but Russian officials continue to

crunch caused by a worsening financial crisis. He said the

emphasize the need for modernization of Russian military

military will procure enough new missiles to deploy near Poland if

arsenals. Popovkin said the military this year will procure several

the U.S. goes ahead with its European missile defense plans.

dozen new short-range Iskander missiles. Russia has threatened

Popovkin said Russia continues to oppose a space arms race but

to send such missiles to its westernmost Kaliningrad region if the

will respond to moves made by other countries, according to

U.S. locates missile defense sites in Poland and the Czech

Russian news reports. "We can't sit back and quietly watch

Republic, but media reports said the military now only has a few

others doing that; such work is being conducted in Russia,"

such missiles. Popovkin said the government budgeted 1.5 trillion

Popovkin was quoted as saying. Russia already has some "basic,

rubles ($42 billion) for weapons purchases this year. He said a

key elements" of such weapons, he said without elaboration.

quarter of that sum will be spent on strategic nuclear forces. The

Popovkin, who previously was the chief of Russian military Space

military will use the money to put more than 10 new

Forces, reportedly made the statement at a news conference in

intercontinental ballistic missiles on line by year's end, Popovkin

response to a question about U.S. and Chinese tests of

said — a much faster pace of deployment than in previous years.

anti-satellite weapons. In February 2008, a U.S. Navy ship

"We are giving priority to strategic nuclear weapons in order to

launched a missile that hit a dying spy satellite. The test boosted

be able to inflict irreparable damage to anyone who would attack

the credibility of missile defense advocates. In 2007, China

us," Popovkin was quoted as saying. Popovkin said the military

destroyed one of its own defunct satellites with a ballistic missile.

also intends to complete tests of the Bulava intercontinental

The Kremlin has criticized U.S. plans for space-based weapons,

ballistic missile and put it into service by the year's end. Russian

saying they could trigger a new arms race. Russia and China

leaders have boasted of its capability to penetrate missile

have pushed for an international agreement banning space

defenses and described it as a key part of the military's future

weapons, but their proposals have been rejected by the United

nuclear arsenal. But the Bulava, intended for Russia's nuclear

States. As part of missile defense plans developed by the

submarines, has failed in five of its 10 test launches. "Any

previous U.S. administration, the Pentagon worked on missiles,

weapon may fail during tests," Popovkin was quoted as saying.

ground lasers and other technology to shoot down satellites.

"We were forced to increase the number of tests because of a

George W. Bush's administration plan to locate missile defense

series of failures. We have checked the entire production chain
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and found a number of flaws." Popovkin said the Russian air

also focus on obtaining high-precision weapons and will procure

force will receive about 50 new planes and 50 military helicopters

new ships to protect Russia's interests in the Arctic, where

this year. The figure is significantly higher than the total number

several nations have conflicting claims on the ocean shelf

of combat aircraft commissioned by the military since the 1991

believed to contain rich energy resources. He also said the

Soviet collapse. He also said a next-generation fighter jet is set

military will beef up its forces in the south in response to

to make its maiden flight in August. Popovkin said the military will

Russia's war with Georgia last August.

http://news.yahoo.com/s/ap/20090305/ap_on_re_eu/eu_russia_new_weapons;_ylt=AqE9d07xrT50YA1uvQAf7MiHgsgF

------------------------------------------28/ 02/ 2009

RIA Novosti

rian.ru

ロシア プロトン-Kは軍事衛星を打上げ
Russian Proton-K rocket orbits military satellite
MOSCOW, February 28 (RIA Novosti) - Russia's Proton-K heavy

launches of the rocket since it was adopted. There are plans to

carrier rocket launched from the Baikonur space center earlier

use the rocket to deliver International Space Station modules to

Saturday has successfully orbited a Russian military satellite, a

the near-earth orbit. (後略)

Space Forces spokesman said. "The separation of the satellite
from the upper stage took place in a normal mode," Lt.-Col.
Alexei Zolotukhin said. The Proton-K carrier rocket was
developed on the basis of the UR-500 intercontinental ballistic
missile by the Salyut design bureau making part of Russia's
Khrunichev State Research and Production Center. The rocket
was first launched in 1968. There have been several thousand
http://en.rian.ru/science/20090228/120356969.html

- - - - - - - - - - -関連ニュース - - - - - - - - - - - - 28 February

Interfax-Ukraine

Raduga-1 軍事通信衛星は最終軌道に投入された
Raduga-1 military communications satellite placed into final orbit
A Raduga-1 communications satellite, which has been launched

information and public relations service reported that the

into space for the Russian Defense Ministry interests, has been

Raduga-1 spacecraft's onboard systems are functioning well," he

put into the final orbit, and the Space Forces have taken control

said. A Proton-K space rocket carrying the satellite was

of it. "The Titov Space Test and Control Center took control of

launched from the Baikonur space center at 7:10 a.m. Moscow

the spacecraft at 1:46 p.m.," Space Forces spokesman Lt. Col.

time Saturday. The DM-2 upper stage coupled with the satellite

Alexei Zolotukhin told Interfax on Saturday. Stable telemetric

separated from the rocket's third stage about nine minutes later,

communication

and the DM-2 then delivered the satellite to the final orbit.

Zolotukhin

said.

has

been

"The

established

Space

Forces

with

the

satellite,

command

center's

http://www.kyivpost.com/world/36432

- - - - - - - - - - -関連ニュース - - - - - - - - - - - - 28.02.2009, 14.49

ITAR-TASS

バイコヌールより軍事衛星打上げ、予定軌道に投入
The military-purpose satellite launched from Baikonur has been put into the planned orbit
MOSCOW, February 28 (Itar-Tass) -- The military-purpose

the planned orbit. The Proton-K rocket launched from Baikonur

satellite launched from Baikonur on Saturday has been put into

cosmodrome at 07:10 Moscow time on Saturday successfully put
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the Raduga-1 military-purpose satellite into the planned orbit at

time, the space vehicle was taken under control by means of the

13:45 Moscow time, the head of the Space Troops' information

Titov Main Test and Space Systems Control Centre, Zolotukhin

service, Alexei Zolotukhin, said. The satellite separated within the

said.

zone of radio visibility from Russia's territory. At 13:45 Moscow
http://www.itar-tass.com/eng/level2.html?NewsID=13630661&PageNum=0

------------------------------------------2009 年 3 月 13 日 10 時 29 分

読売新聞

若田さん、打上げ間近の延期にも元気な様子
【ケネディ宇宙センタ（米フロリダ州）＝三井誠】米航空宇宙局（ＮＡ

漏れが見つかった場所の点検作業を開始した。作業は順調で、最終

ＳＡ）は１２日、若田光一さん（４５）ら７人が乗込む米スペースシャトル

的な日程は１４日に決める。今回は打上げ間近の延期決定だったが、

「ディスカバリ」の１５日夜（日本時間１６日朝）の打上げに向け、燃料

宇宙航空研究開発機構によると、若田さんは元気な様子という。

http://www.yomiuri.co.jp/space/news/20090313-OYT1T00307.htm

- - - - - - - - - -関連ニュース - - - - - - - - - 2009 年 3 月 12 日 11 時 16 分

読売新聞

若田さん打上げ１５日以降に…燃料タンク付近で水素漏れ
http://www.yomiuri.co.jp/space/news/20090312-OYT1T00166.htm
2009 年 3 月 11 日 20 時 52 分

読売新聞

若田さん、宇宙へ秒読み…シャトル打上げ確率９０％
http://www.yomiuri.co.jp/space/news/20090311-OYT1T00959.htm

------------------------------------------2009 年 3 月 13 日 10 時 24 分

読売新聞

宇宙ごみ衝突危機一髪、ステーション→ソユーズに一時退避
【ケネディ宇宙センタ（米フロリダ州）＝三井誠】米航空宇宙局（ＮＡＳ

宇宙ごみは約５km 離れたところを通過した。宇宙ごみが接近した場合、

Ａ）は１２日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に同日、ロケットかスペースシ

ＩＳＳは軌道を変更して避けるが、今回は発見が遅れたため、ソユーズ

ャトルの破片と見られる「宇宙ごみ」が衝突する恐れが高まり、３人の

への退避となった。衝突回避のための軌道変更はこれまでも、年１回

乗組員がロシア宇宙船ソユーズに退避したと発表。その後、衝突回避

の頻度で行われている。ＮＡＳＡによると、大きさが１０cm 以上の宇宙

が確認できたが、宇宙でのごみ対策が緊急性を増していることを改め

ごみは１万個以上に及び、先月には使用済のロシアの衛星と米イリジ

て浮かび上がらせた。ＩＳＳに接近した宇宙ごみ直径は約１３cm、速さ

ウム社の衛星が衝突、数百個もの破片を散乱させた事故が起きてい

は秒速約８km にもなるとみられる。ＩＳＳに衝突した場合には破損の可

る。

能性があるため、乗組員は緊急脱出用のソユーズに９分間退避した。
http://www.yomiuri.co.jp/space/news/20090313-OYT1T00302.htm?from=navr

- - - - - - - - -関連ニュース - - - - - - - - - - 2009/3/13 16:31 国際宇宙ステーションで乗員が緊急避難、スペースデブリが突然至近距離に接近
国際宇宙ステーション（ISS）で 12 日、スペースデブリが至近距離まで接

運行規定にそって、乗員を一時的にソユーズ宇宙船に待避させる処

近、衝突した場合に備えて乗員が ISS にドッキングしているソユーズ宇

置が講じられた。ISS にはスペースデブリ対策遮蔽板が設けられており、

宙船内に緊急避難という事態が起きたことが判った。NASA によると

直径 1cm 以下のスペースデブリの場合は衝突を起こしても致命的な

ISS とニアミスを起こしたスペースデブリは「25090 PAM-D」という名のも

事故には至らないよう設計されている。また、直径 10cm 以上のスペー

ので、米中部標準時で 12 日、午前 11 時 39 分に ISS と最接近する

スデブリの場合には米戦略軍が追尾観測を行っているため、衝突コー

ことが判明。「25090 PAM-D」と ISS 軌道は十分に離れてはいたものの、

スに入った場合には事前予測が可能。しかし、制御を失った衛星やロ

衝突を起こした場合には乗員生命に危険が及ぶことを考慮し、ISS の

ケット部品といったスペースデブリの場合、太陽の放射熱の影響で軌道
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が突然、変化するなど予測不能要素が多いため、完全に軌道コース

程前だった。「25090 PAM-D」は最接近時には ISS とわずか数マイル

を予測するのは困難なのが実情。今回の場合、「25090 PAM-D」が

（1 マイル=1.6 キロ）の距離にまで接近したと見られている。

ISS 軌道に接近しているということが判ったのは乗員避難わずか 1 時間
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903131631

------------------------------------------2009/3/11 22:46 -

Technobahn

米露衛星衝突事故、スペースデブリは明日以降にも大気圏落下の見通し
2 月 10 日に宇宙空間で衝突事故を起きたイリジウムの通信衛星とロ

模様。ただし、「Spaceweather.com」ではほとんどのスペースデブリは数

シアの軍事衛星によって生じたスペースデブリは明日以降、地球の大

十 cm 台と小さく、大気圏突入過程で燃尽きてしまうため、地上にまで

気 圏 に 落 下 す る 確 率 が 高 い こ と が 10 日 、 米 専 門 サ イ ト

到達する可能性はほとんどないと述べている。

「Spaceweather.com」の報道により明らかと。スペースデブリの追尾、
観測を行っているアメリカ戦略軍（US Strategic Command）の分類に
よると今回の衛星衝突事故では地上から観測可能な 10cm 以上の大
きさを持つスペースデブリがイリジウムの「Iridium 33」起源のものが 159
個、ロシアの「Cosmos 2251」起源のものが 355 個の計 514 個発生。
それぞれのスペースデブリはイリジウムの「Iridium 33」起源のものが高度
582km から 1262km の範囲に、ロシアの「Cosmos 2251」起源のものが
高度 198km から 1689km の飛散。明日にも地球大気圏に突入する
可能性が高まっているのは、ロシアの「Cosmos 2251」起源のものとなる
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903112246

------------------------------------------2009/3/11 17:15 -

Technobahn

イリジウム、喪失した衛星の代換衛星の再配備を完了
衛星携帯電話のイリジウム（Iridium）は 9 日、2 月 10 日にロシアの軍
事衛星「Cosmos 2251」と衝突を起こし喪失した「Iridium 33」の代わり
にバックアップ衛星を同軌道に配備完了したことを発表。再配備が完
了した衛星軌道要素は近点 783.2km と遠点 786.4km、軌道傾斜角
86.4°の極軌道。イリジウム衛星電話通信サービスは静止軌道衛星
を用いた他社のものとは異なり、地球の極軌道上に 66 機の衛星を配
備, 地球上をくまなくカバーできるのが特徴となっており、10 日の事故で
「Iridium 33」が喪失した以降は、衛星フリートの軌道間隔を調整し電
波到達域が途切れないようリカバリをかけていた。イリジウムは米通信
大手モトローラによって 1998 年から運用開始された衛星通信キャリア。
1999 年には米連邦破産 11 条を申請し一旦は経営破綻。しかし、そ
の後、国防省が回線一括購入契約を結び経営再建を完了。
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903111715

------------------------------------------Mar. 13, 2009

DAILY YMIURI ONLINE

Keiko Chino / Yomiuri Shimbun Staff Writer

宇宙政策の作成過程が不透明
Space policy made in dark
It has been six months since the Basic Law on Space came into

force. The law was lauded as a major improvement in Japan's
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space development policy, but the decision-making process

accountability in setting priorities for the nation's space

involved has become opaque. The government should enhance

technology development projects. (後略)

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20090313TDY04303.htmhttp://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20090313TDY04303.htm

- - - - - - - - - -関連ニュース - - - - - - - - - 09.03.10 読売 宇宙基本法 施行半年

不透明な宇宙政策、 決定過程 国民に説明を

09.03.11 産経 [主張] 有人宇宙開発 日本も「夢」を実現しよう
http://sankei.jp.msn.com/science/science/090311/scn0903110253001-n1.htm

------------------------------------------2009/3/12 16:55 -

Technobahn

北朝鮮のロケットは試験衛星打上げ用、米国家情報長官が議会証言
北朝鮮が「長距離弾道ミサイル」の打上げを予定していることに関し、

が高いと判断した場合にはミサイル防衛システムを使って迎撃する用

このロケットは実際に試験衛星搭載の宇宙ロケットである可能性が高

意があることを表明。また、弾道ミサイル発射を行った場合は国内の北

いことが 10 日、米国家情報長官が行った議会証言により明らかと。デ

朝鮮関連団体の資金凍結を行うことで経済封鎖を行う用意があるこ

ニス・ブレア（Dennis Blair）米国家情報長官(DNI)は同日、上院軍事

とも表明。しかし、宇宙空間を飛翔する平和目的衛星打上げ用ロケッ

委員会で行われた証言で「北朝鮮は近く宇宙ロケット打上げを行うと

ト打上げをもって、そのロケットを迎撃したり、国内資金凍結を行うこと

発表しているが、実際に打上げは（長距離弾道ミサイルではなく）宇宙

を可能とする法的根拠はなく、今回の DNI 発言は波紋を呼びそう。今

ロケットではないかと考えている」とした上で「もちろん、そうではない可能

のところ北朝鮮ロケットは 4 月 4 日～8 日の範囲で打上げ実施見通

性もあるかもしれないが、宇宙ロケットであるということが私の考えだ」と

し。

する見解を示した。DNI は連邦政府の 15 の情報機関を統率する情報
部門の最高責任者。今回、米情報部門がどのような理由で北朝鮮
のロケットが長距離弾道ミサイルではないと判断したかについては明らか
にされていないが、少なくとも、ロケットには北朝鮮の主張通りに試験衛
星が搭載され、ロケット打上げは試験衛星軌道投入が目的の一つで
あることは確かなようだ。日本政府は北朝鮮が弾道ミサイル打上げ実
験を断行し、尚かつ、ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903121655

------------------------------------------Mar 6, 2009

aviationweek

元 NASA スタッフ長、告訴される
Former NASA Chief Of Staff Indicted
A federal grand jury in the District of Columbia has indicted

In the spring and summer of 2005, when he was acting as a

Courtney A. Stadd, who served as NASA chief of staff and White

Special Government Employee in the NASA administrator's office,

House liaison under former Administrator Sean O'Keefe, on

"it is alleged that Stadd knowingly and willfully participated as a

charges he violated federal conflict-of-interest law in directing

government officer in recommending and rendering advice on the

some $9.6 million in agency funds to a consulting client.

allocation of NASA funds to Mississippi State University, a

The D.C. U.S. attorney's office said March 6 that Stadd faces up

matter in which Stadd knew he had a financial interest,"

to five years in prison on one count of Acts Affecting a Personal

according to the U.S. attorney's office.

Financial Interest, and two counts of making false statements.

Ultimately

The charges grew out of a $15 million congressional earmark for

earmarked funds, according to the U.S. attorney's office. The

Earth science spending in Mississippi, where he represented

indictment also charges Stadd with two counts of making false

Mississippi State University.

statements to NASA ethics officials concerning the matter.
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Mississippi

State

received

$9,603,428

of

the

Stadd, 54, led the NASA transition team after former President
George W. Bush was elected in 2000, and served as chief of staff
to O'Keefe until July 4, 2003, when he went into private practice
as a consultant. By the summer of 2005, when the indictment
alleges

some

of

the

criminal

activity

occurred,

former

Administrator Michael Griffin had taken over the top NASA job
from O'Keefe.

Photo credit: NASA

Stadd could not be reached immediately for comment Friday.
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/STADD030609.xml&headline=Former%20NASA%20Chief%20Of%20Staff%20Indicted&channel=space

------------------------------------------2009/3/9 11:37 – Technobahn

スペースシャトルの打上げを１ヶ月遅らせた圧力バルブ
写真は、当初、2 月 12 日に予定されていたスペースシャトル「ディスカバ

様々なシミュレーションを繰返してきた。NASA では実験の結果、懸念

リ」の打上げ予定日を 3 月 11 日に、1 ヶ月延期させる原因となったスペ

事項は全て解消されたとして、「ディスカバリ」打上げを米東部標準時

ースシャトルの液体水素燃料用の圧力バルブ。外部燃料タンクと本体

で 3 月 11 日の午後 9 時 20 分に行うことを決定。

のメインエンジンを結ぶ燃料経路の圧力を一定に抑えるためのもので、
スペースシャトルにはこの圧力バブルが 3 つ装備されている。しかし、昨
年 11 月に行われた前回の「ディスカバリ」ミッションに際し地上に帰還後
に行われた点検作業で、このバブルに損傷が生じたことが判明。NASA
では改めてバブルを取り外し実験室内環境で損傷に至った原因や、
今後、同等な損傷が発生してもシャトル飛行に影響を与えないか、
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903091137

------------------------------------------2009/3/9 11:26 -

Technobahn

NASA、系外惑星探査用宇宙望遠鏡「ケプラー」の打上げに成功
NASA は米東部標準時で 6 日午後 10 時 49 分、フロリダ州ケープカナ

もあり、NASA では衛星フェアリング問題による打上げが失敗することが

ベラル空軍基地から「デルタ II（Delta II）」ロケットを使って太陽系外惑

ないよう今回は事前に徹底的に衛星フェアリング部分の点検を実施し

星探査用宇宙望遠鏡「ケプラー（Kepler）」を打上げた。ケプラーは、搭

た。

載した測光装置を使って星の周期的な明るさ変化観測を目的とした
宇宙望遠鏡。太陽系外惑星の場合、惑星が恒星の周りを公転する
際に明るさに変化が生じることから、この明るさ変化を観測することによ
ってその星が太陽系外惑星かどうかを判別しようとするもの。NASA は
前回、2 月 24 日には「トーラス XL（Taurus XL）」ロケットを使って温室
効果ガス観測衛星「Orbiting Carbon Observatory（OCO）」打上げを
実施したが、OCO 衛星打上げは衛星フェアリング分離失敗。トーラス
XL の衛星フェアリングとデルタ II の衛星フェアリングは構造が似ていること
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903091126

- - - - - - - - - 関連ニュース- - - - - - - - - - 2009/3/6 11:26 -

Technobahn

本文省略
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http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903061853&photo=zoom

------------------------------------------2009/3/5 19:47 -

Technobahn

「LAS パスファインダ」、全米巡回興行の旅に出発
画像は今月 3 日、ニューメキシコ州ホワイトサンズ・ミサイル実験場に向

地の科学博物館で展示の場を設けながらホワイトサンズ・ミサイル実験

かうために、大型トレーラーに乗せられバージニア州のラングレー研究所

場までの輸送の途に付くこととなっており、NASA では実物を見たければ、

を後にする NASA 次世代有人宇宙船「オリオン（Orion）」緊急脱出用

途中で立寄ることが予定されている科学博物館に訪れてほしいと呼び

ロ ケ ッ ト シ ス テ ム 「 LAS パ ス フ ァ イ ン ダ （ Launch Abort System

かけている。展示予定は

Pathfinder）」。 「LAS パスファインダ」は今後、約 1 週間をかけ全米各
3 月 4 日 Adventure Science Center in Nashville, Tenn.
3 月 6～7 日 Science Museum Oklahoma in Oklahoma City
3 月 8 日 Don Harrington Discovery Center in Amarillo, Texas
3 月 9 日 New Mexico Museum of Space History in Alamogordo, N.M.
の順 ホワイトサンズ・ミサイル実験場に到着後は、オリオン有人宇宙船

Abort 1）」（画像下参照）に使われる予定。

の実物大モックアップモデルなどと合わせ「第一次緊急脱出実験（Pad

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903051947

------------------------------------------2009 年 3 月 6 日

人民網日本語版

嫦娥 3 号、月面「虹の入江」に着陸へ
全国政治協商会議委員、嫦娥 1 号プロジェクト総指揮兼チーフエン

衝突跡撮影を現在検討していると述べた。葉氏によると、嫦娥 1 号の

ジニアの葉培建氏は 5 日、嫦娥 1 号の月面衝突に際し、国内天文台

当初設計では月面衝突は考慮されておらず、モジュール設計の際に

はこれまで衛星が月面に衝突した際の実況を観測したことがなく、また

実際に月面に衝突あるいは衝突跡撮影は加味されていなかった。衝

写真撮影を行った経験もないことから、嫦娥 2 号を利用し嫦娥 1 号の

突当日、プロジェクトリーダチームは全国の天文ステーションを組織して

9

観測を行ったが、日中は光線が強すぎて観測不可能だったという。もっ

用される。容教授は歯科医の経歴を有しているため、精巧な機械設

とも衝突跡は今後しばらくの間残るとみられ、嫦娥 2 号を利用し嫦娥 1

計に長けており、採取装置の製作経験を持つ。 葉氏はまた、中国は

号の残がいと衝突跡撮影が現在検討されている。一方、月面車を搭

現在国内最東部と最西部に大型天文地上ステーション 2 カ所を建設

載した嫦娥 3 号は、月面赤道付近にある「虹の入江」に着陸することと

計画中で、その観測能力は火星にまで達し、完成のあかつきには中国

なった。葉氏によると、当該地区は比較的平坦で、明るさも充分であ

は火星探査衛星を打上げる能力を有することになると語った。（編集

り、観測が容易という。月面車は現在入札募集中であり、月表面の

HT）

土壌採取装置には香港理工大学の容啓亮・教授の設計提案が採
http://j.people.com.cn/95952/6608087.html

------------------------------------------2009 年 3 月 6 日

人民網日本語版

米科学者 2 つの大型ブラックホールを発見
米国の天文学者がこのほど、遠くはなれた銀河系の中心部に 2 つ大
型のブラックホールを発見。2 つのブラックホールは互いに相手の周りを
回りながら、軌道上を運行しており、まるでダンスをしているようだという。
写真は 4 日に発表された説明図。（編集ＳＮ）

http://j.people.com.cn/95952/6607806.html

------------------------------------------2009/3/5 19:09 -

Technobahn

中国によるユーテルサット打上げ受注成功、米国内で波紋
中国がユーテルサット（Eutelsat）の通信衛星の打上げ受注に成功し

また、こうした ITAR 見直し論が勢いを増す背景ともなっている。ユーテ

たことが米議会および米航空産業関係者の間で大きな波紋を呼んで

ルサットは昨年末、「Ariane 5」を使って EADS アストリウム（EADS

いる。中国は米露に続いて独力で有人宇宙飛行に成功するなど、宇

Astrium）が製造を行った通信衛星「Eutelsat W2M」を打上げたが、衛

宙分野進出が目覚ましく、最近は欧米のロケットによる打上げ費用の

星は静止軌道への投入完了後に電気系統に生じ、運用不能に陥っ

半値以下の価格で商用打上げ市場にも参入。しかし、米政府は米

た。今回、ユーテルサットが中国をパートナに選んだのはこの「Eutelsat

製部品を使用して製造した衛星を中国ロケットで打上げることは、「国

W2M」失敗が教訓として働いたものと見られている。「Eutelsat W2M」

際武器取引規制（ITAR）」で規制対象としているため、米企業が中国

の製造は EADS アストリウムが受託したが、衛星基幹バスにはインドの

ロケット使用し衛星を打上げることは事実上、不可能。今回、ユーテル

宇宙機関「ISRO」が開発を行った「I3K」がを採用。衛星基幹部分の

サットは米製部品を一切排除し、ITAR 規制を切抜けた「ITAR-free」

開発担当はインドだったようだ。衛星基幹バスには米系企業の場合に

衛星製造で、中国ロケットを使った破格値での打上げ契約にこぎ着け

は「Boeing 702」が、欧州系企業の場合には「Spacebus」が採用され

た模様。米政府が現状のまま中国を ITAR による規制対象国とした場

ることが多く、EADS のような最大手企業の系列会社が知名度の低い

合、欧州メーカを中心に中国ロケットを使用するため、部品の非米国

「I3K」バスを採用したことは当初から話題に上っていた。

化が進行する恐れがあり、衛星製造メーカを中心に欧州系企業から
の取引ができなくなる恐れがでてくる。また、米系企業も中国の安価な
ロケットを使用できない状況が続いた場合は、結果的に衛星打上げの
総コストを引下げることができずに、EADS など欧州系メーカに大きく後
塵を排することとなり、米議会では今回の中国によるユーテルサット打
上げ受注成功を受け、中国を敵国扱いしている現在の ITAR に対する
見直し論が高まってきている。クリントン国務長官が親中派であることも
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打上げ前の「Eutelsat W2M」

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903051909

------------------------------------------2009 年 3 月 5 日

人民網日本語版

李肇星報道官：国防費 14.9%増、「隠れた軍事費」は存在せず
第 11 期全国人民代表大会（全人代）第 2 回会議の李肇星報道官

能力の強化、四川大地震で被災した部隊のインフラ再建支援にも充

は 4 日午前の記者会見で、09 年の国防予算として前年度実績比

てられる。李報道官は「国内総生産（GDP）に占める国防費割合は中

14.9％増（624 億 8200 万元増）の 4806 億 8600 万元が計上されると

国は世界各国と比べ低い方だ。中国の限定的な軍事力は国家の主

発表。財政支出全体の 6.3％で、過去数年と比べその割合はわずか

権と領土保全を守るためのものであり、いかなる国の脅威にもならない。

に下がっている。新規増額分は主に軍人の生活待遇向上に用いられ

中国は 07 年より国連軍事費支出報告制度に正式に参加し、毎年

る。このほか、軍隊の情報化建設の強化、装備費および関連施設建

国連に軍事支出を報告している。中国には、いわゆる『隠れた軍事

設費の適度の増額、情報化環境下での軍隊の防衛能力の向上、災

費』は存在しない」と述べた。（編集 NA）

害救助・テロ対策・治安維持といった非戦争・軍事行動分野の対応
http://j.people.com.cn/94474/6606670.html

------------------------------------------2009 年 3 月 5 日

人民網日本語版

中国 新たな宇宙飛行士を選抜へ
全国人民代表大会代表の張建啓氏（有人宇宙船プロジェクト総指

は「全国の国民、特に女性が女性宇宙飛行士を強く望んでいることは

揮、総装備部副部長）は 5 日午前、中国は新宇宙飛行士の選抜を

十分に考慮する。宇宙飛行士選抜は必要に応じ規定通り厳格に行

正式にスタートし、最終的には 5 から 7 人が選ばれると発表。張氏は

われる」と述べた。新宇宙飛行士の誕生後、楊利偉氏やテキ志剛氏

新華社記者の取材に対し、選抜によって誕生した新宇宙飛行士は次

ら現宇宙飛行士は退役するわけではなく、必要に応じ今後も任務をこ

の有人宇宙飛行に向けた任務をこなす。その任務には、宇宙ランデブ

なしていく。中国初の宇宙飛行士 14 人は 1998 年 1 月に空軍飛行士

ー・ドッキング、宇宙ステーションと宇宙ラボの建設などが含まれる。楊

中から選抜された。彼らは前後して有人宇宙船である神舟 5 号、6 号、

利偉氏を代表とする最初の宇宙飛行士と同じく、新宇宙飛行士も空

7 号の飛行任務を成功させた。（編集 KA）

軍飛行士から選抜される。女性飛行士が選ばれるかについて、張氏
http://j.people.com.cn/95952/6607253.html

------------------------------------------2009/3/3 19:56 -

Technobahn

中国、独自の有人宇宙ステーション「天宮 1 号」を来年打上げへ
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中国が有人宇宙ステーション「天宮 1 号（Tiangong 1）」の開発をほぼ

る必要性は少ないため、今のところこの ATV を使った宇宙ステーション

終了し、2010 年打上げに向けた最終準備段階に入ったことが 2 日、

構築計画に関しては具体化の動きは進んでいない。しかし、その ISS

中国国営の新華社通信の報道により明らかと。「天宮 1 号」は与圧室

に関しても運用は今のところ 2016 年までで、それ以降の予定は未定。

を備えた宇宙ステーションで、外見はソーラパネルが左右に 1 枚ずつ合

また、中国が「天宮 1 号」を打上げる 2010 年は米がスペースシャトルを

計 2 枚装備されている以外はほぼ、欧州宇宙機関（ESA）の補給機

廃棄し、米は独自の有人宇宙船がなくなるという空白期間の最初の

「ATV」と重量、大きさともに同一となる見通し。ただし、中国は ATV

年にも合致することもあり、状況次第では、2010 年を契機に中国の宇

並の大型物資（重量約 8 トン）打上げ可能なロケットは現時点では、

宙開発能力は米をリードする可能性もでてきた。中国は更に、海南島

保有しておらず、打上げには新開発「長征 5（Long March 5）」重量級

に世界最大規模の新宇宙基地建設に着手したこと、また、長征ロケッ

ロケットが使用される見通し。2010 年に予定されている最初のミッション

ト生産能力を年 20～30 機に増強する方針も明らかに。画像は ESA

では「天宮 1 号」は同時に打上げられた無人「神舟 8 号」との自動ドッ

による ATV を使った小型宇宙ステーション構築案。中国の「天宮 1 号」

キング実験を実施。その後、更に無人「神舟 9 号」との自動ドッキング

は当初はこれとほぼ同じになりそう。

実験を実施後、有人「神舟 10 号」をドッキングさせるとしている。また、
2015 年までには「天宮 2 号」と「天宮 3 号」を打上げることで、3 機のモ
ジュールから構成された本格的な宇宙ステーション運用を行うとも述べ
ている。ESA の ATV に関しても単独で軌道上に投入した上で、別途
打上げられたソユーズ宇宙船とドッキングし、小型有人宇宙ステーショ
ンの役割を果たすことも検討されているが、ESA は国際宇宙ステーショ
ン（ISS）の主要参加国ということもあり、独自宇宙ステーションを保有す
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200903031956

------------------------------------------2009 年 3 月 3 日

人民網日本語版

静止気象衛星・風雲 2 号E、供用開始
中国気象局が 2 日開いた記者会見によると、静止気象衛星「風雲 2

重要な意義を持つことになる。風雲 2 号 E は軌道上で待機モードに入

号 E」が 2 カ月間以上にわたった軌道試験を経て、このほど正式に供

っており、既に寿命を迎えている風雲 2 号 C の代役を今後果たす。こ

用開始された。これにより、中国の静止気象衛星およびその応用が成

れまでに中国は計 10 機の「風雲」気象衛星打上げに成功しており、

熟段階に入り、静止気象衛星 2 基による観測業務が安定運用される

現在 5 機が軌道上で観測中。（編集 HT）

http://j.people.com.cn/95952/6605060.html

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

Mar 9, 2009

NASA’s Mars Exploration Program (MEP)

Current and Projected MEP Budgets
火星探査計画予算 Mars Exploration Program FY09 President's Budget Submit
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FY09 President’s Budget ------→｜---→Planetary Science Div. planning budget from FY09 POP Process

Rover Family Tree

MEP Next Decade—Where to From Here?

NASA Selects Scout-13—MAVEN

13

Source: NASA

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

Mar 9, 2009

ロシアは 2015 年に新しい有人宇宙機をテストする予定
Russia Sets 2015 Test Of New Human Spacecraft
SOYUZ SUCCESSOR: Russia plans to start testing a new

in 2010. Alexi Krasnov, head of h...

manned space vehicle in 2015, after kicking off its development

スカンクワークスは貨物輸送機 C-X 機のテストを開始
Skunk Works Begins Tests Of Cargo X-plane
PLASTIC FANTASTIC: Lockheed Martin's Skunk Works expects

Laboratory's Advanced Composite C...

to conduct the first flight of the U.S. Air Force Research

ノースロップ最大 750 人を解雇予定
Northrop Cutting Up To 750 Jobs
LOSS, GAIN: Northrop Grumman is planning to cut up to 750

Technology and Integrated...

jobs as part of a previously announced consolidation of its Space

デュアル・インターセプタ THAAD テストを予定
Dual-interceptor THAAD Test Upcoming
THAAD TEST: A test of the Terminal High-Altitude Area

interceptors flown in a salvo against a s...

Defense system later this month is expected to pit two

英は無人機の能力レビュー結果を公表予定
British To Reveal Results of Unmanned Capability Review
UNMANNED A-To-Z: This week the British Defense Ministry will

Systems (UAS) Capability Inv...

release at least the top line results of its Unmanned Aerial
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ホワイトサンズの Orion フライト・アボート試験のパッド準備完了
White Sands Orion Pad Ready
PAD READY: NASA has completed work on a 92-acre launch

tests of its Orion crew explor...

complex at White Sands Missile Range, N.M., for the abort flight

元 NASA スタッフ長が告訴された
Former NASA Chief Of Staff Indicted
A federal grand jury in the District of Columbia has indicted

House liaison under forme...

Courtney A. Stadd, who served as NASA chief of staff and White

レイセオン社の第三世代の GIRS センサはテストに合格
Raytheon Three-GIRS Sensor Clears Test Hurlde
Raytheon has completed a batch of ground tests for its

sensor, and company officials say a...

developmental Third-Generation Infrared System (Three-GIRS)

Selex Galileo は強化版 Falco UAV をフライト予定
Selex Galileo To Fly Beefier Version of Falco UAV
FALCO EVOLVES: Selex Galileo is aiming for first flight of a

known as the Falco Evo - b...

beefed-up version of its Falco unmanned aerial vehicle (UAV) -

打上げ遅れは MSL マーズ・サイエンス・ラボラトリに幾分の益がある
Launch Slip Providing Some Benefits For MSL Science
The costly two-year launch delay for Mars Science Laboratory

objectives, according to...

(MSL) does offer a few fringe benefits for the mission's science

テストでエンジンバルブの亀裂検査合格、シャトル・ミッション前進
Testing Clears Shuttle Mission
NASA engineers adapted eddy-current testing techniques to find

electronic microscopes...

tiny cracks in suspect space shuttle engine valves that scanning
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Mar 6, 2009

GAO Assessment of Selected NASA Programs
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Assessment of Challenges for NASA Projects in the Implementation Phase

Source: GAO analysis of NASA project data. Note: Shading indicates

not supply data or make a projection of the data. A The Lunar

project exceeded cost and/or schedule baseline. A blank cell indicates

Reconnaissance Orbiter exceeded its schedule threshold by 5 months

the challenge does not apply to that particular project or the project did

and 25 days, but the table shows 6 months due to rounding.

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

Mar 6, 2009

ESA は地球観測の提案で３社選定
ESA Picks Three Earth Observer Proposals
ESA CHOOSES: The European Space Agency has downselected

Earth Explorer mission. The s...

three candidates for the next stage of competition for a seventh

SpaceX は元 Sea Launch の社長 Peckham を営業に指名
SpaceX Names Business Development Executive
SPACEX HIRES: Former Sea Launch President and General

business development at Space Exploration...

Manager Rob Peckham has been named vice president for

NASA 長官代行はコスト管理の進展を予測
Acting NASA Chief Forecasts Progress On Cost Control
Acting NASA Administrator Chris Scolese expects recent efforts

bearing fruit within t...

by the agency to improve cost control over its programs to begin

Kepler 惑星探査機、3 月 6 日打上げ設定
Kepler Planet Hunter Set For Liftoff
NASA's Kepler mission to answer the question of how common

from Pad 17-B at Cape Can...

Earth-like planets are in the galaxy is set for a March 6 liftoff

初の中国宇宙ステーションはターゲットとドッキングするであろう
First Chinese Space Station Will Be Docking Target
BEIJING - China's first orbital space station will be the national

space program's test bed for automatic docking, one of four
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technological hurdles t...

EDA 欧州防衛庁は MUSIS 多国籍宇宙配備画像システムを承認
European Defense Agency Approves MUSIS
MUSIS: The European Defense Agency (EDA) steering board has

System (MUSIS) initiative as...

agreed to include Europe's Multinational space-based Imaging

ボーイング Microsat の軌道上の健全性は新しい技術の励みに
Orbital Health Of Boeing Microsat Seen As Encouraging For New Tech
A microsatellite that Boeing launched as an early test for

micro-circuitry technology has e...

low-power microprocessors, small imaging systems and other

特殊金属の国内供給は本質的なものではないと国防省述べる
DOD Says Domestic Sources Of Specialty Metals Not Essential
There is no national security reason for the U.S. Defense

specialty metals, a congressional...

Department to act to ensure a long-term domestic supply of

NASA と AFRL 空軍研究所は３大学と企業パ－トナを極超音速サイエンス・センタに指名
NASA, AFRL Name Hypersonic Science Centers
HYPERSONICS CENTERS: NASA and the U.S. Air Force

industry partners as national hypersonic sci...

Research Laboratory have designated three university and
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Mar 5, 2009

SSTL サリーは EarthCare の契約を得る
SSTL Gets EarthCare Contract
Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) has contracted with

(MSI) for the European Space A...

EADS Astrium's German unit to supply a Multi-Spectral Imager

NASA はマーズ・オデッセイのコンピュータをリブート予定
NASA To Reboot Mars Odyssey Computer
MARTIAN REBOOT: Next week NASA plans to reboot the

since 2003, to stave off the potentially...

computer on the Mars Odyssey spacecraft for the first time
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Mar 4, 2009 GAO Assessment of Selected NASA Programs

Ares I Crew Launch Vehicle (CLV)
NASA’s Ares I Crew Launch Vehicle, as part of the Constellation Program, is the next
generation human spacecraft that will carry the Orion Crew Exploration Vehicle into low
Earth orbit. The mission of the Ares I project is to deliver a safe, reliable, and affordable
launch system for space exploration. Ares I will feature a 24.5-metric ton lift capability to
carry crew to the Moon or deliver crew and cargo to the International Space Station.
Source: Ares Project Office (artist depiction).
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Project Essentials
NASA Center Lead: Marshall Space Flight Center
International Partner: None
Major Contractors: Alliant Techsystems, Pratt and Whitney,
Rocketdyne, Boeing
Projected Launch Date: March 2015
Launch Location: Kennedy Space Center, Fla.
Launch Vehicle: Ares I
Mission Duration: N/A

Project Challenges
・
Complexity
of
Heritage
Technology

Project Performance
(then year dollars in millions)
Latest (Jan. 2009)
Preliminary Estimate of
Project Life Cycle Cost*

$17,000 to $20,000

*This estimate is preliminary, as the project is in formulation and there
is still uncertainty in the value as design options are explored. NASA
uses these estimates for planning purposes. This estimate is for the
Ares I vehicle only.

_____________________________________________________________________________________________
Launch Schedule
3/2015
Project Status
Contract costs for the development the Ares I increased by $304 million since initial award and the first
manned launch has slipped from fiscal year 2014 to fiscal year 2015. The Ares I had planned to begin
developmental flight testing in April 2009. However, delays to the planned Hubble Space Telescope servicing
mission have impacted the project’s ability to modify the launch pad needed to support planned testing,
resulting in at least a 3-month delay to the first Ares I developmental flight test.

Source: U.S. Government Accountability Office

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

Mar 4, 2009

オバマ政権はロシアとの同等条件/物とのミサイル駆引きを否定
Obama Denies Quid Pro Quo Missile Deal With Russia
Saying the U.S. is committed to the independence and security

Barack Obama on March 3 denie...

of countries like Poland and the Czech Republic, President

米空軍 Schwartz 長官は爆撃機について 2018 年の重視はしないと述べる
USAF Chief De-emphasizes 2018 For Bomber
ORLANDO, Fla. - U.S. Air Force Chief of Staff Gen. Norton

schedule discipline for a future st...

Schwartz says he is more focused on maintaining cost and

ノースロップグラマンはワイヤレス・データバスの衛星技術を開発する予定
Northrop Grumman To Develop Wireless Satellite Technology
Northrop Grumman is developing a wireless databus that could

both weight and the time...

eliminate many of the wiring harnesses in a spacecraft, reducing

初期のプログラムの欠陥が主要なコスト増大につながると国防総省の Young 調達責任者は述べる
Early Program Flaws Led To Major Cost Growth, Young Says
With the end of his reign in sight, Pentagon acquisition czar John

programs to Defense Secret...

Young sent out a report card on major Defense Department

WGS 衛星 2 号機は 3 月 13 日打上げを目指す
Second WGS Spacecraft Eyes March 13 Launch
The U.S. Air Force's second Wideband Global Satcom (WGS)

spacecraft is nearing launch on a United Launch Alliance Atlas V
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rocket from Cape Canaveral A...

議員は UAV 企業と議会の結びつきの強まりを見込む
Congressman Sees Growing UAV Industry, Congressional Ties
UNMANNED RAPPORT: The congressional unmanned aerial
vehicle

(UAV)

caucus

will

focus

on

traditional

applications for UAVs, but also on their g...

military

事故調査委員会は OCO 二酸化炭素観測衛星の事故の調査開始
Mishap Board Begins Probing OCO Loss
FAILURE PROBE: The mishap investigation board probing the

began its work March 3, according...

loss of NASA's Orbiting Carbon Observatory (OCO) formally
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Mar 3, 2009

豪州、Global Hawk の購入計画取りやめ
Australia Drops Global Hawk Plans
Australia has dropped plans to buy the Northrop Grumman RQ-4

would have created a wo...

Global Hawk for maritime surveillance, citing program delays that

中国、ルナ・オービタを月面へコントロール衝突させる
China Sends Lunar Orbiter On Controlled Crash Into Surface
Chinese engineers are evaluating data from a controlled impact

planning for a soft landing...

of the moon by the Chang'e-1 orbiter March 1 to help their

ロシア当局は新しい空母の諸元を設定
Russian Official Defines New Aircraft Carrier Parameters
MOSCOW - Russian Vice Adm. Anatoly Shlemov, the head of

Russian designers are developin...

defense contracts for Russia's United Shipbuilding Corp., says

MIT と AFS 社は NASA が惑星探査で多数ロボット制御を行うソフト開発を支援
MIT, AFS Help NASA Develop Software For Multi-Robot Control During Planetary Exploration
COMMANDING ROBOTS: The Massachusetts Institute of

an effort for NASA to develop a softwar...

Technology (MIT) and Aurora Flight Sciences are partnered on

プロトンは軍事打上げを実施、新しい契約を取る
Proton Conducts Military Launch, Nabs New Contract
A Proton K Block DM-2 rocket launch and a new Proton M

provider International Launch Servi...

contract have Proton prime contractor Khrunichev and launch

ロッキード・マーチンは Pathfinder の暗視センサを医療ヘリでテスト
Lockheed Martin Tests Night Vision Sensor System on Medevac Chopper
MEDEVAC PATHFINDER: Lockheed Martin recently wrapped up

a six-month test program of its Pathfinder night vision sensor
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system on a U.S. Army HH-60L me...
エレクトロニクス破壊ミサイルの計画が形をとりつつある
Anti-Electronics Missile Program Begins To Take Shape
The U.S. military's search continues for a compact, nonlethal,

questions still swirl around...

nonexplosive weapon that destroys electronics, while many

アリアンスペースは 4 月 16 日の打上げの準備
Arianespace Prepares For April 16 Science Launch
PLANCK MEETS HERSCHEL: Spacecraft named for two more

Sun-Earth Lagrange Point, with...

European scientists are in place for an April 16 launch to the L2

スエーデンの Odin 衛星ミッション再延長
Odin Satellite Mission Extended Again
EXTENDING ODIN: The Swedish National Space Board has

at least until the end of 2009. A...

decided to extend operation of Sweden's Odin research satellite

ボーイング-Insitu ScanEagle はシンガポール海軍との海上試験を完了
Boeing Insitu ScanEagle Completes Sea Trials with Singapore Navy
SINGAPORE SCANEAGLE: Boeing's ScanEagle unmanned aerial system completed a ship-based trial with the Republic of Singapore
Navy (RSN) March 2. The tri...
-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-03-11-Wed

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200903

SpaceX社プレスリリース(3/10)

http://www.spacex.com/press.php?page=20090310

■[ロケット]SpaceX 社、Falcon 9 用の真空中仕様 Merlin エンジンのフライト秒時燃焼試験に成功
SpaceX 社は、Falcon9 ロケット上段用に用いられる真空中仕様の

秒と、米製 LOX/ケロシンエンジンとしては最高値を実現。 コメント：

Merlin 1C エンジンのフル・デュレーション燃焼試験に成功。Isp は 342

昔の文献では 333 秒だったのでだいぶ性能向上した。

SpaceNews(3/2)

■[商業衛星]AsiaSat、3500 万ドルを支払い SeaLaunch から Proton にロケットを変更
AsiaSat 社は AsiaSat5 の打上プロバイダを SeaLaunch から ILS 社

AsiaSat 社によれば、AsiaSat5 打上げ予算は 1.8 億ドルで、このうち

Proton ロケットに変更と発表。これは、AsiaSat5 が置換え予定の

4500 万ドルが打上げ費、9500 万ドルが衛星製造費、4000 万ドルが

AsiaSat2 の寿命前に万一の打上失敗があっても AsiaSat5 が稼働す

保険などの諸経費。これに対し、ILS 社は Proton での打上げを 8000

るようにするための処置で、3500 万ドル追加でかかる。

万ドルで請負った。また、SeaLaunch 社との契約は打上げ時期の遅れ

AsiaSat5 は、2006 年契約当初は SeaLaunch で 2009 年半ばに打上

による契約不履行による終了となり全額返金される見通しだが、次の

げ予定だったが、LandLaunch と共通で使用している Zenit 3SL 供給

AsiaSat6 を LandLaunch で打上げるとした場合にはその打上げ費に充

遅れにより 2010 年半ばに遅れていた。AsiaSat2 は 2011 年半ばに寿

てる可能性もある。 なお、今年夏の Proton 打上げスロットは、当初

命を迎えることから、2009 年 7～8 月に打上げ可能な Proton に乗換

予定されていた EchoStar 打上げが中断され空いていた。

えた。SeaLaunch 社によれば、2009 年には 3 機の SeaLaunch と 3 機

ここまで細かく契約金額がでている記事は珍しい。それにしても

の LandLaunch の打上げを予定。

SeaLaunch って安いですね･･･

コメント：

SpaceNews(3/2)

■[ロケット]SpaceX 社、Dragon 用耐熱材料の加熱試験を NASA Ames 研究所で実施
1850℃まで加熱し、性能を取得。

SpaceNews(3/2)

■[有人宇宙]カナダ、Orion 用のロボットアーム開発を視野にいれ検討中
カナダ宇宙局は Orion による宇宙望遠鏡サービスミッションを視野に入

最終的には、Orion へのカナダ人飛行士搭乗とバータして NASA にロボ

れロボットアーム開発に関する初期検討の少額契約を MDA 社に発注。

ットアーム提供を視野に入れている。

2009-03-08-Sun

SpaceNews(2/23)

■[ロケット]NASA、ULA 社に 2000 万ドル支払って Juno と MSL を 2011 年に打上げる計画
Atlas5 の打上間隔を短縮するため。なお 2009 年には同様の理由で

費用。この処置により Atlas 5 は年間 8 機打上げが可能となる。なお、

USAF は ULA 社に 1500 万ドル支払う。これは、通常 60 日(原子力

2010 年の射場作業短縮化費用が支払われるかどうかは決まっていな

電池搭載衛星では 90 日)かかる射場作業を 45 日(同 75 日)に短縮

い。

するためで、射場作業短縮化に必要な要員の超過勤務等にかかる

2009-03-04-Wed

Spaceflightnow(3/2)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0903/02chinastation/

■[有人宇宙]中国、軍用宇宙ステーションを 2010 年末から打上げ始める計画
定常的には自律運用され、定期的に飛行士が訪れて収集したデータ

ケットで打上げる Mir 級のステーションの計画も進められている。

等を回収するものと見られる。また、2020 年をターゲットに、長征５型ロ
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Spaceflightnow(3/2)

■[深宇宙探査]中国、嫦娥一号のミッションを終了。衛星は月面に衝突。
観測を終了し、逆噴射で高度を下げて月面に衝突させた。

lunar orbiter

Proton K Blk DM-2 rocket

Artist's impression of China's Chang'e lunar orbiter.
AviationWeek(3/2)

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_channel.jsp?channel=space&id=news/PRO030209.xml&headline=Proton%20Conducts%20Military%20Lau

nch

■[ロケット]ロシア、Proton K/Block DM-2 による軍事通信衛星打上げに成功
------------------------------------------今週の軍事関連ニュース

http://www.kojii.net/news/index.html

------------------------------------------DefenseNews.com

http://www.defensenews.com/

------------------------------------------C4ISR Journal

http://www.C4ISRJournal.com/

------------------------------------------Space News

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

ハーシェル&プランクの打上げ 2 週間遅れ
Launch of Herschel and Planck Delayed Two Weeks
PARIS — The launch of Europe's Herschel and Planck astronomy

control center time to verify recently added flight-simulation

satellites, which had been scheduled for April 16, has been

software, European Space Agency (ESA) officials said March 13.

delayed for about two weeks to give Europe's Esoc mission

ViaSat はプロトンの打上げ費用低下でロケット変更
ViaSat Changes Launchers as Proton Prices Drop
PARIS — ViaSat Inc. is canceling its contract with Arianespace

International Launch Services (ILS) Russian Proton rocket,

for an Ariane 5 launch of the ViaSat-1 satellite in favor of an

ViaSat announced March 11. The decision will save ViaSat some
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$20 million even if it pays contract-cancellation penalties to

Arianespace, the Carlsbad, Calif.-based company said March 11.

米国商工会議所は 2000 年設立の宇宙企業評議会を近々解散
U.S. Chamber Disbanding Space Enterprise Council
WASHINGTON — The U.S. Chamber of Commerce is disbanding

space industry, effective May 1, according to sources familiar

the Space Enterprise Council (SEC), an affiliate established in

with the situation.

2000 that lobbies U.S. policymakers on behalf of the domestic

アストリウムは 2008 年の売上と利益の急増加を報告
Astrium Reports Jump in Sales, Profit Margins for 2008
PARIS — The Astrium space division of Europe's EADS

vehicle and French strategic missile businesses and continued

aerospace conglomerate reported sharply higher sales and pretax

profitability in its services division, EADS announced March 10.

profit in 2008 on improved performance in its Ariane 5 launch
------------------------------------------Lockheed Martin Press Releases http://www.lockheedmartin.com/news/
------------------------------------------Boeing News Releases http://www.boeing.com/news/releases/index.html
------------------------------------------JDW,

Jane’s Defence Weekly http://jdw.janes.com/public/jdw/index.shtml

13-Mar-2009 RAAF 豪空軍は ASRAAM を LOAL モードで発射、JSF に意義あり
Australia's 'over the shoulder' ASRAAM has JSF significance
The Royal Australian Air Force (RAAF) has made the first ever

Short-Range Air-to-Air Missile (ASRAAM). The test...

lock-on-after-launch (LOAL) firing of an MBDA Advanced

13-Mar-2009 中国が空母搭載戦闘機を求めロシアの Su-33 の話合い予断を許さず
Su-33 tallks twist and turn as China seeks carrier-borne fighter
Negotiations for the sale of Sukhoi Su-33 carrier-capable

(PLAN) are still continuing with both sides ...

combat aircraft to the Chinese People's Liberation Army Navy

13-Mar-2009 スーパホーネット IRST は初期フライト飛行完了
Super Hornet IRST completes initial flight trials
The new infrared search and track (IRST) system development

series of risk-reduction flight-tests, Boeing reported ...

for the F/A-18E/F Super Hornet has successfully completed a

13-Mar-2009 カナダはホーネットに Sniper ATP ターゲティング・ポッドを搭載して飛行することを許可
Canada clears Hornet to fly with Sniper ATP
The Canadian Forces have issued an operational flight clearance

Lockheed Martin Sniper Advanced ...

for the Boeing CF-18 Hornet combat aircraft to fly with a

13-Mar-2009

米国防省は南シナ海での調査船の行動を守る

US DoD defends surveillance ship's actions in South China Sea
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A US Military Sealift Command surveillance ship that jostled with

violate ...

five Chinese vessels in the South China Sea on 8 March did not
------------------------------------------[平山ニュース]

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

バックナンバ

http://backno.mini.mag2.com/M0000575

------------------------------------------[中国宇宙開発-1 Morning China]

http://www.wsichina.org/morningchina/topiclist2.asp?id=54

------------------------------------------[中国宇宙開発-2]

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

------------------------------------------2012 年に新ロケット基地が完成、「長征 5 号」の生産拠点に―天津市（Record China）11 日 - 9 時 1 分 *C1
軍需企業が清華など 5 大学に奨学基金を設立―中国（Record China）11 日 - 7 時 51 分
有人宇宙船乗組員の選考開始、7 人に枠拡大―中国（Record China）7 日 - 0 時 1 分
女性宇宙飛行士が 2015 年までに登場―中国で選抜中（サーチナ）6 日 - 11 時 30 分
------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------打上げ準備が進むスペースシャトル（時事通信）15 日 - 12 時 57 分 *S1

*S1

*C1

今度こそ…飛行待つシャトル＝若田さん、16 日に宇宙へ－NASA（時事通信）15 日 - 11 時 50 分
北のミサイル、アラスカ全域が射程…米韓当局分析（読売新聞）14 日 - 11 時 27 分
中国で賛否両論―「わが国に北朝鮮防衛の義務なし」（サーチナ）14 日 - 10 時 40 分
「きぼう」の種育てるプログラム（フジサンケイ ビジネスアイ）14 日 - 8 時 15 分
北朝鮮ロケットでルート変更（フジサンケイ ビジネスアイ）14 日 - 8 時 15 分
ＩＳＳにごみ激突の恐れ！？３人避難（産経新聞）14 日 - 7 時 58 分
ディスカバリー １５日に打上げ（産経新聞）14 日 - 7 時 56 分
＜ディスカバリー＞日本時間１６日の打上げ目指す（毎日新聞）14 日 - 1 時 18 分
ＪＡＬ・ＡＮＡ、「衛星」危険空域迂回へ…欧州・ハワイ便（読売新聞）13 日 - 22 時 19 分
飛行ルート変更へ＝北朝鮮「衛星」発射で－日航、全日空（時事通信）13 日 - 18 時 8 分
北朝鮮提示のロケット座標、発射基地から 3600 キロ（YONHAP NEWS）13 日 - 16 時 23 分
大学と“町工場”が道産子ロケット夢は衛星打上げ（産経新聞）13 日 - 15 時 50 分
ＩＳＳに宇宙ごみ接近 脱出カプセルへ一時避難（産経新聞）13 日 - 15 時 20 分
宇宙ごみがステーションに接近、飛行士ら一時避難（ロイター）13 日 - 12 時 25 分 *S2
国際宇宙ステーションに宇宙ごみ接近、クルーが一時避難（CNN.co.jp）13 日 - 11 時 12 分
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＜宇宙ごみ＞ＩＳＳ乗務員３人、一時避難（毎日新聞）13 日 - 10 時 28 分
北朝鮮が宇宙条約への加入を通知、ロシア外務省（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 18 分
宇宙ごみ急接近、ISS 乗員が一時避難（時事通信）13 日 - 10 時 17 分 *S3

*S2

*S3

「KSLV－1」の打上げ、7 月末に再度延期（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 2 分
間一髪？ 宇宙ごみ衝突の恐れでＩＳＳクルーが脱出カプセルに避難（産経新聞）13 日 - 9 時 25 分
宇宙ごみ急接近、一時避難＝ISS 乗員 3 人が脱出装置に（時事通信）13 日 - 6 時 14 分
＜ＩＳＳ＞ごみ衝突の恐れ 飛行士、一時脱出準備（毎日新聞）13 日 - 2 時 36 分
北朝鮮 衛星発射で秋田沖など危険区域 ＩＭＯに事前通告（毎日新聞）13 日 - 2 時 25 分
＜北朝鮮＞衛星発射で秋田沖など危険区域 ＩＭＯに事前通告（毎日新聞）13 日 - 1 時 51 分
北朝鮮、4 月 4 日に「衛星」発射へ―国際機関に通達（サーチナ）12 日 - 15 時 36 分
北朝鮮、来月 4 日にも発射か＝国際機関に通報－聯合ニュース（時事通信）12 日 - 12 時 57 分
若田光一さん ガス漏れで「ディスカバリー」打上げ延期（毎日新聞）12 日 - 10 時 51 分
北朝鮮ロケット、青瓦台「実体は判断し難い」（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 45 分
＜若田光一さん＞ガス漏れで「ディスカバリー」打上げ延期（毎日新聞）12 日 - 8 時 33 分
直前で打上げ延期＝燃料注入中、水素ガス漏れ－若田さん搭乗シャトル・NASA（時事通信）12 日 - 6 時 49 分
＜若田光一さん＞初の宇宙長期滞在に１２日出発 前夜は快晴（毎日新聞）11 日 - 22 時 57 分
月明かりの下、シャトル出現＝若田さん搭乗、準備進む－NASA（時事通信）11 日 - 19 時 56 分
＜若田光一さん＞１２日宇宙へ 長期滞在目指し（毎日新聞）11 日 - 18 時 53 分
「きぼう」船外施設と星出さん（時事通信）11 日 - 11 時 10 分 *S4

*S4

*S5

ディスカバリー 「長期滞在はマラソン」星出飛行士エール（毎日新聞）11 日 - 11 時 8 分 *S5
「きぼう」船外施設を公開＝若田さんが設置、完成へ（時事通信）11 日 - 8 時 39 分
「北が何と言おうと安保理決議に違反」 ミサイル準備で首相（産経新聞）11 日 - 7 時 56 分
軍需企業が清華など 5 大学に奨学基金を設立―中国（Record China）11 日 - 7 時 51 分
岡大の准教授が宇宙での食糧自給研究に着手（産経新聞）11 日 - 2 時 52 分
若田さん 山崎直子さんがエール 宇宙長期滞在出発を前に（毎日新聞）10 日 - 20 時 51 分 *S6
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*S6

*S7

ＮＡＳＡ シャトルの後継「アレス」初公開（毎日新聞）10 日 - 20 時 36 分 *S7
＜若田さん＞山崎直子さんがエール 宇宙長期滞在出発を前に（毎日新聞）10 日 - 20 時 34 分
＜ＮＡＳＡ＞シャトルの後継「アレス」初公開（毎日新聞）10 日 - 20 時 28 分
ディスカバリー ９０％の確率で打上げ可能…ＮＡＳＡ（毎日新聞）10 日 - 10 時 39 分 *S8

*S8

若田さん搭乗のシャトル、１２日打上げ（産経新聞）7 日 - 15 時 36 分
地球型惑星の探査機「ケプラー」を打上げ NASA（CNN.co.jp）7 日 - 13 時 24 分
若田さん１２日宇宙へ 日本人初の３回目…３カ月滞在（産経新聞）10 日 - 8 時 1 分
若田さん１２日宇宙へ 日本初３回目「夢、探究心、思いやり」胸に（産経新聞）10 日 - 1 時 29 分
【科学】宇宙飛行士候補選出の２人 大西卓哉さん ここぞというとき妥協しない（産経新聞）9 日 - 15 時 4 分 *S9

*S9

若田光一飛行士 笑顔で「行ってきます」 打上げ前会見（毎日新聞）9 日 - 10 時 58 分

*S10
*S10

宇宙飛行士候補選出の２人 選考の舞台裏（産経新聞）9 日 - 10 時 23 分 *S11

*S11

「準備は万全です」＝若田さんら、発射基地に（時事通信）9 日 - 8 時 44 分
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若田さん搭乗のディスカバリー、11 日に打上げ決定（ロイター）8 日 - 9 時 17 分 *S12

*S12

*S13

若田さんシャトル １２日午前打上げ（産経新聞）8 日 - 8 時 2 分
ディスカバリー １２日打上げ正式決定 若田さん搭乗（毎日新聞）7 日 - 10 時 36 分 *S13
アサヒフードがきょうから新ＣＭ（フジサンケイ ビジネスアイ）7 日 - 8 時 32 分
若田さんシャトル、12 日打上げ＝日本人初の長期滞在－NASA（時事通信）7 日 - 6 時 15 分
まいど１号に続け 第２弾衛星開発発表 （産経新聞）6 日 - 23 時 11 分
地球型惑星の探査機「ケプラー」を打上げ NASA（CNN.co.jp）6 日 - 21 時 15 分
＜宇宙開発＞独自で有人月面探査…政府、戦略転換（毎日新聞）6 日 - 19 時 39 分
ロボット月探査、有人船検討＝コストは今後議論－政府宇宙本部（時事通信）6 日 - 16 時 46 分
------------------------------------------[ミサイル防衛]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/missile_defense_system/?1181274734

[北朝鮮ミサイル開発問題]

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

------------------------------------------外交通商部、北朝鮮ミサイル問題で特別班を運営（YONHAP NEWS）15 日 - 6 時 35 分
＜北朝鮮＞ミサイル射程８０００キロ超か 韓国紙報道（毎日新聞）14 日 - 20 時 26 分
静かに進む中国、北朝鮮の急接近 米中の戦略関係も注視が必要（産経新聞）14 日 - 18 時 25 分
北のミサイル、アラスカ全域が射程…米韓当局分析（読売新聞）14 日 - 11 時 27 分
北ミサイル、迎撃できるのか 首相の政治決断急務 技術、法的な壁（産経新聞）14 日 - 10 時 41 分 *MD1

*MD1

北のミサイル、射程 8000 キロ以上か＝米韓当局が推定－韓国紙（時事通信）14 日 - 9 時 54 分
北から「直接連絡ない」＝米（時事通信）14 日 - 9 時 33 分
北朝鮮のミサイル実験への対応は 米前担当者に聞く（産経新聞）14 日 - 9 時 17 分 *MD2
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発射なら「本気」で対応＝北のミサイル問題－米高官（時事通信）14 日 - 8 時 29 分
「海・空」に広がる混乱 北ミサイル発射準備 （産経新聞）14 日 - 7 時 58 分
北ミサイル、迎撃できるのか 首相の政治決断急務 技術、法的な壁（産経新聞）14 日 - 7 時 57 分
「先制攻撃」「報復招く」 北ミサイル 元米政権高官ら論争（産経新聞）14 日 - 7 時 56 分
北ミサイル迎撃 首相の政治決断が急務（産経新聞）13 日 - 23 時 45 分
海と空に広がる混乱 北ミサイル発射準備（産経新聞）13 日 - 22 時 19 分
「日本の上を通過、認めない」＝北ミサイルの動き批判－麻生首相（時事通信）13 日 - 20 時 3 分
北ミサイル「先制攻撃」是非めぐり論争（産経新聞）13 日 - 18 時 32 分
北朝鮮提示のロケット座標、発射基地から 3600 キロ（YONHAP NEWS）13 日 - 16 時 23 分
「6 カ国」早期再開呼び掛け＝中国首相（時事通信）13 日 - 15 時 29 分 *MD3

*MD2

*MD3

北ミサイル 危険性懸念 米大統領（産経新聞）13 日 - 15 時 20 分
打上げ強行なら安保理で問題提起される、柳明桓長官（YONHAP NEWS）13 日 - 13 時 15 分
「6 カ国」早期再開を呼び掛け＝北ミサイル問題で－中国首相（時事通信）13 日 - 13 時 5 分
麻生首相、「断固中止求める」＝北ミサイル、迎撃態勢の準備急ぐ（時事通信）13 日 - 11 時 33 分
＜北朝鮮衛星＞打上げ中止、改めて求める 河村官房長官（毎日新聞）13 日 - 11 時 20 分
米国務省、北朝鮮「衛星」打上げ強行の動きに懸念（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 46 分
＜米大統領＞「北朝鮮ミサイル」危険性強調 中国外相と会談（毎日新聞）13 日 - 10 時 35 分
北「衛星打上げ」は平和への脅威、潘国連事務総長（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 21 分
オバマ米大統領、北朝鮮ミサイルの危険性を警告（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 20 分
北朝鮮が宇宙条約への加入を通知、ロシア外務省（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 18 分
北朝鮮の打上げ後に制裁有無判断、ロシア外務次官（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 8 分
6 カ国協議韓日首席代表、来週初めに会合（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 5 分
北朝鮮問題、李大統領「短期処方出すべきでない」（YONHAP NEWS）13 日 - 9 時 56 分
米大統領、北ミサイルのリスクを懸念 中国外相との会談で（産経新聞）13 日 - 9 時 48 分
「衛星」打上げ通告 北、正当性主張か （産経新聞）13 日 - 7 時 58 分
北のミサイル「危険性」強調＝米大統領、中国外相と会談（時事通信）13 日 - 6 時 37 分
北朝鮮、米特別代表の訪問拒否＝ミサイル中止要求に反発（時事通信）13 日 - 2 時 38 分
北朝鮮 衛星発射で秋田沖など危険区域 ＩＭＯに事前通告（毎日新聞）13 日 - 2 時 25 分
＜北朝鮮＞衛星発射で秋田沖など危険区域 ＩＭＯに事前通告（毎日新聞）13 日 - 1 時 51 分
ミサイル発射は地域への脅威＝決議違反は明言せず－国連総長（時事通信）13 日 - 1 時 14 分
国連の潘事務総長、北のミサイル発射準備に懸念表明（読売新聞）13 日 - 1 時 1 分
米、北ミサイル対応準備も…低い迎撃の可能性（産経新聞）13 日 - 0 時 55 分
北朝鮮ミサイルに備え首相官邸に連絡室（産経新聞）13 日 - 0 時 54 分
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「衛星」日本海方面へ＝来月 4～8 日に発射－事前通告で正当化狙う・北朝鮮（時事通信）13 日 - 0 時 17 分
「人工衛星」迎撃に先手 北のカード無力化へ（産経新聞）13 日 - 0 時 6 分
政府、警戒態勢を強化＝官邸に情報連絡室－北朝鮮ミサイル問題（時事通信）13 日 - 0 時 1 分
日米との紛争状況を懸念＝北のミサイル発射－ロシア専門家（時事通信）12 日 - 22 時 12 分
北朝鮮の発射体、統一部長官「基本的にミサイル」（YONHAP NEWS）12 日 - 17 時 59 分
韓日外相が電話協議、ミサイル問題などで意見交換（YONHAP NEWS）12 日 - 17 時 19 分
「6 者協議継続で北朝鮮核問題を解決」米国務長官語る（CNN.co.jp）12 日 - 16 時 54 分
ミサイル発射なら制裁も 米国務長官、北を牽制（産経新聞）12 日 - 15 時 54 分
韓ロ次官級協議会、北朝鮮ミサイル問題など議論（YONHAP NEWS）12 日 - 14 時 44 分
北朝鮮が衛星打上げ計画を通知、4 月 4─8 日に実施か（ロイター）12 日 - 14 時 19 分
＜北朝鮮＞来月４日にもミサイル発射 国際機関に通告か（毎日新聞）12 日 - 13 時 24 分
＜米国務長官＞北朝鮮制裁も検討 ミサイル発射なら（毎日新聞）12 日 - 12 時 39 分
米国務長官「中国と北朝鮮ミサイル反対意見で一致」（YONHAP NEWS）12 日 - 10 時 17 分
北朝鮮宇宙発射は国連決議違反、米国防総省（YONHAP NEWS）12 日 - 10 時 17 分
ミサイル発射準備はほぼ完了段階、政府・与党が見解（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 56 分
米国防情報局長、北朝鮮の第 2 次核実験の可能性提起（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 56 分
北朝鮮ロケット、青瓦台「実体は判断し難い」（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 45 分
北朝鮮のミサイル発射に制裁検討

クリントン米国務長官（産経新聞）12 日 - 9 時 22 分

北朝鮮のミサイル発射時の措置、様々な選択肢＝米国務長官（ロイター）12 日 - 8 時 24 分 *MD4
衛星、ミサイルは技術共用＝北朝鮮発射準備を注視－米国防総省（時事通信）12 日 - 7 時 35 分
ミサイル発射なら制裁も＝6 カ国の早期再開呼び掛け（時事通信）12 日 - 6 時 19 分
「人工衛星」でも迎撃対象 浜田防衛相（産経新聞）11 日 - 23 時 41 分
北ミサイル発射の狙いは政治的な“脅迫”（産経新聞）11 日 - 17 時 46 分
北朝鮮ミサイルは 6 カ国協議に悪影響、柳明桓長官（YONHAP NEWS）11 日 - 17 時 25 分 *MD5

*MD4

＜米情報長官＞「イラン核開発阻止は困難」上院公聴会で証言（毎日新聞）11 日 - 11 時 47 分
北朝鮮が核小型化に成功か…弾道ミサイルに搭載可能に（読売新聞）11 日 - 11 時 38 分
北朝鮮、ミサイル発射の可能性＝核搭載技術も取得か－米情報首脳（時事通信）11 日 - 9 時 37 分
北朝鮮が核兵器小型化に成功か 米情報機関が指摘（産経新聞）11 日 - 8 時 43 分
「北が何と言おうと安保理決議に違反」 ミサイル準備で首相（産経新聞）11 日 - 7 時 56 分
米韓演習、北ミサイルに懸念＝中国外務次官（時事通信）10 日 - 23 時 48 分
金総書記の年内訪問も協議か＝北朝鮮首相、17 日から訪中（時事通信）10 日 - 18 時 4 分
＜浜田防衛相＞北朝鮮ミサイル迎撃方針変えず（毎日新聞）10 日 - 12 時 7 分
北朝鮮の挑発は不当 米国務省（産経新聞）10 日 - 8 時 47 分
北「衛星迎撃は戦争」 報復警告、軍事緊張高める（産経新聞）10 日 - 8 時 4 分
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*MD5

北朝鮮のミサイル、「着弾防ぐのは当然」と防衛省幹部（読売新聞）10 日 - 1 時 45 分
ミサイル発射は国連決議違反＝北に自制要求－米韓（時事通信）9 日 - 20 時 24 分
北「衛星迎撃は戦争」 日米韓に報復攻撃を警告（産経新聞）9 日 - 16 時 28 分
政府当局者「北朝鮮ミサイル、発射差し迫った兆候なし」（YONHAP NEWS）9 日 - 15 時 26 分
北の「報復」声明に反論＝官房長官（時事通信）9 日 - 11 時 52 分
＜北朝鮮＞ミサイル迎撃なら報復 日米韓に警告（毎日新聞）9 日 - 11 時 3 分
衛星迎撃なら「戦争」 北朝鮮、日米韓への報復攻撃を警告（産経新聞）9 日 - 10 時 50 分
ミサイル迎撃なら日米韓に報復＝南北の通信遮断－北朝鮮（時事通信）9 日 - 9 時 16 分
イランが新型長距離ミサイルの発射実験 国営衛星テレビ（産経新聞）8 日 - 23 時 56 分
金総書記の後継体制焦点 三男・正雲氏立候補か 北、最高人民会議代議員選挙（産経新聞）8 日 - 20 時 38 分
ミサイル懸念の中、代議員選投票＝後継者浮上するか注目－北朝鮮（時事通信）8 日 - 14 時 33 分
＜海賊＞ソマリア沖に艦艇派遣、中国と情報共有も―日本（Record China）8 日 - 14 時 4 分 *MD6
あすからキーリゾルブ演習、北朝鮮が挑発の可能性も（YONHAP NEWS）8 日 - 12 時 50 分
ボスワース米特別代表「北朝鮮との対話望み努力中」（YONHAP NEWS）8 日 - 9 時 25 分
米露外相会談 米、関係改善前面に ＭＤ対立は進展なし（産経新聞）8 日 - 8 時 2 分
北ミサイル、日米は迎撃できない？ 専門家に聞く（産経新聞）7 日 - 19 時 56 分
露の協力必要な米 イラン、アフガンなど問題山積 米露外相会談（産経新聞）7 日 - 19 時 33 分
「制裁なければ効果ない」＝横田夫妻が講演－京都（時事通信）7 日 - 16 時 10 分
ガス田単独開発の正当性主張＝北朝鮮にミサイル自制求める－中国外相（時事通信）7 日 - 12 時 19 分
ＳＴＡＲＴ１に代わる条約、年内合意目指す 米露外相会談一致（産経新聞）7 日 - 10 時 26 分
安保理決議違反で日米一致（産経新聞）7 日 - 8 時 3 分
衛星もミサイルも同じ＝米代表、北朝鮮に警告（時事通信）6 日 - 21 時 29 分
＜米露外相＞ジュネーブで会談へ 関係改善の一里塚に（毎日新聞）6 日 - 20 時 26 分
米特別代表があす明日訪韓、北朝鮮ミサイル問題協議（YONHAP NEWS）6 日 - 17 時 51 分
防衛相 ５年半ぶり訪中へ ２０日から（毎日新聞）6 日 - 15 時 42 分
核軍縮、ミサイル防衛など討議＝米ロ外相が初会談へ－ジュネーブ（時事通信）6 日 - 14 時 26 分
ミサイル発射なら北資産を凍結 日本政府（産経新聞）6 日 - 9 時 52 分 *MD7

*MD6

「テポドン２号発射、差し迫っていない」と米紙報道（産経新聞）6 日 - 9 時 13 分
北追加制裁「数少ないカード」 圧力で国際包囲網再建（産経新聞）6 日 - 8 時 3 分
＜ボスワース特別代表＞「ミサイル」で連携…斎木局長と会談（毎日新聞）5 日 - 22 時 24 分
人工衛星名目でも、北ミサイルは安保理決議違反…日米高官（読売新聞）5 日 - 20 時 42 分
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*MD7

「衛星」でも国連決議違反＝日米高官が一致（時事通信）5 日 - 20 時 8 分
------------------------------------------[北朝鮮核問題]
[核兵器]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/north_korea_nuclear_program/?1220428632

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

------------------------------------------ヒル駐イラク大使起用「再考を」 マケイン上院議員（産経新聞）15 日 - 7 時 56 分
次期駐イラク米大使の人選に異論、マケイン氏が会談で見極めと（CNN.co.jp）14 日 - 19 時 48 分
＜世界最強レーザ＞阪大研究センタが開発 核融合発電計画前進（毎日新聞）14 日 - 18 時 29 分 *N1

*N1

*N4

＜米イラク大使＞ヒル氏指名を問題視 マケイン上院議員ら（毎日新聞）14 日 - 12 時 23 分
ヒル駐イラク大使起用にマケイン氏「待った」（産経新聞）14 日 - 10 時 7 分
「先制攻撃」「報復招く」 北ミサイル 元米政権高官ら論争（産経新聞）14 日 - 7 時 56 分
6 カ国協議韓日首席代表、16 日に東京で会合（YONHAP NEWS）13 日 - 16 時 5 分
「6 カ国」早期再開呼び掛け＝中国首相（時事通信）13 日 - 15 時 29 分
北ミサイル 危険性懸念 米大統領（産経新聞）13 日 - 15 時 20 分
北朝鮮の打上げ後に制裁有無判断、ロシア外務次官（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 8 分
6 カ国協議韓日首席代表、来週初めに会合（YONHAP NEWS）13 日 - 10 時 5 分
6 カ国協議、「重大な岐路」＝プロセス前進を強調－中国外相（時事通信）13 日 - 10 時 3 分
米大統領、北ミサイルのリスクを懸念 中国外相との会談で（産経新聞）13 日 - 9 時 48 分
イラン、1、2 年で核保有可能＝ロ軍事専門家（時事通信）12 日 - 23 時 52 分
日米との紛争状況を懸念＝北のミサイル発射－ロシア専門家（時事通信）12 日 - 22 時 12 分
米国防情報局長、北朝鮮の第 2 次核実験の可能性提起（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 56 分
サルコジ仏大統領がＮＡＴＯ復帰を確認 核戦略と軍派遣で独立性保持を宣言（産経新聞）12 日 - 9 時 29 分
米議会で証言する情報機関幹部（時事通信）11 日 - 12 時 25 分 *N2

*N2

＜米情報長官＞「イラン核開発阻止は困難」上院公聴会で証言（毎日新聞）11 日 - 11 時 47 分
北朝鮮が核小型化に成功か…弾道ミサイルに搭載可能に（読売新聞）11 日 - 11 時 38 分
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*N3

イランの核断念は困難＝米国家情報長官（時事通信）11 日 - 9 時 23 分 *N3
北朝鮮が核兵器小型化に成功か 米情報機関が指摘（産経新聞）11 日 - 8 時 43 分
イランの核断念は困難＝国際圧力と見返りで「停止」も－米国家情報長官（時事通信）11 日 - 0 時 8 分
イランが新型長距離ミサイルの発射実験 国営衛星テレビ（産経新聞）8 日 - 23 時 56 分
＜対イラン＞「中東の核軍拡レース」懸念 元米大統領補佐官（毎日新聞）8 日 - 19 時 37 分
「最小の抑止力」から本格脱皮！核の報復能力大きく向上―中国（Record China）8 日 - 12 時 23 分 *N4
米国との新核軍縮条約締結は「最優先のステップ」＝露外相（ロイター）8 日 - 11 時 4 分
＜米露外相会談＞核大国率先削減 ＮＰＴ再検討会議に影響も（毎日新聞）7 日 - 22 時 46 分
北朝鮮との対話望むと、ボスワース米政府特別代表（CNN.co.jp）7 日 - 17 時 42 分
イラン・核軍縮で対ロ重視に＝協力取り付けへ関係改善－米（時事通信）7 日 - 16 時 14 分
米露関係リセット 新核軍縮 年内合意を目指す 外相会談（産経新聞）7 日 - 15 時 35 分
米露の戦略核、新条約で大幅削減も…年内妥結目指す（読売新聞）7 日 - 12 時 23 分
＜米露外相＞年内に核軍縮条約 ＳＴＡＲＴ１に代わり（毎日新聞）7 日 - 11 時 33 分
米大統領、国連総長と会談へ（時事通信）7 日 - 7 時 2 分
新核軍縮条約、年内合意目指す＝関係改善への「出発点」－米ロ外相会談（時事通信）7 日 - 5 時 59 分
エネルギー支援が近く中断、北朝鮮の反応に懸念も（YONHAP NEWS）6 日 - 14 時 59 分
関税法違反容疑でホーコス告発＝工作機械不正輸出－東京税関（時事通信）6 日 - 19 時 45 分
核軍縮、ミサイル防衛など討議＝米ロ外相が初会談へ－ジュネーブ（時事通信）6 日 - 14 時 26 分
韓国への威圧は有益でない、北朝鮮発表受け米国務省（YONHAP NEWS）6 日 - 10 時 53 分
ミサイル発射なら北資産を凍結 日本政府（産経新聞）6 日 - 2 時 24 分
＜米国＞ＩＡＥＡ重視へ姿勢を転換（毎日新聞）5 日 - 21 時 18 分
＜ＩＡＥＡ＞２６、２７日に事務局長選（毎日新聞）5 日 - 19 時 6 分
イスラエルがイラン単独攻撃も＝成果は疑問視－米報告書（時事通信）5 日 - 18 時 56 分
------------------------------------------[北朝鮮]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/north_korea/?1230275551

------------------------------------------金総書記また砲射撃訓練参観、ことし 3 回目（YONHAP NEWS）15 日 - 15 時 2 分
北朝鮮「南北対話望むなら韓国はまず謝罪せよ」（YONHAP NEWS）15 日 - 10 時 54 分
金総書記が軍視察＝北朝鮮（時事通信）15 日 - 10 時 13 分
静かに進む中国、北朝鮮の急接近 米中の戦略関係も注視が必要（産経新聞）14 日 - 18 時 25 分
「先制攻撃」「報復招く」 北ミサイル 元米政権高官ら論争（産経新聞）14 日 - 7 時 56 分
＜北朝鮮＞「衛星」打上げ、米にも通報か 韓国で報道（毎日新聞）13 日 - 22 時 20 分
北朝鮮、米特別代表の訪問拒否＝ミサイル中止要求に反発（時事通信）13 日 - 2 時 38 分
朝鮮中央通信「『光明星２号』を『銀河２号』で打上げる」（産経新聞）12 日 - 19 時 26 分
北朝鮮が衛星打上げ計画を通知、4 月 4─8 日に実施か（ロイター）12 日 - 14 時 19 分
金日成主席の補佐、人民武力部の金斗南副部長が死亡（YONHAP NEWS）12 日 - 13 時 42 分
北朝鮮、来月 4 日にも発射か＝国際機関に通報－聯合ニュース（時事通信）12 日 - 12 時 57 分
日本人拉致問題対応基調に変化？ 日本に配慮ムードも（YONHAP NEWS）12 日 - 10 時 10 分
日韓、拉致連携に温度差 反日・親北、民族感情消えず（産経新聞）12 日 - 7 時 56 分
金元工作員「私は偽物ではない」強く反論 韓国メディアに不快感（産経新聞）12 日 - 7 時 56 分
金元工作員面会、トップで報道＝日本の大取材団も紹介－韓国メディア（時事通信）11 日 - 20 時 48 分
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拉致問題なお壁 韓国では盛り上がらず（産経新聞）11 日 - 19 時 22 分
金賢姫元工作員「ニセ者」説に不快感 （産経新聞）11 日 - 18 時 34 分
米韓合同軍事演習で主権守るあらゆる措置を表明、北朝鮮外務省（CNN.co.jp）11 日 - 17 時 51 分
金賢姫元工作員「航空機爆破事件は北朝鮮のテロ」（YONHAP NEWS）11 日 - 15 時 20 分
会見に臨む金元工作員と飯塚さんら（時事通信）11 日 - 14 時 59 分
拉致被害者の田口さん家族、金賢姫・元工作員と面会（ロイター）11 日 - 14 時 22 分
田口八重子さん家族と金賢姫元死刑囚、釜山で面会（YONHAP NEWS）11 日 - 13 時 14 分
金元死刑囚面会 韓国国民冷ややか テロリストの認識強く（毎日新聞）11 日 - 12 時 27 分
北朝鮮外務省「自主権守護へあらゆる措置を取る」（YONHAP NEWS）11 日 - 11 時 52 分
金元工作員の中国語教官 「マカオの拉致女性」（産経新聞）11 日 - 7 時 57 分
「北の権力移譲は平穏に」 米が見通し（産経新聞）11 日 - 7 時 57 分
金元工作員との面会実現 李政権の対日友好姿勢象徴（産経新聞）11 日 - 7 時 56 分
金元工作員の中国語教師はマカオからの拉致中国女性（産経新聞）10 日 - 20 時 40 分
＜中国＞北朝鮮首相が訪中へ（毎日新聞）10 日 - 20 時 37 分
金総書記の年内訪問も協議か＝北朝鮮首相、17 日から訪中（時事通信）10 日 - 18 時 4 分
田口さん家族ら釜山に到着、あす金元工作員と面会（YONHAP NEWS）10 日 - 16 時 10 分
＜拉致被害＞金元死刑囚「中国語、マカオ女性から習った」（毎日新聞）10 日 - 15 時 0 分
米国の軍事優勢無力化する能力備えている、労働新聞（YONHAP NEWS）10 日 - 14 時 33 分
最高人民会議代議員選挙、新代議員 687 人を発表（YONHAP NEWS）10 日 - 9 時 49 分
拉致早期解決への協力要請＝国連部会に日本政府（時事通信）10 日 - 6 時 5 分
金総書記息子ら名前なし＝代議員選当選者を発表－北朝鮮（時事通信）9 日 - 22 時 57 分
＜北朝鮮＞金総書記、賛成１００％で再選 息子３人名前なし（毎日新聞）9 日 - 21 時 11 分
北の選挙で金総書記の代議員当選（産経新聞）9 日 - 19 時 27 分
北朝鮮・最高人民会議代議員選挙、金総書記が当選（YONHAP NEWS）9 日 - 17 時 3 分
北「衛星迎撃は戦争」 日米韓に報復攻撃を警告（産経新聞）9 日 - 16 時 28 分
＜北朝鮮＞ミサイル迎撃なら報復 日米韓に警告（毎日新聞）9 日 - 11 時 3 分
衛星迎撃なら「戦争」 北朝鮮、日米韓への報復攻撃を警告（産経新聞）9 日 - 10 時 50 分
冷戦終結２０年 「スカルノ後」見たＰＫＩ 「軍にやられる前にやれ」（産経新聞）9 日 - 10 時 23 分
北朝鮮で最高人民会議代議員選、後継者占う上で注目（ロイター）9 日 - 9 時 43 分
ミサイル迎撃なら日米韓に報復＝南北の通信遮断－北朝鮮（時事通信）9 日 - 9 時 16 分
北朝鮮軍が臨戦態勢に、米韓合同軍事演習を控え（ロイター）9 日 - 8 時 18 分
代議員選投票＝北朝鮮（時事通信）8 日 - 21 時 50 分
金総書記の後継体制焦点 三男・正雲氏立候補か 北、最高人民会議代議員選挙（産経新聞）8 日 - 20 時 38 分
＜北朝鮮＞指導部の世代交代は 最高人民代議員選を実施（毎日新聞）8 日 - 20 時 21 分
ミサイル懸念の中、代議員選投票＝後継者浮上するか注目－北朝鮮（時事通信）8 日 - 14 時 33 分
韓国民間航空機の安全飛行を保証出来ずと、北朝鮮領空周辺で（CNN.co.jp）6 日 - 17 時 31 分
北朝鮮メディア、韓国の人権問題指摘に反発（YONHAP NEWS）6 日 - 17 時 21 分
＜北朝鮮＞米韓合同軍事演習に反発「民間機の安全保証せず」（毎日新聞）6 日 - 11 時 35 分
「韓国民間機の安全保証しない」北朝鮮が警告（YONHAP NEWS）6 日 - 10 時 10 分
韓国民間機の安全保証できず＝米韓軍事演習に反発－北朝鮮（時事通信）5 日 - 22 時 34 分
-------------------------------------------
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[米軍動向]

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

------------------------------------------イエメン出身者のサウジ移送案を検討と、グアンタナモ収容施設（CNN.co.jp）14 日 - 18 時 24 分
＜米国務省＞次官補をグアンタナモ担当特使に指名（毎日新聞）14 日 - 12 時 19 分
＜米司法省＞「敵の戦闘員」呼称廃止 グアンタナモ収容施設（毎日新聞）14 日 - 11 時 53 分
中央アジアのエネ・資源ブローカーに？キルギスの米基地閉鎖も追い風―中国（Record China）14 日 - 11 時 22 分
米軍艦寄港「同意できない」 石垣市、文書で海保に回答（琉球新報）14 日 - 10 時 30 分
普天間、８年間で燃料漏れ１６件 通報わずか１件（琉球新報）14 日 - 9 時 50 分
「敵の戦闘員」と見なさず グアンタナモのテロ容疑者（産経新聞）14 日 - 9 時 36 分
米イージス艦、調査船と合流 南シナ海で活動継続（産経新聞）14 日 - 7 時 58 分
部族地域にミサイル攻撃、米軍の無人機か パキスタン（CNN.co.jp）13 日 - 16 時 18 分
南シナ海の中国艦妨害 米イージス艦派遣（産経新聞）13 日 - 15 時 20 分
＜沖縄米軍基地＞アスベスト死亡従業員の遺族に賠償 防衛局（毎日新聞）13 日 - 10 時 25 分
米海軍、音響測定艦護衛にイージス艦派遣（産経新聞）13 日 - 9 時 48 分
軍・文民の連携求める＝オバマ米大統領（時事通信）13 日 - 9 時 48 分
南シナ海の調査活動継続＝イージス艦が護衛－米国防総省（時事通信）13 日 - 8 時 39 分
米大統領、世界経済安定への協力で中国外相と合意（ロイター）13 日 - 7 時 43 分
米、北ミサイル対応準備も…低い迎撃の可能性（産経新聞）13 日 - 0 時 55 分
中国 南シナ海の領有権強調…米政権揺さぶり（毎日新聞）12 日 - 23 時 33 分
＜イラク駐日大使＞米軍撤退「人々の安全考慮を」離任前会見（毎日新聞）12 日 - 20 時 24 分
＜中国＞南シナ海の領有権強調…米政権揺さぶり（毎日新聞）12 日 - 20 時 1 分
イラク部隊、米軍撤退後も治安維持は可能＝マリキ首相（ロイター）12 日 - 16 時 7 分 *M1

*M1

イラク部隊、米軍撤退後も治安維持は可能＝マリキ首相（ロイター）12 日 - 16 時 7 分
艦船妨害問題 再発防止で合意 米中外相会談 （産経新聞）12 日 - 15 時 54 分
＜米国＞アフガン大使にアイケンベリー陸軍中将を指名（毎日新聞）12 日 - 13 時 6 分
＜米中外相＞人権対話再開を協議 調査船妨害再発防止に努力（毎日新聞）12 日 - 12 時 43 分
米調査船妨害、再発防止で米中外相一致…沈静化図る（読売新聞）12 日 - 10 時 56 分
北朝鮮宇宙発射は国連決議違反、米国防総省（YONHAP NEWS）12 日 - 10 時 17 分
米国防情報局長、北朝鮮の第 2 次核実験の可能性提起（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 56 分
中国外相が訪米、艦船摩擦の再発防止を米中で確認 （産経新聞）12 日 - 9 時 1 分
衛星、ミサイルは技術共用＝北朝鮮発射準備を注視－米国防総省（時事通信）12 日 - 7 時 35 分
駐アフガン大使にアイケンベリー氏＝ヒル駐イラク大使も正式指名－米（時事通信）12 日 - 6 時 46 分
米中外相、再発防止で合意＝艦船妨害事件の早期収拾目指す（時事通信）12 日 - 6 時 24 分
「人工衛星」でも迎撃対象 浜田防衛相（産経新聞）11 日 - 23 時 41 分
米軍施設の駐留容認 グルジア外相（産経新聞）11 日 - 18 時 38 分
艦船妨害、人権など協議＝米中外相が会談へ（時事通信）11 日 - 14 時 19 分
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＜米情報長官＞「イラン核開発阻止は困難」上院公聴会で証言（毎日新聞）11 日 - 11 時 47 分
首相、普天間問題などで知事と会談 沖縄初訪問で（産経新聞）7 日 - 20 時 0 分
麻生首相 沖縄県知事と会談 米軍基地や不発弾問題を協議（毎日新聞）7 日 - 19 時 42 分
普天間移設「早めに解決」＝沖縄知事、計画の修正要求－麻生首相（時事通信）7 日 - 18 時 12 分
在韓米軍が任務転換を推進、アジア地域に重点（YONHAP NEWS）6 日 - 14 時 27 分
海賊対策、参加国の権限理解＝ソマリア沖での多国籍部隊－米海軍司令官（時事通信）6 日 - 10 時 6 分
「テポドン２号発射、差し迫っていない」と米紙報道（産経新聞）6 日 - 9 時 13 分
米韓軍事演習中、韓国民間機の安全を保障できない＝北朝鮮（ロイター）6 日 - 9 時 13 分
中国の軍拡、尖閣への脅威を警告 米軍事専門家ら（産経新聞）5 日 - 22 時 20 分
＜米派遣兵＞爆風で脳損傷、最高３０万人…国防総省推計（毎日新聞）5 日 - 19 時 25 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

------------------------------------------3/12 「コラム」更新

・朝雲寸言 /// ・西松献金ショック /// ・第３期金正日体制
3/9 「ニュース」更新

ソマリア海賊対策 今週末にも派遣 ///

関係省庁 緊密な連携演練

宇宙飛行士候補に油井２空佐 ///

全日空の大西氏と パイロットで初めて

油井２空佐 宇宙への夢を実現 ///

喜びに沸く同僚、部隊 ///

影響あれば迎撃対象 ///

沈着冷静なテストパイロット ///

「未知の領域に一歩」

北ミサイルで浜田防衛相

修正大綱へ 第３回防衛会議 ///

大臣要望「環境変化に備えよ」

２１年度防衛費 重要施策を見る＜５＞ 航空自衛隊 ///
「コブラ・ゴールド０９」閉幕 ///

F－１５近代化改修重点に BMD 運用基盤の強化図る

アジア各国と訓練 自衛官 PKO の教官も担当

UH-60J 救難ヘリ 初の受油機能付加 ///

月内に空自納入へ

３機目の給油機が岐阜基地着
朝雲４賞 新潟地本が最優秀送稿賞 ///

記事賞は茨城地本

------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
DL(0311)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ユナイテッド・テクノロジーズ（UT）社 12 千人解雇
United Technologies to lay off nearly 12,000
With no economic recovery in sight, United Technologies Corp. says it will shed 11,600 jobs this year, reducing its workforce by 5%.
UTC's diverse portfolio -- including Pratt & Whitney jet engines, Sikorsky helicopters, Hamilton Sundstrand aerospace components, Otis
elevators and Carrier air conditioners -- has shielded the company from past downturns, but nearly every business line is suffering in
the current recession. The company said Tuesday it now expects 2009 revenues to fall $2.7 billion short of projections made just three
months ago. The Wall Street Journal (subscription required) (3/11)
ボーイング 2009 年出荷計画変更なし
７８７初飛行試験は 2009 年 4～6 月
Boeing won't budge from 2009 delivery targets
Despite the global recession, Boeing Co. is sticking by its delivery forecast for 2009. Scott Carson, president and CEO of Boeing
Commercial Airplanes, says airlines are continuing to renew their fleets even as they trim capacity. "We believe every one of the
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airplanes scheduled for delivery this year will be delivered," he says. Carson also told the J.P. Morgan Aviation and Transportation
Conference that the company still plans the first test flight for the new 787 Dreamliner sometime in the second quarter of 2009, with
deliveries beginning in early 2010. Aviation Week & Space Technology (3/10) , The Street.com (3/10) , Reuters (3/10)
ボンバルデイア C シリーズ ルフトハンザ・グループから初受注
Bombardier lands first deal for narrow-body passenger jet
Bombardier's narrow-body challenger to the Boeing 737 and Airbus A320 has won its first firm contract. The company said Wednesday
it has inked a $1.53 billion deal with Deutsche Lufthansa, which will buy 30 of the CSeries jets for its Swiss International Air Lines
division. Analysts says the order could give momentum to Bombardier's development efforts. "When a manufacturer's in a situation like
Bombardier's, with a new plane, they need a top line customer, and Lufthansa and Swiss certainly fit that bill," says aviation consultant
Tim Coombs. Bloomberg (3/11)
アメリカン航空、フリート縮小に合わせたメンテナンス設備削減
As fleet shrinks, American reconsiders maintenance bases:
With its operations shrinking, American Airlines is "thinking about right-sizing all of our assets," including the closure of a maintenance
base. "With our fleet the size it is today, we may not need three maintenance bases," CFO Tom Horton said Tuesday. An official with
the Transport Workers Union said such a move would be "extremely shortsighted." The Dallas Morning News (3/10)
アメリカン航空 更なる便数削減
American evaluating further capacity cuts
American Airlines says February's weak traffic patterns could extend into early summer, with advance booking rates running 2.5% behind
last year's level. American already has announced a 9% capacity reduction for this year, and further cuts might be on the way. "If we
need to take out more capacity, we'll do it, and we can do it," says CFO Thomas Horton. Los Angeles Times/The Associated Press
(free registration) (3/10)

SmartQuote
" I think we may safely trust a good deal more than we do."
われわれ人間には実践以上のことを期待できるはずだ、と思いたい。
--Henry David Thoreau, American transcendentalist and writer アメリカの先験論思想作家 ヘンリー・デイヴィッド・ソロー
DL(0310)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

オバマ政権 タンカー決定延期 爆撃機キャンセル
Obama to delay tanker, cancel bomber, sources say
As the White House Office of Management and Budget negotiates with the Defense Department over budget trade-offs, sources say
the administration is planning to delay an aerial refueling tanker by five years while dropping the ax on a long-range bomber to replace
the venerable B-52. Lawmakers on both sides of the aisle reacted with dismay to word of another tanker delay, with Sen. Sam
Brownback, R-Kan., calling the plan "deeply disturbing." Critics said President Barack Obama may have more success canceling plans
for a new bomber, which has not yet built up widespread support because the program is still in its infancy. CQPolitics.com (3/9)
A400M の将来 EADS の今年の最大関心事の一つ
A400M tops list of concerns for EADS in 2009
European defense giant EADS said fourth-quarter income rose nearly 90%, but troubles with its A400M program contributed to a dim
outlook for 2009. The Airbus parent company is renegotiating contracts with buyers of the military airlift plane, but if contracts are
canceled due to excessive delays, sales could take a hit of more than $6 billion. On the civilian side, the company warned that slowing
demand for air travel could have a negative impact on earnings. The Wall Street Journal (subscription required) (3/10)

SmartQuote
" When someone does something good, applaud! You will make two people happy."
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誰かが上手にやった時は、拍手！それで少なくも二人の人間がハッピーになる。
--Samuel Goldwyn,

film producer

映画製作者 サミュエル・ゴールドウィン

DL(0309)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

国防予算のカットに、雇用創生の面から対抗議論
Pentagon budget debate to center on jobs
Despite last week's vow from President Barack Obama to end the alleged "blank check" for defense contractors, experts say Congress
has a history of fighting for weapons programs that are proven job creators. From missile defenses to the F-22, Obama's defense team
is avowedly skeptical of many high-profile, high-cost initiatives. But with some 25,000 jobs directly dependent on the F-22 alone, "It's a
very dangerous thing to contemplate cutting back on those jobs in this economy," says Marion Blakey, CEO of the Aerospace Industries
Association. The New York Times (3/9)
電子戦製品は伝統的武器に比し予算温存
Electronic warfare seen gaining against traditional weapons
President Barack Obama appears determined to cut spending on big-ticket weapons systems, but a new emphasis on electronic warfare
could be a boon to defense contractors, experts say. From jamming robot fighters to disabling roadside bombs, high-tech electronics are
seen as key to both traditional wars and wars of terror. ITT already has landed some $1.75 billion in Pentagon contracts for jammers
used against improvised explosive devices, the homemade bombs blamed for about 70% of U.S. casualties in Iraq. BusinessWeek (3/9)
クリントン国務長官 NATO でミサイル防衛網の重要性強調
Analysis: Clinton signals hard bargain on missile shield
Secretary of State Hillary Clinton signaled over the weekend that the U.S. won't offer a cheap trade on its Eastern European missile
shield. In Belgium for a NATO meeting, Clinton said the anti-missile system is "a very important tool in our defensive arsenal for the
future," and said it could help counter a "range of threats," rather than just the specter of Iranian nuclear missiles. International Herald
Tribune/The Associated Press (3/8)
アラスカ航空 パイロット組合 暫定的に妥協
Alaska, pilots agree on tentative deal
Following more than two years of negotiations, union pilots have reached a tentative deal with Alaska Airlines on a new, four-year
contract. Company officials and representatives of the Air Line Pilots Association plan to meet this week to craft the final language for
the agreement, which will then be put to a vote by some 1,500 pilots. San Francisco Chronicle/The Associated Press (3/8)
バイオ燃料 長期的な将来性は間違いない
Biofuels hold promise despite economic hurdles
As the airline industry races to meet its goal of 10% biofuel use by 2017, experts say the economics appear daunting. While a gallon of
crude oil costs about 90 cents today, the same amount of oil extracted from algae costs about $20. Jatropha and camelina oil,
meanwhile, cost $7 and $3 per gallon, respectively. But experts say the cost of extracting petroleum from the earth will continue to
climb, while technological advances will drive down the cost of biofuels, which can be switched out as needed. "We very strongly believe
that it's a portfolio of correct answers," says an official with Boeing Commercial Airplanes. "There will be different plants, different
processes, different regional solutions that, for a user, can be interchangeable." The Wall Street Journal (subscription required) (3/9)
オバマ予算 民間航空の管制改善とセキュリテ面予算が含まれる
Obama's budget proposal includes new air fees
The first budget proposal from President Barack Obama increases funding to improve the U.S.'s airspace as well as more money for
security expenses in the transportation system. However, the proposal has sparked an outcry because the future security measures will
be paid by boosting airline passenger fees and launching new direct-user fees. "It's going to be a tough pill to swallow for airline
passengers to have to pay nearly three times more money to be treated as callously as they are by TSA," said Kate Hanni, executive
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director of FlyersRights.org. Travel Weekly (3/6)
カナダのエアライン 身障者等へ無料席の提供を義務つけられる
Court rules airlines must give disabled, obese free extra seat
Starting in January, the two biggest airlines in Canada will have to give morbidly obese and disabled passengers on domestic flights an
extra seat for free. The Supreme Court refused to consider an appeal from the carriers that argued "one fare, one seat." The Canadian
Transportation Agency said the airlines must come up with a process to assess passengers' eligibility. National Post (Canada)/Canwest
News Service (3/9)

SmartQuote
"I couldn't wait for success, so I went ahead without it."
成功するのが待てない僕は、飛び出したらやっぱり成功しなかった。
--Jonathan Winters, American comedian and author

アメリカ・コメディアン作家：ジョナサン・ウィンターズ

DL(0306)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

エンジンメーカ従来型ターボファンから革新的環境適応型エンジンへ
Engine-makers look to scrap turbofan design
As the aviation industry seeks to cut its emissions of greenhouse gases, improvements in aircraft design and air-traffic control can go
only so far, experts say. Lower CO2 levels will greatly depend on new engine technologies, and leading companies such as Rolls-Royce,
General Electric and Pratt & Whitney are seeking to overhaul the turbofan design. New approaches such as geared turbofans and open
rotors could dramatically reduce fuel consumption, though safety, maintenance and cost issues continue to be a concern. The
Economist (3/5)
C-130 旧型の特別検査を空軍指令
Air Force calls for special inspections of C-130
The Air Force on Thursday began inspecting the wing joint barrel nuts on more than 500 older model C-130 transport aircraft after
cracks were found during routine maintenance at Georgia's Robins Air Force Base. The newer C-130J, which entered service in 1999, is
not subject to inspections, according to the Air Force. Google/The Associated Press (3/5)
ボーイング、カンサスの軍関係エンジニア、ストに突入
Boeing engineers reject contract, balk at strike
Engineers at a Boeing Co. military plant in Kansas rejected a contract offer on Thursday, but they also rejected a call by their union
leadership to authorize a strike. An official with the Society for Professional Engineering Employees in Aerospace said the union would
now go back to the company to begin new discussions. The Seattle Times (3/5)
ボーイング民間機受注 昨年に比べ大幅減少
Boeing sees steep fall in aircraft orders
Boeing Co. has announced three new orders for its 777 passenger jet, bringing total orders for the year to date to 22, down from the
190 orders recorded at the same time last year. The company said customers have canceled 32 planes, yielding a net loss of 10 orders
so far this year. Bloomberg (3/5)
デルタ航空 ペーパーによる搭乗券の廃止
Delta rolls out paperless boarding pass program
Delta Air Lines has launched electronic boarding passes at four major airports, allowing TSA screeners to verify passengers' identity
without the need for paper. Delta says the boarding passes can be downloaded to cell phones or other mobile devices up to 24 hours
before a flight. The service is available in Memphis, Minneapolis-St. Paul and Las Vegas, as well as at New York LaGuardia. All Headline
News (3/2)
ロシア 対衛星攻撃システムの開発と発表
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Russia working on anti-satellite weapons, general says
A Russian defense official says his country already has developed the "basic, key elements" of an anti-satellite weapons system,
though he insists Russia is opposed to an arms race in space. Gen. Valentin Popovkin says the Russian efforts are a response to recent
U.S. and Chinese tests of their anti-satellite weapons. "We can't sit back and quietly watch others doing that; such work is being
conducted in Russia," he says. International Herald Tribune/The Associated Press (3/5)

SmartQuote
" All intellectual improvement arises from leisure."
知的改善はすべて余暇から生まれる
--Samuel Johnson,

English writer 英国作家：サミュエル・ジョンソン

DL(0305)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

オバマ大統領 政府契約とりわけ国防関連契約の見直しで節約を公言
Obama blasts wasteful government contracts, singles out defense
President Barack Obama took aim at no-bid and cost-plus contracts on Wednesday, promising to rein in government spending programs
"plagued by massive cost overruns and outright fraud." With Sen. John McCain, R-Ariz., his former Republican rival, at his side, Obama
pledged to save taxpayers up to $40 billion a year with a comprehensive overhaul of the contracting process. "We will stop outsourcing
services that should be performed by the government and open up the contracting process to small businesses," Obama said. The
Aerospace Industries Association objected to the president's description of a "blank check" for defense contractors. "There's always
been oversight, accountability and enforcement of acquisition rules," said AIA Vice President Cord Sterling. The Boston Globe/The
Associated Press (3/5) , Reuters (3/4)
F-22 の将来 国防省の判断から大統領府の決定待ちの段階
Awaiting White House signal, Young keeps options open on F-22
John Young, the Pentagon's chief weapons buyer, has signed an acquisition decision memorandum designed to keep open all options on
Lockheed Martin's F-22 stealth fighter pending further action by the White House. Aviation Week reports the Air Force is finding little
support for its request for 60 more jets, though a reduced order for 20 planes could postpone an ultimate decision on the fate of the
F-22 until sometime next year. Aviation Week & Space Technology (3/4)
JSF をめぐりインターネット上での討論の場が広がる
Internet gives voice to global critics of JSF
The Internet has provided a platform for a worldwide network of analysts, retired military leaders and politicians critical of the Joint
Strike Fighter, according to Aviation Week and Space Technology. The critics have raised questions regarding the planes' costs,
capabilities and risks, prompting detailed responses from both Lockheed Martin Corp. and the F-35 Joint Program Office. Aviation Week
& Space Technology (3/5)
中国製中型機（737 や A320 サイズの飛行機）の登場 2016 年と早まる計画
Chinese plan 2016 debut for new commercial airliner
Commercial Aircraft Corp. of China, the country's state-sponsored airplane maker, says it plans to begin delivering its Comac 919
airliner in 2016 -- not 2020 as originally announced. The new time line means the Chinese plane would debut before the long-awaited
replacements to the Boeing 737 and Airbus A320. Wired/Autopia (3/4)
ボストン空港、US エア サウスウエスト航空の参入にもかかわらず便数を堅持すると発表
US Airways speaks out on capacity cuts, Southwest competition
Citing rampant industry speculation regarding new competition from Southwest Airlines, US Airways is telling employees it has "no plans
to reduce the flight schedule," out of Boston Logan, where it is the third-largest carrier. Separately, CEO Doug Parker said the
company has nearly reached the limit of its ability to cut capacity, because union contracts require a minimum number of aircraft for
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pilots to fly. The Boston Globe (3/4)
アメリカン、US エア、アラスカ航空会社 2 月のトラフィック減少
American, US Airways, Alaska report falling February traffic
American Airlines shrank its available seat miles by more than 1 billion in February, but even that 10.1% drop was not enough to offset
declining demand, as monthly traffic slid 13.5%. Traffic and capacity fell in unison at US Airways, with both down 9.3%. Alaska Airlines
saw its load factor increase fractionally as a 10.5% capacity cut slightly outpaced a 10.2% drop in traffic. The Dallas Morning News (3/4)
ボーイング発表：改善着陸手順が燃料節約 CO2 削減に寄与するとの実証
Boeing: Tailored landings save big on fuel, CO2
Boeing Co. said Thursday a 12-month test of its Tailored Arrivals program helped five airlines cut fuel consumption by 1.1 million
pounds while reducing harmful emissions by 3.6 million pounds. The Boeing test created customized arrival paths for some 1,000 747
and 777 aircraft landing at San Francisco International Airport over the course of a year. United Airlines was the lone U.S.-based carrier
participating in the test, along with Japan Airlines, Air New Zealand, Qantas and All Nippon Airlines. Reuters (3/5)

SmartQuote
" Computing is not about computers anymore. It is about living."
計算はもはや計算機のものでなく、生活そのものである。
--Nicholas Negroponte, Greek-American architect and computer scientist ギリシャ系米国建築家・コンピュータ科学者：二コラス・ネグロポンテ
DL(0304)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

デルタ航空 ７８７キャンセルの噂
Speculation intensifies that Delta will cancel 787s
Delta Air Lines failed to include its orders for 18 Boeing 787s in a regulatory filing with the SEC, sending the "strongest signal yet" that
it intends to modify the order it inherited from Northwest Airlines, according to the Seattle Post-Intelligencer. "The Boeing Company
has informed us that Boeing will be unable to meet the contractual delivery schedule for these aircraft," Delta said in its filing. "We are
in discussions with Boeing regarding this situation." Northwest was scheduled to be the first U.S. carrier to fly the Dreamliner, a
distinction that would likely go to Continental Airlines should Delta cancel its orders. Seattle Post-Intelligencer (3/3)
コンチネンタル航空 ２月売上 ２ケタ減少
Continental sees double-digit revenue drop in February
Continental Airlines has reported sharply lower unit revenue for February, along with a 3.5-point drop in load factor. Citing a "continued
deterioration in revenue and booking trends," Continental said its consolidated passenger revenue per available seat mile fell by 11.5% to
12.5%. As one of the only airlines to report monthly PRASM figures, Continental's numbers are closely watched as a barometer for the
industry. The Street.com (3/3)
デルタ航空 Q1 期業績 大幅悪化
Delta warns of "significant" loss in Q1
Delta Air Lines says it expects a "significant loss in the March 2009 quarter" due to the weak economy and bad fuel hedges. The airline
warned it could cut capacity beyond the 6% to 8% levels announced earlier, if demand continues to weaken. Nevertheless, Delta said it
expects $500 million in synergies from its merger with Northwest Airlines, and management believes the carrier is well-positioned going
forward. "We believe a combination of lower fuel prices, capacity reductions, and merger synergies better positions us to effectively
manage our business through the current economic crisis," the company said in a filing with the SEC. American City Business
Journals/Los Angeles (3/3)
エアライン航空運賃引下げキャンペーン展開
Airlines try to fill seats by slashing fares
After steadily increasing fares for the past two years, airlines are reducing ticket prices in an attempt to fill planes. Travelocity
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estimates a 40% drop in airfares for the most popular routes from their peak in June 2008. "I don't remember a year other than 2001
that we've seen this kind of commotion in airfares," says Tom Parsons, CEO of Bestfares.com. The Wall Street Journal (subscription
required) (3/4)

SmartQuote
" We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak."
耳二つに口一つという事は、喋ることより２倍よく聞けるということだ
--Epictetus, Greek philosopher

ギリシャ哲学者 エピクテトス

DL(0303)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

欧州ミサイル防衛網につき オバマ大統領 再検討の余地ありと
Obama said ready to deal with Russia on missile defense
President Barack Obama reportedly has written to Russian President Dmitry Medvedev, suggesting that the U.S. would rethink its plans
for a missile shield in Eastern Europe if Russia rethinks its support for Iran's nuclear program. Administration officials have said publicly
that the missile shield -- a primary sticking point in U.S.-Russian relations -- would be unnecessary in the absence of an Iranian threat.
The Washington Post (3/3)
大統領専用ヘリコプタの情報漏洩 イランへ
Presidential helicopter data fall into "malicious" hands in Iran
Lockheed Martin Corp. is not the source of an Internet leak that put blueprints and other data about a presidential helicopter into the
hands of a "malicious" source in Iran, according to data monitoring firm Tiversa. A Navy spokesman said he was aware of a "security
breach" in the helicopter program, and investigators were "looking into the matter." Lockheed said the breach does not involve the new
presidential helicopters it is building, and Sikorsky Aircraft, manufacturer of the current presidential fleet, is conducting its own
investigation into the matter. USA TODAY (3/2)
エンジン・ビジネス 商売下り傾向の中、アフターサービス競争激化
As sales slide, competition heats up for service
Even in good times, aircraft engine manufacturers earn slim margins on sales, relying instead on maintenance to boost their bottom line.
With $13 billion in engine sales since 2006, GE expects to make $90 billion in service revenues over the 30-year lifespan of those
engines. But a shrinking market means increased competition for the lucrative service business. From giant competitors such as Pratt &
Whitney to smaller parts makers like Heico Corp. and Chromalloy Gas Turbine Corp., more companies are seeking to muscle in on
service contracts. The Wall Street Journal (subscription required) (3/3)
テキサス州アービン BAE システムズ社、人員整理と民間アビオ部門へと変換計画
BAE to shed 500 jobs in Texas
BAE Systems plans to cut 500 jobs in Irving, Texas, beginning in April. "BAE Systems' Platform Solutions line of business has made a
decision to transform its Irving operations to a hub for commercial avionics front-end business activities, production for 747/767
aircraft and aftermarket repair and warranty support for Boeing production and out-of-production aircraft," the company said in
explaining the cuts, which represent 85% of its payroll in Irving. The Dallas Morning News (3/2)
超長距離機の導入に伴うエアライン乗員休息に関するガイドラインを
Airlines wrestling with crew rest guidelines
With airplanes such as the Boeing 777 and Airbus A380 allowing nearly round-the-clock flying, the industry is wrestling with how best to
prevent fatigue among crew members on ultra-long flights. Some carriers, including Delta, require crews to stay on the ground for 48
hours before returning home, arguing that two full sleep cycles are needed. The FAA has adopted the Delta guidelines for industry-wide
use, but seven carriers have sued to have the rules set aside. They argue that longer layovers don't automatically lead to better-rested
pilots. "It's the simple solution, but it is not the best solution," says Dr. Martin Moore-Ede, an expert in fatigue management, who notes
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that longer stays allow the body to become more acclimated to foreign time zones. The New York Times (3/3)
米国全土の空港は「スピード提案」でエアライン呼び込みに必死
Airports court airlines through "speed dating" conferences
With airlines cutting capacity, airports around the country are scrambling to hold on to flights with cash incentives and lower costs for
carriers. Airports can make their case at "speed dating" conferences like one held Monday in Fort Worth, Texas, where marketers have
20 minutes to make their case before a series of airlines. Joe Lopano of Dallas/Fort Worth International Airport spent his day trying to
convince 16 carriers to take advantage of incentives worth up to $8 million for new international routes. The Dallas Morning News (3/2)
サウスウエスト航空 検査でクラック見落としの罰金を FAA へ支払うこと承諾
Southwest agrees to $7.5M fine
Southwest Airlines will pay a $7.5 million civil penalty to settle FAA charges that it failed to properly inspect its aircraft for fatigue
cracking. In addition to paying its fine in three installments of $2.5 million through 2011, Southwest will implement 13 specific safety
improvements, or risk doubling the fine. The FAA had sought a $10.2 million penalty in the case, which sparked congressional hearings
into the agency's oversight procedures. Aviation Week & Space Technology (3/2) , Chicago Tribune (free registration) (3/2)
世界のエアライン 地上設備での差別化に投資
Global airlines focus more resources on the ground
Even as airlines cut back on routes in response to declining demand, many are bulking up their services on the ground, appealing to
first-class passengers with newer, more luxurious airport lounges. "Ground is where you can really differentiate yourself," says an
executive with Germany's Lufthansa, which is spending $190 million to upgrade its airport facilities around the world, including a new,
three-story lounge at JFK. "It's not about luxury, it's about the business traveler being productive," says American Airlines' Nancy
Knipp, who is overseeing a push to revamp more than 75% of the carrier's worldwide airport lounges by the end of the year. The Wall
Street Journal (subscription required) (3/3)

SmartQuote
" Why not go out on a limb? Isn't that where the fruit is?"
どうして孤立無援を嫌うのか！成果があるとこ他所にはないよ。
--Frank Scully, American writer アメリカ作家：フランク・スカーリ
------------------------------------------[新刊紹介]
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ミサイルや無人機が多数展示され屋外では中国軍が全面協力、航空
戦力をアピール
柿谷哲也
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世界の最新無人ヴィークル
意外なことに艦載型の無人兵器で一番実用化が進んでいるのは無人
水中艇ＵＵＶだ 多田智彦

------------------------------------------Globalsecurity.com

http://www.globalsecurity.org/space/index.html

National Security

Japan 'ready to shoot down N. Korean missile' RIA Novosti 13 Mar 2009
Growing ballistic missile threat drives MDA efforts Army News 11 Mar 2009
USASMDC/ARSTRAT and Boeing Collaborate on Space and Missile Defense Research Army News 11 Mar 2009
Space Station / Shuttle

Discovery liftoff no earlier than Sunday RIA Novosti 12 Mar 2009
US Shuttle Poised for Another Mission VOA 11 Mar 2009
Astronauts successfully complete spacewalk RIA Novosti 11 Mar 2009
US, Russian ISS Crew Members Begin Spacewalk VOA 10 Mar 2009
Rescue unit to support space shuttle launch AFNS 10 Mar 2009
International

Information on the Launch of an Experimental Communications Satellite 'Kwangmyongsong No.2' IMO 12 Mar 2009
DPRK Notifies World Agencies of Satellite Launch Plan VOA 12 Mar 2009
N.Korea joins space treaty, convention RIA Novosti 12 Mar 2009
Lavrov against arms race in space RIA Novosti 07 Mar 2009
------------------------------------------[軍事宇宙開発 spacetoday.net: military]

http://www.spacetoday.net/articles_bycategory.php?cid=18

------------------------------------------Friday, March 13

US Air Force — 12:43 pm ET (1643 GMT)

Atlas V/WGS launch postponed

Tuesday, March 10

US Air Force — 8:24 pm ET (0024 GMT)

Rescue unit to support space shuttle launch

RF to send signal to DPRK on danger of military-space activity

US Air Force — 7:24 pm ET (2324 GMT)

Itar-Tass — 1:29 pm ET (1729 GMT)

Raytheon Completes Ground Segment Test for the Air Force

Russia would like N. Korean military space activities to be

Weather Agency

transparent- Margelov

PR Newswire — 1:51 pm ET (1751 GMT)

Interfax — 1:28 pm ET (1728 GMT)

Monday, March 9

Thursday, March 12

India plans radars in space to boost missile defence system

Secretary of the Air Force Michael B. Donley to Speak at 25th

IANS — 12:24 pm ET (1624 GMT)

National Space Symposium

Sunday, March 8

Space Foundation — 8:20 pm ET (0020 GMT)

Russian FM Lavrov against arms race in space, wants efforts

45th Space Wing Set To Launch Satellite That Will Enhance

united

Military Communications

RIA Novosti — 9:07 am ET (1307 GMT)

------------------------------------------[中国宇宙開発-3 spacetoday.net: China]

http://www.spacetoday.net/articles_bycategory.php?cid=42

------------------------------------------Missions to moon: India, China have similar objectives

Tuesday, March 10
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The Tribune (India) — 7:45 pm ET (2345 GMT)

Sunday, March 8

China able to send man to moon around 2020: expert

Chinese company establishes scholarship for aerospace research

Xinhua — 1:48 pm ET (1748 GMT)

Xinhua — 6:29 pm ET (2229 GMT)

Monday, March 9

China's Shenzhou-8 spacecraft to carry bio sample for European

Phasing Dragon

Space Agency

The Space Review — 12:37 pm ET (1637 GMT)

Xinhua — 9:26 am ET (1326 GMT)

China to launch 15 to 16 satellites in 2009

Macao donates 14 mln yuan to mainland space program

Xinhua — 7:29 am ET (1129 GMT)

Xinhua — 9:26 am ET (1326 GMT)

------------------------------------------[Space & Missile Report]

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------[Defense Daily]

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------March 16, 2009

* Abercrombie: Hill Action Coming On Tanker Split Buy

* Defense Watch

* Pentagon Confirms Receipt of Tanker Delay Recommendation

* Murtha, Taylor Concerned About Expeditionary Fighting Vehicle

From White House

Design

* New Effort Looks To Ensure Navy Gets Full Service Life From

* Navy Needs To Continue Technological Investment In

Its Surface Ships

Unmanned Systems, Official Says

* NLOS LS- Precision Missile Flies GPS Waypoints To Direct Hit

* DNDO Cancels AS&E's Work On Advanced Cargo X-Ray

On Target

System

* Sustained Congressional Investment For Readiness Is Critical

* Bell-Boeing Sees V-22 Program Growth, Potential Line

For Army And Marines

Expansion

* ITT Gets $317 Million For 4,500 Additional Counter IED

March 13, 2009

Systems

* Murtha Eyes Starting Mixed Tanker Buy Via Next War Bill

* Security Officials Quick To React To Lessons From Mumbai

* BAE To Acquire Small Developer of UAS, Advanced Ceramics

Attack

* Imaging Systems Firm Axsys Exploring Sale

March 11, 2009

* Force Dynamics Cheetah M-ATV Vehicles Move Forward In

* Hurdles Cited In Opening LCS To More Competition

Competition

* CBP Increasing Emphasis On Technology Within SBI, Acting

* GAO Points To Limited Knowledge, Coming Cost Friction For

Chief Says

FCS In Latest Report

* Marines Overburdened By Armor, General Says

* GAO Cites NASA Programs For Cost Overruns, Delays, But Is

* DoE Too Often Losing Track of Nuke Materials--IG

Fixing Problems

* Boeing Promoting F/A-18E/F For Greek Air Force Strike

* Navy Secretary Winter Sees Effort To Build New Acquisition

Fighter Competition

Review Process As Part of His Legacy

* Linking Past And Future, TRADOC Aims To Adapt And

* USAF Wants F-35 Acceleration As Audit Reveals Significant

Innovate, Commander Says

Cost Growth

* DHS Still Needs To Address Shortfalls In Meeting Cyber

March 12, 2009

Security Responsibilities, GAO Says

------------------------------------------[Quote from the Old/New Testament]
Gen.47:3
Ex.3:1

・・・Your servants are shepherds, ・・・
Now Moses was tending the flock of Jethro his
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・・・しもべらは羊を飼う者です。
モーセは妻の父、ミデアンの祭司エテロの羊の群れを飼っていたが、・・・

I Sam.17:15
Ps.23:1
John 10:11

father-in-law, the priest of Meidan.
But David occasionally went and returned from Saul
to feed his father’s sheep at Bethlehem.
The lord is my shepherd; I shall not want.
I am the good shepherd. The good shepherd give His
life for the sheep.
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ダビデは・・・ベツレヘムで父の羊を飼っていた。
主はわたしの牧者であって、わたしには乏しいことがない。
わたしはよい羊飼いである。よい羊飼いは羊のために命を捨てる。

