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Defense News 090615 Cover:

http://space-library.com/090615DN_Cover.jpg

ミルスペース 090628 をアーカイブにアップ
090608 Cover:

http://space-library.com/090608DN_Cover.jpg

AW&ST 090629 Cover: http://space-library.com/090629AWST_Cover.jpg Contents: http://space-library.com/090629AWST_Contents.pdf
InsideGNSS 0905&06 Cover:

http://space-library.com/InsideGNSS_0905&06_Cover.jpg

pdf:

http://space-library.com/InsideGNSS_0905&06.pdf

Air & Space 0907 Cover: http://space-library.com/0907Air&Space_Cover.jpg
ISAS Mews 0906 Cover: http://space-library.com/0906ISAS_News_Cover.jpg pdf: http://www.isas.jaxa.jp/ISASnews/No.339/ISASnews339.pdf
NICT News 0906 Cover:

http://space-library.com/0906NICT_News_Cover.jpg

Articles Link:

http://www.nict.go.jp/publication/NICT-News/0906/index.html

[What’s New in Reaｌ Library?] [謝辞] SJAC より下記寄贈、感謝：
平成 20 年度「先進的な宇宙活動法に関する報告書」（産業振興の観点から宇宙活動法への要望）
平成 20 年度「宇宙産業振興に関する中間報告書（スペースポリシー委員会）」
平成 21 年「世界の防衛宇宙データブック」（更新日：平成 21 年 3 月 31 日）
平成 21 年「世界の宇宙インフラ・データブック 衛星編」（更新日：平成 21 年 3 月 31 日）
平成 21 年「世界の宇宙インフラ・データブック ロケット編」（更新日：平成 21 年 3 月 31 日）
------------------------------------------09.07 Futron
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Manufacturer Market Share of Satellites Launched Through June 30, 2009

Selected Satellites with Regulatory Activity During June 2009

Description of Selected Regulatory Activity for June 2009 (derived from Futron’s FCCFilings.com service)

Satellite

Location

EchoStar 1

77.15WL

GALAXY
BSS-4
Galaxy 26

122.90WL

Activity
The FCC granted EchoStar's request for a 60-day STA to move EchoStar 1 from 148 WL to 77.15
WL.
The FCC granted Intelsat's request to launch and operate a Ka-band satellite, GALAXY BSS-4
(formerly IA-14), and change its requested orbital location from 67.5 WL to 122.9 WL
The FCC granted Intelsat's request to relocate Galaxy 26 from 93 WL to 309.25 WL.

309.25WL

------------------------------------------June 30th, 2009

LM Press Release

ロッキード・マーチンは米空軍のスペース・フェンスのコンセプト開発契約を結ぶ
Lockheed Martin Awarded Concept Development Contract for U.S. Air Force Space Fence
MOORESTOWN, NJ, June 30th, 2009 -- The U.S. Air Force has

Space Surveillance Network (SSN) are retired.

awarded Lockheed Martin [NYSE:LMT] a $30 million contract to

Under the contract, a Lockheed Martin-led industry team will

begin concept development for Space Fence, a system of

perform prototyping, design, trade studies and analysis of

land-based S-Band radars and supporting operations centers

potential system configurations, concluding with a system design

that will detect and report on objects and debris orbiting the

review and final prototyping demonstration.

Earth.

includes site and facility surveys, and planning and development

Lockheed Martin was one of three industry teams to

The contract also

receive contracts.

of net-centric approaches to integrate with the existing

The Air Force Materiel Command's Electronic Systems Center at

architecture of the SSN.

Hanscom

the

preliminary design review, system development, deployment and

procurement for Space Fence, which is intended to significantly

follow-on support – will be the subject of future competitive

enhance space situational awareness as legacy systems in the

procurements.

Air

Force

Base

in

Massachusetts

leads

2

The remaining effort – through

The new system’s Initial Operational Capability

is scheduled for 2015.

government.

The Lockheed Martin-led team, which includes General Dynamics,

“The ability to detect and to track smaller objects in space will

AT&T and AMEC, has decades of collective experience in

significantly improve mission support for U.S. Air Force space

space-related programs including sensors, mission-processing,

operations in an increasingly complex domain,” said Ms. Linda

cataloging, orbital mechanics, net-centric communications and

Haines, Space Fence Program Manager for the Air Force Materiel

facilities. A leader in S-Band radar development and production,

Command.

with more than 100 operational systems deployed worldwide,

“Space Fence will provide a fully-integrated, net-centric radar

Lockheed Martin supports a range of critical space command and

‘system of systems’ that will allow information to be shared on

control programs and contributes to national-level space-related

the Global Information Grid with space operators across the

intelligence,

General

community,” noted Carl Bannar, vice president and general

Dynamics is an industry-leading developer and provider of

manager of Lockheed Martin’s radar business headquartered in

mission processing systems and complex antennas and radar

Syracuse, NY.

structures for space surveillance.

AT&T is a leading systems

established partnership with the Air Force to support operational

engineering developer of orbital mechanics and astrodynamics for

commanders in meeting the ever-increasing challenges of space

operational space surveillance and space control.

situational awareness with a capable, responsive and affordable

surveillance

and

reconnaissance.

AMEC is

highly experienced in domestic and international design along

“Lockheed Martin will build on our long and

enterprise solution.” （後略）

with engineering services and construction for the U.S.
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/063009_LM_AirForce_SpaceFence.html

- - - - - - - - - 同報- - - - - - - - - - June 30, 2009, 9:00

finance.yahoo.com

Lockheed Martin Awarded Concept Development Contract for U.S. Air Force Space Fence

http://finance.yahoo.com/news/Lockheed-Martin-Awarded-prnews-813299743.html?x=0&.v=1

- - - - - - - - - 同報- - - - - - - - - - 2009/7/5 03:49 -

Technobahn

米空軍、次世代宇宙レーダの開発でロッキード社と契約
米空軍は 3 日、S バンド次世代型宇宙レーダ「スペース・フェンス（S/F,

飛来する人工物観測態勢強化を図るとしている。今年 2 月にはイリジ

Space Fence）」システム開発に関しロッキード・マーチン (LM) 社と契

ウム通信衛星とロシア軍事衛星が衝突を起こし、多数のスペースデブリ

約を結んだ。スペース・フェンスは、高度 3 万 km までの宇宙空間を周

発生という宇宙交通事故が発生。スペースデブリ監視体制強化の必

回する最低 10cm 大までの物体を識別可能な宇宙レーダシステム。米

要性が叫ばれていた。次世代システム運用開始は 2015 年頃を予定。

空軍は現在、テキサス州レイクキッカプーに出力 768kW のレーダサイトと
しては世界最高出力のトランスミッタ設備を維持、ここから発信された
電波の反射波をカリフォルニア州、ニューメキシコ州、アーカンザス州、ミ
シシッピ州、ジョージア州の計 6 箇所の基地局で受信、米国本土上空
の北緯 33 度のラインを通過する軌道上人工物の監視を行っている。
今回、LM 社が実験システムの開発を行うこととなった S/F は、現行の
S/F に代わる、次世代システム。現行 S/F のトランスミッタは巨大すぎ
て設置場所が限定されるという制約から監視対象は米本土の北緯 33
度を通過する人工物に限られるなど、軌道上に存在する全人工物を
監視するには制約が多かった。米空軍では次世代システムで送受信
システムを小型化、世界 100 箇所に次世代 S/F を設置し、軌道上を
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200907050349&lang=
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By ANDY PASZTOR

ベンチャ企業が軍事衛星を製造予定
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Venture to Build Military Satellites
A clutch of former Pentagon brass is helping to start a company

company's backers include firms headed by former Attorney

that offers a new service: satellites intended solely for military

General John Ashcroft and former Defense Secretary William

communications that would be built, launched and owned by

Cohen. Each proposed high-altitude satellite is envisioned to

private investors. The new company, called U.S. Space LLC,

cost less than half of the roughly $350 million price tag for

attempts to meet a need that the U.S. military has struggled to

building and launching a large, top-of-the-line commercial

fill. As U.S. forces deploy to out-of-the-way regions, the

satellite. The Pentagon and various national-security customers

Pentagon

for

already lease significant commercial capacity, often at expensive

communications and distribution of video surveillance than it can

spot rates that by some estimates amount to more than $800

get its hands on. The military's own satellites are expensive, and

million annually. In addition to being less costly, the venture aims

often take too long to deploy to satisfy fast-changing battlefield

to be more flexible because the in-orbit locations and

needs. Meanwhile, the military hasn't always been able to lease

transmission frequencies specifically will be intended for military

sufficient

satellites,

uses. The U.S. Space models are intended to be ready for

particularly in remote areas such as Afghanistan. The new

service in roughly three years, versus a decade or more in

company intends to build and launch relatively small and

development for most Pentagon satellites. The project is risky,

inexpensive commercial satellites that would be optimized for

partly because no firm financing or contracts to supply capacity

military use and leased only to military customers, according to

have been signed. The Pentagon is notorious for balking at

Mark Albrecht, the company's chairman and co-founder. Backers

long-term satellite leasing arrangements. But military brass

said the price of the satellites would be held down by keeping

"have

them small, modular and relatively basic, without tailoring them

"encouraged us to continue the discussions," said Edward

for special needs and piling on bells and whistles. "This is

Horowitz, a U.S. Space co-founder and former president of the

absolutely responsive" to the Pentagon's needs for quickly

U.S. unit of global satellite-services giant SES Global. Industrial

supplementing current capacity wherever it's needed, said Mr.

firms backing the venture include a group of second-tier

Albrecht, a former head of Lockheed Martin Corp.'s international

aerospace contractors led by Orbital Sciences Corp., which is in

rocket business. The company's board members count three

line to build the satellites and launch them with a beefed-up

former Air Force generals, including retired Lt. Gen. Michael

version of its Minotaur rockets. The venture doesn't see itself

Hamel, who until recently served as the military's top uniformed

competing directly with current providers of military satellite,

space-acquisition official; retired Major General James Armor, a

Boeing Co. and Lockheed Corp., as the U.S. Space satellites

former space policy maker; retired Major General Craig Weston,

would be so stripped down.

frequently

bandwith

needs

on

more

traditional

satellite

capacity

commercial

really

endorsed"

the

commercial

approach

and

who is also the president and chief executive of U.S. Space. The
http://online.wsj.com/article/SB124640148159976125.html

------------------------------------------posted: 24 June 2009

space.com

By Turner Brinton

プロトタイプのミサイル防衛衛星がテスト・フライトに向けて準備
Prototype Missile Defense Satellites Primed for Test Flight
WASHINGTON - The second of a pair of long-delayed missile

recent interview. The satellites were slated to lift off in August,

tracking satellites is packed up awaiting orders from the U.S.

but the flight is expected to be pushed back in light of a space

Missile Defense Agency (MDA) to ship out for launch later this

shuttle launch delay that has muddled the manifest at their

year, according their Northrop Grumman builders. The first of the

spaceport in Cape Canaveral Air Force Station, Fla. When they

two

(STSS)

finally blast off, the STSS satellites will be launched in a stacked

demonstration satellites has already been shipped to a to a

configuration aboard a United Launch Alliance Delta 2 rocket.

payload processing facility near their Florida launch said, said

The MDA in May launched a classified STSS demonstration

Gabe Watson, Northrop Grumman's STSS program manager, in a

satellite that was also built by Northrop Grumman.

Space

Tracking

and

Surveillance

System

4

Rocky road to launch pad

program is still in flux as the agency's overall test program is not

The STSS satellites are designed to demonstrate the ability to

yet set. The satellites have a staring sensor similar to that on

track ballistic missiles in every stage of flight, something current

the Air Force's Defense Support Program and Space Based

U.S. space-based assets cannot do. Northrop Grumman had

Infrared System satellites, but they also have a multiband

originally built the satellites under an experiment dubbed the

infrared tracking sensor other missile warning satellites lack,

Flight Demonstration System that was canceled in 1999. The

Watson said. "Even though the hardware was built in the 1990s,

program was given a new lease on life in 2002 when the MDA

when the two STSS demonstrators are on orbit, they will bring a

awarded Northrop Grumman an $868 million contract to prepare

unique capability to the MDA," Watson said. "We can track

the satellites for launch. The total amount spent on the program

missiles in every stage of flight, from launch to intercept, and do

since 2002 has been $1.35 billion, and the MDA has requested

hit assessment as well. If the MDA wants to intercept missiles in

another $180 million next year to conduct testing activities,

the ascent phase, they will need additional data that [current

according to figures provided by agency spokesperson Debra

missile

Christman. MDA's director, Army Lt. Gen. Patrick O'Reilly,

repeatedly turned down MDA requests for funding to begin work

criticized the STSS program on May 21 in testimony before a

on an operational version of the constellation, wanting to see the

House Armed Services subcommittee, saying technical issues

results from the demonstration satellites first. As such, the

with the program were responsible for more than half of the

agency did not request funding to begin that work in 2010. MDA

agency's $152 million budget overrun in 2008. "I am concerned

Executive Director David Altwegg said in May the agency plans

with lapses in quality management involving several of our

to request funds for 2011 if the demonstration satellites prove

industry partners that have impacted system element cost,

their mettle. The proposed follow-on system, dubbed the

schedule and performance," O'Reilly said. "There have been

Precision Tracking and Surveillance System, is in the early

frequent schedule slips on the STSS program, some resulting in

phases of conception, Morgan said. Decisions on that program

significant delays, due to quality issues caused by lack of

will

discipline and detail in the procedures." In an interview, Air Force

performance. While MDA has not ruled out making a sole-source

Col. Jay Morgan, MDA's STSS program director, defended

contract award to Northrop Grumman for a follow-on system,

Northrop Grumman's performance, saying it "has been typical of

the agency is likely to hold a competition, Morgan said. Northrop

first-article test development and commensurate with other

Grumman's experience building STSS would be an advantage in a

Space and Missile Systems Center programs and contractors,

potential competition to build an operational missile tracking

maybe better." Watson and Morgan declined to elaborate on the

constellation, despite considerations of past performance,

specific

during

Watson said. "The expertise and experience that we've gained

development. "Those problems are largely behind us," Watson

over the past years here I believe would position us well to

said. "We had successful acoustic testing in August in the

compete for a follow-on, if needed," he said.

technical

issues

that

were

encountered

be

warning

largely

satellites]

informed

don't

by

provide."

the

STSS

Congress

has

demonstration's

stacked configuration, so we've aggressively worked those issues
and are moving toward a launch this year. It would be difficult for
me to go down that list of items. When these are on orbit, our
projections are that all technical parameters will be satisfied."
Spotting missiles from space
Following a post-launch checkout phase expected to last three
months, Northrop Grumman will operate the satellites from
Schriever Air Force Base, Colo., through a six-month period of
testing, in which at least two dedicated ballistic missile targets
will be launched to test STSS. The satellites also will participate

http://www.space.com/php/multimedia/imagedisplay/img_display.php?pic=090624-t

in at least two other tests of MDA systems such as the Aegis

w-stss-02.jpg&cap=An+artist%27s+illustration+of+the+new+STSS+missile+defense+

Ballistic Missile Defense system, Morgan said. The final test

demonstration+satellites+in+orbit.+Credit%3A+Northrop+Grumman.+
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http://www.space.com/businesstechnology/090624-techwed-stss-missiledef.html

------------------------------------------June 30 /PRNewswire

GeoEye は総額$25M の米政府の追加受注契約
GeoEye Receives Additional U.S. Government Awards Totaling $25 Million
DULLES, Va., June 30 /PRNewswire-FirstCall/ -- GeoEye, Inc.

processing and production will be performed at GeoEye's

(NASDAQ: GEOY), a premier provider of satellite, aerial and

advanced imagery processing centers located in St. Louis, MO,

geospatial information, announced today new government awards

Thornton, CO, and Dulles, VA. These awards are in addition to

totaling more than $25 million to supply geospatial products and

the Service Level Agreement (SLA) modification to the

services. Under awards during the first and second quarters of

company's existing NextView contract with the NGA announced

2009, GeoEye will provide the National Geospatial-Intelligence

Dec. 10, 2008.

Agency

(NGA)

imagery-based

a

significant

amount

geospatial-intelligence

of

value-added,

products.

Imagery

http://geoeye.mediaroom.com/index.php?s=43&item=328

------------------------------------------2009/7/4 10:51 -
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NASA と経済産業省、全地球の 99％をカバーする数値データマップを公開
NASA と日本の経産省（METI）は 6 月 29 日、全地球の 99％をカバー

研究目的など非商用目的の場合は NASA と無償データ提供契約を

するこれまでに公開されたものとしてはもっとも完全なトポロジカルマップ

結び無料で利用可（再配布不可）。その他の商用利用の場合は有

（数値データマップ）「ASTER Global DEM」を公開。今回、日米共同

償提供。画像は NASA が ASTER Global DEM を使って再現したカリ

で公開されたトポロジカルマップは METI が開発を行った 3 次元探査レ

フォルニア州デスバレーの 3 次元 CG。

ー ダ 「 Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer（ASTER）」を NASA の地球観測衛星「Terra」に搭載し、
得られた情報を元に作成されたもので、数値標高マップとしての分解
能 30m、標高精度 7m と、国土地理院が公開している数値地図（分
解能 50m、標高精度 7m）は元より、NASA がスペースシャトルに搭載
したレーダを使って計測した SRTM3（分解能 90m、標高精度 10m）も
大きく上回る最高精度のもの。数値データマップは衛星画像データをオ
ーバーレイ処理、精密な 3 次元マップ作成が可能で、研究分野は元よ
り、地理情報システム（GIS, Geographic Information System）を始め
とする商用分野などに利用可能。数値データマップ利用は米の場合、
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200907041051&lang=

------------------------------------------2009/7/3 02:54 -

Technobahn

過去最大の解像度、月観測衛星「LRO」が映像を初公開
NASA は 7 月 2 日、先月 19 日にフロリダ州ケープカナベラル空軍基地

タではコントラストの関係から鮮明な地形映像撮影が可能となる月の

から打上げた月観測衛星「Lunar Reconnaissance Orbiter（ルナ・リコ

昼夜の境界線部分に焦点を当て月面探査活動を開始したいと述べ

ネッサンス・オービタ）」が月周回軌道到達後に撮影した初の月面映像

ている。LROC 最良解像度は 0.5m、アポロ計画で月着陸船が着陸し

を公開。今回の映像は LRO 搭載光学カメラ「Lunar Reconnaissance

たポイントはこの最良解像度で映像撮影を予定。

Orbiter Camera（LROC）」を使って月の「雲の海（Mare Nubium）」を
撮影。もっとも高解像度で撮影された映像（画像参照）は 1.4m 解像
度を持ち、衛星軌道上から探査衛星で撮影したものとしては過去最
良の解像度を持つ。探査機運用担当しているゴダード宇宙飛行セン

6

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200907030254&lang=

------------------------------------------2009/6/30 19:37 -

Technobahn

NASA が今、月観測衛星を打上げたもう一つの深い理由とは
画像は NASA の月観測衛星「Lunar Reconnaissance Orbiter（ルナ・

が目的で、本来の科学探査用としては解像度は 1m もあれば十分とい

リコネッサンス・オービタ）」が月に向かう途中で撮影した月を撮影した最

うことになる。科学探査衛星といっても予算は納税者の意向によって縛

初映像。画像処理を通した正式映像ではなく、監視モニタ・スクリーン

られており、納税者に対しミッション目的や成果を目に見える形でアピー

をスナップショット、LRO 運用チームメンバが NASA 公式ブログにアップロ

ルできることが、本来の目的に加え重要視されている。それはともかく、

ードした。この LRO、どれほど精密な月面映像撮影ができるのか？画

アポロ捏造説なども流布するこの頃のこと、アポロ着陸船が現在、どの

像下が LRO に搭載されている光学カメラ「Lunar Reconnaissance

ような形で月面に残されているかを公開することは間違いなく大勢の関

Orbiter Camera」本体。LROC はアリゾナ州立大が開発。火星探査

心を呼ぶ。アポロ 11 号が月面着陸を果たしたのは 1969 年 7 月 20 日。

衛星「マーズ・サーベイヤ（Mars Surveyor）」で有名なマリン・スペース・

辣腕宣伝マンでなくても、40 周年記念日となる今年の 7 月 20 日にア

サイエンス・システムズ（Malin Space Science Systems）社が画像処

ポロ着陸船の現在の映像がどれ程のインパクトがあるか容易に想像で

理を担当予定。この光学カメラ、最良解像度は 50cm とはなっているも

きる。

のの、月の全周をこの最良解像度で撮影するわけではなく、この最良
解像度で撮影するポイントはアポロ着陸船やサーベイヤ探査機など月
面における人工物が残されている全てのポイント（artificial objects on
the Moon）に限られ、2020 年頃月面着陸の予定地点となる南極と北
極に関しては 1m、その他の地域に関しては 100m 解像度で撮影が行
われる予定。その上で最終的にはミッション全体で 70～100TB のデー
タが送信される見通し。つまり、最良解像度は 50cm といっても、要はア
ポロ 11 号着陸 40 周年を記念し、その着陸地点の現在の映像を公開

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906301937&lang=

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

7

2009/6/24 19:51 -

Techonobahn

NASA の月観測衛星「LRO」、月周回軌道に到達
NASA は 23 日、今月 19 日フロリダ州ケープカナベラル空軍基地から
打上げた月観測衛星「Lunar Reconnaissance Orbiter（ルナ・リコネッ
サンス・オービタ）」が月周回軌道到達を発表。LRO は現在、「移行段
階（commissioning phase）」にあり、最終的に 8 月下旬にも初期観測
軌道入り予定。LRO はその後、月高度 50km の超低空を周回しなが
ら約 1 年間に渡って月の詳細 3 次元マップ作成作業を実施。当初目
標の観測データ収集が完了以降は、軌道高度を引上げ燃料を節約
する長期観測モードに移行。LRO には高解像度カメラ 解像度 50cm
も搭載、40 年前に実施されたアポロ着陸船の現状もその全貌を明ら
かにする見通し。
http://www.technobahn.com/news/200906241951

------------------------------------------2009 Astronaut Candidate Class

NASA は将来の宇宙探査のために新しい宇宙飛行士を選定
NASA Selects New Astronauts for Future Space Exploration

Serena M. Aunon, 33, of League City, Texas;
UTMB - Wyle flight surgeon for NASA’s
Space Shuttle, ISS & Constellation Programs;
born in Indianapolis, Ind. Aunon holds degrees
from The GWU, Univ. of Texas Health
Sciences Center in Houston, & UTMB.

Jeanette J. Epps, 38, of Fairfax, Va.;
technical intelligence officer with the
CIA; born in Syracuse, N.Y. Epps holds
degrees from LeMoyne College & the
Univ. of Maryland.

Jack D. Fischer, Major U.S. Air Force, 35, of
Reston, Va.; test pilot; U.S. Air Force
Strategic Policy intern (Joint Chiefs of Staff)
at the Pentagon; born in Boulder, Colo.
Fischer is a graduate of the U.S. AFA & MIT.

Kjell N. Lindgren, 36, of League City, Texas;
UTMB - Wyle flight surgeon for NASA’s
Space Shuttle, ISS & Constellation Programs;
born in Taipei, Taiwan. Lindgren has degrees
from the U.S. AFA, Colorado State Univ.,
Univ. of Colorado, the Univ. of Minnesota, &
UTMB.

Michael S. Hopkins, Lt. Colonel U.S.
Air Force, 40, of Alexandria, Va.;
special assistant to the Vice Chairman
(Joint Chiefs of Staff) at the
Pentagon; born in Lebanon, Mo.
Hopkins holds degrees from the Univ.
of Illinois & Stanford Univ.

Kathleen (Kate) Rubins, 30, of Cambridge,
Mass.; born in Farmington, Conn.; principal
investigator & fellow, Whitehead Institute for
Biomedical Research at MIT & conducts
research trips to the Congo. Rubins has
degrees from the Univ. of California-San
Diego & Stanford Univ.

Scott D. Tingle, Commander U.S. Navy, 43, of
Hollywood, Md.; born in Attleboro, Mass.; test
pilot & Assistant Program Manager-Systems
Engineering at Naval Air Station Patuxent
River.
Tingle
holds
degrees
from
Southeastern Massachusetts Univ. (now Univ.
of Massachusetts Dartmouth) & Purdue Univ.

Mark T. Vande Hei, Lt. Colonel U.S.
Army, 42, of El Lago, Texas; born in
Falls Church, Va.; flight controller for
the ISS at NASA’s JSC, as part of
U.S. Army NASA Detachment. Vande
Hei is a graduate of Saint John’s
University & Stanford Univ.

Gregory R. (Reid) Wiseman, Lt. Commander
U.S. Navy, 33, of Virginia Beach, Va.; born in
Baltimore; test pilot; Department Head, Strike
Fighter Squadron 103, USS Dwight D.
Eisenhower, based out of Oceana Virginia.
Wiseman is a graduate of Rensselaer
Polytechnic Institute & Johns Hopkins Univ.

8

AFA = Air Force Academy,

CIA = Central Intelligence Agency,

MIT = Massachusetts Institute of Technology,

GWU = George Washington University, JSC = Johnson Space Center,

UTMB = University of Texas, Medical Branch,

http://www.nasa.gov/astronauts/ascans2009.html

------------------------------------------2009/7/2 18:58 -

Technobahn

NASA、スペースシャトルへの燃料注入テストに成功
NASA は 1 日、外部燃料タンクの液体水素燃料系から生じた燃料漏
れのため、打上げが延期となっていたスペースシャトル「エンデバー」
（STS-127）に対し、液体燃料注入試験を実施し、燃料漏れの不具
合解消を確認。今回、実施された燃料注入テストに成功したことを受
けエンデバーは 7 月 11 日打上げに向け改めて最終準備段階に突入。

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200907021858&lang=

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - - - June 29, 2009 4:56:39 PM

cfnews13.com

NASA は燃料タンクの修理を水曜にテスト予定
NASA To Test Endeavour Fuel Tank Fix Wednesday
http://www.cfnews13.com/Space/DestinationSpace/2009/6/29/nasa_to_test_endeavour_fuel_tank_fix_wednesday.html?refresh=1

------------------------------------------2009/6/23 18:35 -

Techonobahn

NASA、シャトルの液体燃料漏れの原因は配管系に生じた接続ズレ
NASA は 22 日、今月打上げが予定されていたスペースシャトル「エンデ

原因が判明したことを受け、スペースシャトルは 7 月 11 日打上げ予定

バー」（STS-127）で生じた外部燃料タンクの液体水素燃料系から燃

に向け改めて準備作業に移行。

料流出事故原因に関する調査結果を発表、外部燃料タンクと燃料
配管を結ぶベントライン接合部分にわずかなズレが生じていたことが、こ
こから燃料が漏れ出す原因だったことを明らかに。液体水素燃料漏れ
は 13 日朝打上げ実施を控え、外部燃料タンクへの燃料の投入が実
施された段階で発生。その後、NASA では燃料漏れを起こした原因を
把握することなしに応急措置を実施。16 日に改めて液体水素燃料投
入を実施してたところ、再び同じ箇所から燃料漏れが発生。結果的に、
原因特定なしに問題解決を行うことはできないとして、17 日打上げ日
程に関しては再々延期の決定を行った。今回、液体水素燃料漏れの
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906231835&lang=

------------------------------------------090628 読売
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- - - - - - - - - -関連 - - - - - - - - - - - - 2009/6/25 18:20 -

Technobahn

自然の驚異
今月 12 日、高度 500km 前後の軌道上を飛行中の ISS の窓から
「Nikon D2XS」デジカメを使って宇宙飛行士が撮影した千島列島マツ
ア島にあるサリチェフ火山から噴出する噴煙。サリチェフ火山は同日、
噴火を起こしたもので、その噴煙は 1 万～1 万 2000m 上空まで拡大。
NASA 地球観測衛星「Aura」の観測した二酸化硫黄（SO2）の分布マ
ップ（画像下）のように CO2 高濃度の噴煙は東西両方向に拡大。

10

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906251820&lang=

- - - - - - - - - -同報 - - - - - - - - - - - - 2009 年 6 月 24 日

人民網日本語版

宇宙飛行士が撮影した火山爆発風景
宇宙飛行士が宇宙から火山が爆発する様子を撮影。火山灰と水蒸
気が巨大な柱を形成、衝撃波が雲を直撃する壮観な光景が写ってい
る。米科学情報サイト「ライブ・サイエンス」伝。爆発火山は日本の東
北の千島列島の松輪島に位置し、同島で最も活発な火山。この写
真は ISS クルーが 12 日に撮影。NASA によると、火山研究家は「火山
爆発の最も初期段階のいくつかの現象を捉えている」として、大きな興
味を示している。（編集 YH）

http://j.people.com.cn/95952/6685465.html

------------------------------------------2009/6/29 18:36 -

Technobahn

JPL ジェット推進研究所、火星探査ローバ救出作戦を開始
NASA のジェット推進研究所（JPL）は 26 日、5 月以降、火星を探査

けなくなった状況は以前にも一度発生とした上で、今回も前回の事故

中に軟弱な地盤にはまり込んでしまい身動きのとれない状況に陥った

同様に技術的解決可能との見方を示しているが、楽観は禁物とも。

火星探査ローバ「スピリット」を救出する具体的第一歩に踏出した。
「スピリット救出作戦（FREE SPIRIT）」と命名された今回の救出作戦。
過去 2 ヶ月に渡ってスピリットから送信されてきた周辺土壌環境データ
を元に、スピリットがはまり込んだ火星土壌を正確に再現することから着
手。26 日には土壌分析を元に作られた配合表にそって様々な土を工
事用セメントミキサを使って混合わせ、火星の砂を作ることを開始。
JPL ではこの火星の砂を研究所内にある屋内火星再現環境に敷き
詰め、今週からシミュレーション実験用探査ローバを実際に動かしなが
ら、脱出方法の検討予定。JPL では火星探査ローバがスリップして動
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906291836&lang=

------------------------------------------2009/6/18 15:07 – Technobahn

史上初、火星での落雷現象の観測に成功
ミシガン大学宇宙物理学研究所が開発を行ったマイクロ波検出装置

し静電気を発生させることが、稲妻が生じる要因と見られる。砂嵐で

を使った観測により、火星大気圏内で落雷現象が生じたことが 17 日、

静電気が発生している可能性は 1976 年に火星着陸を果たした

同大発表によって明らかと。2006 年 5 月 22 日から 6 月 16 日までの

NASA 探査機「バイキング」による観測結果から判明したが、火星上で

12 日間に渡る観測の結果、2006 年 6 月 8 日に遂に落雷現象に伴う

の落雷現象観測に成功したのは、今回が史上初の事例。

マイクロ波（Non-thermal radiation）検出に成功した。地球の場合、
落雷は湿度が高い暖められた大気が上昇する際に形成した雨雲（雷
雲）によって上空に生じた水滴が氷結したものが、お互いに衝突する際
に生じた静電気によって起きる。もちろん、火星の場合には雨は降らず、
地球での雷雲を形成する要因となるものは存在しないが、火星ではそ
の代わりに時として火星全域にも広がる惑星規模の砂嵐が生じること
が判っており、砂嵐で舞上げられた微細な砂塵が大気中で衝突を起こ
http://www.technobahn.com/news/200906181507

11

------------------------------------------2009/7/2 18:44 -

Technobahn

アリアンスペース、史上最大の民間衛星の打上げに成功
欧州最大のロケット打上げ最大手アリアンスペース（Arianespace）は 1

せ つ け た 格 好 と 。 TerreStar-1 は ス ペ ー ス ・ シ ス テ ム ズ （ Space

日、アリアン 5（Ariane 5）ロケットを使い民間衛星としては史上最大規

Systems）とローラル（Loral）の 2 社が共同で開発を担当した移動体

模「TerreStar-1」の打上げに成功。アリアン 5ECA 型ロケットの場合、

向け次世代通信衛星。基幹バスは SS/L LS-1300 を採用。西経

静止軌道に 10 トンの物資を投入する能力があるため、投入重量が 5

111 度の静止軌道上から北米（米及びカナダ）全域の移動体向け通

トンまでの一般的大型衛星は、2 機同時に打上げが実施されるが、今

信中継を行う。衛星寿命 15 年で 2024 年頃まで運用の見通し。

回の TerreStar-1 の場合、打上げ重量は 6.9 トン、アリアン 5 ロケット
の打上げとしては異例となる衛星を 1 機だけ搭載した単独打上げの実
施となった。TerreStar-1 程の大型衛星を静止軌道に投入可能なロ
ケットは民生分野ではアリアン 5 しか存在せず、今回の打上げ成功は
競合となる米露の打上げ業者に対してアリアンスペースの優位性を見
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200907021844&lang=

------------------------------------------2009/6/30 01:54 -

Technobahn

NASA と ESA、太陽観測衛星「ユリシーズ」の運用を停止へ
NASA と ESA は 6 月 26 日、30 日付で地球管制からのコマンド送信に

用。しかし、2008 年に入ってからはその原子力電池からのパワーも減

より観測衛星本体トランスミッタ主電源を切断し太陽観測衛星「ユリ

少し、姿勢制御用の液体燃料を凍り付かないようにするためのヒータ

シーズ（Ulysses）」運用遮断を発表。ユリシーズは 1990 年 10 月 6 日

稼働の十分な電力も確保できない状況が続いてきた。主電源遮断後

にスペースシャトル「ディスカバリ」（STS-41）に打上げられた NASA と

のユリシーズは人工的な彗星として太陽の周りを半永久的に回り続け

ESA の共同開発を行った太陽観測衛星。スペースシャトルによって地

る。

球の低軌道上まで打上げられた後、装備した 2 段式ロケットブースタで
木星軌道まで到達。今度は更にそこから木星引力を利用しスウィング
バイによって最終的に 1994 年に遠日点が 5AU、近日点が 1AU の太
陽を回る極軌道への投入が完了。以来、今日まで 20 年近くにわたっ
て太陽観測を続けてきた。ユリシーズが遠日点を通過する際には太陽
からの距離が離れすぎているため、ソーラパネルを使った発電ができない
ため、電力供給はプルトニウム 238 崩壊過程で生じる熱を熱電変換
素子で電力変換する原子力電池（Atomic battery）からの電力を利
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906300154&lang=

------------------------------------------2009/7/1 19:43 –

Technobahn

燃料代 0 円で世界一周、究極のエコ飛行機「ソーラ・インパルス号」が公開
6 月 26 日に初公開されたソーラ・パワーによる世界一周を目指して現

社が開発を行った超軽量無人航空機「ゼフィア（Zephyr）」があるがど

在 、 機 体 最 終 調 整 が 進 め ら れ て い る ソ ー ラ ・ イ ン パ ル ス （ Solar

ちらも無人機で連続飛行もゼフィアの 82 時間 37 時間がこれまでの世

Impulse）号の勇姿。主翼の上側全面にソーラ・パネルを装備、日中は

界記録。対してソーラ・インパルス号は有人（1 人乗り）でしかも、仕様

ソーラ・パワー電力で、夜間は日中に蓄えられた電力を使い 24 時間、

上は約 1 ヶ月に渡って無着陸飛行可という類い希な性能をもつ（予定

日中はもとより夜間も飛行を続けることが可能。現予定ではアラブ首

されている冒険飛行で途中、着陸をはさむのはパイロットが不眠不休

長国連邦(UAE)を出発。途中、中国、ハワイ、米、欧に立寄り、最終

での 1 ヶ月の連続飛行に耐えられないため）。ソーラ・インパルス号は中

的に再び UAE に戻ることで 20～25 日で世界一周を目指す。ソーラ・

型旅客機に相当する 60m もの幅を持つ主翼全体に変換効率の高い、

パワーで 24 時間飛行可能な航空機としては NASA が開発を行った

航空宇宙用ソーラ・パネルを並べ、更にプロペラモータ使用には使用効

「ヘリオス・プロトタイプ（Helios Prototype）」や英キネティック（Qinetiq）

率最大化のため、回転数を常にコンピュータ制御で 1 日 24 時間の飛
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行を可能としている。この航空機自体は世界一周という冒険目的の

60m をもっていても 1 人が乗込むのがやっとというのが現科学技術力限

実験機、こうした航空機が実用化された場合は、まったく燃料を消費

界で、例え変換効率 100％のソーラ・パネルが開発されても実用的旅

せず飛行することが可能な夢の移動手段。もっとも、中型機並の翼幅

客機開発は難しい。Photo courtesy SOLAR IMPULSE SA

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200907011943&lang=

------------------------------------------2009/6/25 16:23 -

Technobahn

ナチスの「Ho229」は本物のステルス機だった、ナショナルジオグラフィックが実証研究
ナチスドイツが大戦末期開発した全翼型ジェット戦闘爆撃機「Horten

撃目標としていた当時の英国本土に展開されていたレーダ監視網「チ

Ho229」はステルス性能を持った史上初のステルス機だったことがナショ

ェイン・ホーム（Chain Home）」レベルのレーダであれば十分に機体を隠

ナルジオグラフィック(NGEO)によるフルスケールモデルを使った実証研究

蔽することが可能なことが判ったとしている。一連の Ho229 のステルス性

により明らかと。Ho229 は機体表面に炭素材の特殊コーティングがされ

能を巡る実証研究は特番として 6 月 28 日、米国内の NGEO チャネル

ていたことから、これまでも史上初のステルス戦闘機だったのではないか

で放送。

とする説も流布していたが、米軍に捕獲された 1 機を除いて確固たる
技術資料はほとんど残されておらず現在に至るまで Ho229 が実際にス
テルス性能を持っていたか、ナゾとされてきた。今回、NGEO は、TV 特
番の一環でノースロップ・グラマンで B-2 ステルス爆撃機開発計画に携
わったステルス機専門技術者に依頼し、米軍に捕獲された Ho229 と同
じ炭素コーティングが施された Ho229 フルスケールモデルを製作。実際
に飛行中の状態を再現し第 2 次世界大戦中のレーダ技術で捕捉可
能かどうか実証試験を実施。その結果、NGEO 財団では Ho229 が攻

Photo Courtesy National Geographic Society

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906251623&lang=

------------------------------------------2009/6/24 23:03 -

Technobahn

富士通、電源の電力損を大幅に低減可能な窒化ガリウム高電子移動度トランジスタを開発
富士通の応用研究部門 富士通研は 24 日、家電製品 AC アダプタ

ンジスタは、ゲート電極構造に原子レベルの平坦性をもつ酸化膜を用

ーなどで交流を直流に変換する際に熱として喪失する電力損失の大

いた絶縁ゲート構造を採用、通電時のオン電流密度を向上させること

幅低減を可能とした新構造窒化ガリウム高電子移動度トランジスタ

に成功、同研ではこの新型窒化ガリウム HEMT を使うことによりシリコン

(HEMT, High Electron Mobility Transistor)開発に成功。パソコンな

型トランジスタに比べ通電時オン損失を 5 分の 1 以下に、スイッチング

どの家電製品の場合、外付もしくは内蔵の電源装置を利用し、交流

損失も 100 分の 1 以下にすることが可能になる。製品化は 2011 年頃

を安定直流に変換する必要がある。しかし、供給交流は不安定なた

の見通し。

め、直流への変換は安定化回路を経て、次段階として電圧降圧回路
で降圧を行い、最終的に直流化回路を用いて直流変換を行う。電圧
降圧回路では、シリコン型トランジスタを用いて通電/遮断切替えを高
速に行う高周波交流利用が一般的、通電/遮断を切替える際の電
力損は大きく、この回路のために全電力の 30％が熱として失われてい
た。今回、富士通研が開発成功した窒化ガリウム高電子移動度トラ
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http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906242303&lang=

------------------------------------------2009/6/10 19:12 -

Technobahn

欧州原子核研究機構、LHC の年内運用再開で再調整
欧州原子核研究機構（CERN）は、昨年 9 月に冷却用ヘリウム流出

今のところ運用再開は 9 月下旬を予定。冬期電力料金増大に関して

事故以来、停止状態が続いている大型ハドロン衝突型加速器

は投入予算拡大により対応。

（LHC）を近く運用再開し、冬期に入ってからもそのまま運用継続する
方向で電力会社と調整に入った。欧州の場合、冬期は暖房需要のた
め電力料金が高くなると同時に需要も逼迫、事故が起きる前の運用
計画では 10 月以降の冬期は実験内容縮小が予定されていたが、現
状のまま、運用停止継続させた場合、LHC の第一目標となる「ヒッグス
粒子（Higgs boson）」発見に関しフェルミ国立加速器研究所など、米
勢力に先を越されてしまう可能性がでてきたことが今回決定の背景。
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906101912

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

Jun 29, 2009

イスラエルの輸送用航空機はレーザ・ジャマーを搭載
Israeli Airliners Get Laser Jammers
LASER JAMMERS: Israeli airliners are to be equipped with laser

awarded Elbit Systems a $76-m...

anti-missile systems after the Ministry of Transportation

Donley 米空軍長官は産業基盤への懸念の細部説明を行う
Donley Details Industrial Base Concerns
HELPING HAND: Relief to the industrial base is expected in the

the Pentagon, Air Force Sec...

fiscal 2009 omnibus reprogramming now being put together at

合成ジェット燃料仕様が最終承認待ち段階に

[編注]

Synthetic Jet Fuel は日本で通称、バイオ燃料と呼ばれいるもの

Synthetic Jet Fuel Specification Ready For Final Approval
SYNFUEL STEP: A new specification enabling use of synthetic

the fall. Initially this wi...

jet fuels has been agreed upon and is on track to be issued in

小さな予算規模の探査機チームが任命された
Small Explorer Teams Named
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SMALL

EXPLORERS:

NASA

has

named

two

candidate

have a launch window of 2012-15. Lockhe...

$105-million missions for its Small Explorer Mission series that

韓国は対潜水艦ミサイルを配備予定
Seoul To Deploy Anti-Sub Missile
RED SHARK: South Korea next year will begin deploying its Red

complete after an apparent sch...

Shark anti-submarine missile, development of which is now

技術者は中国 Beidou（北斗）コンステレーションのガリレオへの影響を論じる
Engineers Debate Effect Of Chinese Positioning Constellation On Galileo
POSITIONING: Engineers are debating whether the capability of

changes in Europe's Gali...

China's Beidou (Compass) satellite navigation system will force

7 件の豪州の防衛技術が実証作業に向け公表された
Seven Australian Defense Technologies Unveiled For Demo Effort
AUSSIE R&D: The Australian Defense Science and Technology

Capability & Technology Demonstra...

Organization has unveiled seven research efforts under the

クールーからのベガとソユーズの打上げずれこみ
Vega, Soyuz Launches From Kourou Slip
KOUROU DELAYS: European Space Agency Director General

third stage solid rocket motor and...

Jean-Jacques Dordain says development snags with the Zefiro 9

上院の委員会は F-35 の代替エンジン計画を継続を支持
Senate Panel Continues F-35 Alternate Engine Program
House and Senate lawmakers have voted to restore the F-35

Secretary Robert Gates' obj...

Joint Strike Fighter (JSF) alternate engine program over Defense

英国の防衛戦略は宇宙とサイバースペースに力点をおく
U.K. Defense Strategy Highlights Space, Cyberspace
LONDON Space and cyberspace are highlighted as two areas of

National Security Strate...

growing interest in the British government's first update of its

CNES は RSA ロシア宇宙庁と Phobos-Grunt 協定を締結
CNES Inks Phobos-Grunt Accord With Russian Space Agency
PARIS French space agency CNES and the Russian Space

receive soil samples from the Phobos-Gr...

Agency have come to an agreement that will allow CNES to

ESA は深宇宙追尾ネットワークのアンテナをアルゼンチンに配置予定
ESA Will Put Space Antenna In Argentina
The European Space Agency (ESA) plans to complete its global

radio-quiet desert area about 1,...

deep space tracking network with a 35-meter antenna in a
-------------------------------------------
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Aerospace Daily & Defense Report

Jun 24, 2009 GAO on NASA’s Commercial Orbital Transportation Services (COTS) Program

SpaceX’s Progress Completing COTS Development Milestones

Note: SpaceX did not complete milestone 15 in March 2009 as

in its first demonstration mission (milestone 17) from June 2009

scheduled. NASA reported that SpaceX has delayed delivery of

until no earlier than September 2009, and a delay in its third

milestone 15 from March 2009 until no earlier than June 2009. In

demonstration milestone (milestone 22) from March 2010 until no

addition, SpaceX has informed NASA that it anticipates a 2 to 4

earlier than May 2010.

month delay in most of its remaining milestones; including a delay
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Jun 26, 2009

Global Hawk ブロック 40 が計画ﾍの質問のさなかにロールアウト
Block 40 Global Hawk Rolls Out Amid Program Questions
As Northrop Grumman rolls out its first Global Hawk Block 40

facing some hurdles....

aircraft, the high-flying unmanned aerial vehicle (UAV) program is

日本の当局は$290M の F-22 の提供を受けることになろうか
Japanese Officials Could Be Offered A $290 Million F-22
A letter from Sen. Daniel Inouye (D-Hawaii), chairman of the

Senate Appropriations Committee, to Japan's ambassador in
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Washington lists an estimated a...

イスラエルとイタリアはハイパースペクトル衛星を計画
Israel, Italy Plan Hyperspectral Satellite
HYPERSPECTRAL SATELLITE: The Israeli and Italian space

sensor that could meet growing demand...

agencies have agreed to study a space-based hyperspectral

NASA はエンデバーのリーク修理の注入テストを設定
NASA Sets Endeavour Tanking To Test Leak Repair
Crews at Kennedy Space Center plan to fill the space shuttle

July 1 to test repairs d...

Endeavour's external tank with liquid hydrogen and liquid oxygen

ソーラ・ダイナミクス観測装置を 11 月打上げに向け出荷予定
Solar Dynamics Observatory Set To Ship For November Launch
GREENBELT, Md. - NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO)

and travel by truck to Cape Cana...

soon will leave its home at Goddard Space Flight Center here

インドは戦闘機のフライト評価試験を急ぐ
India Hastens Fighter Flight Evaluation Tests
NEW DELHI - India has fast-tracked the field trials for its

aimed at buying 126 new fighte...

Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) program, which is

ボーイングはテストのため新しい GPS 衛星をケープカナベラルに出荷
Boeing Ships New GPS Satellite To Cape for Tests
SPECIAL DELIVERY: Boeing shipped a Global Positioning

in Florida to conduct a series of...

System (GPS) IIF satellite to Cape Canaveral Air Force Station
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report Jun 25, 2009

下院軍事予算歳出委員会の委員長はさらに多くの F-22 を支持
House Defense Appropriations Chair Lends Support To More F-22s
Another senior U.S. congressman says he supports production of

keeping the Lockheed Martin...

20 more F-22s for the U.S. Air Force, and maybe Japan too,

商業用の広帯域のちょとした問題はさらに MUOS を遅らせる
Commercial Wideband Hiccups Force Further MUOS Delay
PARIS - The U.S. Navy is attempting to get a handle on payload

frequency mobile telecom satel...

interface and development issues with its new ultra high

多目標レーザ・デジグネータは小型船の脅威に合致し得るだろう
Multi-target Laser Designators Could Meet Small Boat Threat
SIX SHOOTER: The U.S. Navy is looking to counter the threat

its manned and unmanned ro...

posed by swarms of small boats by modifying the sensor balls on
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EADS とボーイングは取得計画で発散
EADS, Boeing Diverge On Acquisition Plans
PARIS - A longtime goal of EADS NV CEO Louis Gallois has

defense business - emulating...

been to lessen the company's reliance on Airbus by expanding its

上院予算歳出小委員会は NASA と NOAA の予算を承認
Senate Appropriations Subcommittee Approves NASA, NOAA Budgets
NASA, NOAA: The Senate Appropriations subcommittee that

agency of $18.68 billion, which mat...

funds NASA has approved a total fiscal 2010 budget for the

日本は北朝鮮の脅威への対抗における合法化を見据える
Japanese See Validation In Reaction To North Korea Threats
Every time North Korea launches one of its larger Taepodong

effect on Japan's actions,...

missiles -1998, 2006 and last April - it has spurred a growing

NASA は Orion の座席の衝撃吸収体をテスト予定
NASA Testing Orion Seat Shock Absorbers
Engineers at NASA's Langley Research Center are using the

will protect astronauts in...

Landing and Impact Research Facility to test the seat pallet that

ホワイトハウスは第三の場所を話し合う
White House Talks Third Site
PEAS & CARROTS: The Obama administration has taken the

negotiations with Russia that the...

position in Strategic Arms Reduction Treaty (START) follow-on

DOD は公式に STRATCOM の下にサイバーコマンドを創設
DOD Officially Establishes Cyber Command Under STRATCOM
CYBER OFFICIAL: The Defense Department is officially

Command to deal with cyber issues, wit...

establishing a new unified subcommand under U.S. Strategic
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Jun 24, 2009

上院軍事委員会のリーダは F-22 をさらに購入することに反対
Senate Armed Services Leaders Oppose Buying More F-22s
The top Democrat and Republican on the Senate Armed

F-22 Raptors, throwing into doubt attempt...

Services Committee (SASC) say they oppose procuring more

F-15 サイレント・イーグルのフライト・テスト日程がずれ込む
F-15 Silent Eagle Flight-test Dates Slip
Boeing is slipping the first flight-test for the F-15 Silent Eagle

features desired by int...

prototype about six months to allow time to add inputs over

議会の規則はサイバー戦の重要な点を見落としている
Congressional Rules Miss Major Point On Cyberwarfare
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The U.S. Congress is dropping hints about digital combat,

doesn't seem to be getting th...

resources and training in defense appropriations language, but

UCAV は海軍との基盤を得つつあるとノースロップ・グラマンは述べる
UCAV Gaining Ground With Navy, Northrop Grumman Says
LONDON - An initially skeptical U.S. Navy is warming to unmanned airplanes, Northrop Grumman says....

ロッキード・マーチンは次期イージスソフトを米海軍 Lake Erie に搭載する
Lockheed Martin Installs Next-Generation Aegis on USS Lake Erie
BALLISTIC UPGRADE: Lockheed Martin announced June 23 that

Defense (BMD) system aboa...

it has installed the latest upgrade to the Aegis Ballistic Missile

シーロンチは債権者からの資産保全を申し立て
Sea Launch Files For Protection From Creditors
PARIS Sea Launch has been forced to enter Chapter 11 after failing to resolve mounting losses and cash problems....

LRO ルナ・レコネッサンス・オービタは月に到着
Lunar Reconnaissance Orbiter Arrives At Moon
NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) entered orbit

day journey from Earth, marking...

around the moon the morning of June 23 after a four-and-a-half

米国土安全保障省長官は国内の衛星オフィスを廃止
U.S. Homeland Security Secretary Kills Domestic Satellite Office
ABORTED LAUNCH: U.S. Homeland Security Secretary Janet

Applications Office (NAO) program June 23...

Napolitano announced her decision to end the National
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Jun 24, 2009 GAO on NASA’s Commercial Orbital Transportation Services (COTS) Program

Orbital’s Progress Completing COTS Development Milestones
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Note: When Orbital amended its agreement with NASA in March

and its unpressurized cargo module preliminary design review

2009, it deleted milestones 7 and 11, and moved milestone 4 to

(milestone 3) was completed in August 2008.

become milestone 10. These changes are indicated in this

bMilestone 5 (COTS integration/operations facility review) was

revised schedule.

originally scheduled for October 2008, but was accelerated to

aOrbital submitted its milestone documentation for milestones 2

September

and 3 about 2 weeks later than originally planned; however,

(pressurized cargo module preliminary design review) was also

NASA approved both milestones. Orbital’s demo mission system

accelerated 1 month at Orbital’s request from November 2008

requirements review (milestone 2) was completed in July 2008

to October 2008.

2008

as

requested

by

Orbital.

Milestone

6

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

Jun 23, 2009

UAE アラブ首長国は仏 Rafale 戦闘機に近づきつつある
United Arab Emirates Closing In On Rafale
PARIS - The Rafale fighter could be one step away from

the French government of fin...

securing its first export order, following submission last week to

日本は米国の戦術航空の機会に忍耐を示す
Japanese Prove Patient For U.S. Tacair Opportunities
Japan's government is showing patience in pursuing leading U.S.

aircraft for its F-X program, which is supposed to produce about

20

40-50 high-performanc...

ESA は Cryo の実証に予算をつける
ESA Funds Cryo Demo
CRYO DEMO: The European Space Agency (ESA) has issued a

Snecma, Astrium and Avio for a...

20 million euro ($28 million) follow-on award to a team led by

NORTHCOM/NORAD の司令官は多任務戦術機を求める
NORTHCOM/NORAD Chief Seeks Multirole Tactical Aircraft
The U.S. Air Force general in charge of U.S. Northern Command

varied missions, meaning the...

(NORTHCOM) says he needs multirole aircraft to perform his

Measat 3a が修理後に打上げられた
Measat 3a Launched After Repairs
Measat 3a, a Malaysian communications satellite that was

August, reached its geostationary tra...

damaged in a crane accident at Baikonur Cosmodrome last

NASA は ISS サポート・フォローオンを契約
NASA Awards Follow-On ISS Support Contract
STATION SUPPORT: NASA has awarded a $144 million

support. The Burlingame, Calif.-base...

follow-on contract to ARES Corp. for International Space Station

ガリレオ衛星はソユーズとアリアンの両方で打上げられる
Galileo Satellites Could Launch On Both Soyuz And Ariane
PARIS AIR SHOW - Arianespace Chairman/CEO Jean-Yves Le

political and risk considerations...

Gall and Astrium Space Transportation head Alain Charmeau say

米空軍は Predator 無人機のセンサの契約をノースロップ・グラマンと結ぶ
USAF Awards Predator Sensor Contract To Northrop Grumman
SENSITIVE PREDATOR: The U.S. Air Force is awarding a $71

Mission Systems' Electromagnetic...

million cost-plus-incentive-fee contract to Northrop Grumman
------------------------------------------中国・韓国 関連
------------------------------------------2009 年 6 月 30 日 人民網日本語版

中国、世界初の「マイクロ波月面」画像作成に成功
中国月面周回探査プロジェクト副総合エンジニア、中国工程院アカデ

効率かつ安全な核融合発電燃料であり、10 トンのヘリウム 3 で中国全

ミー会員の姜景山氏が「2009 月探査・地学科学フォーラム」の席上明

土 1 年間分のエネルギーをまかなえる。しかしヘリウム 3 の地球上の埋

らかにしたところでは、「嫦娥 1 号」衛星に搭載のマイクロ波探査装置か

蔵量は少なく、現在人類が既に探査した確保可能なヘリウム 3 はわず

ら回収されたデータを元に、中国科学者が世界初の「マイクロ波月面」

かに 0.5 トン前後。しかし月面地殻浅層内には、地球上の人類が 1 万

画像を描出すことに成功。同画像では、実測データをベースに、月面

年以上使うのに十分なヘリウム 3 が 100 万トン含まれる。「嫦娥 1 号」

土壌層の平均的厚さは 5-6m、ヘリウム 3 資源量は 100 万トン近くで、

衛星マイクロ波探査装置が月面周回する以前は、世界的にも月面

500 万トンはないことが判明。「科学時報」伝。ヘリウム 3 は一種の高

軌道から月面全体のマイクロ波探査が行われたことはなかった。月面
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土壌層の厚さ、ヘリウム 3 資源量分布などの一連の研究は、これまで

する問題解明に参考となる。姜氏によると、同氏の研究チームは現在、

米「アポロ号」、旧ソ「ルナ号」といった各探査衛星が月面着陸した際に

一部の代表的クレータのマイクロ波特性の研究を進めている。打上げ

収集した実測データをベースに分析判断されていたため、得られた情

に成功した「嫦娥 1 号」は月面周回飛行の前に、電磁波を利用し月

報にはかなりの不確定性や偏差がみられた。しかし姜氏が述べたように、

面探査を行っており、可視光線、赤外線技術を活用し、世界的に既

今回の探査計画により月面軌道上からマイクロ波探査装置を利用し、

に「可視月面（Visible Moon）」「赤外線月面（Infrared Moon）」データ

月面全体の土壌層の厚さ分布を実際に測定したことは、世界初の月

資源を構築しており、加えて今回の世界初となる「マイクロ波月面」画

面全体のマイクロ波色指数分布データとなり、「マイクロ波月面」画像

像作成の成功となった。可視光線、赤外線は主に月表面探査に利

の構築成功につながった。月のマイクロ波色指数データは月面温度、

用されるが、マイクロ波は波長が比較的長いため、月面深くに入り込み、

成分などの要素の総合的指標のほか、月面の物理特性、内部過程、

表層探査、厚さ測定、クレータ構造探査の研究が可能となった。（編

月外部の各種要素が月に与える影響などを反映している。「マイクロ

集 HT）

波月面」画像の作成成功により、月の起源と変化、宇宙の起源に関
http://j.people.com.cn/95952/6690115.html

------------------------------------------2009/07/04 10:16

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

モスクワ＝権景福（クォン・キョンボク）特派員

(本文省略)

ロシアを悩ます隣国の外交戦略 米国など西側と手を結び、中間で実益を得る

http://www.chosunonline.com/news/20090704000019

------------------------------------------2009 年 6 月 30 日 人民網日本語版

衛星追跡によるジンベイザメ研究に着手 国内初
農業部南海区魚政局は、ジンベイザメなど絶滅の危機に瀕している

は、捕鯨中の漁民が誤ってジンベイザメを捕獲するケースが度々発生

海洋生物の保護をいっそう強化する目的で、香港海洋公園、海南省

するという。2 頭は、今年 4 月末から 5 月初めにかけて、万寧から三亜

水産研究所など多くの機関と共同で、国内初の人工衛星によるジン

一帯の海域で漁民に誤って捕獲され、漁政部門とその他関係担当者

ベイザメの追跡調査をスタートさせる。3 頭のジンベイザメが 29 日、三

が救助にあたり、傷の回復を待って、29 日に海に戻された。ジンベイザ

亜で放流されたが、このうち 2 頭には衛星追跡用発信器が取付けられ

メは世界最大の魚類。体長は平均約 10m、大きいものは約 20m に達

た。新華社ウェブサイト「新華網」伝。発信器が取付けられた 2 頭はい

し、体重は 10-15 トン。温暖な大洋海域の中・上層に生息するジンベ

ずれも、海南島東部沿海の漁民によって誤って捕獲され、傷を負った。

イザメは、南中国海、台湾海峡、東中国海、黄海南部などの熱帯・

海南省海洋漁業庁の趙中社・庁長によると、海南島の南側近海で

温帯海域に主に分布している。（編集 KM）

http://j.people.com.cn/95952/6690060.html

------------------------------------------2009 年 6 月 30 日 人民網日本語版

国内初の炭素繊維生産基地が完成 吉林省
中国で初となる独自の知的財産権を持つ 100 トン級炭素繊維生産

吉林石化公司は、中国独自の炭素繊維生産技術を開発するため、

基地が中国石油吉林石化公司に完成し操業が始まり、高性能な炭

80 年代初期から研究・開発を行ってきた。30 年にわたる風雪を経て、

素繊維産業化を実現する新たな突破口を開いた。「科学時報」伝。

4 回の技術的難関を克服し、ついに炭素繊維に関する技術開発を完
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成。同社技術スタッフは 02 年、年間生産高 10 トンの生産装置を完

建設任務を完成。今年 5 月から 100 トン級炭素繊維装置による全面

成。04 年に核心となる生産技術難関を克服し、主要性能において日

生産が始まり、基準をクリアした高性能な炭素繊維製品を安定的に

本の炭素繊維「T300」の水準に達した。同社では昨年 3 月、100 トン

生産。(編集 KA)

級炭素繊維プロジェクトを立上げ、6 月着工、14 カ月かけてすべての
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6690037.html

------------------------------------------2009 年 6 月 30 日 人民網日本語版

太陽エネルギーによる高純度シリコン製造に成功
中国科技大と中国科学院物理所の専門家はこのほど、太陽エネルギ

ニスボールぐらいの大きさに集め、数秒間でタングステン板を熔かした。

ーで精製した世界初の単結晶シリコンを製造。09 年「中国物理快

これはすなわち太陽炉の温度が 3500 度にまで上昇し、高効率かつ低

報」第 26 巻第 7 期に掲載された「Silicon Purification by a New

コストで高純度シリコンが製造できる新たな可能性が出てきたことを意

Type of Solar Furnace」で、陳応天教授らは独自に発明した太陽エ

味する。何度も実験を繰返し、この方法を応用して得たシリコン粒子

ネルギーでシリコンを精製する新技術が世界で初成功と紹介。「科学

を凝固加工して純度を上げ、グロー放電質量分析法で測定したところ、

時報」伝。メンバの一人、中国科学院の何氏によれば、これは中国の

この高純度多結晶シリコンの純度は 99.9999%のソーラグレードに達した。

太陽光発電技術の分野に重大な革新であり、今後高効率かつ低コ

何氏によれば、この新方法だと、製造エネルギー消費量を今の

ストで高純度シリコンの製造ができるようになる。陳教授らは独自に発

200-400 キロワット時から 30-40 キロワット時に、製造コストも今の 1 キ

明した「天光象主動光学理論」を用いて、低コストで新型の太陽エネ

ロ当り 40-80 ドルから 20 ドルに削減できる上、環境にもやさしいという。

ルギー炉を制作、1 万倍以上の太陽エネルギーを有効かつ安定的にテ

(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6690076.html

------------------------------------------2009 年 6 月 29 日

人民網日本語版

中国企業、極度深水海洋掘削基地を建造 世界初
世界初の円筒型極度深水海洋石油掘削（ボーリング）プラットホーム

万 2500 フィート、油田掘削深度 4 万フィート、8 台のボーリングマシン

が こ の ほ ど 完 成 。 建 造 担 当 し た 中 遠 船 務 集 団 （ COSCO

で掘削位置を探る。また、世界最先端の DP?3 ダイナミック・ポジショニ

SHIPYARD）傘下の南通中遠船務工程有限公司(南通中遠船務)

ング・システムと位置保持システムを導入、零下 20 度という英国北海

は、これを「SEVAN DRILLER」と命名。「SEVAN DRILLER」は、南通

の劣悪海洋状況での使用が可能となった。プラットホームは高さ 135m、

中遠船務が Sevan Marine 社のために建造した 6 代目半潜水式プラ

直径 84m、主甲板高度 24.5m。15 万バーレルの原油貯蔵力を備え、

ットホーム。南通中遠船務は、同プロジェクトの研究開発、基本設計、

居住エリアの収容可能人数は 150 人。油田掘削プラットホームの設計

全体建造、全設備の設置・テストに携わった。技術レベルと建造物レ

と主体部分の建造に要した期間はわずか 24 カ月と、外国の同類製品

ベルはともに世界最高水準に達しており、船主、ノルウェー船級協会

の建造所要期間より半年も短い。また、同プロジェクトは、国内海洋

（DNV）および最終ユーザとなるブラジル国家石油会社（ペトロブラス）

工事で初の「余剰廃棄物ゼロ（ゼロ・エミッション）」建造を実現、国内

の 認 定 を 受 け た 。 海 洋 石 油 ボ ー リ ン グ プ ラ ッ ト ホ ー ム 「 SEVAN

海洋工事での鉄骨構造物廃棄物排出という立遅れを埋めた。（編集

DRILLER」は、世界の海洋石油ボーリングプラットホームの中でも、最

KM）

高の技術レベルと最強の作業能力を備えた製品の一つ。設計水深 1
http://j.people.com.cn/94475/6689167.html

------------------------------------------2009/7/4 04:04 -

Technobahn

中国による検閲ソフト導入義務化に抜け穴、マック対応版が存在せず
中国政府が 7 月 1 日から導入の義務化を予定していたパソコン向け

販売を行っている IBM からの問合せに対し中国政府側が導入義務化

検閲ソフト「緑・花季護航（Green Dam Youth Escort）」は Windows

免除の通知を行い、同日までに複数の中国紙が報道したことにより明

版しか存在せず、Macintosh や Linux を使用している場合には業者側

らかと。中国政府は海賊版 Windows が国内で広く流通していることの

の導入義務が免除という方針となっていたことが 3 日までに明らかと。

対策として、ネットカフェなどに対し正規版 Windows 導入を証明するこ

Macintosh 販売を行っているアップルおよび Linux プリインストール PC の

とを義務付けると共に、海賊版 Windows で営業を行っているネットカフ
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ェに対しては紅旗 Linux などフリーの Linux への乗換えを進めていた。そ

画像は中国の掲示板等で流布している「緑・花季護航」の導入義務化を批判

れだけに Macintosh は元より Linux に関しても検閲ソフト導入が免除さ

した作者不詳の風刺画。

れるというのは法の不備ではないかと言った声もでている。

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200907040404&lang=

------------------------------------------2009/7/1 19:18 -

Technobahn

中国政府、検閲ソフトの導入義務化を施行直前で延期
中国政府は 6 月 30 日、当初 7 月 1 日から導入義務化を予定してい
た検閲ソフト「緑・花季護航（Green Dam Youth Escort）」に関し、
PC メーカ側の準備不足を理由に導入義務化延期を発表。「緑・花
季護航」は中国の人民軍系ソフト企業が開発を行った検閲ソフト（フィ
ルタリング・ソフト）でインターネットを通じ外部サイトにアクセスする際に、
ポルノなど不健全な情報へのアクセスを遮断する機能を持つ。しかし、
フィルタリング・ソフトにかこつけた検閲ソフト導入を義務付け国内の反
体制的な言論を封じることが本来の中国政府の目的では、といった批
判が高まり、欧米諸国との間で摩擦を生んでいた。「緑・花季護航」を
巡ってはソニーなど一部の大手メーカは既に導入済製品の出荷に踏
み切っていた。
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200907011918&lang=

------------------------------------------2009/6/26 20:21 - Technobahn

中国外務省がグーグルを公然非難、対策が講じられなければ法的制裁を加える
中国外務省は 25 日、グーグル（Google）が提供している英語版検索

務付ける方針を明らかにしており、今回の中国外務省が発表した声

エンジンにはポルノなどの国内法規で禁止されている不適切情報が多

明も不健全情報フィルタリングの一環に行われたものと見られいる。中

数含まれているとして同社を非難、早急に対策が講じられない場合に

国国内のネット上掲示板には既にグーグルの英語版検索エンジンへの

は国内法規に従って法的制裁措置を加えると声明を発表。中国はポ

接続ができなくなったといった書込みもでてきており、中国政府は既に、

ルノなどの不健全情報のインターネットを通じた拡大を抑制するため、7

グーグル英語版への接続を禁止したとする見方も強まったきている。

月 1 日からネット検閲ソフトを国内で販売される全ての PC に導入義
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906262021&lang=

------------------------------------------2009/6/26 20:00 - Technobahn

北朝鮮、コミュニケーションサイト「Twitter」で情報発信開始
北朝鮮政府が米を中心に利用者拡大が続いているコミュニケーション

サイト「Twitter（ツイッタ）」に公式ページを開設、外交などに関する
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様々な情報発信を開始したことが 25 日までに明らかと。ツイッタでの北
朝鮮政府ハンドル名は「kcna_dprk」となっており、自己紹介欄には「朝
鮮民主主義人民共和国（DPRK）の中央報道機関からのニュースをお
届けいたします」とあり、所在地は平壌。既に 600 件近い書込みが投
稿。投稿記事をクリックすると朝鮮中央通信（KCNA）のウェブサイトの
ニュース記事が表示されるという仕組。北朝鮮政府はこれまでは外にも
中に対しても情報鎖国を続けてきたが、最近になり、外側に対しインタ
ーネットを使った積極的な情報公開の姿勢が目立ってきている。

ツイッタでの北朝鮮政府の公式ページ： http://twitter.com/kcna_dprk/
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200906262000&lang=

------------------------------------------2009 年 6 月 27 日 01 時 58 分

読売新聞

核の脅威「敵地で遮断」、韓国が先制攻撃明示
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20090627-OYT1T00155.htm?from=any
20090627

nikkei.co.jp

韓国の国防計画、「先制打撃」を初明示 北朝鮮核・ミサイルを想定
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20090627AT2M2603526062009.html

------------------------------------------2009 年 6 月 23 日

人民網日本語版

「国家機密保護法」改正案が全人代常務委員会で初審議
第 11 期全国人民代表大会（全人代）常務委員会第 9 回会議が 22

行されて以来、国家機密の保護、国家の安全と国益の維持に重要

日午後、人民大会堂で開幕。6 日間の会期で、15 の議事日程をこな

な役割を発揮してきた。中国経済・社会の急速な発展、特に情報化

す。「農村土地請負経営紛争仲裁法案」「統計法改正案」「国家賠

の進行と電子政府の構築と応用に伴い、機密への取組みに、いくつか

償法改正案」の継続審議、「国家機密保護法改正案」「駐外外交

の新情況や問題が生じている。新情勢下での機密強化要請に適応

人員法案」「海島保護法案」の初審議のほか、全人代常務委員会の

するため、国家機密保護局は国家機密保護法改正案を起草。同案

「一部の法律の廃止に関する決定の草案」「一部の法律の改正に関

は既に国務院常務会議を通過。国務院の依頼で、国家機密保護

する決定の草案」、および国務院の「澳門（マカオ）特別行政区の横

局の夏勇局長が、国家機密保護法改正案の内容の柱を説明。（編

琴島澳門大学新校区に対する管轄実施の審議・授権申請に関する

集 NA）

議案」の審議が行われる。国家機密保護法は 1989 年 5 月 1 日に施
http://j.people.com.cn/94474/6684280.html

------------------------------------------2009 年 6 月 24 日

人民網日本語版

中国初、海底観測システムが運転に成功
上海市科学技術委員会は 23 日、同済大教授で中国科学院アカデ

ワークにおける海洋総合立体観測ネットワークシステムの重点技術な

ミー会員の汪品先氏が代表を務める「海底観測ネットワーク技術の試

どの構築の初歩的成功を目指しており、上海近海で海底観測ネット

験および初歩的応用」重大科学技術研究プロジェクトが同日専門家

ワーク技術の試験を展開、中国初の海底総合観測試験模範システ

による監査を通過、中国初の海底観測ネットワーク技術システムが既

ム--東中国海海底観測小衢山試験場を完成させた。 システムは 4

に東中国海で運転に成功、中国独自の海底観測システムの構築が

月 19 日から試運転が行われており、既に 60 日間以上の正常運転を

「ブレークスルー」を果たしたと発表。同プロジェクトは、海底観測ネット

記録、データ正常率 95％以上を実現している。同システム完成は、今
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後の中国独自の深海観測システムの研究が成功裏に第一歩を踏み

動観測が実現できる。 海底観測システムは基礎科学研究、資源・エ

出したことを意味しているほか、上海に国際港運ハブを建設する上で

ネルギー、探査開発利用、災害・環境保護、航海などの方面の研究

サポートと保障を提供。 海底観測システムとは、観測機器を海底に

に応用され、国家海洋安全の最たる基本である海底、水質、海面の

備え付け、有線あるいは無線ネットを通じ各観測ポイントに電力を供

各種要素の需要を満たすことが可能となり、従来空白域であったこの

給し、情報収集を図るもので、どんな天候でも、長期的・持続的な自

ハイテク研究分野に中国が足を踏入れた。（編集 HT）

http://j.people.com.cn/95952/6685601.html

-----------------------------------------2009.06.03 連合ニュース

韓国が自力で衛星打上げ ロケットに打上許可
韓国が初めて自力で衛星を搭載し打上げるロケット「ナロ号
（KSLV-1）」に対し政府から打上許可が出され、今後は国際的な手
続きを踏むことになった。教育科学技術部は国家宇宙委員会を開い
て衛星開発・打上を担当している韓国航空宇宙研究院（KARI）が提
出していた「ナロ号」打上許可申請書について最終審議を行い、使用
目的や安全管理体制を検討した結果、原案通りに確定し、発射許
可を出した。これを受け KARI は今後、国際海事機関（IMO）と ICAO
（国際民間航空機関）など国際機関に対し発射許可手続きを踏む
一方、ロシアで製作したロケット第１段部分を引取るなどの準備も進め

ナロ号（KSLV-1）に搭載予定の科学技術衛星 2 号

ることになった。
------------------------------------------2009.06.02 ハンギョレ

韓国型発射体 2018 年まで自力開発
韓国初の宇宙発射体(KSLV-Ⅰ)となる「ナロ」の 7 月末打上げを控え、

射体は長さ 50m、重量 200t 級で、ナロより推進力を 2 倍程高めた「3

ナロの後続発射体開発計画が出た。「韓国型宇宙発射体」と呼ばれ

段型ロケット」方式。75t 推進力の液体燃料ロケット 4 つを付けて第 1

る後続モデル(KSLV-Ⅱ)は 2018 年まで韓国自力で開発され打上げら

段ロケットを構成する案が有力に検討される。KARI は既に 30t 推進力

れる予定。今年 7 月末に打上げられる発射体は「韓国初宇宙発射

の液体燃料ロケットを開発した。予算はナロの開発の時より 3 倍程多

体」と呼ばれるが、韓国が自力で開発する後続発射体は「韓国型宇

い、1 兆 5 千億ウォン規模と推測された。

宙発射体」となり、2018 年打上げを目標に進められている。韓国型発
------------------------------------------2009.05.26 連合ニュース

国産衛星がＵＡＥへ、2 度目の海外輸出
衛星システム開発専門の SaTReCi（サトレック・アイ）は、アラブ首長国

「DubaiSat-1」は同社がドバイ政府の出資機関と共同開発した、直

連邦（UAE）の注文を受け開発した小型衛星「DubaiSat-1」を、11 日

径 1.2m、全長 1.25m、重さ 180kg の小型衛星。高度 685km から、

に発射場所のカザフスタンに移す予定と明らかに。23 日ごろバイコヌー

地上にある 2.5m 大の物体が識別できるカメラを搭載、地球の周囲を

ル宇宙基地に到着し、最終点検を経て来月に打上げ。国産衛星が

回りながらドバイの自然災害や環境変化を観測する。韓国は 2006 年

海外輸出されるのは、同社が製造し今年 4 月にマレーシアに輸出した

4 月に仏、英、米、伊、ウクライナ、南アなどとの競争を経て、事業費

「 RazakSAT 」 に 続き 、 今 回 が 2 度 目 。 サ ト レ ッ ク ・ ア イに よ る と 、

2000 万ドル規模の同衛星製造事業を受注。

------------------------------------------2009.05.20 連合ニュース

宇宙電波環境予報・警報協力、韓米が体系構築へ
放送通信委員会の電波研は、米海洋大気庁（NOAA）の宇宙天気

局設置、宇宙電波環境予報・警報サービス情報および観測資料交

予報センタと、宇宙電波環境予報・警報サービス高度化に向けた韓

流、研究人材交流、共同研究協力を進めていく。

米間協力体系を構築することで合意。米の太陽活動観測衛星受信
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------------------------------------------2009.05.20 ソウル経済

衛星本体開発、民間に任せる
2012 年末打上げ予定の多目的実用衛星(アリラン) 3A 号からは民間

KARI が衛星本体開発など衛星開発事業の主要部門を民間企業に

企業が衛星本体開発を担当すると展望される。韓国航空宇宙研究

移管するのは、民間企業の競争力を育て海外輸出も推進できるよう

院（KARI）と関連業界によると、韓国の衛星開発主管機関である

にするため。国内衛星開発計画によると、来年打上げ予定のアリラン 5

KARI は 8 月頃アリラン 3A 号衛星本体開発を担当する民間事業者を

号に 2,480 億ウォンが投資されるのをはじめ、2011 年打上げられるアリ

選定し、以後開発される 6・7 号の衛星など後続衛星の衛星本体開

ラン 3 号に 2,872 億ウォン、2012 年打上げられるアリラン 3A 号に 2,120

発も民間業者に任せる計画であることが分かった。従来衛星事業は

億ウォンが必要とされる。

全て KARI が担当、一部事業分野に限って民間業者が参加した。
＜KSLV-1 開発事業の主要参加企業＞

区

分

総組立企業

推進分野

エンジン
キックモータ
ターボポンプ
燃焼機/ガス発生器
推進試験設備
推進機関供給系

体系分野
任務分野
制御分野

地上支援装置
慣性航法誘導システム
駆動装置システム
推力機システム
GPS 受信機

電子分野

電子搭載

構造分野

機体部
タンク部
複合材構造体
パイロテクニックス
（Pyrotechnics）

役

割

全体組立体の組立および試験
エンジン製作
キックモータ製作
ターボポンプ製作
燃焼機およびガス発生器製作
推進試験設備製作
液体推進燃料供給系
サブシステムおよび構成品製作
地上支援装置製作
慣性航法誘導システム製作
駆動装置システム製作
推力機システム製作
GPS 受信機およびアンテナ製作
送・受信機など Box
レーベル製作
機体部製作
金属材タンク部製作
複合材構造体製作
パイロテクニックス
システム製作

-------------------------------------------
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企

業

名

大韓航空
ビツロテック（vitzrotech）など
韓火
サムスンテックウィン、ビツロテック
ビツロテック、スペックなど
韓火、大韓航空、漢陽 ENG
韓火、大韓航空、ソフン金属、ハイロック・コリアなど
現代重工業、トップエンジニアリング
斗山インフラコア
韓火
韓国航空宇宙産業、パステックなど
ネビコム
ダンアムシステムズ、セトレックアイ、エムティジ
DOOWON 重工業、大韓航空
DOOWON 重工業
韓国ファイバー、大韓空港
韓火

------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-07-02-Thu

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200906

Spaceflightnow(7/1)

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200907

Arianespace プレスリリース(7/1)

http://www.spaceflightnow.com/ariane/v189/

■[ロケット]Arianespace 社、Ariane 5 ECA の打上げに成功。過去最大の商業衛星。
A5ECA 初のシングルロンチでの商業打上げ。衛星は移動体通信衛星の TerreStar 1 で、ペイロード質量は 7ton。

http://www.arianespace.com/images/launch-kits/launch-kit-pdf-eng/DDP-TerreStar-1(GB).pdf
SpaceNews(7/1)

■[ロケット]ILS 社、Proton 打上げに成功

2009-06-30-Tue

SpaceNews(6/22)

■[機関]ULA 社、ホワイトハウスに Delta 4 Heavy の有人仕様化による Ares I 代替を提案
ホワイトハウスの有人輸送計画見直しパネルでプレゼを実施。

要があり、D4H と Ares V の開発とすると逆に開発費は 160 億ドル増

ULA によれば、開発完了は 2014 年、開発費はロケットが 5 億ドル、

加が見込まれるため、現計画のままとするのが良いとしている。

射点改修が 8 億ドルで、打上げ費は 1 基 3 億ドルの見通し。

このプレゼでは、ULA の他に、SpaceX 社が F9/Dragon 有人化を、

一方、空軍系シンクタンク Aerospace Corp. は Delta 4 Heavy の有

Direct グループが Jupiter システムをそれぞれプレゼ。

人仕様化には 5.5～7 年が必要で Orion 打上げ目標の 2015 年 3 月

大統領の本パネルは、次回 7/29,30 に会合を持った後、8/5 に最終会

に間に合わない可能性があり、かつ、D4H の採用により Ares I より数

合開催予定。

十億ドルを節約できるものの、そのためには Ares V もキャンセルする必
[編注] 資料, video などは→ http://www.nasa.gov/offices/hsf/meetings/06_17_meeting.html

2009-06-28-Sun Spaceflightnow(6/27)

http://www.spaceflightnow.com/delta/d342/

■[ロケット]ULA 社、Delta IV Medium による GOES-O 打上げに成功
コメント： 4 時間コーストして近地点 6600km の長楕円 GTO に投入 → GOES-O ミッションブックレット
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------------------------------------------今週の軍事関連ニュース
DefenseNews.com
C4ISR Journal

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

http://www.C4ISRJournal.com/

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

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

NGA 米国家地理空間情報庁は CigiGlobe との契約を更新
NGA Renews Contract With DigitalGlobe
PARIS — Earth imagery supplier DigitalGlobe has won an

2010, DigitalGlobe announced June 29. The contract terms call

eight-month extension of its contract with the U.S. National

for NGA to pay DigitalGlobe $12.5 million per month — the same

Geospatial-Intelligence Agency (NGA) under which NGA will

rate as under the previous contract — or $100 million over the

continue purchasing WorldView-1 satellite data through March 31,

full eight-month extension period, the company said.

シーロンチの破産はボーイングの 2Q の収益に打撃
Sea Launch Bankruptcy Hits Boeing's Second Quarter Earnings
PARIS — Boeing Co. said June 25 that it expects to take a

percent shareholder. Boeing said that, if Sea Launch's other

pretax charge of $35 million to its second-quarter earnings as a

shareholders do not make good on their obligations, Boeing could

result of the Chapter 11 bankruptcy filing of Sea Launch Co., a

face additional pretax charges of up to $478 million.

commercial launch services provider in which Boeing is a 40
------------------------------------------Lockheed Martin Press Releases
June 24, 2009

http://www.lockheedmartin.com/news/

ロッキード・マーチン・チームはブロードキャスト・マネジメントを提供するため GBS 移行契約を得る

Lockheed Martin Team Awarded GBS Transition Contract to Provide Broadcast Management
Global Broadcast Service (GBS) Satellite Broadcast Management (SBM) Defense Enterprise Computing Center (DECC) Transition
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/LMWinsGBSTransitionContract.html

June 23, 2009

ロッキード・マーチンは 米海軍 Lake Erie にイージス BMD システムの次期バージョンをインストール

Lockheed Martin Installs Next Evolution Of Aegis Ballistic Missile Defense System On Cruiser USS Lake Erie
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/062309_LM_AegisBMD_USSLakeErie.html

June 23, 2009

ロッキード・マーチン・チームは新しいソーラ・ミッションを開発するのに選ばれた

Lockheed Martin Team Selected To Develop New Solar Mission
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/0623ss_iris.html
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------------------------------------------Boeing News Releases
June 29, 2009

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

ボーイングは GOES-R の地上運用のシステム・エンジニアリングを提供することに

Boeing to Provide Systems Engineering for GOES-R Ground Operations
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=727

June 28, 2009

ボーイング、NASA 及び NOAA は GOES-O 衛星の打上げ成功に続き、最初の信号を受信

Boeing, NASA and NOAA Receive 1st Signal From GOES-O Satellite Following Successful Launch
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=724

June 25, 2009

ボーイングは次世代 GPS 衛星をテストのためケープカナベラルに出荷

Boeing Ships Next-Generation GPS Satellite to Cape Canaveral for Tests
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=723

June 17, 2009

ボーイングは F-15 サイレント・イーグルの開発に尽力する

Boeing Committed to Funding F-15 Silent Eagle Development
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=716

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

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

29-Jun-2009

ロシアが AESA レーダを公開予定

Russia to unveil active electronically scanned array radar
Russia's NIIP radar design bureau has told Jane's that it will

(AESA) radar at the...

reveal the design for its Active Electronically Scanned Array

29-Jun-2009

米/ロシアの核の話合いはミサイル・シールドの計画に関しつまづく

US/Russia nuclear talks stumble over missile shield plans
Negotiations between the US and Russia over a replacement for

over US plans for a European Ballistic...

the Strategic Arms Reduction Treaty (START-1) are stalling

26-Jun-2009

ブロック III ロングボウ・レーダは最初の輸出注文を得る

Block III Longbow radar gains first export order
The Ka-band (26.5-40 GHz) Block III AN/APG-78 Longbow

country's AH-64 battlefield attack...

fire-control radar is to be exported to Taiwan as part of that
------------------------------------------[平山ニュース]

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

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
7/1 1752GMT 打上成功:通信衛星 TerreStar 1,Ariane5/ECA,Kourou
7/3 若田飛行士 Soyuz で短時間飛行(時)
6/30 1910GMT 打上成功:ラジオ放送衛星 Sirius FM5,Proton/Breeze M,Baikonur
6/30 太陽観測機 Ulysses 運用終了(NASA,ESA)
6/29 かぐや子衛星「おうな」運用停止(JAXA)
6/27 2251GMT 打上成功:気象衛星 GOES O,Delta4,Cape Canaveral
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6/26 サリチェフ火山の噴火を若田飛行士が ISS から撮影(NASA,朝,読,毎)
6/24 土星の輪に塩分 衛星 Enceladus に液体の海の可能性(共,朝,時)
6/22 東大小型衛星「ひとみ」地上の望遠撮影に成功(時)
[予定]
7/1 1614GMT 打上:通信衛星 TerreStar 1,Ariane5/ECA,Kourou
6/30 1910GMT 打上:ラジオ放送衛星 Sirius FM5,Proton/Breeze M,Baikonur
[EVENT]
7/18-19 Fly me to the Moon in AKIBA,ベルサール秋葉原
7/10 JAXAi マンスリー・トーク,平林久「宇宙とロマンの夕べ」
7/9 JAXA シンポジウム 2009,「きぼう」から遥かなる宇宙へ, 有楽町朝日ホール,申込先着 750 名
ISTS イベント,つくば国際会議場(デモフライト以外)
・7/8 パネルディスカッション「宇宙基本計画を踏まえた今後の宇宙活動について] /// ・7/7 講演会「進化する宇宙食」
・7/5 トークと音楽でつづる宇宙への誘い,土井飛行士/平原綾香 /// ・7/5 宇宙実験機フライトデモ,つくば市春日の UR 造成地区
・7/5-12 国際宇宙展示会
7/5 高円寺で宇宙旅行体験！,encafe 高円寺
7/4-9/23 宇宙技術展 宇宙利用のイノベーション,北九州イノベーションギャラリー
ISAS パネル巡回展
・7/4-29 太陽のふしぎ,仙台市天文台///・7/4-26 日時計の楽しみ,ディスカバリ・パーク焼津///・7/4-26 月のふしぎ,すばるホール(大阪)
・7/3-31 日本の宇宙科学の歴史,岩見沢郷土科学館
6/30 応募締切:APRSAF-16 水ロケット大会(AWRE)派遣日本代表募集>JAXA, 2010/1/23-24,タイ
[学会]
8/2-5 45th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit,Denver
7/30-31 19th Workshop on JAXA Astrodynamics and Flight Mechanics,ISAS 相模原
7/13 国際宇宙ステーション・きぼう利用ミニシンポ メイドイン"宇宙"のタンパク質結晶,大手町 KDDI ホール
7/6-9 6th IAA Symposium on Realistic Near Term Advanced Space Missions, Aosta,Italy
7/5-12 27th ISTS,つくば国際会議場
7/3 申込締切:第 42 回月・惑星シンポジウム,8/5-7,ISAS 相模原
[etc.]
7 月 新刊:松本紘「京の宇宙学」ナノオプト・メディア
7/1 申込締切:きずな「七夕・宇宙からの星空メッセージ」
6/27 新刊:ピアーズ・ビゾニー「アポロ 11 号」河出書房新社
------------------------------------------[中国宇宙開発-2]

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

------------------------------------------＜米中宇宙開発戦＞次に月に着陸するのは中国人！？有利な国家体制―中国（Record China）4 日 - 11 時 30 分
世界初、マイクロ波画像による月面図を完成―中国（Record China）1 日 - 9 時 44 分 *C11
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*C11

*S12

------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------＜折り紙飛行機教室＞スペースシャトル型やリング型など ＪＡＬのパイロットら先生に（毎日新聞）4 日 - 14 時 48 分
新探査機が月面初撮影＝「雲の海」付近－NASA（時事通信）3 日 - 17 時 52 分
＜若田光一さん＞ソユーズに搭乗、ドッキング位置を変更（毎日新聞）3 日 - 10 時 9 分
若田さん、ロシア宇宙船ソユーズで飛行（時事通信）3 日 - 9 時 47 分 *S11

*S11

若田さん、ソユーズで飛行＝係留場所移設で 30 分間－宇宙機構飛行士では初（時事通信）3 日 - 8 時 55 分
土星の輪にかかる衛星テティスの影（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）2 日 - 12 時 8 分 *S12
宇宙へ向け準備着々 飛行士候補の訓練を初公開（産経新聞）1 日 - 20 時 12 分
宇宙飛行士候補の訓練（時事通信）1 日 - 19 時 36 分 *S13
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*S13a

*S13b

筋トレの成果＝宇宙飛行士候補（時事通信）1 日 - 19 時 36 分 *S14

*S14

*S15

宇宙飛行士 候補の油井さんと大西さんの訓練公開（毎日新聞）1 日 - 19 時 31 分 *S15
「体は中年じゃない」＝新人宇宙飛行士の訓練公開－つくば（時事通信）1 日 - 17 時 57 分
若田光一飛行士 噴煙上げる千島の火山を宇宙から撮影（毎日新聞）27 日 - 20 時 13 分 *S16

*S16

------------------------------------------[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/

------------------------------------------北のミサイル発射を非難、安保理が議長談話（読売新聞）7 日 - 10 時 57 分
北の挑発に乗らず＝「冷静な対応」強調－高須大使（時事通信）7 日 - 10 時 47 分
＜北朝鮮ミサイル＞国連安保理が非難の議長談話（毎日新聞）7 日 - 10 時 33 分
ミサイル発射は「決議違反」 国連安保理議長が談話（産経新聞）7 日 - 9 時 52 分
北朝鮮ミサイル発射は決議違反、国連安保理が非難（聯合ニュース）7 日 - 9 時 27 分
北朝鮮ミサイル発射、米国務省「安保理制裁の履行が関心」（聯合ニュース）7 日 - 9 時 26 分
北への金融制裁で米財務次官、訪中へ（産経新聞）7 日 - 8 時 50 分
北非難の議長談話＝ミサイル発射は決議違反－安保理（時事通信）7 日 - 8 時 8 分
北ミサイル発射で協議へ＝日米、非難声明要求－安保理（時事通信）7 日 - 1 時 18 分
米露首脳合意、「核軍縮」の潮流をつくれるか（産経新聞）7 日 - 1 時 16 分
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国連安保理が緊急協議…北ミサイル発射受け（読売新聞）7 日 - 1 時 11 分
【北ミサイル】国連安保理会合を招集 決議履行声明など協議へ （産経新聞）7 日 - 0 時 47 分
北船舶反転、結束の成果＝ミサイル発射を批判－米海軍部長（時事通信）6 日 - 20 時 7 分
北朝鮮ミサイル、安保理決議の徹底訴えへ（読売新聞）6 日 - 19 時 56 分
＜北朝鮮＞ミサイル発射に支払い許可制など対策 閣議了解（毎日新聞）6 日 - 19 時 33 分
政府、国連安保理で北非難の報道声明働きかけ（産経新聞）6 日 - 19 時 26 分
制裁決議の着実な履行確認＝北朝鮮問題で協議－日韓（時事通信）6 日 - 19 時 0 分
＜北朝鮮ミサイル＞「さらなる発射も」防衛相、強調（毎日新聞）6 日 - 13 時 19 分
北朝鮮の資産移転を防止、政府が追加制裁（読売新聞）6 日 - 12 時 53 分
国連対北金融制裁 国内措置を閣議了解（産経新聞）6 日 - 12 時 47 分
北ミサイルはノドンかスカッド、防衛相が見解（読売新聞）6 日 - 12 時 11 分
「スカッド」か「ノドン」＝北ミサイルで浜田防衛相（時事通信）6 日 - 11 時 56 分
北への資産移転規制＝国連制裁決議履行措置を閣議了解（時事通信）6 日 - 11 時 33 分
北のミサイル技術向上＝貨物船、きょう中に帰国－韓国国防省（時事通信）6 日 - 11 時 24 分
＜北朝鮮ミサイル＞中国外務省「関係国は対応抑制を」（毎日新聞）6 日 - 10 時 29 分
＜北朝鮮ミサイル＞国連事務総長が「深い懸念」（毎日新聞）6 日 - 10 時 27 分
「北朝鮮にさらに圧力を」 マレン米統合参謀本部議長（産経新聞）6 日 - 9 時 31 分
北朝鮮が短距離ミサイル 2 発発射、政治的目的か（聯合ニュース）6 日 - 9 時 28 分 *MD11

*MD11

＜北朝鮮＞ミサイル発射 精度向上か ７発中５発、同地点に－－韓国報道（毎日新聞）6 日 - 9 時 6 分
人民のスケープゴート 北ミサイルの裏で困窮を極める国民生活（産経新聞）6 日 - 7 時 56 分
北ミサイル、命中精度が向上 同じ地点に５発着弾（産経新聞）6 日 - 7 時 56 分
北朝鮮に一段の圧力を＝長距離ミサイルの兆候なし－米統参議長（時事通信）6 日 - 1 時 6 分
＜北朝鮮＞ミサイルの精度向上 ７発中５発が同地点に落下（毎日新聞）5 日 - 21 時 6 分
北ミサイル、命中精度がアップ？ 約５発が同地点に着弾（産経新聞）5 日 - 18 時 48 分
精度増した北朝鮮のミサイル（時事通信）5 日 - 18 時 28 分
北朝鮮のミサイル、命中精度向上か（読売新聞）5 日 - 18 時 8 分
命中度向上、日本の脅威に＝同地点にミサイル到達か－北朝鮮（時事通信）5 日 - 16 時 39 分
北朝鮮スカッド・ノドンの命中率が向上、政府消息筋（聯合ニュース）5 日 - 13 時 22 分
韓国海洋警察に“潜入”取材 緊迫の対テロ訓練（産経新聞）5 日 - 13 時 19 分
＜蓮池薫さん＞手記出版 残された人々の帰還につなげたい（毎日新聞）5 日 - 11 時 37 分
北、ミサイル精度向上＝約 5 発が 420 キロ地点に着弾－韓国通信社（時事通信）5 日 - 11 時 35 分
北朝鮮の相次ぐ短距離ミサイル発射、米国は無反応（聯合ニュース）5 日 - 9 時 32 分
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*MD14

米首都、独立記念日祝う＝不屈の精神で困難克服を－オバマ大統領（時事通信）5 日 - 9 時 24 分
北ミサイル 首相、確実な制裁 サミットで要請へ（産経新聞）5 日 - 7 時 56 分
北が７発 中・短距離ミサイル発射 記念日狙い米に示威か（産経新聞）5 日 - 7 時 56 分
新型迎撃ミサイル 導入を検討…地上配備型、迎撃３段構え（毎日新聞）5 日 - 2 時 30 分
＜新型迎撃ミサイル＞導入を検討…地上配備型、迎撃３段構え（毎日新聞）5 日 - 2 時 30 分
北の対決姿勢鮮明に 米国への示威行為か（産経新聞）5 日 - 0 時 46 分
北朝鮮、ミサイル計７発を発射（読売新聞）4 日 - 23 時 58 分 *MD12

*MD12

*MD13

北ミサイル「何とかに刃物」＝自民・細田氏（時事通信）4 日 - 23 時 30 分
蓮池薫さん 手記を出版…残された人々の帰還につなげたい（毎日新聞）4 日 - 23 時 29 分
サミットで北制裁働きかけ強化 政府方針（産経新聞）4 日 - 22 時 58 分
決議違反のミサイル発射なぜ？…制裁に抵抗、米国けん制（読売新聞）4 日 - 22 時 57 分
北朝鮮が 4 発目ミサイル発射、「スカッド」の可能性も（聯合ニュース）4 日 - 22 時 13 分
北ミサイル７発連射 最後の２発はノドン（産経新聞）4 日 - 21 時 54 分
北朝鮮、弾道ミサイル 7 発連射＝中距離「ノドン」の可能性も（時事通信）4 日 - 21 時 51 分
北朝鮮問題で協議＝中ロ外務次官（時事通信）4 日 - 21 時 44 分
北ミサイルに米反発「独立記念日に米国へ挑戦」（読売新聞）4 日 - 20 時 39 分
「またやったか」被爆地・広島から怒り（産経新聞）4 日 - 20 時 27 分
北ミサイル発射は米国に対する挑発行為（産経新聞）4 日 - 20 時 25 分
＜北朝鮮ミサイル＞発射に抗議…外務省（毎日新聞）4 日 - 20 時 22 分
＜北朝鮮ミサイル＞制裁履行けん制 開発技術向上も図る（毎日新聞）4 日 - 19 時 57 分
＜蓮池薫さん＞手記を出版…残された人々の帰還につなげたい（毎日新聞）4 日 - 19 時 25 分
北朝鮮が 7 発目ミサイル、韓国軍は動向集中監視（聯合ニュース）4 日 - 19 時 22 分
北朝鮮ミサイル ７発を発射…４００キロ以上飛行か（毎日新聞）4 日 - 19 時 8 分

*MD13

対北、決議履行で圧力を＝民主・岡田氏（時事通信）4 日 - 17 時 53 分
北ミサイル 午後４時過ぎに６発目を発射（産経新聞）4 日 - 17 時 47 分
北 6 発目ミサイル発射、外交通商部が遺憾表明（聯合ニュース）4 日 - 17 時 32 分
北朝鮮ミサイル さらに６発目を発射（毎日新聞）4 日 - 17 時 26 分
北朝鮮、ミサイル計７発を発射（読売新聞）4 日 - 17 時 20 分
＜北朝鮮ミサイル＞さらに６発目を発射（毎日新聞）4 日 - 17 時 10 分
北朝鮮が 5 発目の弾道ミサイル発射、中距離の可能性も（ロイター）4 日 - 16 時 52 分
国連決議違反の挑発行為＝北ミサイル発射を非難－韓国（時事通信）4 日 - 16 時 42 分
北朝鮮、５発目のミサイル発射（産経新聞）4 日 - 16 時 34 分
北朝鮮ミサイル ５発目発射 さらに発射か 韓国軍が警戒（毎日新聞）4 日 - 16 時 26 分
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北朝鮮が短距離ミサイル相次ぎ発射、スカッド級 5 発（聯合ニュース）4 日 - 16 時 22 分
北朝鮮が４・５発目、短距離スカッドか（読売新聞）4 日 - 16 時 10 分
北、4 発目の弾道ミサイル発射（時事通信）4 日 - 15 時 54 分

*MD14

北朝鮮ミサイル ４発目を発射 南東部から日本海へ向け（毎日新聞）4 日 - 15 時 44 分
北、ミサイル３発発射 米独立記念日の前日狙う（産経新聞）4 日 - 15 時 36 分
「安保理決議違反だ」 河村官房長官（産経新聞）4 日 - 15 時 36 分
北朝鮮が弾道ミサイル 4 発発射、中距離の可能性も（ロイター）4 日 - 15 時 20 分
北朝鮮、ミサイル輸出で年 1400 億円の外貨稼ぐ＝響いている？国連制裁―英メディア（Record China）4 日 - 15 時 9 分
北朝鮮が 4 発目ミサイル発射、「スカッド」の可能性も（聯合ニュース）4 日 - 14 時 32 分
首相「ミサイル、きちんと対応」＝北京ルートで抗議（時事通信）4 日 - 14 時 31 分
船舶に注意呼び掛け＝北朝鮮ミサイル発射で－海保（時事通信）4 日 - 13 時 46 分
北朝鮮、スカッドミサイル計 3 発を発射（ロイター）4 日 - 13 時 42 分
北朝鮮、ミサイル４発目も発射 「ノドン」の可能性も（産経新聞）4 日 - 12 時 48 分
北朝鮮がまた短距離ミサイルを多数発射、「スカッド」とも（CNN.co.jp）4 日 - 12 時 39 分
北朝鮮が短距離ミサイルを追加発射、合計 3 発（聯合ニュース）4 日 - 12 時 22 分
北朝鮮ミサイル 南東部から３発を発射 韓国軍が確認（毎日新聞）4 日 - 12 時 10 分
北朝鮮ミサイル発射、官房長官が抗議声明（読売新聞）4 日 - 11 時 37 分
北朝鮮 日本海に向けミサイル２発発射…韓国メディア（毎日新聞）4 日 - 11 時 15 分
＜北朝鮮＞ミサイル発射 官房長官「厳重に抗議」と声明（毎日新聞）4 日 - 11 時 14 分
＜北朝鮮＞日本海に向けミサイル２発発射…韓国メディア（毎日新聞）4 日 - 11 時 5 分
再送：北朝鮮、スカッドミサイル 2 発発射＝報道（ロイター）4 日 - 11 時 5 分
ミサイル発射に抗議＝対策室が情報収集－政府（時事通信）4 日 - 10 時 43 分
北朝鮮が短距離ミサイル 2 発発射、政治的目的か（聯合ニュース）4 日 - 10 時 32 分
北朝鮮、スカッドミサイル２発発射（産経新聞）4 日 - 9 時 54 分
北朝鮮、東海上にスカッドミサイル 2 発を発射（聯合ニュース）4 日 - 9 時 52 分
北朝鮮、日本海へ短距離ミサイル３発（読売新聞）4 日 - 9 時 49 分
北、弾道ミサイル 3 発発射＝日本海に短距離スカッド（時事通信）4 日 - 9 時 37 分
首相動静（7 月 4 日）（時事通信）4 日 - 8 時 12 分
北、きょうにもミサイル発射か＝米独立記念日で数発準備－韓国紙（時事通信）4 日 - 7 時 48 分
新たな核実験否定できず＝後継者問題、確定には程遠い－駐北朝鮮英大使（時事通信）4 日 - 0 時 46 分
北朝鮮・ミャンマーが軍事協力…米政府系放送報道（読売新聞）3 日 - 19 時 23 分
米国に最大の脅威与える国は北朝鮮と、世論調査で 52％回答（CNN.co.jp）3 日 - 16 時 36 分
米大統領 対北、制裁と対話 「国連決議履行は順調」（産経新聞）3 日 - 16 時 0 分
北ミサイルで河村官房長官「重大な問題はない」（産経新聞）3 日 - 11 時 7 分
米国務省報道官、北朝鮮のミサイル発射を批判（読売新聞）3 日 - 10 時 47 分
北ミサイルを警戒＝河村官房長官（時事通信）3 日 - 10 時 41 分
北朝鮮ミサイル発射、独立記念日控える米国も注視（聯合ニュース）3 日 - 10 時 17 分 *MD15
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*MD15

北制裁と同時に対話の窓も オバマ米大統領（産経新聞）3 日 - 8 時 57 分
北朝鮮、4 発の短距離ミサイルを発射（ロイター）3 日 - 8 時 18 分
北、短距離ミサイル４発（産経新聞）3 日 - 7 時 57 分
制裁で対北圧力継続＝「挑発に包囲網を」－米（時事通信）3 日 - 6 時 27 分
短距離ミサイル発射確認＝北朝鮮の行動は想定内－米国防総省（時事通信）3 日 - 1 時 3 分
北朝鮮が 4 発目の短距離ミサイル発射─韓国政府筋＝報道（ロイター）2 日 - 23 時 43 分
＜北朝鮮＞ミサイル発射、計４発に 韓国軍監視を強化（毎日新聞）2 日 - 23 時 15 分
北朝鮮が 3 発目の短距離ミサイル発射＝韓国国防省（ロイター）2 日 - 22 時 12 分
北朝鮮が 4 発目ミサイルを発射、軍事訓練目的と推定（聯合ニュース）2 日 - 21 時 55 分
麻生首相、北ミサイル意味「それが分かれば苦労しない」（産経新聞）2 日 - 21 時 43 分
北朝鮮 ミサイル発射 午後５時２０分ごろ 計３発に（毎日新聞）2 日 - 21 時 14 分 *MD16
北がミサイル 3 発目追加発射、飛行距離 100 キロ（聯合ニュース）2 日 - 21 時 12 分
麻生首相「挑発継続、理解できぬ」＝北朝鮮ミサイル発射（時事通信）2 日 - 20 時 39 分
北朝鮮、2 発の短距離ミサイルを発射＝韓国国防省（ロイター）2 日 - 19 時 52 分
北朝鮮が短距離ミサイル発射、東海に向け 2 発（聯合ニュース）2 日 - 19 時 22 分
＜北朝鮮＞短距離ミサイル２発発射 韓国メディア（毎日新聞）2 日 - 18 時 54 分
北ミサイル 北が短距離ミサイル２発発射（産経新聞）2 日 - 18 時 46 分
北朝鮮が地対艦短距離ミサイル発射、軍当局（聯合ニュース）2 日 - 18 時 42 分
北朝鮮、短距離ミサイルを 2 発試射＝聯合ニュース（ロイター）2 日 - 18 時 40 分
短距離ミサイル 4 発を発射＝日本海側から－北朝鮮（時事通信）2 日 - 18 時 30 分
北ミサイル発射「予断持てぬ」＝河村官房長官（時事通信）2 日 - 17 時 2 分
北朝鮮のミサイル発射兆候ない、外信報道受け軍当局（聯合ニュース）2 日 - 15 時 42 分
Ｑ＋Ａ：北朝鮮の武器輸出、金額や買い手は（ロイター）2 日 - 14 時 20 分
北、近く中・短距離ミサイル発射か＝韓国紙（時事通信）2 日 - 9 時 7 分
北の核・ミサイル開発に関与 米、２社を金融制裁（産経新聞）1 日 - 23 時 26 分
北朝鮮不正輸出 始まりは１本の電話、巧みな北の接触（産経新聞）1 日 - 20 時 3 分
ミサイル防衛の「頭脳」運用開始＝探知情報を集約、迎撃判断－空自（時事通信）1 日 - 17 時 25 分
北朝鮮船舶「カンナム」が進路を反転＝米当局者（ロイター）1 日 - 14 時 25 分
北朝鮮の予報強化＝「危機管理の重要情報」－韓国気象庁（時事通信）1 日 - 14 時 20 分
＜オバマ米政権＞北朝鮮関連２社に金融制裁（毎日新聞）1 日 - 11 時 36 分
北の武器輸出 8 億ドル＝韓国紙（時事通信）1 日 - 10 時 23 分
核拡散関連の北朝鮮企業、米国が資産凍結措置（聯合ニュース）1 日 - 9 時 34 分
北朝鮮不審船、突如方向転換し北上中（産経新聞）1 日 - 9 時 2 分
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*MD16

別の転用物資も輸出 逮捕の社長、北機関指示受け（産経新聞）1 日 - 7 時 57 分
米、イラン本拠の企業に制裁 北朝鮮のミサイル拡散活動で（産経新聞）1 日 - 2 時 29 分
別の転用物資も輸出 逮捕の社長、北機関の指示受け（産経新聞）1 日 - 1 時 33 分
イラン企業など 2 社に制裁＝北の核・ミサイル拡散に関与－米（時事通信）1 日 - 1 時 16 分
ミサイル開発装置不正輸出、あて先はミャンマー軍傘下の組織（読売新聞）30 日 - 16 時 3 分
北ミサイルへの対処態勢整う＝米太平洋軍（時事通信）30 日 - 11 時 46 分
黄海海戦７年 韓国軍、対北攻撃力を強化（産経新聞）30 日 - 7 時 56 分
対北攻撃能力を強化 韓国軍が国防基本計画を修正（産経新聞）30 日 - 0 時 22 分
拡大抑止はミサイル防衛計画を含む、シャープ司令官（聯合ニュース）29 日 - 16 時 1 分
ミサイル以上に恐れるシナリオも…各国が示す「北」世襲の行方（産経新聞）29 日 - 10 時 30 分
日韓首脳会談 「５カ国協議」で一致 北、核保有国と認めず（産経新聞）29 日 - 7 時 56 分
北朝鮮問題で連携強化を確認＝日韓首脳会談（ロイター）29 日 - 6 時 12 分
【日韓首脳共同会見】（上）麻生首相「北朝鮮の核開発、容認できない」（産経新聞）29 日 - 0 時 26 分
日韓首脳会談 「５カ国協議」検討へ 核、容認せずを確認（毎日新聞）28 日 - 21 時 44 分
北の核・ミサイル、容認せず＝日韓首脳（時事通信）28 日 - 19 時 10 分
北制裁で日米韓連携 核ミサイルは重大な脅威（産経新聞）28 日 - 19 時 2 分
北の核・ミサイル「容認せず」＝日韓首脳、「5 カ国協議」検討（時事通信）28 日 - 17 時 4 分
金正日総書記直轄のベンツ商人が送ったピアノとタンクローリー…暗躍する秘密組織（産経新聞）28 日 - 13 時 26 分
北朝鮮空軍「日本が領空侵犯すれば容赦なく射撃」（聯合ニュース）28 日 - 11 時 52 分
【朝鮮半島ウオッチ】「われわれの責任にしないでくれ」 目立つ中国の発言の真意は…（産経新聞）27 日 - 18 時 34 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/

------------------------------------------ミサイル発射は「決議違反」 国連安保理議長が談話（産経新聞）7 日 - 9 時 52 分
北朝鮮問題で協議＝日韓首席代表（時事通信）6 日 - 21 時 42 分 *N11
国際社会結束の成果＝米海軍作戦部長（時事通信）6 日 - 21 時 42 分 *N12

*N12

*N14

＜北朝鮮＞斎木局長 ５カ国協議の開催に前向きな姿勢（毎日新聞）6 日 - 20 時 38 分
北船舶反転、結束の成果＝ミサイル発射を批判－米海軍部長（時事通信）6 日 - 20 時 7 分
北朝鮮ミサイル、安保理決議の徹底訴えへ（読売新聞）6 日 - 19 時 56 分
＜北朝鮮＞ミサイル発射に支払い許可制など対策 閣議了解（毎日新聞）6 日 - 19 時 33 分
訪韓の斎木局長、対北連携を確認（産経新聞）6 日 - 19 時 32 分
制裁決議の着実な履行確認＝北朝鮮問題で協議－日韓（時事通信）6 日 - 19 時 0 分
北朝鮮核問題、韓日が国連決議履行・対話再開並行へ（聯合ニュース）6 日 - 18 時 22 分
韓日 6 カ国協議首席代表が会合、北朝鮮核問題を協議（聯合ニュース）6 日 - 16 時 1 分 *N13
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*N11

*N13

＜北朝鮮＞ミサイルと核実験の費用に 7 億ドル－中国報道（サーチナ）6 日 - 14 時 30 分
＜蓮池薫さん＞願う、さらなる帰還「北は絶対動いてくる」 インタビュー（毎日新聞）6 日 - 13 時 50 分
北朝鮮の資産移転を防止、政府が追加制裁（読売新聞）6 日 - 12 時 53 分
国連対北金融制裁 国内措置を閣議了解（産経新聞）6 日 - 12 時 47 分
北への資産移転規制＝国連制裁決議履行措置を閣議了解（時事通信）6 日 - 11 時 33 分
＜北朝鮮＞10 年以上の無益な対抗、軍の士気も低下（サーチナ）6 日 - 11 時 16 分
＜北朝鮮ミサイル＞中国外務省「関係国は対応抑制を」（毎日新聞）6 日 - 10 時 29 分
6 カ国協議韓日首席代表、きょうソウルで会合（聯合ニュース）6 日 - 9 時 10 分
人民のスケープゴート 北ミサイルの裏で困窮を極める国民生活（産経新聞）6 日 - 7 時 56 分
北貨物船、黄海を北上中＝6 日午前にも自国領海に－聯合ニュース（時事通信）5 日 - 18 時 39 分
北「核実験」は実施されたのか（産経新聞）5 日 - 17 時 27 分
韓国海洋警察に“潜入”取材 緊迫の対テロ訓練（産経新聞）5 日 - 13 時 19 分
【韓国ブログ】北朝鮮の核開発は、米朝国交と平和協定が狙いか（サーチナ）5 日 - 13 時 0 分
＜蓮池薫さん＞手記出版 残された人々の帰還につなげたい（毎日新聞）5 日 - 11 時 37 分
北の対決姿勢鮮明に 米国への示威行為か（産経新聞）5 日 - 0 時 46 分
蓮池薫さん 手記を出版…残された人々の帰還につなげたい（毎日新聞）4 日 - 23 時 29 分
北ミサイル７発連射 最後の２発はノドン（産経新聞）4 日 - 21 時 54 分
北朝鮮問題で協議＝中ロ外務次官（時事通信）4 日 - 21 時 44 分
「またやったか」被爆地・広島から怒り（産経新聞）4 日 - 20 時 27 分
北ミサイル発射は米国に対する挑発行為（産経新聞）4 日 - 20 時 25 分
＜北朝鮮ミサイル＞制裁履行けん制 開発技術向上も図る（毎日新聞）4 日 - 19 時 57 分
＜蓮池薫さん＞手記を出版…残された人々の帰還につなげたい（毎日新聞）4 日 - 19 時 25 分
北、ミサイル３発発射 米独立記念日の前日狙う（産経新聞）4 日 - 15 時 36 分
北朝鮮、ミサイル４発目も発射 「ノドン」の可能性も（産経新聞）4 日 - 12 時 48 分
北朝鮮貨物船の北上、米海軍が認める（読売新聞）4 日 - 10 時 43 分
「北脅威除去」を明記 貨物検査法案の概要判明（産経新聞）4 日 - 7 時 56 分
北核検証に意欲＝原子力の平和利用促進も－天野次期 IAEA 事務局長（時事通信）4 日 - 7 時 21 分
新たな核実験否定できず＝後継者問題、確定には程遠い－駐北朝鮮英大使（時事通信）4 日 - 0 時 46 分
北朝鮮によるあらたな核実験の可能性排除できない＝駐北朝鮮英国大使（ロイター）3 日 - 23 時 46 分
＜外相戦略対話＞北朝鮮の核保有認めず…日印が一致（毎日新聞）3 日 - 20 時 18 分
米大統領 対北、制裁と対話 「国連決議履行は順調」（産経新聞）3 日 - 16 時 0 分
北朝鮮で食糧不足、野草で餓えしのぐ人も―核実験制裁で（サーチナ）3 日 - 15 時 18 分
6 カ国協議韓日首席代表、6 日に会合の見通し（聯合ニュース）3 日 - 11 時 6 分
次期事務局長に天野氏＝IAEA（時事通信）3 日 - 9 時 2 分

*N14
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北制裁と同時に対話の窓も オバマ米大統領（産経新聞）3 日 - 8 時 57 分
北朝鮮、4 発の短距離ミサイルを発射（ロイター）3 日 - 8 時 18 分
制裁で対北圧力継続＝「挑発に包囲網を」－米（時事通信）3 日 - 6 時 27 分
重み増す日本の発言力と責任 ＩＡＥＡ事務局長に天野氏（産経新聞）3 日 - 1 時 23 分
＜ＩＡＥＡ＞指導力批判受け薄氷の当選 難問山積の天野氏（毎日新聞）3 日 - 1 時 23 分
＜北朝鮮制裁＞米中当局者が決議履行協議（毎日新聞）3 日 - 1 時 17 分
「親米」に途上国警戒＝北朝鮮、態度硬化も－天野氏選出（時事通信）3 日 - 0 時 12 分
次期事務局長に天野氏＝北朝鮮やイランの核で陣頭指揮－IAEA（時事通信）2 日 - 23 時 25 分
＜中国外務次官＞日米韓露訪問へ ６カ国協議で意見交換（毎日新聞）2 日 - 21 時 24 分
短距離ミサイル 4 発を発射＝日本海側から－北朝鮮（時事通信）2 日 - 18 時 30 分
「6 カ国」議長が日米韓ロ歴訪＝北核問題で対応調整へ－中国（時事通信）2 日 - 17 時 35 分
北朝鮮の食糧不足、今年は 84 万トンの見通し（聯合ニュース）2 日 - 14 時 11 分
【中国ブログ】気になる！ 北朝鮮への攻撃、日米韓のどこが先？（サーチナ）2 日 - 13 時 50 分
潘国連事務総長と麻生首相、北朝鮮核問題など協議（聯合ニュース）2 日 - 9 時 16 分 *N15
麻生首相 「国連待機制度」参加を初表明 潘国連総長に（毎日新聞）1 日 - 22 時 28 分
＜麻生首相＞「国連待機制度」参加を初表明 潘国連総長に（毎日新聞）1 日 - 22 時 15 分
北核実験放射性物質は風向きで検出されず、原子力研（聯合ニュース）1 日 - 20 時 42 分
北朝鮮不正輸出 始まりは１本の電話、巧みな北の接触（産経新聞）1 日 - 20 時 3 分
対北制裁、国内法必要＝鳩山民主代表（時事通信）1 日 - 19 時 59 分
風向きで検出されず＝北核実験後の放射性物質－韓国専門家（時事通信）1 日 - 19 時 45 分
北朝鮮船舶「カンナム」が進路を反転＝米当局者（ロイター）1 日 - 14 時 25 分
北朝鮮の予報強化＝「危機管理の重要情報」－韓国気象庁（時事通信）1 日 - 14 時 20 分
「北の核保有認めない」潘事務総長と日本外相が一致（聯合ニュース）1 日 - 10 時 39 分
【韓国ブログ】朝鮮戦争の負傷兵への待遇 韓国と北朝鮮で大きな差（サーチナ）1 日 - 8 時 38 分
別の転用物資も輸出 逮捕の社長、北機関指示受け（産経新聞）1 日 - 7 時 57 分
「自由と繁栄の弧」拡大 首相が中央ア支援構想（産経新聞）1 日 - 7 時 57 分
別の転用物資も輸出 逮捕の社長、北機関の指示受け（産経新聞）1 日 - 1 時 33 分
麻生首相、「ユーラシア・クロスロード」構想を発表（産経新聞）6 月 30 日 - 22 時 58 分
「北の核保有認められない」中曽根外相と国連事務総長が一致（産経新聞）6 月 30 日 - 22 時 39 分
韓国 海洋警察庁が訓練公開 北朝鮮船舶の貨物検査を想定（毎日新聞）6 月 30 日 - 20 時 56 分
＜韓国＞海洋警察庁が訓練公開 北朝鮮船舶の貨物検査を想定（毎日新聞）6 月 30 日 - 20 時 48 分
北朝鮮のウラン濃縮推進は明らか、国防長官が見解（聯合ニュース）30 日 - 16 時 3 分
北ミサイルへの対処態勢整う＝米太平洋軍（時事通信）30 日 - 11 時 46 分
【韓国】北朝鮮の労働新聞、「南側、最悪の挑発行為」（サーチナ）30 日 - 9 時 48 分
米代表団が間もなく訪中、対北制裁決議の履行協議（聯合ニュース）30 日 - 9 時 42 分
ミャンマーに不正輸出未遂容疑 貿易会社幹部ら逮捕（産経新聞）30 日 - 7 時 58 分
７月に「５か国協議」…ＡＲＦに合わせ調整（読売新聞）30 日 - 7 時 6 分
兵器転用可能装置 ミャンマーへ密輸図る…３容疑者を逮捕（毎日新聞）30 日 - 2 時 31 分
ミャンマーに不正輸出未遂 貿易会社幹部ら３人を逮捕（産経新聞）29 日 - 22 時 31 分
北朝鮮メディア「核兵器が他国を脅かすことはない」（サーチナ）29 日 - 16 時 0 分
「南北関係史上最悪の挑発」労働新聞が韓国政府非難（聯合ニュース）29 日 - 15 時 0 分
ミサイル以上に恐れるシナリオも…各国が示す「北」世襲の行方（産経新聞）29 日 - 10 時 30 分
日韓首脳会談 「５カ国協議」で一致 北、核保有国と認めず（産経新聞）29 日 - 7 時 56 分
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日韓首脳会談 協調演出 米中を牽制（産経新聞）29 日 - 7 時 56 分
韓国大統領 「５カ国」へ足固め 対北圧力の実効性狙う（産経新聞）29 日 - 7 時 56 分
【日韓首脳共同会見】（中）李大統領「北朝鮮に核開発あきらめさせる」（産経新聞）29 日 - 0 時 31 分
【日韓首脳共同会見】（上）麻生首相「北朝鮮の核開発、容認できない」（産経新聞）29 日 - 0 時 26 分
＜北朝鮮核＞窮余の５カ国協議 韓国推進、日本「気乗り薄」（毎日新聞）28 日 - 22 時 22 分
日韓首脳会談 「５カ国協議」検討へ 核、容認せずを確認（毎日新聞）28 日 - 21 時 44 分
＜日韓首脳会談＞「５カ国協議」検討へ 核、容認せずを確認（毎日新聞）28 日 - 21 時 21 分
日韓の「共同歩調」演出 今後は米中との連携（産経新聞）28 日 - 21 時 19 分
北朝鮮制裁を徹底、「５か国協議」検討で一致…日韓首脳会談（読売新聞）28 日 - 21 時 6 分
北制裁で日米韓連携 核ミサイルは重大な脅威（産経新聞）28 日 - 19 時 2 分
韓日首脳会談、5 カ国協議開催の必要性に原則的合意（聯合ニュース）28 日 - 17 時 12 分
北の核・ミサイル「容認せず」＝日韓首脳、「5 カ国協議」検討（時事通信）28 日 - 17 時 4 分
対北圧力で連携強化＝日韓首脳会談（時事通信）28 日 - 16 時 59 分
「北朝鮮、世界に逆行」＝民団幹部と懇談－韓国大統領（時事通信）28 日 - 15 時 43 分
金正日総書記直轄のベンツ商人が送ったピアノとタンクローリー…暗躍する秘密組織（産経新聞）28 日 - 13 時 26 分
【朝鮮半島ウオッチ】「われわれの責任にしないでくれ」 目立つ中国の発言の真意は…（産経新聞）27 日 - 18 時 34 分
韓国大統領２８日来日 首相と北問題など意見交換（産経新聞）27 日 - 18 時 12 分
＜米国＞北朝鮮制裁徹底へ専従チーム 近く中国に派遣（毎日新聞）27 日 - 12 時 42 分
金融危機で協力確認＝北朝鮮の核実験を憂慮－日韓財務対話（時事通信）27 日 - 12 時 33 分

*N15

------------------------------------------[北朝鮮]

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

------------------------------------------北朝鮮問題、仲介の用意＝「核・拉致」で支援も－イラン国会委員長（時事通信）7 日 - 2 時 34 分
金総書記、５月中旬から別荘滞在…韓国紙報道（読売新聞）5 日 - 19 時 9 分
北朝鮮が 4 発目ミサイル発射、「スカッド」の可能性も（聯合ニュース）4 日 - 22 時 13 分
北住民は正雲氏後継指名知らない、駐平壌英国大使（聯合ニュース）3 日 - 21 時 52 分
視察する金総書記（時事通信）2 日 - 10 時 54 分
工場を視察する金総書記（時事通信）1 日 - 16 時 12 分
朝日新聞に続く英 FT 紙の「金正雲氏訪中」報道、韓国紙が紹介―香港メディア（Record China）1 日 - 10 時 42 分
北朝鮮不審船、突如方向転換し北上中（産経新聞）1 日 - 10 時 13 分 *NK11
英紙の「正雲氏訪中」報道、中国外務省が否定（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
今度は英紙が正雲氏訪中報道 中国外務省報道官はあきれ顔（産経新聞）6 月 30 日 - 19 時 33 分
金総書記、視察写真使い回しか（時事通信）29 日 - 16 時 8 分
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*NK11

ポスト金正日総書記の北朝鮮、考えられるシナリオ（ロイター）29 日 - 14 時 29 分
金総書記の視察写真、使い回し？韓国紙報道（読売新聞）29 日 - 11 時 35 分
＜北朝鮮＞金総書記の写真を「使い回し」か 健康悪化裏づけ（毎日新聞）29 日 - 11 時 26 分
正雲氏、やっぱり訪中？＝「実力者が同行」と英紙（時事通信）29 日 - 11 時 24 分
ミサイル以上に恐れるシナリオも…各国が示す「北」世襲の行方（産経新聞）29 日 - 10 時 30 分
金総書記、視察写真使い回しか＝再び健康悪化の可能性も－韓国紙（時事通信）29 日 - 8 時 54 分
金正日総書記直轄のベンツ商人が送ったピアノとタンクローリー…暗躍する秘密組織（産経新聞）28 日 - 13 時 26 分
北朝鮮空軍「日本が領空侵犯すれば容赦なく射撃」（聯合ニュース）28 日 - 11 時 52 分
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------＜マクナマラ元米国防長官死去＞ベトナム戦争「間違い」 引退後、平和活動に尽力（毎日新聞）7 日 - 10 時 51 分
マクナマラ元米国防長官が死去（時事通信）7 日 - 10 時 3 分 *M11
【Ｒｅ：社会部】「カレーの街」の新名物（産経新聞）7 日 - 7 時 56 分
マクナマラ氏死去 元米国防長官 ベトナム介入拡大（産経新聞）7 日 - 7 時 56 分
「石綿」従事者は相談を 佐世保基地ＯＢに呼び掛け 駐留軍離職者福祉センター（西日本新聞）7 日 - 7 時 9 分
ベトナム戦争時の米国防長官、マクナマラ氏が死去、93 歳（CNN.co.jp）6 日 - 22 時 33 分
マクナマラ元米国防長官が死去＝ベトナム戦争を指揮・総括（時事通信）6 日 - 22 時 12 分
国際社会結束の成果＝米海軍作戦部長（時事通信）6 日 - 21 時 42 分
北船舶反転、結束の成果＝ミサイル発射を批判－米海軍部長（時事通信）6 日 - 20 時 7 分
横須賀基地勤務で石綿被害 国に７７００万円賠償命令 地裁支部（産経新聞）6 日 - 15 時 56 分
米基地石綿被害で国に賠償命令＝「対策不足」認定、7000 万円－横浜地裁支部（時事通信）6 日 - 13 時 23 分
米軍基地勤務で石綿被害、国に賠償命令（読売新聞）6 日 - 11 時 40 分
「北朝鮮にさらに圧力を」 マレン米統合参謀本部議長（産経新聞）6 日 - 9 時 31 分
＜北朝鮮船＞米追跡の貨物船、北朝鮮領海へ（毎日新聞）6 日 - 9 時 8 分
北朝鮮機に扮して訓練に参加、F-22 は「最強のトレーナー」―米国（Record China）6 日 - 5 時 55 分 *M12

*M12

アフガンに到着した仏外人部隊（時事通信）5 日 - 22 時 54 分 *M13
北貨物船、黄海を北上中＝6 日午前にも自国領海に－聯合ニュース（時事通信）5 日 - 18 時 39 分
緊張増すパキスタン・アフガン国境（時事通信）5 日 - 18 時 20 分 *M14
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*M16

*M13

*M14

酒酔い米海兵隊員、タクシー無賃乗車 沖縄署、容疑で現行犯逮捕（琉球新報）5 日 - 12 時 30 分
「飲酒したが、運転していない」 現行犯逮捕された米海兵隊員、容疑を否認（琉球新報）5 日 - 12 時 25 分
米軍のタリバン掃討作戦、鍵を握るアヘンの存在（ロイター）4 日 - 16 時 44 分
米副大統領、国民融和や政治安定求める（時事通信）4 日 - 15 時 40 分 *M15

*M11

F22、初の一般公開＝沖縄県（時事通信）4 日 - 15 時 25 分

*M15
*M16

ロシア、軍事物資の領内通過を承認へ 米軍のアフガン軍事作戦（CNN.co.jp）4 日 - 14 時 21 分
国民融和や政治安定求める＝イラク首相と会談－米副大統領（時事通信）4 日 - 14 時 10 分
F22、初の一般公開＝米空軍の最新鋭ステルス機－沖縄（時事通信）4 日 - 12 時 59 分
「大城秀子さん」どこに 米オーウェンズさん捜す（琉球新報）4 日 - 11 時 25 分
米軍、基地外居住が増 ０９年３月末（琉球新報）4 日 - 10 時 55 分
北朝鮮貨物船の北上、米海軍が認める（読売新聞）4 日 - 10 時 43 分
Ｆ２２戦闘機きょう一般公開 国内初、米軍嘉手納基地（琉球新報）4 日 - 9 時 55 分
アフガン南部 麻薬地帯に４０００人投入 米、タリバン資金源掃討（産経新聞）4 日 - 7 時 56 分
＜核弾頭削減＞米露首脳会談で枠組み文書調印へ（毎日新聞）3 日 - 22 時 4 分
米無人機空爆で１０人死亡 パキスタン（産経新聞）3 日 - 20 時 22 分
米軍、アフガン大規模掃討 タリバンは徹底抗戦（産経新聞）3 日 - 20 時 13 分
米軍無人機の攻撃で 15 人死亡か パキスタン北西部（CNN.co.jp）3 日 - 17 時 51 分
米副大統領が予告なしにイラクを訪問、米軍撤退問題など協議（CNN.co.jp）3 日 - 17 時 36 分
武装勢力が拉致の米兵、軍閥指導者に「売る」と アフガン（CNN.co.jp）3 日 - 17 時 9 分
バイデン米副大統領がイラクを電撃訪問、指導者らと会談へ（ロイター）3 日 - 12 時 44 分
アフガンで大規模なタリバン掃討作戦、米軍 4000 人投入（ロイター）3 日 - 11 時 37 分
タリバン掃討戦、米兵 1 人死亡（時事通信）3 日 - 11 時 15 分
アフガン南部の大規模作戦で海兵隊員 1 人が戦死 米軍（CNN.co.jp）3 日 - 10 時 24 分
北朝鮮ミサイル発射、独立記念日控える米国も注視（聯合ニュース）3 日 - 10 時 17 分
米軍人の感染確認 新型インフル（琉球新報）3 日 - 10 時 0 分
「政府との橋渡しに」 林沖縄相、就任会見（琉球新報）3 日 - 10 時 0 分

43

資金源根絶へ麻薬地帯制圧も＝タリバン掃討戦、米兵 1 人死亡－アフガン（時事通信）3 日 - 8 時 57 分
米“Ｆ２２攻防”激化 日本のＦＸ選定に影響も（産経新聞）3 日 - 7 時 56 分
短距離ミサイル発射確認＝北朝鮮の行動は想定内－米国防総省（時事通信）3 日 - 1 時 3 分
Ｆ２２調達問題 激しさ増すオバマ政権と議会の攻防（産経新聞）2 日 - 19 時 29 分
米国よりイラン怖かった＝大量破壊兵器査察拒否の理由－故フセイン元イラク大統領（時事通信）2 日 - 17 時 30 分
米イージス艦、ロシア極東訪問（時事通信）2 日 - 16 時 2 分 *M17

*M17

*M19

米兵の新型インフル感染確認＝比から帰国後発症－沖縄（時事通信）2 日 - 15 時 31 分
米海兵隊、アフガンで大規模掃討戦開始（時事通信）2 日 - 14 時 45 分
アフガンで大規模掃討戦開始＝米海兵隊 4000 人、増派後初（時事通信）2 日 - 10 時 6 分
【くにのあとさき】東京特派員・湯浅博 あいまい戦略に効用あり（産経新聞）2 日 - 7 時 56 分
6 月のテロ死者急増、437 人に＝米軍撤退で武装勢力攻勢－イラク（時事通信）2 日 - 6 時 7 分
「中台トップ会談」実現は 2012 年の春にも、ノーベル平和賞も意識？―米軍事紙（Record China）1 日 - 16 時 25 分

*M18

日本、日米「核持ち込み密約」の存在を再び否定（サーチナ）1 日 - 16 時 0 分
都市部撤退完了「重要な一歩」 オバマ米大統領（産経新聞）1 日 - 15 時 53 分
現時点でアフガンへの追加増派計画はない＝米大統領補佐官（ロイター）1 日 - 15 時 19 分
米空軍が ICBM 発射実験＝太平洋の目標に着弾（時事通信）1 日 - 14 時 48 分
＜北朝鮮＞カンナム号北へ、米軍は追跡継続－中国報道（サーチナ）1 日 - 14 時 48 分
北朝鮮船舶「カンナム」が進路を反転＝米当局者（ロイター）1 日 - 14 時 25 分 *M19
＜オバマ大統領＞イラク都市部から撤退、「重要な一里塚」（毎日新聞）1 日 - 12 時 1 分
イラク駐留米軍の都市部撤退は「重要な一歩」 米大統領（産経新聞）1 日 - 9 時 23 分 *M20

*M18

北朝鮮の貨物船、反転北上＝兵器積載の疑い－米海軍監視（時事通信）1 日 - 9 時 21 分
北朝鮮不審船、突如方向転換し北上中（産経新聞）1 日 - 9 時 2 分
イラクは政治的和解を＝駐留軍の都市部撤退で－米大統領（時事通信）1 日 - 8 時 41 分
米軍、イラク都市部撤退 宗派・民族、融和なるか（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
米軍、イラク都市部撤退 対イラン関係カギ（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
イラク選挙後、大幅撤退へ＝駐留米軍司令官（時事通信）1 日 - 1 時 15 分
治安部隊が祝賀行進＝都市部撤退後初のテロ、26 人死亡－イラク（時事通信）1 日 - 0 時 38 分
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イラク駐留米軍が都市部から撤退、主権回復に不透明感（ロイター）30 日 - 15 時 54 分
兵器類運搬なら入港不可＝ミャンマー、北に通告－米政府系放送（時事通信）30 日 - 12 時 4 分
北ミサイルへの対処態勢整う＝米太平洋軍（時事通信）30 日 - 11 時 46 分
米軍の都市部からの撤収期限迎えたイラク、喜びと不安入り混じる（CNN.co.jp）30 日 - 10 時 54 分
普天間移設アセス準備書 ジュゴン発見、未記載（琉球新報）30 日 - 10 時 25 分
北部１２首長グアム視察 来月１３日から、米軍再編影響探る（琉球新報）30 日 - 9 時 50 分
米代表団が間もなく訪中、対北制裁決議の履行協議（聯合ニュース）30 日 - 9 時 42 分
【日本ブログ】米国は原爆投下や大空襲で謝罪すべきだ（サーチナ）29 日 - 20 時 44 分
米核持ち込み密約、存在認める＝元外務次官が証言（時事通信）29 日 - 20 時 21 分
米戦闘部隊、都市部から撤退＝期限前に完了－イラク（時事通信）29 日 - 20 時 10 分
米軍のサイバー司令部設立に中国ネットユーザが反発、「でも我が国も設置すべき」―中国紙（Record China）29 日 - 19 時 27 分
2009 年 6 月 24 日、ゲーツ米国防長官はサイバーテロ攻撃に対応する司令部

がっている。

設置の命令書に署名した。ネットユーザからは中国も対抗するべきとの声が上

イラク首相の立場を考慮＝都市部撤退、アフガン増強－オバマ米政権（時事通信）29 日 - 16 時 39 分
イラク治安部隊への権限移譲に自信 米軍司令官（CNN.co.jp）29 日 - 14 時 39 分
アフガン 装甲車の真下で爆音…記者は宙に浮いた（毎日新聞）28 日 - 2 時 37 分
米軍戦闘部隊、イラク都市部撤退へ（時事通信）27 日 - 21 時 13 分
米軍戦闘部隊、都市部撤退へ＝真価問われるイラク治安組織（時事通信）27 日 - 14 時 14 分
------------------------------------------6 月 19 日 7 時 59 分配信 産経新聞

戦闘機でミサイル迎撃 米空軍提言 Ｆ１５やＦ３５検討
【ワシントン＝山本秀也】米軍事専門紙「空軍タイムズ」（電子版）に

して、航空機をベースとした弾道ミサイル迎撃システムに「空軍戦闘機

よると、シュワルツ空軍参謀総長は国防総省のオライリ・ミサイル防衛

の活用が適切」との結論を得たとしている。今回の書簡は、弾道ミサイ

局長に書簡を送り、弾道ミサイル迎撃に空軍戦闘機利用構想につい

ル上昇段階を狙う迎撃構想のほか、弾頭が大気圏外にある中間段

て検討を求めた。新型や改良型の空対空ミサイルで迎撃を図る構想

階での迎撃に、高高度用空対空ミサイルを搭載した戦闘機を利用す

で、利用戦闘機には空自の主力戦闘機であるＦ１５や、輸出モデルと

る構想を盛込んだ。上昇段階では、中距離空対空ミサイルの改良型

して開発中のＦ３５などが挙げられている。ミサイル防衛（ＭＤ）に戦闘

で迎撃するとしている。航空機を使ったミサイル迎撃システムとしては、

機を利用する構想は、迎撃能力への疑問や敵側に撃墜されるリスク

大型機搭載空中発射レーザが米で実用化に向け試験段階を迎えて

がネックとなり、これまで米軍内での研究が進んでいなかった。シュワルツ

いる。

参謀長は、２０２０年の欧州における有事想定演習を研究した結果と
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090619-00000136-san-int

------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

6/29 「ニュース」更新

海賊対処法が成立 ///

浜田大臣 部隊編成など準備命令

２次隊は「はるさめ」「あまぎり」 ///

新法に備えて訓練

戦闘機の生産技術基盤のあり方懇談会第１回会合 ///

下請け、崩壊の危機 ///

生産空白期、熟練工など喪失

米議会、補正予算案にＦ２２輸出型調査費
スーダン支援団 派遣期間を１年間延長
UNMIS 派遣２カ月 ///

２隊員、順調に任務をこなす

航空機整備で新管理体制 ///

「過誤」を分析、教育 ///

防衛協会連合会が創立 20 周年 ///

空自１術校 指導員養成コースを開設 ///

「心強い活動」麻生首相も祝辞 ///
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ヒューマンエラーを防げ！

防衛基盤強化など 地道な取り組み継続

技本開発の無人機 間もなく飛行試験 ///

硫黄島

防衛省技術本が開発した高速ジェットＵＡＶ「無人機研究システム」試作機の
飛行試験が間もなく始まる。この無人機は空自Ｆ１５戦闘機に搭載され上空で
発進、可視／赤外線カメラで撮影した地上目標の画像情報を即時伝送でき
る。ステルスにも配慮した全長５・２メートルの機体はすでに４機が試作ずみで、
今後、空自と協同して硫黄島基地で自律飛行試験が行われる。
写真はＵＡＶの０２、０４号機

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - 左は F-15J 戦闘機、両翼下に、防衛
省技本の「無人機研究システム」事業
で試作された無人機(UAV=Unmanned
Aerial Vehicle) を 吊 る し て い ま す 。
(2008.10)

平成１５年度政策評価書（事前の事
業評価）
担当部局：管理局開発計画課
実施時期：１５年６月～８月
事業名： 無人機研究システム

政策分野： 防衛装備の適正な維持・管理
（研究開発）
事業内容： 無人で自律飛行し、映像情報
等のデータを収集・伝達、着陸帰投する無人
機について、自動滑走着陸技術及び映
像システム技術を確立し、無人機（固定翼）
の運用等の研究に供する無人機研究システ
ムを開発する。
所要経費： 約３億円（１６年度要求額。後
年度負担額を含む。）
（後略）
http://www.mod.go.jp/j/info/hyouka/15/jizen/h
onbun/08.pdf

http://booskanoriri.blog77.fc2.com/blog-entry-87.html

現在、技本では、“無人機システムの研究”として、航空機から発
進し、任務完了後自力で基地へ帰還できる無人機を試験中
で、昨年(2008 年?)、岐阜基地航空祭で一般公開された。そのス
ペックは、全長５．２㍍、全幅２．５㍍、重量０．７５㌧。滞空時間
は公表されていないが、ジェットエンジンとアスペクト比の小さな主
翼など、滞空時間よりも高速性を追求した機体ということが見て
取れる。
http://harunakurama.blog.ocn.ne.jp/kitaooji/2009/05/post_fda2.html

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - 「多用途小型無人機」

Multi-Purpose UAV

技本 web サイト内掲載説明によると、「画像偵察をはじめ、標的、電

研試では「主翼展長発進制御、長距離データリンク、ステルス性を有

子戦等各種用途に転用可能な汎用性のある小型無人機」で、「母

する機体形状等、将来の無人機実用化に必要な新技法検証を行っ

機から空中発進させ、データを収集後パラシュート回収。また、回収後

て」いるそうです。また、同サイトには飛翔中の写真もあり。

再使用も可」とのこと。

無人機を 2 機搭載して着陸する F-4EJ。
無人機はたぶん重いので、F-4 のパイロットも
気を抜けないことと思います。
Gifu AB, 19, Aug. 1998

背中にエンジン空気取入口があり、翼が折りた
たまれているなど、とにかく異様な外観を呈して
います。胴体には 902 というシリアルナンバが。よ
く見ると、右舷搭載された無人機には 901 と。
Gifu AB, 19, Aug. 1998
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クローズアップ。
シャドウがつぶれ見にくいですが、勘弁。
Gifu AB, 21, Aug. 1998

右は「多用途小型無人機」よりもずっと前に試
験されていた UAV

無人標的機 AQM-1 が母体となった研試の
UAV。積んでいるのは、やっぱり飛行開発実験
団の F-4EJ。これは実用化を前提としたのでな
く、技術ノウハウ獲得のため製作。

左と同じ写真の拡大。
機首下面にカメラ窓がある。
この供試体にはエンジン付いてません。

http://www10.plala.or.jp/strgzr/special/tacom/tacom.html

------------------------------------------[既刊紹介]

AIRCRAFT/STORE ELECTRICAL INTERCONNECTION SYSTEM,

DOD INTERFACE STANDARD FOR
page 8

[編注]

空中発射のことを論じるなら、出発点としてこのスペックのようなものが通っている機体を相手にすべきですよ。

------------------------------------------[AVIATION NEWS]

日刊航空新聞社

http://www.aviation-news.co.jp/recommendation/index.html

平成２１年６月３０日（火曜日）第１４０８１号
[工

業]

高度試験設備や特殊機械の整備に政府支援期待

わが国航空宇宙産業界、各種開発プロジェクト推進で

日本飛行機、７月１日付で組織改正／人事異動
[防

衛]

「先進技術実証機の研究試作」、１２月契約予定

装本、技本の２１年度航空機関係調達予定品目

「次期哨戒ヘリに関する調査研究」、７月契約予定

装本、海自回転翼機の２１年度中央調達予定品目

防衛省発令（１陸佐昇任人事／７月１日付） /// 防衛省発令（１海佐昇任人事／７月１日付）
[宇

宙]

Ｈ-ⅡＢロケット、来月１１日に地上総合試験を実施
[社

ＪＡＸＡ／ＭＨＩ、９月打上げに向け最終リハーサル

告] 「日刊航空通信」永年にわたるご愛読の御礼

廃業のお知らせ（２００９年６月２２日）

まして「日本航空新聞」を廃刊致すことに相成りました。

当社は昭和２８年に創業して以来、５５年間以上にわたり皆様のご厚情をいた

皆様の長年にわたるご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、突然の廃刊に

だいて今日まで営業を続けてまいりましたが、諸般の事情により、６月３０日付を

よりご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げる次第でございます。

もちまして「日刊航空通信」、「Japan Aviation-Weekly」を、８月６日付をもち

------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
DL(0706)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ビジネス航空機（BA）の復調には時間がかかる

Business aviation faces long recovery, analysts predict

Tight credit, bad PR and a glut of used aircraft could continue to hurt business aviation for years to come, according to some experts.
"We don't see the number of deliveries even hitting 2008's level in the next 10 years," says aviation consultant Brian Foley. After five
straight years of sales increases, the General Aviation Manufacturers Association says deliveries of business jets dropped by more than
a third in the first quarter of this year. An aerospace analyst at AlixPartners says "business jet makers are in real danger of having
more cancellations," especially among small businesses and individual buyers. The Guardian (London)/Reuters (7/2)
エアライン キャッシュ不足から統合買収へと

Analysts: Airline mergers may result from liquidity crunch

Analysts say plunging demand for air travel could spark a liquidity crisis similar to the one that pushed Frontier Airlines into bankruptcy
last year. Several major carriers with dwindling cash reserves could be forced by credit card processors to set aside hundreds of
millions of dollars to hedge against refunds in case of default. Analyst Roger King believes credit card companies will be more forgiving
with major airlines than they were with Frontier, though the pressure could result in more mergers, he says. Chicago Tribune (7/5
原油価格の不透明性が景気回復を遅らせている

Oil-price volatility could jeopardize economic recovery

Energy analysts are mystified by the wild swings in the price of oil during the past 18 months, a time when demand was muted by the
economic downturn. The level of uncertainty has reached the point at which it is becoming a potential obstacle to economic recovery.
"To call this extreme volatility might be an understatement," said Laura Wright, chief financial officer of Southwest Airlines. The New
York Times (7/5)
スピリット航空 エア・ジャマイカ（国営航空会社）を買収

Report: Spirit to buy Jamaican carrier

A Jamaican newspaper is reporting that U.S. discounter Spirit Airways has agreed to buy Air Jamaica, the nation's money-losing flag
carrier. The government of Prime Minister Bruce Golding has been seeking to privatize the airline. A Spirit spokeswoman contacted by
the Associated Press refused to comment. USA TODAY/The Associated Press (7/6) , AviationWeek.com (7/6) , MarketWatch (7/6)
ジェットエアウィズの稼働開始一か月遅れで 代金返済

JetAirways grounded by Newark slot snafu

JetAirways plans to issue about $500,000 in credit card refunds after moving its start date from July 13 to Aug. 14. The new discount
carrier, which heavily promoted its $9 fares, blamed the delay on a mix-up with slots at Newark Liberty International Airport. "Obviously,
this is not a way you want to launch a company, but without (takeoff) slots at Newark, we didn't have any options," said a JetAirways
spokesman. "We will refund everybody's money, but beyond that, we can't do much." The Star-Ledger (Newark, N.J.) (7/4) , Google/The
Associated Press (7/3)
エアライン安全性に関するセミナーに関係者集合

Airline safety overhaul hits fast track

Airlines, unions and regulators will meet in 10 regional workshops this summer in an effort to meet a Sept. 1 FAA deadline for rewriting
safety rules. Pilot rest and access to training records will be among the key areas for discussion, along with mentoring relationships
between major airlines and regional carriers. "The airline industry has gotten it. The people who fly their planes have gotten it,"
Transportation Secretary Ray LaHood told the Denver Post. All the parties involved "know what needs to be done, so they need to get
with it," he said. The Denver Post (7/5)
ノースロップ社の極秘情報がアフリカのフリーマーケットで発見さる

Sensitive Northrop contract data found in African flea market

A group of Canadian journalism students working on a project in Ghana stumbled across a computer hard drive containing sensitive
information about Northrop Grumman Corp. contracts with the Pentagon and the Department of Homeland Security. The University of
British Columbia says its students bought the hard drive at an open-air market while reporting on a story about the dumping of old
electronic equipment. "We believe this hard drive may have been stolen after one or our asset-disposal vendors took possession of the
unit," Northrop Grumman said in a statement, adding that "no company can inoculate itself completely against crime." Defense News
(7/2)
ロシア首相 ミサイル防衛網・核開発と関連付ける

Medvedev links nuke treaty, missile defenses

On the eve of a meeting with President Barack Obama, Russian leader Dmitry Medvedev indicated he was unwilling to agree to new
limits on nuclear warheads without a U.S. compromise on missile defenses in Eastern Europe. "We consider these issues are
interconnected," Medvedev said on Russian television. Reuters (7/5)
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フランス イラクへの武器輸出 伸長

France looks to Iraq to boost arms exports

After serving for years as a major arms supplier to Saddam Hussein, France is positioning itself for a similar role with Iraq's elected
government. France already has secured a $500 million deal to supply Eurocopter EC-635 helicopters, and a contract for 18 Mirage F1
warplanes could be next. "The governments of Iraq and France ... are looking forward to boosting a brilliant and permanent bilateral
relationship and a desire from both sides to develop bilateral cooperation, particularly in the arms field," said an announcement from
Maliki's government last week. The Washington Post (7/4)

SmartQuote
"Since we cannot know all that there is to be known about anything, we ought to know a little about everything."
我々は知るべきことをすべて知ることはできないのだから、すべてのことをほとんど知らないことになる。
--Blaise Pascal,
[編注]

直訳なら：

French mathematician, physicist and philosopher

フランス数学者・物理学者・哲学者：ブレーズ・パスカル

何であれ知られるべきことを全ては知ることはできず、何ごとにもわずかを知るべきである

DL(0702)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

月へ行く安上がりな方法を模索する NASA

NASA official sees cheaper route to moon

John Shannon, manager of NASA's space shuttle program, is proposing a next-generation rocket program that he says might cost only
20% of the estimated $35 billion price of the Constellation program. Shannon and his team say it would cost about $6.6 billion to attach
a new crew capsule to the external fuel tank and solid-fuel rocket boosters currently used by the shuttle. Shannon says his superiors at
NASA, worried that they might lose funding for Constellation, encouraged his design efforts. "What I was doing was not a break from
NASA," he told the AP. "I don't care what launcher we use, I just want to go to the moon." Google/The Associated Press (7/1) ,
Popular Science (7/1)
欧州ミサイル網配備構想で ワシントン強硬路線

Washington takes hard line on European missile shield

U.S. negotiators believe an upcoming summit in Moscow will yield limits on strategic nuclear warheads and joint efforts against terrorism,
but Washington has begun tamping down expectations around a central issue in the talks: missile defenses in Eastern Europe. "We're
not going to reassure or give or trade ... anything with the Russians regarding NATO expansion or missile defense," says a senior White
House adviser. The tough talk comes after several Russian moves that Washington considers provocative, including recognizing the
contested elections in Iran and kicking peacekeepers out of Georgia. The Wall Street Journal (7/2)
北朝鮮 さらにミサイル発射追加

Reports: North Korea fires more missiles

North Korea launched three, and possibly four, short-range missiles over the Sea of Japan on Thursday, according to reports from the
South Korean Ministry of Defense. Analyst Daniel Pinkston said the launches could be laying the groundwork for future tests, though the
shorter-range weapons launched Thursday were "different from a ballistic missile launch." CNN/Agence France-Presse (7/2)
フランス大統領、イギリス首相 A400M の将来につき会談・打ち合わせ

France, Britain to meet Monday on fate of A400M

French officials profess confidence that Britain will remain committed to the troubled Airbus A400M transport plane. French President
Nicolas Sarkozy and British Prime Minister Gordon Brown will meet Monday to discuss the fate of the project, but a senior aide to
Sarkozy says the U.K. is not preparing to drop out. "The cost of abandoning the project would be much higher than the cost of
continuing with it because we would have to add up the cost to EADS, and thus to the states which are shareholders in the company,
and the cost of buying the planes we need from someone else," according to the source in the French president's office. The Guardian
(London)/Reuters (7/2)
ボーイング 787 用の第二組立工場としてサウスカロライナ州に物色中

Reports: Boeing to buy factory for second 787 assembly line

Seeking to fix the kinks in its supply chain, Boeing Co. is reportedly in talks to buy the South Carolina factory of Vought Aircraft
Industries where portions of the 787 fuselage are made. Though neither company would comment on reports, Boeing is said to be on the
verge of announcing a deal following months of negotiations. The move would mark a reversal by Boeing, which had sought to reinvent
the manufacturing process for the 787 by outsourcing most of the work to companies around the world. The Wall Street Journal (7/2) ,
AviationWeek.com (7/1)
DOJ(法務省) エアライン業界のアライアンスに反対に見られるように、より厳しい姿勢が予想される
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DOJ position on airline cooperation signals more activist stance
Experts say joint ventures in many industries can expect stricter reviews following the Justice Department's strongly worded opposition
to antitrust immunity for Continental Airlines, United Airlines and partners in the Star Alliance. A former Transportation Department
lawyer says Justice has launched "a significant shot across the bow for business that the antitrust division intends to preserve
competition to the maximum degree." Railroad, newspaper and technology industries could see closer scrutiny, judging from prior
comments by Christine Varney, DOJ's new antitrust chief. The Wall Street Journal (7/2)
エアフランス 447 便事故の調査報告が遺族に対してなされる

French investigators set to release findings on Flight 447

French officials plan to release a preliminary report Thursday on the crash of Air France Flight 447, even as hopes fade for finding the
flight recorders from the Airbus A330. Before the press conference near Paris, representatives of Air France and BEA, the French air
crash investigation agency, will meet with victims' relatives to brief them on what is known so far, based on data transmissions and
wreckage recovered from the crash site. Google/The Associated Press (7/2)

SmartQuote
"Children should be educated and instructed in the principles of freedom."
子供たちは、自由の原則 のもとで 教育され、訓練されるべきである。
--John Adams, 2nd U.S. president

第 2 代米国大統領 ジョン・アダムス
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787 の遅れによる、新型 747-8 開発計画に支障は、ないとボーイング社

New jumbo jet proceeding despite 787 delay, Boeing says

Boeing Co. says the latest delay on its 787 model won't affect the design schedule for its new 747-8 Intercontinental. German carrier
Lufthansa, the first customer for the new jumbo jet, expressed concern last week that a delay in the 787 would again drain engineers
from the 747-8, as happened last year. But a Boeing engineering official says the 787 setback "won't have an impact on the 747. ... Over
the last two years, we've aligned our engineering resource ability to make sure we meet all our commitments." Bloomberg (6/30)
全日空 増資をして 787 さらに５機買い増す

ANA boosts 787 order despite delays

After several high-profile setbacks, Boeing Co.'s 787 program got some good news from Japan, where All Nippon Airways Co. said it will
buy five more of the high-tech planes. Japan's second-largest carrier plans to sell about $1.9 billion in new shares to bulk up its balance
sheet and buy the additional aircraft, which have a list price of about $800 million. Reuters (7/1)
A３１０ 墜落事故に関連して、専門家は 機体年齢は航空機の安全性にほとんど影響ないと
Experts: Age has little impact on aircraft safety
Though the A310 that crashed Tuesday off the coast of Africa had been flying for nearly two decades, aviation experts say age alone
has little bearing on aircraft safety. "This is an older aircraft. But older aircraft can operate safely for decades if provided with proper
maintenance," says an official with the African Civil Aviation Authority. Indeed, U.S. and European airlines routinely fly planes with a
similar age and service history. Maintenance is the real issue, and oversight can be lax in some developing countries, where regulators
"tend to be under-supported by the governments, therefore there's nobody enforcing the standards," according to the Flight Safety
Foundation. USA TODAY/The Associated Press (6/30) , Bloomberg (7/1)
イェーメン航空墜落事故でエアバス社信頼回復の広報対応

Yemenia crash raises PR issues for Airbus:

Following two fatal crashes in one month, Airbus could face a loss of public confidence, according to some experts. While both incidents
are still under investigation, early speculation has centered on issues of aircraft technology and age. Airbus planes have a long safety
record, but back-to-back crashes "certainly can't help" from a public relations standpoint, says industry consultant Robert Mann. A
company spokesman notes that Airbus aircraft are "taking off every five seconds, 24 hours a day, 365 days a year. ... So while aircraft
accidents are incredibly appalling, like the cases we've just had, fortunately they're still very rare." The Christian Science Monitor (6/30)
コンチネンタル航空 スター・アライアンス・メンバー加盟に依然意欲的

Continental presses case for Star Alliance immunity

Continental Airlines continues to express optimism regarding its antitrust immunity request with the Star Alliance, despite opposition by
the Justice Department. "We appreciate that DOJ has submitted its comments, which will allow [the Transportation Department] to
close the docket and move forward with the application," a Continental spokesperson told Air Transport World. "We remain confident
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that DOT will approve our application." Continental argues that its immunity request will level the playing field among airline alliances,
ultimately benefiting consumers. "Domestically and globally, the airline industry is highly fragmented, and antitrust immunity can help
airlines serve broad consumer needs in the context of alliances." Air Transport World (7/1)
C-5A 退役で C-17 の発注数量が増える期待 C-5A retirements could make room for more C-17 orders
In all the analysis of last week's $106 billion war spending bill, one provision was widely overlooked: The law includes a provision
reversing a 2004 ban on retiring any of the aging C-5 transports in the Air Force fleet. The policy shift could benefit Boeing Co., whose
congressional supporters have long urged the purchase of newer C-17 transports, rather than maintaining the oldest C-5A models built
by Lockheed Martin Corp. Reuters (6/30)
マリーンが要求するオスプレイは、CSAR-X ヘリコプター後の作戦機能を植えることができるか？

Can Osprey fill hole left by CSAR-X?

With lawmakers threatening to cut funding for the MV-22 Osprey, the Marine Corps is mounting a PR campaign of sorts, emphasizing
the versatility of the tiltrotor aircraft. For the first time, the Marines say they have used Ospreys for ship-to-shore medevac operations,
positioning the aircraft as a possible alternative to the now-canceled CSAR-X helicopter program. Aerospace Daily & Defense Report
(6/30)
ロッキードのミサイルの信頼性につきエアフォースがクレーム

Air Force warns Lockheed on missile reliability

Air Force officials have told Lockheed Martin Corp. the service could terminate a $6 billion cruise missile contract if the next round of
testing fails to achieve a reliability rate of 80% or better. Though some 600 units of the Joint Air-to-Surface-Standoff Missile already
have been delivered, the last 10 test firings showed a reliability rate of only 60%. A Lockheed spokeswoman says the company has
already improved the manufacturing process, implementing "additional screening at the component level to maximize confidence in the
sub-assemblies that go into the missile." Bloomberg (6/30)

SmartQuote
"Perpetual optimism is a force multiplier."
究極的楽天主義が 力の倍乗数となる。
--Colin Powell,

former U.S. secretary of state

[編注]

つまり 力を倍増させる源に

前米国国務長官：コリン・パウエル
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FAA 長官 次世代航空管制システム早期実施に向け誓約

FAA's Babbitt promises fast action, cooperation on NextGen

The FAA will have a "substantial" plan in place for NextGen by the end of the summer, Administrator Randy Babbitt promised last week
during a town hall meeting with employees. "We need to make it work," he said. "People are not going to continue to buy equipment
they can't use." Meanwhile, in testimony before a House appropriations panel, Babbitt promised to cooperate closely with the aviation
industry to assure rapid adoption of the new technology. Business & Commercial Aviation (6/29)
F-22 では議会より、F-35 では大統領よりで、エンジンメーカ P&W 政治的に微妙な立場

Pratt & Whitney torn between veto threats

The White House has threatened to veto congressional funding for additional F-22s and for an alternative F-35 engine, leaving Pratt &
Whitney in a precarious political position. The United Technologies subsidiary makes the engines for the F-22, so it hopes lawmakers are
successful in extending production of the fighter jet. But Pratt is also the sole supplier of engines for the F-35, putting the company
firmly in line with the White House position that a second engine would be a waste of taxpayer dollars. The Politico (Washington) (6/30)
機内の座席構造を強化することが生存率向上につながる

Stronger airplane seats seen as key to survivability

Safety experts are focusing on airbags and stronger seats in an effort to boost the survivability of airline accidents. Seats in new
airplanes will soon be required to stay bolted to the floor even when subjected to stresses up to 16 times the force of gravity, an
increase of more than 50% compared to the old standard. With "16g" seats and more airbags, officials believe more passengers will
remain conscious and able to deplane following an incident such as a runway incursion. The New York Times (6/29)
ユナイテッド航空、コンチネンタル航空 スターアライアンス提携運航に対する法務省の意見に反論
United, Continental issue muted response to DOJ antitrust report
United Airlines and Continental Airlines reacted cautiously on Monday following a Justice Department report critical of the carriers'
request for antitrust immunity on international routes flown by the Star Alliance. "In this economic crisis, it is more important than ever
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for the U.S. government not to hamper our industry's and company's efforts to remain competitive," Continental said in a statement,
while United said it was confident the plan would still be approved. The DOJ has no legal authority over international transportation
agreements, but its report was viewed as a sign of the Obama administration's tough new stance on antitrust issues. The Wall Street
Journal (6/30)
航空管制官人員不足からくる過剰ストレスが指摘される管制官組合 Contract dispute heightens strains on ATC, controllers' union claims
A brief interruption in air traffic over North Carolina earlier this month is prompting questions over staffing levels at the nation's air
traffic control system. An FAA spokeswoman says a lone controller was left responsible for North Carolina flights when four other
employees were unable to come to work. After working two staffers' jobs for more than eight hours, the controller finally had to take a
break, forcing flights across the region to be redirected. Though the FAA insists no flights were at risk in the incident, the union
representing air traffic controllers says short staffing is commonplace amid an ongoing contract dispute between controllers and the
FAA. MSNBC (6/30)

SmartQuote
"To conquer fear is the beginning of wisdom."
恐れを克服することが知恵の始まりである。
--Bertrand Russell,

Nobel laureate in literature

ノーベル文学賞受賞作家：バートランド・ラッセル
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787 生産計画遅延で エアラインにとって条件再交渉のチャンス

Airlines seeking new terms following 787 delay

For cash-strapped airlines, the latest production delay in the Boeing 787 program allows an opportunity to renegotiate terms and prices,
The Wall Street Journal reports. Carriers are eager to discuss compensation, though industry insiders say Boeing has halted discussions
until the delivery time line becomes clearer. "Our focus is always on our customers and, as we've done throughout the development
program, we will work closely with them regarding the program and the impact of this issue," a Boeing spokesman says. Meanwhile, one
analyst says limited cancellations may be a boon to the plane-maker, allowing Boeing to shuffle delivery slots and avoid penalty
payments. The Wall Street Journal (6/29)
EADS ダッソー社株式（46%保有）を手放す計画はないと言明

EADS: No plans to divest Dassault

EADS says it won't sell its 46% stake in Dassault Aviation, even though the French plane maker is a major shareholder in Thales, an
EADS competitor. "There is no plan to sell our 46 percent stake in Dassault, either totally or partially," a senior EADS executive told a
French newspaper on Sunday. Reuters (6/28)
司法省 コンチネンタル航空のスターアライアンス提携に反対の立場声明

DOJ blasts immunity request for Continental, Star Alliance

In a possible sign of increased antitrust activity by the Obama administration, the Justice Department on Friday issued a 58-page report
outlining its strong opposition to increased cooperation among Continental Airlines and the nine members of the Star Alliance. The
document, seen as a sharp rebuke to the Department of Transportation, said antitrust immunity for the alliance was "likely to result in
harm" to international fliers, including higher fares, as well as additional harm to domestic routes. "Because the Applicants include two
large, domestic competitors, a sweeping grant of immunity raises significant concerns about harm to domestic competition, a risk that
cannot be completely mitigated through confidentiality guidelines," Justice argued. Nasdaq.com/Dow Jones Newswires (6/29)
ブラジル沖に墜落したエア・フランス機事故は、コンピュータ・ミスが原因ではとされる

Possible computer failure suspected in Air France crash

Individuals familiar with the investigation of the crash of Air France Flight 447 are pointing to sweeping computer outages as a possible
cause for the crash. The Wall Street Journal (6/29)
国防費カットの大統領と、輸送・軍関連予算を温存する議会とでにらみ合い

Congress, president grapple with spending

Transportation and military spending are emerging as sore spots for relations between the White House and congressional Democrats.
Mindful of mounting deficits, President Barack Obama has attempted to cut billions of dollars in Pentagon spending for major weapons
while seeking to delay a big new infrastructure push by 18 months. But powerful congressional committees are appropriating extra funds
and pushing ahead with deadlines that the White House opposes. After the Senate Armed Services Committee voted to spend $1.75
billion for additional F-22s, Air Force Secretary Michael Donley blasted lawmakers for ignoring the administration's request to terminate
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the program. "We're not going to mortgage the future of the Air Force on one airplane," he said. The Wall Street Journal (6/27)
議会では 次期爆撃機の検討継続予算付け

Lawmakers eye continued studies of next-generation bomber

The House Armed Services Committee is calling for $215 million to continue studying a new long-range bomber, despite Pentagon plans
to delay the project pending other reviews and arms talks with Russia. Meanwhile, the Senate Armed Services Committee is marking up
its version of the bill, with ranking Republican Sen. John Thune, R-S.D., expressing strong support for bomber research. Aerospace Daily
& Defense Report (6/26)

SmartQuote
" Laughter is an instant vacation."
笑いはとっさの休暇だよ。
--Milton Berle,

comedian, actor

コメディアン役者 ミルトン・バーリ
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カンタス航空 不況の影響で 787 を１５機キャンセル

Amid sharp downturn, Qantas cancels 15 787 orders

Australian carrier Qantas said Friday it was canceling an order for 15 Boeing 787s worth up to $3.1 billion at list prices, while delaying
delivery of 15 additional jets by four years. "The operating environment for the world's airlines has clearly changed dramatically" since
Qantas placed its order in 2005, CEO Alan Joyce said in a statement. Qantas said its decision was not related to the latest delay in
production of the 787, which Boeing announced earlier in the week, but one analyst said the plane maker needs "to be very careful of a
perceived loss of confidence." Bloomberg (6/26)
F-22 7 機分の追加予算 上院委員会で認められる

Senate committee bucks president on three fighter planes

Defying a White House veto threat, the Senate Armed Services Committee on Thursday authorized the Pentagon to buy seven more
F-22 fighter jets at a cost of $1.75 billion. The 13-11 vote was just one setback for the administration, which is attempting to rein in
defense costs. The panel also ordered nine additional F/A-18 fighters that the White House had axed in its budget request, along with
an alternative engine for the F-35 the administration did not want.
日本向け F-22 ４０機分輸出価格が米国上院委員会から提示される

Inouye puts $290M price tag on F-22s for Japan

The Senate Appropriations Committee chairman has written to the Japanese ambassador in Washington, suggesting that Japan might
expect to pay $290 million each for 40 F-22 Raptors. Sen. Daniel Inouye, D-Hawaii, sketched out a theoretical time frame for the deal,
with major development lasting "approximately four years, followed by ground and flight testing," and deliveries beginning in 2017. Along
with Rep. John Murtha, D-Pa., Inouye has championed F-22 exports to Japan, which has long desired the high-tech fighter.
AviationWeek.com (6/25)
７８７更なる納期遅延で リース会社は混乱の極み

Leasing companies in turmoil over 787 delays

Aircraft leasing companies see the latest delay in 787 production as a "big problem" that erodes their competitive advantage. "It's all
getting terribly complicated," says one leasing company official, while another says he is purposely avoiding advanced negotiations until
Boeing firms up its delivery time table. Analyst Gary Liebowitz says the price premium lessors were counting on 12 to 18 months ago is
"probably gone." The Wall Street Journal (6/26) , Airwise/Reuters (6/25)
航空事故調査委員会（NTSB） 対気速度センサ故障事例が発見されたと公表

NTSB finds more cases of faulty airspeed sensors

As investigators continue to probe the crash of Air France Flight 447, the NTSB says it has identified two more recent incidents in
which airspeed indicators on an Airbus A330 apparently provided pilots with faulty information. Both flights landed safely, and an Airbus
spokesman said sensor malfunctions are "a known phenomenon that isn't unique to A300s or Airbus." USA TODAY (6/25) , The Wall
Street Journal (6/26)
サウスウエスト航空、ラガーディア空港でのサービス会社

Southwest begins high-stakes LaGuardia service on Sunday

After decades of focusing on secondary airports, Southwest Airlines will arrive in New York on Sunday, launching its new service from
LaGuardia, one of the most chronically congested airports in the U.S. Airline experts say it's a risky move but one that Southwest had
to make. "They've decided they don't have any choice -- they need the (passenger) volume to grow," says Robert Crandall, the former
head of American Airlines. Now the largest domestic carrier by passenger volume, Southwest has found it must serve major airports to
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attract high-revenue business travelers. "We're very dependent on business travelers, so we're not a leisure airline like some of our
smaller competitors are," says CEO Gary Kelly. Chicago Tribune/The Associated Press (6/25) , USA TODAY (6/25)

SmartQuote
"You can't stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes."
森の隅にある自分の住処から一歩も出ずに、誰かが訪ねてきてくれると期待はできない。時々は彼らの方へ自分から出かけていかなくてはなぁ。
--Winnie the Pooh,

Disney character

ディズニー・キャラクター： ウィニー ザ・プー（子豚のプーさん）
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F-22 議会の予算要求には大統領府は拒否権を持って臨む

White House warns of veto over F-22 spending

A key congressional Democrat is scoffing at suggestions that President Barack Obama could veto the 2010 defense appropriations bill if
lawmakers push through spending for additional F-22 stealth fighters. "If the final bill presented to the president contains this provision,
the president's senior advisers would recommend a veto," said a three-page memo delivered to lawmakers on Wednesday. But Rep. Neil
Abercrombie, D-Hawaii, says Congress would override any such veto "in a nanosecond." The White House memo also warned
lawmakers against continuing to fund a second engine for the F-35 Joint Strike Fighter, though the president's advisers said they would
recommend a veto only if "the final bill presented to the president would seriously disrupt the F-35 program." Defense News (6/24)
タンカー調達分割契約にはゲーツ長官確約していないと 議会の防衛予算委員長の見解 Murtha: Gates "noncommittal" on split tanker buy
The House's chief defense appropriator said Wednesday that Defense Secretary Robert Gates is "noncommittal" on splitting the $35
billion contract for an aerial refueling tanker, despite an earlier public stance in firm opposition to such a proposal. "He listened to what I
had to say," said Rep. John Murtha, D-Pa., regarding a Tuesday meeting with the Pentagon chief. "There were three or four points that
the secretary made that he wasn't willing to negotiate on. [The tanker] wasn't one of them." Murtha said he plans to include language in
the 2010 defense appropriations bill that would require the Pentagon to double or triple the pace of tanker purchases, though it would
be up to Gates to decide whether those purchases would come from one supplier or two. Reuters (6/24) , The Politico (Washington)
(6/24)
V-22 オスプレイの将来についての結論が 議会で検討される

House panel weighs future of V-22 Osprey

Citing reports of poor reliability in extreme conditions, the chairman of the House Committee on Oversight and Reform says it may be
time to "put the Osprey out of its misery." Rep. Edolphus Towns, D-N.Y., held hearings Tuesday on the tiltrotor V-22, which has proven
about 62% mission capable during three deployments in Iraq. But Marine Col. Karsten Heckl, commander of a tiltrotor squadron in Iraq,
said he had flown the plane through sandstorms and summer temperatures reaching 120 degrees. He said reports of the Osprey's
failings are "disturbing, and some of it is blatantly inaccurate." AviationWeek.com (6/24)
中国 大型（A320 サイズの）水陸両用機の開発

China plans record-size amphibious plane

China says it will build the world's largest amphibious aircraft, with production slated to begin in about five years. AVIC General Aircraft
Co. says the Dragon 600 will be about the size of an Airbus A320 and will be used for such tasks as firefighting and emergency rescue.
Xinhuanet.com (China) (6/25)
ボーイング F-15 (サイレント・イーグル)の飛行試験延期 国際パートナーの動きを見定める狙い
Boeing tweaks test flight schedule for F-15 Silent Eagle
Aerospace Daily & Defense Report (6/24)

国際便の将来に 多少希望的見通し

Latest international traffic figures show signs of hope

International airline traffic fell 9.3% in May, but the International Air Transport Association says the rate of decline appears to be slowing,
indicating the bottom of the market may have been reached. Likewise, a 17.4% drop in international cargo represents a "relative
improvement" following months of steeper declines and hints at "one of the first physical signs of the economic recovery." Reuters
(6/25) , Bloomberg (6/25) , Chicago Tribune (6/25)
余暇旅客の回復でエアラインの出血状態 止まる

"Hemorrhaging" stops for airlines as fares head higher

A surge in leisure travel is helping to push up fares for summer flights as early bookers snap up the lowest-priced seats and airlines cut
back on overall capacity. "I think for the consumer, it's as good as we're going to get right now," says Rick Seaney, CEO of
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FareCompare.com. "There's some sort of bottoming here. At least the hemorrhaging has stopped for airlines in pricing." The Wall Street
Journal (6/25)
アメリカン航空 ローンの条件緩和を申し入れ

Reports: American seeks loan relief

American Airlines has reportedly asked its lenders to ease the terms on a $435 million loan due Dec. 17, 2010. Sources say the carrier
is seeking a reduced cash flow requirement amid predictions of lower revenue in the current quarter. Company officials declined to
comment. The Dallas Morning News (6/25) , Bloomberg (6/24)
P&W 200 人員整理

Pratt & Whitney announces 200 job cuts

Engine maker Pratt & Whitney says it will immediately cut 200 salaried positions due to weak demand from airlines. The layoffs come as
part of a restructuring by parent company United Technologies Corp. Chicago Tribune/The Associated Press (6/24)

SmartQuote
" It is common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something."
一つのやり方を選んでやってみるのは悪いことではない。それで失敗したら素直にその事を認め別のやり方でやってみる、大切なのは、なにかやること。
--Franklin D. Roosevelt,

32nd U.S. president

32 代米国大統領 フランクリン D ルーズベルト
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------------------------------------------[Quotes from the Old/New Testament]
Gen.2:2

Isa.62:1,

6, 7

John 5:17
Heb. 4:1,

3-6,

休む、安息

vs.

休まず働く

And on the seventh day God ended His work which He had
done, and He rested on the seventh day from all His work
which He had done.
For Zion’s sake I will not hold My peace, And for Jerusalem’s
sake I will not rest, Until her righteousness goes forth as
brightness, And her salvation as a lamp that burns.
I have set watchmen on your walls, O Jerusalem; They shall
never hold their peace day or night. You who make mention of
the Lord, do not keep silent, And give Him no rest till He
establishes And till He makes Jerusalem a praise in the earth.
・・・My Father has been working until now, and I have been
working.”
Therefore, since a promise remains of entering His rest, let
fear lest any of you seem to have come short of it.
For we who have believed do enter that rest, as He has said:

“So I swore in My wrath, ‘They shall not enter My rest,’
although the works were finished from the foundation of the
world. For He has spoken in a certain place of the seventh day
in this way: “And God rested on the seventh day from all His
works”, and again in this place: “They shall not enter My rest.”
Since therefore it remains that some must enter it, ・・・
Heb.4:8, 9,

For if Joshua had given them rest, then He would not
afterward have spoken of another day. There remains
therefore a rest for the people of God.

10, 11

For he who has entered His rest has himself also ceased from
his works as God did from His. Let us therefore be diligent to
enter that rest, ・・・
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神は第 7 日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作
業を終って第 7 日に休まれた。
シオンの義が朝日の輝きのようにあらわれいで、エルサレムの救
いが燃えるたいまつの様になるまで、わたしはシオンのために黙せ
ず、エルサレムのために休まない。
エルサレムよ、わたしはあなたの城壁の上に見張人をおいて、昼
も夜もたえず、もだすことのないようにしよう。主に思い出されるこ
とを求める者よ、みずから休んではならない。
・・・「わたしの父は今に至るまで働いておられる。わたしも働くの
である」。
それだから、神の安息にはいるべき約束が、まだ存続しているに
かかわらず、万一にも、はいりそこなう者が、あなたがたの中から
出ることがないように、注意しようではないか。
ところが、わたしたち信じている者は、安息にはいることができる。
それは、「わたしは怒って、彼らをわたしの安息に、はいらせること
はしないと、誓った」ようにと言われているとおりである。しかも、み
わざは世の初めに、でき上がっていた。すなわち、聖書のある箇
所で、7 日目のことについて、「神は、7 日目にすべてのわざをや
めて休まれた」と言われており、またここで、「彼らをわたしの安息
にはいらせることはしない」と言われている。そこで、その安息には
いる機会が、人々になお残されているのであり、・・・
もしヨシュアが彼らを休ませていたとすれば、神はあとになって、ほ
かの日のことについて語られたはずはない。こういうわけで、安息
日の休みが、神の民のためにまだ残されているのである。
なぜなら、神の安息にはいった者は、神がみわざをやめて休まれ
たように、自分もわざを休んだからである。したがって、わたしたち
は、この安息にはいるように努力しようではないか。・・・

