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ISRO

PSLV-C14 は Oceanosat-2 リモセン衛星他の打上げ成功

PSLV-C14 Successfully Launches Oceansat-2 Satellite

In its sixteenth flight conducted from Satish Dhawan Space

Sun Synchronous Orbit (SSO). This was the fifteenth successful

Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota today (September 23, 2009),

flight of PSLV. After a 51 hour count down, PSLV-C14 lifted

ISRO's Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV-C14 successfully

off from the first launch pad at SDSC SHAR, at 11:51 am IST

launched the 960 kg Indian remote sensing satellite Oceansat-2

with the ignition of the core first stage. The important flight

and six nano satellites for international customers into a polar

events included the separation of the first stage, ignition of the
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second stage, separation of the payload fairing at about 125 km

Agency (ASI). Soon after separation from PSLV fourth stage, the

altitude after the vehicle had cleared the dense atmosphere,

two solar panels of OCEANSAT-2 were automatically deployed.

second stage separation, third stage ignition, third stage

The satellite's health is continuously monitored from the ISRO

separation, fourth stage ignition and fourth stage cut-off. The

Telemetry,

960 kg main payload, Oceansat-2, was the first satellite to be

Spacecraft Control Centre at Bangalore with the help of a

injected into orbit at 1081 seconds after lift-off at an altitude of

network of ground stations at Bangalore, Lucknow, Mauritius,

728 km. About 45 seconds later, four of the six nano satellites

Biak in Indonesia and Svalbard and Tromso in Norway as well as

were separated in sequence. The initial signals indicate normal

a station in Troll, Antarctica. PSLV-C14 mission carried six nano

health of the satellites. Oceansat-2 is the sixteenth remote

satellites - Cubesat 1, 2, 3 and 4 as well as Rubin 9.1 and 9.2 -

sensing satellite of India. The state-of-the-art Oceansat-2

as auxiliary payloads along with Oceansat - 2. The weight of

carries three payloads and has the shape of a cuboid with two

these nano satellites was in 2-8 kg range. Oceansat - 2 and the

solar panels projecting from its sides. The eight band Ocean

six auxiliary payloads were placed in a polar Sun Synchronous

Colour Monitor (OCM) payload carried by Oceansat-2 images a

Orbit inclined at an angle of 98.28 degree to the equator. The

swath (strip of land or ocean) of 1420 km width with a resolution

auxiliary payloads of PSLV-C14 are educational satellites from

of 360 metre and works in the Visible and Near Infrared region of

European Universities and are intended to test new technologies.

the electromagnetic spectrum. The Ku-band Scatterometer with

After the separation of Oceansat - 2 from PSLV - C14, the four

a 1 metre diameter antenna rotating at 20 rpm, works at a

cubesats were also separated, while Rubin 9.1 and 9.2 remain

frequency of 13.515 GHz. The Scatterometer covers a swath of

permanently remain attached to the upper stage of PSLV-C14.

1400 km and operates continuously. ROSA is a GPS Receiver for

(後略)

Tracking

and

Command

Networks

(ISTRAC)

atmospheric sounding by radio occultation built by Italian Space
http://www.isro.org/pressrelease/scripts/pressreleasein.aspx?Sep23_2009

[関連ニュース]

Ocean studies satellite launched by Indian rocket

India launches seven satellites: space agency

http://www.spaceflightnow.com/news/n0909/23pslv/

http://news.yahoo.com/s/afp/20090923/wl_sthasia_afp/indiaspace

------------------------------------------2009 年 9 月 14 日

中国国際放送局 日本語部

インド、１つのロケットで７つの人工衛星を発射
印メディアが 14 日に報道によると、インド宇宙研究組織は東南沿海

上げられる。 7 つの人工衛星のうち、１つは 960 キロの海洋監視衛星

地区で、新たに取付けられたＰＳＬＶ（極軌道打上げロケット）に対する

で、このほかの 6 つは外国のために打上げる小型衛星で、重さは 1 キロ

最終測定を行った。23 日、7 つの人工衛星搭載したこのロケットが打

から 8 キロ。

http://j.people.com.cn/94474/6757740.html

------------------------------------------September 22, 2009

SPACEFLIGHT NOW

BY JUSTIN RAY

PAN 衛星は静止軌道に投入を完了 PAN satellite finishes its climb to geostationary orbit
The mystery communications spacecraft launched aboard an

completed a series of key activities towards delivering the

Atlas 5 rocket from Cape Canaveral earlier this month -- and

spacecraft for customer use."

pictured in this story -- has arrived in a geostationary orbit that

"The program, designated PAN, was awarded to Lockheed Martin

views the Middle East, hobbyist satellite trackers report.

in October 2006," the press release reads. "It consists of a

Lockheed Martin built the satellite, simply called PAN, using its

novel and robust turnkey commercial-based satellite, ground and

successful A2100 design and commercial know-how for an

launch system solution developed to meet the government's

undisclosed U.S. government customer. The actual purpose of

future needs."

the spacecraft and the user have not been revealed. A press

"We are very proud of the innovative total system solution we

release issued today by Lockheed Martin said PAN was

are deploying for our customer," said Tessa Lloyd, Lockheed

"performing as required" and the company "has successfully

Martin's PAN program director. "The rapid development of this

3

spacecraft and ground system is testimony to a strong

continue to suspect is a civilian intelligence agency, perhaps the

government and industry partnership and we are extremely proud

CIA.

of our teams across the country."

"The two satellites may provide different services. I continue to

The release goes on to say: "The PAN satellite is based on

suspect that PAN is a narrow-band UFO-MUOS gap-filler."

Lockheed Martin's configure-to-order A2100 spacecraft series

Molczan has hypothesized that PAN was a quick-build satellite

and leverages mature commercial space technologies and unique

that would bridge the aging constellation of Ultra-High Frequency

Lockheed

Follow-On

Martin

processes

that

enabled

delivery

of

a

(UFO)

spacecraft

and

the

sophisticated

high-quality, low-cost solution with reduced cycle times for the

next-generation Mobile User Objective System that's still being

government customer."

developed.

The Atlas 5 delivered PAN into an elliptical transfer orbit during

The beacon signal heard during launch was one of the

the September 8 ascent. The craft's own engine was used to

frequencies used by the UHF Follow-On craft. The trackers say

circularize the altitude to nearly 22,300 miles where it can match

the only U.S. government geostationary spacecraft known to use

Earth's rotation and appear fixed above a certain longitude above

that frequency are the UFO satellites.

the equator.
A group of respected sky-watchers around the world who track
satellites had been awaiting the PAN mission to peel back some
of the mystery surrounding the unusual launch. Greg Roberts, a
retired astronomer living in Cape Town, South Africa, first heard
a beacon from the satellite as it was flying into orbit. He and Ian
Roberts, also of South Africa, and Peter Wakelin, a retired
meteorologist in the U.K., have since visually observed PAN high
in the sky and determined its orbital slot over Africa.
"It is interesting to note that PAN is near the longitude of AMC
14, a commercial communications satellite, that was stranded in
a useless orbit early last year, as the result of a launch mishap. It
was quickly purchased from the insurer by the U.S. government,
and over a period of many months, it was maneuvered into a
highly inclined orbit, synchronous orbit," said Ted Molczan, a
noted member of the trackers.
"If PAN remains near AMC 14, then I will suspect them to be

The PAN satellite is pictured in the factory during pre-launch preps. The

owned by the same agency of the U.S. government, which I

image was released by Lockheed Martin today.

http://www.spaceflightnow.com/atlas/av018/090922pan.html

[関連ニュース] ロッキード・マーチン製造の革新的衛星は軌道上で動作成功 Innovative Lockheed Martin-Built Satellite System Operating
Successfully On Orbit
PANdora’s Box

http://finance.yahoo.com/news/Innovative-Lockheed-prnews-1471466930.html?x=0&.v=1

http://www.thespacereview.com/article/1466/1

------------------------------------------Sept. 22, 2009

NASA

RELEASE : 09-219

NASA は Ares I-X ロケットのテスト打上げ日程を設定

NASA Sets Target Date for Ares I-X Rocket's Test Launch

CAPE CANAVERAL, Fla. -- NASA is targeting Tuesday, Oct. 27,

Eastern Range. The launch window will extend from 8 a.m. to

for the flight test of the Ares I-X rocket, pending successful

noon EDT. There is another launch opportunity on Oct. 28. The

testing and data verification. Senior managers made the decision

date will be finalized at a Flight Test Readiness Review

after a meeting Monday at NASA Headquarters in Washington.

scheduled for Oct. 23 at NASA's Kennedy Space Center in

The Oct. 27 target date has been confirmed with the Air Force's

Florida. Technicians at Kennedy have completed the stacking, or
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assembly, of the rocket on a mobile launch platform. This week,

atop the rocket and continue down to its aft skirt. The rocket is

Ares I-X team members are conducting a launch countdown

targeted to roll out to Kennedy's Launch Pad 39B on Oct. 19.(後

simulation and conducting final checks of the rocket's systems.

略)

The checks will begin with the launch abort system simulator
http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/sep/HQ_09-219_Ares_I-X_Launch_Date.html

[関連ニュース]

NASA Targets Oct. 27 for Ares 1-X Flight

http://www.spacenews.com/civil/nasa-targets-oct-for-ares-1-x-flight.html

------------------------------------------September 18, 2009

wired.com

By Sharon Weinberger

国防総省は宇宙デブリを一掃してしまいたい

Pentagon Wants ‘Space Junk’ Cleaned Up

The orbit around Earth is a very messy place and the

Hundreds of thousands of these smaller objects are estimated to

Pentagon’s far-out research arm wants to do something about it.

exist, and as debris hits other debris, it creates even more small

The Defense Advanced Research Projects Agency put out a

pieces, exponentially increasing the objects that could threaten

notice yesterday requesting information on possible solutions to

satellites and spacecraft.（後略）

the infamous space debris problem. “Since the advent of the
space-age over five decades ago, more than thirty-five thousand
man-made objects have been cataloged by the U.S. Space
Surveillance

Network,”

the

agency

notes.

“Nearly

twenty-thousand of those objects remain in orbit today,
ninety-four percent of which are non-functioning orbital debris.”
These figures do not even include the objects too small to count.
http://www.wired.com/dangerroom/2009/09/pentagon-wants-space-junk-cleaner/

------------------------------------------2009 年 9 月 17 日

人民網日本語版

米国の「国家情報戦略」について
米が発表した 09 年度の「国家情報戦略」について、外交部の姜瑜

言論の発表を止めるよう米側に促す。（編集 NA）

報道官は 16 日記者の質問に対し、冷戦思考と偏見を棄て、中米の
相互信頼を損なう言論を止めるよう米側に促したと答えた。
----米が先日発表した 09 年度「国家情報戦略」は、米の利益を
脅かす 4 つの主な国として、中国、ロシア、イラン、朝鮮を列挙している。
これについてコメントは。
中国は一貫して世界平和と安定を守る堅固なパワーであり、中国の
発展はいかなる国の脅威にもならない。冷戦思考と偏見を棄て、報告
書の過ちを是正し、米の民衆をミスリードし、中米の相互信頼を損なう

http://space-library.com/0908dni.gov_2009NIS.pdf

http://j.people.com.cn/94474/6760273.html

------------------------------------------September 14th, 2009 4:49 pm

dodbuzz.com

SBIRS の問題が継続： 新しい衛星が必要

By Colin Clark

SBIRS Problems Persist: New Sats Needed

Persistent hardware and software problems that have dogged the

some alternative to SBIRS must be started. “It’s time for us to

Space Based Infrared System for almost two years have not yet

have a follow-on,” he said. SBIRS, he said, “has been a very

been solved, Air Force Space Command Gen. Robert Kehler told

difficult development.”

reporters at the Air Force Association’s annual conference.

agrees with Kehler that a new generation missile warning

Kehler did not speak to the issue of cost. But the general made

capability is needed. The report accompanying the spending bill

clear he agrees with the Senate Appropriations Committee that

said the committee “remains concerned over the development

5

The Senate Appropriations Committee

challenges that the Space-based Infra-Red System [SBIRS]

progress on that has been good, and the program director is

Geosynchronous Earth Orbit [GEO] satellites continue to

telling me he has a lot of confidence in the software fixes that

encounter.” It notes that the program is more than eight years

are currently undergoing testing,” Kehler said. The general also

behind schedule and will cost “at least” $7.5 billion more than its

said that the satellite faces mechanical problems that persist,

original cost estimate. “Due to chronic problems and the

including issues with a gyroscope. The last effort to replace

importance of missile warning for national security, the

SBIRS, first begun in 2005, was for something called the

Committee supports the Third Generation Infra-Red Surveillance

Alternative Infrared Satellite System (AIRSS). Congress, willing

program in order to ensure that development funding is being

to consider the need for a replacement satellite, thought the Air

invested in missile warning capabilities,” the report said. The

Force was taking a road that was far too technologically risky

SAC-D added $104 million to the administration’s budget

and unlikely to get up soon enough to actually plug the gap that

request of $39 million. SBIRS faces a serious software glitch

everyone was worried about. It looks as if that no longer is the

involving its fail-safe mechanisms, or how the satellite decides to

case.

go into safe mode in the event of a serious problem. “The
http://www.dodbuzz.com/2009/09/14/sbirs-problems-persist-new-sats-needed/

------------------------------------------2009 年 9 月 14 日

wiredvision.jp

Nathan Hodge

「ミサイルを飛行機からレーザ迎撃」実験に成功 (動画あり)
8 月中旬、ミサイル迎撃機として『ボーイング 747 型機』を改造して作ら

サイルを焼切ったり一挙に破壊するわけではなく、ミサイル燃料タンクに

れた、米 Boeing 社の空中発射レーザ(Airborne Laser:ABL)搭載航

熱を加え崩壊させる。ブースト段階での迎撃用であり、中間段階や落

空機により、ミサイル迎撃実験が成功。標的となったミサイルは、カリフォ

下段階で迎撃するようには設計されていないため、ABL は発射地点か

ルニア州中部沿岸に位置する[チャンネル諸島の]サンニコラス島から発

ら数百 km 以内にいなくてはならない。なお、2009 年 4 月、ゲイツ国防

射された。今回は、実戦で使用される ABL 高エネルギー化学レーザ

長官が発表した 2010 年度国防予算見直し計画で、ミサイル防衛予

(酸素ヨウ素化学レーザ、COIL)による実験ではなかったものの、年内に

算の 14 億ドル削減の中にエアボーンレーザ搭載試作機の 2 機目の調

予定されている実際のミサイル撃墜実験への道筋をつけるもの。下の

達中止が含まれた。現行試作機での研究開発を続行する] [日本語

動画では、コックピットのフロントガラスを左から右へと横切るミサイル・プ

版：ガリレオ-向井朋子／合原弘子]

ルーム[ミサイルのロケット・モータが放つ高温の噴射排気]が確認できる
だろう。まずは低出力の測距レーザ(Active Ranging System, ARS)が
[赤外センサと共に]標的ミサイルを追尾、次に 2 基の追尾照射レーザ
(Tracking Illuminator Laser, TILL)が目標の先端部と燃料タンクを追
跡、その後を大気乱流を補正するビーコン照射レーザが続いている。そ
して、ABL の強力な化学レーザ(COIL)の代わりである「代理高エネル
ギーレーザ」(Surrogate high-energy laser、SHEL)が、標的を捉え輝
いている。この標的ミサイルは、MARTI(Missile Alternative Range
Target Instrument)と呼ばれる、長さ約 11m の地上発射型ミサイル

レーザによるミサイル迎撃試験用の機体『YAL-1』。画像は Wikipedia

『Terrier Lynx/Black Brandt』。 [ABL(空中発射レーザ)では、標的ミ
[動画-1]

Airborne Laser Zaps Missile in Test

[動画-2]

Future Weapons Airborne Laser

http://www.youtube.com/watch?v=URxHVYPIJaw

http://www.youtube.com/watch?v=6w-ql8msl0U

http://wiredvision.jp/news/200909/2009091421.html
WIRED NEWS 原文(E) Video Fix: Boeing Laser Blaster Zaps Missile

http://www.wired.com/dangerroom/2009/09/video-fix-boeing-laser-blaster-zaps-missile/

------------------------------------------2009 年 9 月 8 日

wiredvision.jp

Nathan Hodge

「飛行機からレーザで地上攻撃」実験に成功
米 Boeing 社が 9 月 1 日(米国時間)、化学レーザ搭載輸送機

『C-130H』を使う、いわゆる『Advanced Tactical Laser』(高度戦術レ
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ーザ兵器：ATL)が、「戦術上代表的な攻撃目標」である地上駐車車

的には、電力を用いたレーザに切替え、もっと配備しやすい機載光線

両攻撃に成功と発表。これは、新たな可能性への第一歩。ほとんど巻

銃を開発したいと考えている。[米軍は、ATL のほか、レーザでミサイル

き添え被害なしで、地上攻撃目標を破壊したり使用不可能な状態に

を迎撃する『YAL-1』において、メガワット級の酸素-ヨウ素化学レーザ

したりできる、指向性エネルギー兵器を実装したガンシップも夢ではない。

(COIL)を搭載。COIL では、反応によって大量のハロゲン化合物が成

[C-130 に重火器を積んだ]ガンシップ『AC-130』のような既存の対地

層圏に放出されるが、発生するハロゲン化合物はフロンガスの比ではな

攻撃機は、口径 20 ミリのガトリング砲や 105 ミリ榴弾砲のような攻撃面

く、オゾン層への悪影響が懸念されている。また搭載される水酸化カリ

積が広い兵器を採用。ATL の最近の実験は、ニューメキシコ州にある

ウムと過酸化水素は非常に反応性が高い危険な薬品であり、扱いが

ホワイトサンズ・ミサイル発射場で行なわれた。実験では、C-130H のビ

難しいという問題も] [日本語版：ガリレオ-矢倉美登里]

ーム制御システムが、攻撃目標である駐車車両を捕らえ自動追尾し、
レーザビームを誘導。ニュースリリースによると、レーザビームは「車両を
無能力化した」らしいが、「無能力化」が正確には何を意味するかは不
明で、今は詳細情報を待っている状態。万事説明通りに運んだのであ
れば、レーザの歴史において画期的出来事となるのは確実。だが、
Wired 記者の Noah Shachtman が昨年指摘した(日本語版記事)よう
に、実戦用モデルの実現は何年も先の。ATL は化学レーザを利用して
いるため有毒化学物質が入ったタンクが必要だが、米軍としては最終
WIRED NEWS 原文(E)

Image credit: Boeing

http://www.wired.com/dangerroom/2009/09/boeings-new-death-beam-zaps-vehicle/

http://wiredvision.jp/news/200909/2009090822.html

------------------------------------------Sep 22, 0:44 (UTC)

technobahn.com

日本の新しい貨物宇宙機 Japan's new cargo ship
A close-up view of the unpiloted Japanese H-II Transfer Vehicle
([HTV]) in the grasp of the International Space Station's robotic
Canadarm2. NASA astronaut Nicole Stott, Canadian Space
Agency astronaut Robert Thirsk and European Space Agency
astronaut Frank De Winne, all Expedition 20 flight engineers, used
the station's robotic arm to grab the cargo craft and attach it to
the Earth-facing port of the Harmony node. The attachment was
completed at 5:26 (CDT) on Sept. 17, 2009.
http://www.technobahn.com/article/200909220944

[関連ニュース]

Japanese cargo ship docked with International Space Station

http://www.technobahn.com/article/200909181221

Japan's New Freighter Spaceship Successfully Launched http://www.technobahn.com/article/200909110849
[関連 JAXA サイト]

http://www.jaxa.jp/countdown/h2bf1/index_e.html

HTV-1 Mission Press Kit: http://www.jaxa.jp/countdown/h2bf1/pdf/presskit_htv_e.pdf
HTV brochure: H-II Transfer Vehicle: http://www.jaxa.jp/pr/brochure/pdf/01/rocket03.pdf
H-IIB brochure: H-ⅡB Launch Vehicle: http://www.jaxa.jp/pr/brochure/pdf/01/rocket05.pdf
------------------------------------------2009 年 9 月 11 日

人民網日本語版

日本が初めての無人補給機搭載ロケットを 11 日に打上げ
国際宇宙ステーション（ISS）に物資を運ぶ日本初の無人補給機

筒形で長さ約 10m、直径約 4.4m、6 トンの貨物を搭載でき、太陽エネ

「HTV」を搭載したロケット「H2B」が、11 日午前 2 時に日本・種子島の

ルギーで駆動。今回の初飛行で HTV1 号は食品や衣料品、シャンプ

宇宙センタから打上げられる。ロケットは現在、発射前最後検査段階

ーといった生活用品や実験設備など約 4.5 トンの物資を輸送。順調に

にある。日本初の無人補給機「HTV」は JAXA が開発した。HTV は円

行けば 17 日に ISS にドッキング予定。（編集 YH）
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http://j.people.com.cn/95952/6755166.html

------------------------------------------September 4, 2009

iSIS

Institute for Science and International Security

北朝鮮、寧辺（ヨンビョン）原子炉の再建設、DigitalGlobe 衛星画像からは視認できず

No Reconstruction at the Yongbyon Reactor Site

ISIS has obtained commercial satellite imagery from DigitalGlobe

nuclear reactor was disabled as part of the disablement steps

of the disabled reactor at the Yongbyon nuclear site in North

agreed upon in the Six Party Talks. As seen in figure 1, there is

Korea. Based on an analysis of imagery, there do not appear to

no reconstruction of the reactor’s cooling tower and no

be any reconstruction efforts at the reactor site (see figure 1).

additional construction is visible in the immediate area of the

The cooling tower was destroyed in 2008 and the Yongbyon

reactor site.

(Fig. 1) August 10, 2009 DigitalGlobe image of the reactor at the Yongbyon nuclear site in North Korea. No construction activity is visible near the
disabled cooling tower.
http://isis-online.org/publications/dprk/Yongbyon_Reactor_4Sept2009.pdf

------------------------------------------2009 年 9 月 4 日

人民網日本語版

日本 月面の地形を音で奏でる「ムーンベル」
月の表面はでこぼこしており、見渡す限りの平野ではないことは周知の

体的な海抜高度と一致している。このフリーソフトには 2 種のモードがあ

事実。しかし、この地形からメロディが誕生したことを知る人は少ないだ

る。「周回再生モード」では、衛星の周回軌道に沿って地形の音が再

ろう。JAXA が開発したフリーソフト「ムーンベル」がこのほど発表された。

生される。「フリースクラッチモード」では、まるで DJ がスクラッチするように、

このソフトは、月の地質データを音に転換し、宇宙ファンのための美しい

月球上で自由な軌跡に沿って音を聞くことができる。「かぐや」のデータ

メロディを作曲してくれる。 同ソフトは 07 年 9 月に発射された衛星「か

からソフトが開発されたのはこれが初ではない。グーグルアースが今年 7

ぐや」のデータを利用している。「かぐや」は、搭載されたレーザ高度計に

月に打ち出した月の 3D 画像もこの衛星のデータから作られたという。

より月の地形分布を測量し、地球へ送信した。これらのデータから音楽

（編集 SN）

を作り出したため、メロディ変化は月面起伏と一致し、音の高低は具
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http://j.people.com.cn/94475/6748528.html

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

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

military

AEHF 衛星 初号機が最終テストに入る

09/21/09 10:58 AM ET

First AEHF Satellite Enters Final Testing

Space News Staff 09/21/09 10:58 AM ET The first Advanced Extremely High Frequency (AEHF) secure communications satellite, built
for the U.S. Air Force by Lockheed Martin Space Systems and slated to launch in 2010, has entered final testing, the Sunnyvale,
Calif.-based company announced Sept. ...
http://www.spacenews.com/military/first-aehf-satellite-enters-final-testing.html

米空軍は WGS 衛星 3 号機に関してボーイングに保管費を支払う予定

09/21/09 10:56 AM ET

USAF To Pay Boeing Storage Fee for Third WGS Satellite
Boeing Satellite Systems of El Segundo, Calif., was awarded a $6.5 contract from the U.S. Air Force to provide storage for the third
Wideband Global Satcom (WGS) satellite, according to a Sept. 14 Defense Department announcement. ...
http://www.spacenews.com/contracts/usaf-pay-boeing-storage-fee-for-third-wgs-satellite.html

米上院予算歳出委員会は GMD ミサイルにさらなる予算をつける

09/14/09 09:28 AM ET

Senate Appropriators Fund More GMD Missiles

A U.S. Senate panel recommended adding $50 million to the Pentagon’s 2010 budget request for the nation’s primary strategic missile
shield to keep interceptor missile production lines open through next year.
http://www.spacenews.com/policy/senate-appropriators-fund-more-gmd-missiles.html

09/14/09 09:28 AM ET

ロッキードは AEHF 衛星 4 号機の部品を購入開始

Lockheed to Begin Buying Parts for 4th AEHF Craft

The U.S. Air Force awarded Lockheed Martin Space Systems a $22 million contract for procurement of long-lead parts for a fourth
Advanced Extremely High Frequency (AEHF) secure communications satellite, according to a Sept. 10 Defense Department
announcement.
http://www.spacenews.com/contracts/lockheed-begin-buying-parts-for-4th-aehf-craft.html

--------------------09/18/09 05:03 PM ET

米空軍は EELV ロケットの購入阻止に動く

U.S. Air Force Moving Toward Block Purchases of EELV Launchers

The U.S. Air Force is changing the way it buys Atlas 5 and Delta 4 rockets from United Launch Alliance (ULA) in a bid to cut costs and
increase throughput at its launch ranges, which have suffered from bottlenecks in recent years, according to a service o ...
http://www.spacenews.com/launch/air-force-moving-toward-block-purchases-eelv-launchers.html
09/17/09 01:55 PM ET

米国防総省は欧州のミサイル防衛に SM-3 を使うことに変更

Pentagon Shifts To SM-3 For European Missile Defense
The U.S. Defense Department has changed course in its plan to defend Europe and deployed forces from ballistic missile threats and will
now pursue a more mobile and flexible architecture based on the Raytheon-built Standard Missile (SM)-3 interceptor, Sec ...
http://www.spacenews.com/policy/pentagon-shifts-sm-3-for-european-missile-defense.html
09/14/09 09:10 AM ET

米国防総省の調達責任者は宇宙産業基盤の保護を保障するかもしれないと述べる

Pentagon Acquisition Chief Says Space Industrial Base May Warrant Protection
Senior Pentagon officials must weigh the industrial implications of major program decisions and may have to protect key niche areas like
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space systems and stealth, said Pentagon acquisition chief Ashton Carter. ...
http://www.spacenews.com/military/space-industrial-base-protection.html

NGA 米国地理空間情報庁は商用のレーダ画像に関する提案を求める

NGA Solicits Proposals for Commercial Radar Imagery

WASHINGTON — The U.S. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) plans to issue contracts worth up to $85 million apiece for
radar satellite data to as many as four commercial satellite operators, according to an Aug. 11 posting on the Federal Business
Opportunities Web site.
http://www.spacenews.com/military/nga-proposals-commercial-radar-imagery.html

Boeing の Jim Albaugh は民間機を統括することに Albaugh To Lead Boeing Commercial Airplanes
Jim Albaugh, the longtime head of Boeing Integrated Defense Systems, will take over as president and chief executive of the company’s
commercial airplane business, Chicago-based Boeing announced Aug. 31. He replaces Scott Carson, who is retiring at the end of the
year.
http://www.spacenews.com/military/090909albaugh-boeing-commercial-airplanes.html

米空軍の画像利用システムが運用準備完了 Air Force Imagery Exploitation System Readied For Operations
WASHINGTON — The U.S. Air Force completed acceptance testing in August for the first of five upgraded imagery exploitation centers
that will soon make it easier for military analysts to use and share different types of data, Raytheon officials said Sept. 2.
ミサイル追尾飛行船が初のテスト飛行を実施

Missile-Tracking Aerostat Conducts First Test Flight

WASHINGTON — Raytheon Integrated Defense Systems of Tewksbury, Mass., said Aug. 25 that it had conducted the first test flight of a
large aerostat it is building for the U.S. Army to detect and track cruise missiles.
http://www.spacenews.com/military/missile-tracking-aerostat-test-flight.html

米のレーザ通信デモが作戦をサポートできるかも

U.S. Laser Telecomm Demo Could Support Operations

WASHINGTON — A new laser communications demonstration satellite that the U.S. Air Force may pursue would pick up one of the
primary missions that was abandoned when the service’s Transformational Satellite (T-Sat) program was terminated earlier this year.
http://www.spacenews.com/military/laser-telecomm-demo-could-support-operations.html

米戦略コマンドは WGS-2 衛星のコントロールを想定

U.S. Strategic Command Assumes Control of WGS-2 Satellite

WASHINGTON — U.S. Strategic Command has accepted command and control of the military’s second Boeing-built Wideband Global
Satcom (WGS) communications satellite, paving the way for operations, according to an Aug. 21 Air Force press release.
http://www.spacenews.com/military/strategic-command-assumes-control-wgs-2-satellite.html

Atlas 5 が機密通信衛星 PAN を打上げ Atlas 5 Lofts Classified Communications Satellite
WASHINGTON — A classified U.S. government communications satellite dubbed PAN was launched Sept. 8 atop a United Launch
Alliance (ULA) Atlas 5 rocket that liftedoff from Cape Canaveral Air Force Station, Fla.
http://www.spacenews.com/launch/atlas-lofts-classified--satellite.html

Raytheon は米陸軍のミサイルの技術支援を契約 Raytheon Gets U.S. Army Contract for Missile Work
Raytheon Co. will provide technical assistance to Taiwan’s Patriot Air and Missile Defense System under a $26.9 million contract from
U.S. Army Aviation and Missile Command, the company said in a press release Sept. 1.
http://www.spacenews.com/contracts/090909raytheon-army-missile-work.html

GPS 誘導武器のテスト完了

Testing Completed for GPS-Guided Weapon

WASHINGTON — The U.S. Army and Northrop Grumman Aerospace Systems of Los Angeles have completed testing of a new
GPS-guided weapon system for the MQ-5B Hunter unmanned aerial vehicle, according to a Sept. 1 Northrop Grumman press release.
http://www.spacenews.com/military/testing-gps-guided-weapon.html

ボーイング製造のレーザ搭載 ATL 機が地上目標を破壊

Boeing-Built Laser Aircraft Takes Out Ground Target

WASHINGTON — Boeing Integrated Defense Systems of St. Louis said it successfully “defeated” a ground target Aug. 30 during a flight
test of the experimental Advanced Tactical Laser (ATL) aircraft.
http://www.spacenews.com/military/boeing-laser-aircraft-ground-target.html
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米空軍はレーザ通信のデモに関する情報を求める U.S. Air Force Seeks Input On Laser Comm Demo Sat
The U.S. Air Force is seeking input from industry by Oct. 2 about the feasibility of building a demonstration satellite that would use
lasers to transmit information between space and the ground, according to a posting on a U.S. government procurement Web site.
David Smith 氏は EMS Defense & Space の副社長を退く David Smith Out as Vice President of EMS Defense & Space
WASHINGTON — Less than two weeks after reporting 30 percent growth in its Defense & Space division, EMS Technologies of Atlanta
disclosed that the sector’s vice president and general manager, David A. Smith, is no longer with the company.
ポーランド軍はイタリアの Sicral 1B 通信衛星をリース Polish Military Leases Sicral 1B Capacity
PONTE VEDRA, Fla. — The Polish Ministry of Defense will lease UHF-band capacity aboard Italy’s Sicral 1B military
telecommunications satellite for more than 10 years under a contract valued at 30 million euros ($43.1 million) with Telespazio of Rome,
which owns rights to a portion of the satellite, Telespazio announced Aug. 6.
http://www.spacenews.com/satellite_telecom/polish-military-leases-sicral-capacity.html

オービタル･サイエンスは売上げ予測を下方修正

Orbital Sciences Lowers Revenue Forecast

PARIS — Orbital Sciences faces lower revenue and profit than expected in the near term because of unrelated factors in satellite,
launch vehicle and missile defense programs, but starting in 2010 should resume double-digit revenue growth and increased profitability,
company managers said July 28.
http://www.spacenews.com/military/orbital-sciences-lowers-revenue-forecast.html

米空軍長官はさらに多くの ORS 衛星の予算を求める

U.S. Air Force Secretary Appeals for More ORS Satellite Funding

WASHINGTON — U.S. Air Force Secretary Michael Donley is urging Congress to boost funding in 2009 and 2010 for an Operationally
Responsive Space (ORS) Office reconnaissance satellite that otherwise will fall behind schedule.
http://www.spacenews.com/military/us-air-force-secretary-appeals-for-more-ors-satellite-funding.html

Gil Klinger が Hartman と交代して宇宙の調達の職位に Gil Klinger To Replace Hartman In Space Acquisition Post
WASHINGTON — Gil Klinger, the U.S. assistant deputy director of national intelligence for architecture, engineering and integration, has
been tapped to replace Joshua Hartman in a top space acquisition post within the Office of the Secretary of Defense, Hartman said in a
June 10 e-mail.
http://www.spacenews.com/military/gil-klinger-replace-hartman-space-acquisition-post.html

TacSat-3 打上げ成功

TacSat-3 Launched Successfully

WASHINGTON — The U.S. Air Force Research Laboratory's experimental TacSat-3 satellite launched successfully May 19 aboard a
Minotaur 1 rocket from the Mid-Atlantic Regional Spaceport at NASA's Wallops Island Facility in Virginia, according to a May 19 Air
Force press release.
http://www.spacenews.com/military/tacsat-3-launched-successfully.html

国防総省は T-Sat プログラムを中止、ミサイル防衛予算を削減

Pentagon Cancels T-Sat Program, Trims Missile Defense

WASHINGTON — The U.S. Air Force's Transformational Satellite program, a futuristic communications system with a $26 billion price
tag, has been canceled as part of the Pentagon's 2010 budget request to Congress, U.S. Defense Secretary Robert Gates announced
April 6.
http://www.spacenews.com/military/pentagon-cancels-t-sat-program-trims-missile-defense.html

米空軍は SBSS 衛星２号機の競合を保留するかもしれず Air Force May Hold Competition for Second SBSS Satellite
WASHINGTON — The U.S. Air Force intends to buy a duplicate of the Space Based Surveillance System (SBSS) satellite but may put
the contract out for bid rather than make a sole source award to Boeing, according to a July 31 posting on the Federal Business
Opportunities Web site.
http://www.spacenews.com/military/air-force-may-hold-competition-for-second-sbss-satellite.html

ULA ユナイテッド・ローンチ・アライアンスは 10 月中に 224 名を削減予定

ULA To Reduce Workforce by 224 Employees in October

WASHINGTON — U.S. government launch services provider United Launch Alliance (ULA) of Denver has informed employees it will
eliminate 224 positions across the company in October, following a first round of 89 layoffs in February, according to a July 24 company
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press release.
http://www.spacenews.com/military/ula-reduce-workforce-224-employees-october.html

米下院歳出委員会は KEI の復活と WGS 衛星の予算増加を求める

House Appropriators Seek To Revive KEI, Boost Wideband Global

WASHINGTON — A U.S. House of Representatives panel recommended July 16 funding the Kinetic Energy Interceptor (KEI) program at
$80 million next year, despite the Defense Department's bid to kill the missile defense technology demonstration program as part of its
2010 budget request.
http://www.spacenews.com/military/house-appropriators-seek-revive-kei-boost-wideband-global.html

米空軍は T-Sat 地上セグメントの契約を終結

Air Force Terminates T-Sat Ground Segment Contract

WASHINGTON — The U.S. Air Force has officially terminated its $2 billion contract with Lockheed Martin to develop the ground
segment for the now-defunct Transformational Satellite (T-Sat) communications system, according to a June 8 Defense Department
announcement.
http://www.spacenews.com/military/air-force-terminates-t-sat-ground-segment-contract.html

NRO 米国家偵察局ディレクタ Scott Large 氏辞任

NRO Director Scott Large Resigns

WASHINGTON — U.S. National Reconnaissance Office (NRO) Director Scott Large tendered his resignation April 8 to Defense
Secretary Robert Gates, NRO spokesman Rick Oborn confirmed April 9.
http://www.spacenews.com/military/nro-director-scott-large-resigns.html

議員は DNI 国家情報長官 Dennis Blair の衛星画像システムの選定を糾弾

Lawmaker Blasts DNI’s Choice of Satellite Imaging Systems

COLORADO SPRINGS, Colo. — U.S. Director of National Intelligence (DNI) Dennis Blair has submitted a report to Congress
recommending the acquisition of a multibillion-dollar imaging satellite system that is the most expensive and highest-risk option that
could be pursued, according to a March 16 letter from U.S. Senator Christopher Bond (R-Mo.).
http://www.spacenews.com/military/index.php?pageno=3

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

September 17, 2009

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

ロッキード・マーチンの製造した新しいミサイル警戒衛星が主要な環境試験段階に入る

New Missile Warning Satellite Built By Lockheed Martin Begins Major Environmental Test Phase
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/0917_ss_sbirs-geo1tvac.html

September 16, 2009

先進軍事通信衛星 2 号機がロッキードマーチンで主要な環境試験を完了

Second Advanced Military Communications Satellite Completes Major Environmental Test At Lockheed Martin
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/0916_ss_2ndAEHF_Acoustic.html

September 15, 2009

Orion は一個の贅肉をそぎ落とした、すばらしい宇宙を享受するマシンになるべき

Orion to Be One Lean, Mean Space Faring Machine
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/0915_ss_orionAIP2009.html

September 03, 2009

最終的に近代化したロッキード・マーチン製造の GPS 衛星が世界中のユーザ向けに運用開始

Final Modernized Lockheed Martin-Built GPS Satellite Begins Operations For Users Worldwide
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/0903_ss_finalGPS.html

September 02, 2009

ロッキード・マーチンの Orion プログラムは CDR 細部設計審査に向けて発進

Lockheed Martin’s Orion Program Is "Go For CDR"
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/0902_ss_orion.html
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------------------------------------------Boeing News Releases

Sep. 15, 2009

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

ボーイングの F-15E レーダ近代化プログラムは新しい型番 AN/APG-82(v)1 を得る

Boeing F-15E Radar Modernization Program Receives New Designation
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=838

Sep. 14, 2009

ボーイングの FAB-T 衛星通信プログラムは初飛行試験を完了

Boeing FAB-T Satellite Communications Program Completes 1st Flight Tests
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=834

Sep. 11, 2009

ボーイングは NASA のペイロード・プロセッシング・オプション$1565M を受領

Boeing Receives $156.5 Million NASA Payload Processing Option
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=833

------------------------------------------Satellite Database Update 7-20-09 UCS (Union of Concerned Scientists)

2009 年 7 月 22 日 4:07

A new version of the UCS Satellite Database, which includes launches through July 1, 2009, has been posted at
http://ucsusa.org/satellites.

The

new

Excel

format

There are currently 902 active satellites in the database.

file

is

called

UCS_Satellite_Database_7_1-09.xls

and

the

tab-delimited

text

version

is

called

UCS_Satellite_Database_7-1-09.txt.
The versions in which the Name column contains only the official name of the satellite in the case of government and military satellites,
and

the

most

commonly

used

name

in

the

case

of

commercial

and

civil

satellites

are

called

UCS_Satellite_Database_officialname_7-1-09.xls and UCS_Satellite_Database_officialname_7-1-09.txt.

The changes to this version of the database include:
The addition of 19 satellites
The deletion of 8 inactive satellites
The addition of and corrections to some satellite data

We have incorporated your corrections and suggestions as we were able, and continue to welcome your comments.

Please do let us

know what you think of the new site!
The UCS Satellite Database Manager
SatelliteData@ucsusa.org
------------------------------------------中国・韓国 関連
------------------------------------------2009 年 9 月 22 日

人民網日本語版

有人宇宙ステーションのプロジェクト立上げへ
中国工程院は 21 日、「中国の科学技術プロジェクト 60 年の業績座

クトが「3 ステップ」の戦略計画に基づき、このほど第 2 ステップの第一段

談会」を北京で開催。中国工程院院士で中国有人宇宙飛行プロジ

階に入ったことを表明。神舟 6 号の数日間にわたる複数宇宙飛行士

ェクトの元総設計士である王永志氏は席上、「新中国成立以来の中

による飛行テストと神舟 7 号の船外活動を盛込んだ飛行テストが成功、

国の宇宙開発」をテーマに報告。それによると、有人宇宙飛行プロジェ

まもなく宇宙空間におけるランデブーおよびドッキングを展開し、フライト
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モデルの開発準備段階に入るとした。中国の有人宇宙ステーションな

述べた。中国の有人宇宙飛行プロジェクトは 1992 年に始まった。有人

ど後続プロジェクトの実施プランは現在、審議が進められている。22 日

宇宙船や信頼性の高いロケットが開発され、宇宙医学や宇宙生命科

中国新聞網伝。王氏はさらに、有人宇宙ステーションの実施プランが

学の研究も展開された。宇宙飛行士の選抜やトレーニングも始まり、

一旦確定すれば、10 年ほどで中国は長期的に軌道上を飛行する有

宇宙リモセンや宇宙科学実験装置も数多く開発され、無人テスト宇

人宇宙ステーションを有し、中国人の宇宙空間における長期的な滞

宙船 4 機と有人宇宙船 3 機の打上げに成功。中国は世界第 3 の独

在が可能とし、有人宇宙飛行は当然、より大きな効果を発揮すると

立して有人宇宙開発事業を展開できる国と。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6764742.html

------------------------------------------19/09/2009

RIA Novosti

中国はパキスタンの衛星製造を支援

China to help Pakistan build satellite

BEIJING, September 19 (RIA Novosti) - China will assist

Pakistan's Space and Upper Atmospheric Research Commission.

Pakistan in building a new communications satellite, Chinese
media reported Saturday from Islamabad. An agreement under
which China will grant a $200 million loan to Pakistan for satellite
construction was signed in Islamabad on Friday. The new
PAKSAT-1R is to replace PAKSAT-1, to last until 2011.
PAKSAT-1R could be orbited in two or three years' time. It will
be built jointly by China's Great Wall Industry Corporation and
http://en.rian.ru/world/20090919/156183706.html

------------------------------------------2009 年 9 月 17 日

人民網日本語版

中国初、女性パイロットが宇宙飛行士候補に
中国の第 2 期宇宙飛行士候補の選抜が始まり、第一段階の選抜

中から選ばれた候補者はまず 24 グループにわかれ、指定の軍隊医療

がこのほど終了。専門家チームの厳しい審査を経て、男性候補 30 人、

機関で身体検査とメンタル検査を受け、最終的に総合評定に基づき、

女性候補 15 人を選出。この 45 人はいずれも現役空軍パイロット。彼

45 人の候補者を選出。空軍の選抜責任者によると、30 人の男性候

らの中から最終的に男性 5 人、女性 2 人が選ばれる。今回の宇宙飛

補者はいずれも現役空軍戦闘機パイロット、一方の女性候補者はい

行士選抜では、有人宇宙飛行プロジェクトの実施以来、女性宇宙飛

ずれも現役の輸送機パイロット。この中の多くが四川大地震での救援

行士が初選抜された。第 2 期宇宙飛行士候補選抜作業は三段階に

活動や軍事演習など重要な飛行任務に参加した経験を持ち、飛行

分けて行われ、第一段階選抜が今年 5 月に始まり、空軍が選抜にあ

技術やメンタル面で非常に優れている。今回の候補者の最年長は 34

たった。基本条件の審査、健康・心理状態の審査、基本条件の再審

歳、最年少は 27 歳、平均年齢は 30.4 歳。45 人全員が大卒以上の

査、家庭状況の調査、総合評定の 5 段階にわけて審査。年齢や飛

学歴。(編集 KA)

行時間、等級、身体などの基本条件に照らし、全空軍のパイロットの
http://j.people.com.cn/95952/6760934.html

------------------------------------------2009 年 9 月 16 日

人民網日本語版

空軍初の女性の戦闘機パイロットが国慶節閲兵式に登場
2009 年の国慶節（10 月 1 日）では空軍初の女性戦闘機パイロット

門上空で空中閲兵に参加。（編集 YH）

が、中国空軍女性パイロットを代表し国産戦闘機を操縦して、天安
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http://j.people.com.cn/94475/6759078.html

http://j.people.com.cn/96160/6759108.html

------------------------------------------2009 年 9 月 16 日

人民網日本語版

10 月 1 日に初の女性戦闘機パイロットが天安門上空を飛行
10 月 1 日の建国記念軍事パレードで、空軍初の女性戦闘機パイロッ

りの飛行を達成した。1951 年以来、わが国の空軍は計 9 期 545 人の

トが編隊を組んで天安門上空を飛行し、わが軍初の女性戦闘機パイ

女性パイロット生を訓練し、328 人が卒業した。新中国の空飛ぶ女性

ロットの勇姿を示す。軍事パレード訓練飛行場では、若い女性パイロッ

兵士らは多くの奇跡と「初」を生んだ。（編集 NA）

トらが全身から英気を放っていた。飛行時の苦労について、彼女らは
多くを語らない。体力訓練に共に参加した男性パイロットは、「彼女ら
は女性飛行隊であり、女性隊ではない」と語る。訓練期間、女性パイ
ロットらは訓練の方法を真剣に研究し、飛行データを計算し、シミュレ
ーションを繰返し、複雑な気象条件の下で大編隊が雲を貫いて飛行
する際の特徴、操縦の要領、注意事項を入念に研究。短い訓練期
間に、彼女らは度重なる合同訓練で、毎回 1 秒 1m も遅れぬ時間通
http://j.people.com.cn/94474/6759314.html

------------------------------------------2009 年 9 月 23 日

人民網日本語版

国産旅客機「ARJ21-700」、改良調整段階へ
中国航空工業飛行試験研究院によると、中小型ジェット旅客機

きな試練が待ち受けている。今回、第 1 号機のために改良された CAS

「ARJ21-700」の第 1 号機が 2 カ月間の改良を経て、これまでで最大

システムは、飛行中の速度や圧力のデータを測定するもので、サイズが

の較正対気速度（CAS）システムを搭載し、9 月 16 日に西安・閻良空

大きいほどより正確な測定結果が得られる。第 1 号機に装着されたピ

港にて初の飛行テストに成功、本格的改良調整段階に入った。22 日

トーチューブは長さ 2m 半あり、同研究院の中でも最大。今後はさらに

「西安晩報」伝。この第 1 号機は 7 月 15 日、上海から西安への飛行

バラスト水管理システムを搭載し、有効に機体重心を調節する計画。

を無事終え、西安中国航空工業飛行試験研究院で安全性の改良

この日の飛行テスト成功を受け、同機は第二段階の本格的な改良

が加えられた。同機にはまだ多くの問題が存在、技術者らには今後大

調整に入る。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6765643.html

------------------------------------------2009 年 9 月 14 日

人民網日本語版

3 機目の ARJ21 機が初飛行に成功
中国が独自開発した 3 機目の ARJ21-700 新支線飛行機が 12 日、

スタンダードに照らした耐空性基準に基づき開発、米国連邦航空局

上海で初飛行に成功。この飛行機は「中国紅」をメインカラーとした中

（FAA）から受理された飛行機プロジェクトで、中国で初めて欧米など

に「7 色の虹」をデザインした初の飛行機。ARJ21 は中国がグローバル

先進国に販売される国産飛行機製品。（編集 YH）
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http://j.people.com.cn/94475/6756784.html

------------------------------------------2009 年 9 月 15 日

人民網日本語版

中国 4 カ所目の衛星発射センタ、海南省で着工
国務院と中央軍事委員会の承認を経て、海南衛星発射センタの

タは国内外の様々な軌道衛星の打上げ要求を基本的に満たすだけ

建設が 14 日、海南省文昌市で着工し、全面的な施工段階に入った。

でなく、中国のロケットが今後さらに国際的な商業衛星打上げに参加

この発射センタが完成すれば中国の発射場の配置は最適化と整備が

していく大きな可能性を提供し、中国の宇宙技術の発展における好

進み、宇宙航空事業の持続可能な発展の推進に重要な戦略的意

循環を促すと同時に、海南省のインフラ建設を推進するほか、観光業

義をもつ。新華社のウェブサイト｢新華網｣が 14 日伝えた。海南衛星

の発展を推進し、地域産業を繁栄させる上でも積極的な役割を果た

発射センタは発射場エリアや総合管制センタなどからなる。発射場エリ

す。海南衛星発射センタは 07 年 8 月、国務院と中央軍事委員会の

アは北緯 19 度前後に位置し、発射エリア・技術エリア・実験協力エリ

プロジェクト立上げの承認を経た。この 2 年間、国の関係部門と海南

ア・技術勤務保障システムなどにわかれ、無毒・ゼロ汚染の次世代大

省政府による密接な協力のもと、事業計画、実現可能性調査、初

型ロケットを使った、対地同期軌道衛星、大型極軌道衛星、大型宇

歩設計など一連の作業を終え、主体工事の建設条件を整えた。海

宙ステーション、超高空探査衛星などの打上げ任務を担当。発射セン

南衛星発射センタは 2013 年に完成し使用予定。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6757952.html

------------------------------------------2009 年 9 月 15 日

人民網日本語版

内蒙古で世界最大の太陽光発電所を建設へ
米 First Solar 社は 9 日、中国の関連部門とすでに合意を締結し、今

はさらに関連工場も建設し、発電所に必要な太陽電池モジュールや

後 10 年以内に内蒙古自治区・オルドスで世界最大の太陽光発電所

発電パネルを生産していく。プロジェクト建設は 4 期に分かれている。第

を建設することを明らかに。投資総額は 50 億から 60 億ドルに上る。14

1 期は 2010 年 6 月 1 日に起工し、完成後は 30 メガワットの発電が

日、科技日報伝。このことは、世界第 2 位の太陽電池メーカである米

可能となる。2 期と 3 期工事ではそれぞれ 100 メガワット、870 メガワッ

First Solar 社の中国市場進出を表す。また、米企業が中国の太陽

トの発電が可能となり、2014 年末に完成見込み。4 期工事はさらに規

光発電分野に大規模に進出したのはこれが初。同社は、オルドス市

模が大きくなり、1 千メガワットの発電が可能になる。2019 年末に完成

杭錦旗エネルギー化学工業基地に、設備容量 2 千メガワットの太陽

見込み。（編集 SN）

光発電所を建設する。プロジェクト敷地面積は 65 平方キロ m。同社
http://j.people.com.cn/95952/6757845.html

{関連ニュース} 低価格で有望な「薄膜太陽電池」：大規模契約続く

http://wiredvision.jp/news/200909/2009091122.html

------------------------------------------2009 年 9 月 10 日

人民網日本語版

第 6 回デジタルアース国際シンポジウム、北京で開幕
ISDE（International Society for Digital Earth）、中国科学院が共同

9 日、新華網伝。中国科学院の路甬祥・院長は開幕式で、「デジタル

で開催する「第 6 回デジタルアース国際シンポジウム（ISDE6）」が 9 日、

アースはすでに、世界で最もチャレンジ性を持ち、広範なけん引性を持

北京で開幕。今回のテーマは「デジタルアース・イン・アクション」。40 カ

つ科学技術分野の一つ。地球観測技術、地理情報システム、GPS、

国以上の科学者、企業家、専門家など 1 千人が参加し、デジタルア

ネットワークセンシング、通信技術、バーチャルリアリティ技術、グリッド・コ

ースの理論と技術および、その応用をめぐって研究・交流・協力を行う。

ンピューティング技術などが高度に組合わさったものであり、人類社会の

16

発展に更なる貢献が期待できる」と述べた。中国は 1999 年に第 1 回

と応用目標を検討し、地球の変化や持続可能な発展に向けたデジタ

デジタルアース国際シンポジウムを開催しており、今シンポジウムは中国

ルアースによるサポートの研究を深め、国民経済と社会の持続可能な

で 2 度目の開催。シンポジウムでは、参加者らがデジタルアース理論、

発展、環境保護、災害管理、自然資源・世界遺産保護など、多方

技術、応用についての国際交流・協力を強め、デジタルアースの発展

面でデジタルアースが役立つよう促進していく。（編集 SN）

http://j.people.com.cn/95952/6753497.html

------------------------------------------2009 年 9 月 7 日

人民網日本語版

中国 世界初のオールパス型量子暗号通信ネットワークが完成
中国科技大学の潘建偉・教授率いる研究チームがこのほど、合肥で

子通信端末設備と光量子制御スイッチ、高性能パスワード生成・管

世界初となるオールパス型量子通信ネットワーク（全域通過回路型量

理システムなどの要となる設備や技術を開発、上述の量子通信システ

子通信網）を完成させ、音声を使ったリアルタイムでの量子暗号通信

ムの機能をさらに拡張した５ノードのスター量子通信ネットワークを合肥

が初めて実現。中国科学院が主宰した「MAN（Metropolitan Area

で完成。これまでの 3 ノードのネットワークに比べて、５ノードネットワーク

Network）量子通信技術」成果鑑定会で明らかに。6 日「科学時報」

は世界初のオールパス型量子通信ネットワーク。2 組のユーザ間で初め

伝。鑑定委員会はこの成果を、同類の技術において、国際的にも先

て、互いに影響を及ぼさずに同時に通信することに成功。同ネットワー

進的なレベルにあると見ている。潘建偉研究チームは中国科学院・科

クのユーザ間距離は 20 キロまで伸ばすことが可能で、中型都市までカ

学技術部らのサポートのもと、長年の努力を経て、08 年に商業用光フ

バーできる。同ネットワークは「相互連絡・相互通信」と「信頼できる中

ァイバー網を基礎とした、光ファイバ量子暗号通信の原型となるシステ

継システム」という 2 つの重要な量子通信グループネット方式に対応し

ム開発に成功、合肥で世界初となる光量子電話ネットワークを作上げ、

ており、また上級ユーザから下級ユーザに対する通信権の管理も可能

絶対に安全な量子暗号通信ネットワーク実験研究を行う 2 大研究チ

となった。この成果により、量子通信システムグループネットとその拡張

ームの 1 つと報道された（もう 1 チームは欧州の共同実験チーム）。米

能力が初検証された。このことは、大規模な拡張が可能な量子通信

「サイエンス」誌は「量子電話」というタイトルでこれを報道し、「量子によ

技術の成熟を示し、量子通信の実用化・産業化がまた一歩前進した

るプライバシ保護が一般家庭で利用される時代も遠くはないだろう」と

と言える。（編集 SN）

評論。潘建偉研究チームはこれらの基礎の上にさらに努力を重ね、量
http://j.people.com.cn/95952/6750250.html
------------------------------------------2009 年 9 月 4 日

人民網日本語版

エアバス天津組立ライン 2011 年には年間 48 機を組立て
エアバス天津組立ラインで組立てられた 4 機目の A320 シリーズ機が 3

で最も多くのエアバス機を所有している。現在はエアバス機 147 機を所

日、中国東方航空株式有限公司に引渡された。東方航空が中国で

有しており、うち A320 シリーズは 107 機。現在、天津組立ラインで組立

組立てられたエアバス A320 型機を導入したのはこれが初。新華網が３

てられているエアバス A320 シリーズは A320 と A319 の 2 種。エアバス

日に伝えた。同機種はビジネスクラス 8 座席とエコノミークラス 150 座席

天津組立ラインは今年 11 機の A320 シリーズ機を組立て予定で、その

を有する。東方航空は 1985 年、中国の航空会社として初めてエアバ

うち A320 型機は 7 機、A319 型機は 4 機。今後は生産量を絶えず増

ス機（A310 型機）を導入しており、現在中国およびアジア太平洋地域

加させ、2011 年には毎月 4 機、年間 48 機を組立て予定。（編集 SN）

http://j.people.com.cn/95952/6748439.html
------------------------------------------2009 年 9 月 4 日

人民網日本語版

中星微集団、ASB の映像監視業務買収
中国の半導体大手・中星微集団（Ｖｉｍｉｃｒｏ）傘下の中星電子はこの

サービス・開発能力を買収。今後、両社は映像監視に関わる製品と

ほど、通信機器メーカの上海ベルアルカテル社（ASB）の ViSS 映像監

市場において協力を継続していく方針。「科技時報」が 3 日伝えた。

視業務を買収する協議を取り交わした。ASB の ViSS 映像監視システ

中星微集団の障ﾅ中翰 CEO は、「ASB の ViSS 映像監視業務の買

ムは業界では最も安定した通信キャリアレベルの映像監視ソリューショ

収は、わが社にとって中国のセキュリティ業界に全面的に打って出る一

ンのひとつとして知られる。中星電子は、ASB の ViSS 映像監視業務

里塚のような戦略的意義がある。今回の買収によって中国のセキュリ

の中国におけるすべての資産・工場・設備・在庫・契約・知的財産権・

ティ産業は独自の知的財産権をもつ総体的な技術を手に入れた」と
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述べた。中国ではここ数年、都市安全プロジェクト、五輪セキュリティプ

り、中国メーカは肝心の発言権もないばかりか、国の安全保障の確保

ロジェクト、各地・各業界のセキュリティプロジェクトなど映像監視システ

にも不利な状況にある。障ﾅ氏は、「国家重点プロジェクトやファイナン

ムの需要が増し、市場全体の規模も急速に拡大している。その発展

スセキュリティにとっても、中国のセキュリティメーカがコア技術を掌握する

速度は比較的速く、アナログからデジタルへの過渡期といった 2 つの傾

ことは大切」と指摘。(編集 KA)

向がみられる。しかし、中国のセキュリティ産業にはコア技術が欠けてお
http://j.people.com.cn/95952/6748933.html

------------------------------------------2009 年 9 月 1 日

人民網日本語版

中国初の宇宙ステーション、2020 年ごろ打上げへ
このほど大連で行われた中国宇宙科学学会第 7 回学術年会で、補

れ、スペースラボとのドッキング実験が行われる。顧逸東氏によると、中

給品などを輸送できる有人宇宙船「神舟」と宇宙ステーションの中心モ

国はさらに有人宇宙ステーションを建造し、長期的に人が滞在してメン

ジュールがそれぞれ酒泉と海南の発射センタから打上げられることが明

テナンスを行う大規模な宇宙科学任務を展開していく。2020 年ごろに

らかに。31 日「法制晩報」伝。有人宇宙飛行プロジェクト応用システム

宇宙ステーションの中心モジュールと実験棟を打上げ、有人貨物輸送

の総指揮および総設計士を務める顧逸東氏は会議上、「有人宇宙

宇宙船を使って補給品などを宇宙ステーションに送り込む。顧逸東氏

ステーション--宇宙科学を発展させる大きなチャンス」と題する報告を

によると、中国は現在、大型ロケットを開発しているほか、海南・文昌

行った。中国有人宇宙飛行 2 期計画の一段階目はすでに全面的に

に新しい発射場も建設している。完成すれば、汚染・公害のない次世

展開されており、2010 年から 2015 年までに、2 つから 3 つのスペースラ

代ロケットと新型宇宙船の打上げというニーズを満たすことができる。

ボが打上げられる。寿命は 2 年で、多くの無人・有人宇宙船がこれとド

（編集 SN）

ッキング予定。「神舟 8 号」などの宇宙飛行船も同期間中に打上げら
http://j.people.com.cn/95952/6744995.html
------------------------------------------2009 年 9 月 3 日

人民網日本語版

次世代ロケット「長征 6 号」、2013 年に完成へ
中国のロケット「長征」シリーズに新たなロケット「長征 6 号」が加わった。

現在、鍵となる技術とコンソールの研究・開発が進められている。同研

このほど、関係部門が「長征 6 号」プロジェクトを正式に認め、中国航

究院は関連会議で、短期的な開発業務の要点を明確に打ち出すと

天科技集団公司(CASC)第 8 研究院によるロケットの開発が本格的

ともに、開発の質を確保しつつ、健全で革新的な管理体制を構築し、

に始まった。2 日中国新聞社伝。中国航天新聞網によると、「長征 6

一日も早く開発任務を成し遂げるべく、技術攻略に力を入れるよう開

号」は中国の無毒・ゼロ汚染の次世代ロケットで、数多くの新技術が

発チームに求めた。CASC 第 8 研究院は昨年から科学者による次世

国内で初使用され、開発が難しいとされる。第 1 号ロケットは 2013 年

代ロケットの全体計画の論証と核心技術の攻略を展開。CASC が昨

に完成見通し。CASC 第 8 研究院はこのほど、「長征 6 号」全体計画

年 7 月に「長征 6 号」の開発を第 8 研究院が担当することを決めると、

の論証を終え、開発に関する全過程の計画を確定して各システム責

同研究院は直ちに開発チームを立上げ、プロジェクト申請に向けた調

任者を明確に割当て、システムごとの主技術プランを基本的に固めた。

整・論証・計画作成などの作業に全面的に取組んできた。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6747431.html
------------------------------------------2009 年 9 月 1 日

人民網日本語版

打上げに失敗したインドネシア衛星、軌道修正可能
北京時間 8 月 31 日午後 5 時 28 分に四川省の西昌衛星発射セン

に乗ることができなかった。

タから「長征 3 号乙」ロケットに搭載して打上げられたインドネシアの通

通信衛星「Palapa-D」を製造したタレス・アレニア・スペース社によると、

信衛星「Palapa-D」は、1・2 段目のロケットは正常に発射されたものの、

8 月 31 日午後 11 時、同衛星との通信が確保されたという。衛星は正

3 段目のロケットの点火時に異常事態が発生、衛星は予定した軌道

常状態を保っており、予定軌道への修正は可能。（編集 KM）
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http://j.people.com.cn/95952/6745444.html
------------------------------------------2009.08.31 YTN

韓国

宇宙コア基礎固有技術に 17 項目の課題選定
宇宙分野のコア基礎固有技術 17 項目が新規課題に選ばれ開発さ

赤外線センサ開発」と「宇宙用電機電子部品保証技術開発」など 6

れる。教育科学技術部は宇宙基礎固有技術開発事業推進委員会

項目の課題には 3 年の間約 40 億ウォンが支援される。宇宙基礎研究

が宇宙コア技術 6 項目と宇宙基礎研究課題 11 項目を 2009 年度新

事業に選ばれた 11 の大学研究室にもこれから 5 年間 1 課題当たり

規支援課題として選定したと発表。宇宙コア技術に選ばれた「宇宙用

約 2 億ウォンが支援される予定。

＜宇宙コア技術開発の課題＞
技術分野
ロケット

衛星

衛星活用

課

題

名

・ 熱保護用耐熱 SiC（Silicon Carbide）複合材料および軽量化技術開発
・
・
・
・

宇宙用電気電子部品の保証技術開発
宇宙用赤外線センサ開発
衛星用 S 帯域 TCTM（Total Cycle Time Management）デジタル送受信器開発
次世代宇宙用の高速資料処理装置開発

・ 災難管理のための衛星/TETRA 兼用サービスのテストベッド開発

＜宇宙基礎研究の課題＞
技術分野

ロケット

衛星

課
・
・
・
・

題

名

液体ロケット ターボポンプの極低温 multi-phase flow に対する高精密シミュレーションおよび設計研究
灯油/液体酸素推進剤ロケットエンジンの火炎構造および燃焼不安定解釈技術開発
宇宙飛行体の構造軽量化のための並列環境での最適設計研究
超耐熱/超高温セラミック複合材料製造技術

・ sub-meter 級高解像度光学搭載体の性能向上のモジュール化したハイブリッド型の微細振動絶縁装置開発
・ 衛星 SAR 搭載体のための高電力効率、超軽量基板集積 Active Phased Array システム研究
・ 衛星モメンタム活用のコア要素技術開発

宇宙探査

・ 宇宙探査用の高比推力電気推力機システムのコア技術開発
・ 難地域探査開発研究
・ 分光器を活用した宇宙資源探査

衛星活用

・ 科学技術衛星 2 号搭載体データ活用およびコア技術検証研究

------------------------------------------2009.08.28 聯合ニュース

政府の羅老号調査委が始動、フェアリング分析に焦点
韓国初の人工衛星搭載ロケット「羅老（ナロ）号」（KSLV-Ⅰ）の軌道

究所の専門家で構成された。2007 年に外部の宇宙専門家で構成さ

進入失敗原因を究明するため、韓国政府の独自調査委員会が 28

れた宇宙事故調査委員会には所属せず、羅老号の軌道進入失敗

日に初会議を行い、本格的な活動に入った。委員会は教育科学技

原因の究明に向け一時的に運営される。 調査委員会は、共同開発

術部高官や韓国航空宇宙研究院幹部をはじめ、産業界、学界、研

したロシアとの調査委員会の調査結果をより客観的に検証するために
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発足したと説明。衛星を覆う保護カバー、フェアリングの片側が分離し

部分で、韓国の独自技術で開発した羅老号 2 段目（上段）ロケットの

なかった点に焦点を当てて活動すると伝えている。ただ、フェアリング未

一部をなしている。1 段目の液体燃料推進機関は全面的にロシア側

分離の原因については先に韓国・ロシア共同調査委員会の十分な分

が担当した。これに対し、政府は以前、フェアリング部分も共同開発プ

析が必要となることから、早期の結果導出は難しいものとみられる。両

ロセスでロシアが総括的に技術支援を行っているとの立場を示した。

国の契約に基づく業務分担基準で見ると、フェアリングは韓国側が担う
------------------------------------------2009.08.26 大田日報

消滅した科学技術衛星 2 号「双子」待機中
8 月 25 日打上げられた韓国型発射体ナロ号(KSLV-1)にのせられて

人工衛星研究センタによると、2002 年科学技術衛星 2 号を製作する

宇宙へ向かって打上げられた「科学技術衛星 2 号」が軌道進入に失

時、同じ規格と性能を持った衛星を 2 機製作。普通は費用問題で 1

敗し、大気圏で消滅したことで結論が出された中で、今後 2 次打上げ

機だけを開発するが、ロシア側とナロ号を 2 度打上げることで合意した

の際にロケットに搭載される「双子」衛星に関心が集まっている。KAIST

だけに、2002 年開発初期から 2 機を製作した。

-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-09-23-Wed

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200909

SpaceNews(9/21)

http://www.spacenews.com/civil/russia-delays-phobos-grunt-mars-mission-until-2011.html

■[深宇宙探査] ロシア、火星探査機 Phobos-Grunt の打上げを 2011 年に延期
当初は今年 10 月に Zenit ロケットで打上げ予定だったが、Roscosmos は 9/21 に 2 年後の打上げウィンドウに延期を決定。衛星試験が打上げに
間に合わない見込みによる。

Flightglobal(9/11)

http://www.flightglobal.com/articles/2009/09/11/332186/cash-shortage-freezes-uk-moon-mission.html

■[深宇宙探査] 英国、資金難で月ペネトレータ計画を中断

2009-09-21-Mon

AviationWeek(9/20)

http://www.flightglobal.com/articles/2009/09/11/332186/cash-shortage-freezes-uk-moon-mission.html

■[ロケット] SpaceX 社、Falcon 9 初号機に Dragon カプセルの QM を搭載する計画に変更
当初、初号機は民間衛星用の直径 5m フェアリングの飛行実証計画だったが、Dragon カプセルの QM 品を搭載する計画に変更した。
コメント： Dragon は多分直径 3.6m です(公表図から見る限り)

2009-09-19-Sat

Spaceflightnow(9/17) JAXA プレスリリース(9/18)

http://www.spaceflightnow.com/h2b/htv1/090917arrival/

http://www.jaxa.jp/press/2009/09/20090918_htv_j.html

■[実用衛星] HTV の ISS へドッキング完了
今回の HTV 捕捉は、ISS では初の free-flyer capture だったが、計画通り進行。
コメント： キャプチャの瞬間の NASA TV の動画がこちら(SpaceRefCanada)にアップされています。

SpaceNews(9/18)

http://www.spacenews.com/civil/esa-designing-docking-mechanism-for-space-station.html

■[機関] ESA と NASA、宇宙輸送系に関する MOU に調印
欧州と米国間での関連技術のやりとりに関して過度の規制をかけないことを合意。
NASA and ESA on Sept. 11 signed a broad memorandum of understanding on space transportation systems that ESA officials say
should result in greater compatibility and interoperability in orbital hardware and launch vehicles.
Antonio Fabrizi, ESA’s launcher director, said Sept. 18 that the agreement is unprecedented in that it permits both agencies to work on
developing common elements for rocket and orbital hardware systems without undue burdens from each side’s technology transfer
regulations.

SpaceNews(9/18)

http://www.spacenews.com/launch/air-force-moving-toward-block-purchases-eelv-launchers.html

■[機関] USAF、EELV の調達方式を複数機同時契約に変更を検討中
一括発注によるコストダウンと製造の整流化による打上げ数増加対応を目的に、打上げる衛星を決めずに（いわゆる "White tail 機体を）複数機
同時発注する方式に変更することを検討中。また、製造設備維持のために Boeing と Lockheed Martin にそれぞれ支払っている Launch Capability
契約についても、ULA 社に一括契約することを検討中。

SpaceNews(8/31)

■[ロケット] Aerojet 社、NK-33 エンジン製造の再開の可能性を検討中
Aerojet 社は OSC 社の Taurus2 ロケット 1 段用に、米国版 NK-33 である AJ26-62(ジンバルとアクチュエータは米国製)の提供を決めているが、こ
れはストック品(米国内に 37 個＋ロシア内在庫)を使うことが前提。ただし、今後の Taurus2 の増産の可能性や、ロシアが Soyuz 2-3 のドラフトデザ
インでサステナエンジンとして NK-33-1(能力増強版)を検討していることなどから、製造ライン再開の可能性を米ロで検討している。製造ラインはロシ
アに作る案とロシアとアメリカに 2 箇所作る案があるとのこと。

Spaceflghtnow(9/18)

http://www.spaceflightnow.com/proton/nimiq5/

■[ロケット] ILS 社、Proton ロケット打上げに成功
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Spaceflightnow(9/17)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0909/17soyuz/

■[ロケット] ロシア、Soyuz 2-1b ロケットの打上げに成功

2009-09-16-Wed

JAXA プレスリリース(9/16)

http://www.jaxa.jp/press/2009/09/20090916_sac_h2bf1_j.html

■[ロケット] H-IIB 初号機打上げ速報
コメント： これまでリリースされていなかったロケット側から撮影した HTV 分離画像が入っています。

2009-09-15-Tue

H2A/H2B ロケット打上げレポート

http://blog.livedoor.jp/h2a_f8/archives/51291011.html

■[ロケット] H-IIB 初号機第 2 段は大気圏突入した模様
コメント： 私もチェックしましたが、HTV は 15 日 7 時(UTC)のエポックデータがあるけれど H2B R/B は 14 日 3 時(UTC)で更新が止まっているので 14
日の昼から夜にかけての間に再突入した模様。さすがに投入高度が低いと寿命も短い。

JAXA プレスリリース(9/15) http://iss.jaxa.jp/htv/htv1_fd06.html

■[実用衛星] NASA、HTV 実証機(HTV-1)の ISS 接近を承認

SpaceNews(9/14)

http://www.spacenews.com/earth_observation/orbital-lands-first-minotaur-launch-contract.html

■[ロケット] OSC 社、Minotaur 5 初号機での NASA 月探査衛星打上げを契約
Minotaur 5 は PeaceKeeper ICBM に第 4 段と第 5 段を追加したロケットで、地球脱出軌道に 400kg, GTO に 650kg の打上げ能力がある。

SpaceDaily(9/15)

http://www.spacedaily.com/reports/China_Begins_New_Space_Center_Construction_999.html

■[機関] 中国、長征 5 ロケット用の海南島射場の建設に着手
北緯 19 度と、中国で最も南に位置する射場。完成は 2013 年の予定。

2009-09-11-Fri

JAXA プレスリリース(9/11)

http://www.jaxa.jp/press/2009/09/20090911_h2bf1_j.html

■[ロケット] JAXA、H-IIB 初号機打上げに成功

Spaceflightnow(9/10)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0909/10ares1/

■[ロケット] NASA/ATK、Ares I 1 段(5 セグメント RSRB)の地上燃焼試験に成功

2009-09-10-Thu

CommercialSpaceWatch(9/8) http://www.comspacewatch.com/news/viewpr.html?pid=29127

■[ロケット] SpaceX 社、Astrium 社から衛星打上げを受注
Astrium か、最近 Astrium が買収した小型衛星の SSTL 社の衛星を打上げ

2009-09-09-Wed

NASA プレスリリース(9/8)

http://www.nasa.gov/offices/hsf/related_documents/summary_report.html

■[機関] 米国の有人宇宙探査評価委員会(Augustine 委員会)、サマリ・レポートを公開
全部で 5 つのオプション(うち、Option 4 には 2 つ、Option 5 には、輸送系の選択で 3 つのバリエーション)を提示。主要結論：
*現在の予算では LEO 以遠の有人探査は実現不可能。2014 年までに$3B/year まで増額して、その後もインフレ率と同等の伸び(現計画はインフ
レ率-1%)とすればオプションが成立する。
*ISS へのクルー輸送はコマーシャルサービスに委託し、NASA は LEO 以遠及び新技術の開発にリソースを集中すべき。
*シャトル引退は現実的な打上げ計画では FY2011Q2 と見込まれ、この時期までの予算を確保すべき。
*シャトル退役後の米国の有人輸送ギャップは最低 7 年(NASA の見込み+2 年)は見込まれ、これを短縮する案はシャトル延命しかない。
*ISS を 2015 年で運用停止することは米国の利益にならず、2020 年までは延長すべき。
*LEO 以遠の有人探査計画としては、現在の月面着陸を最初に目指すオプションの他に、月・ラグランジュ点・火星などの周回軌道上に人を送り
込み、地上探査はロボット探査とするオプション(Flexible Option)もあり得る。どちらも可能性はあり、排他的なものではない。直接火星を目指すの
は技術ハードルが高い。
*輸送系としては、現 Ares I + V のオプションの他に、Ares V Lite *2, EELV 派生型, シャトル派生型があり、それぞれに長所と短所がある。
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コメント： 最終的結論としては特定オプションを推奨してはいませんが、前の方を読むと委員会の推奨が見えてきます。読み解けるところいくつか：

*ISS の延命はかなり強い調子で求めています。25 年かけてつくって 5 年で運用終了するのは愚かだ、と書かれています。
*委員会の本命は、ISS への物資/クルー輸送は民間に任せて、NASA は Ares V Lite 2 機で LEO 以遠の探査に専念する、というオプションのよう
に思われます。特に Ares I による ISS クルー輸送については、時期も間に合わずコストも高い、と否定的です。
*打上げ能力向上策として、軌道上への燃料輸送(いわゆる"Depot")が数カ所に出てきており、今後構想の本格化が予想されます。
*シャトル派生型(Direct プランのこと)については、開発費は抑えられるが製品費が上昇することが懸念として挙げられています。
*EELV 派生型は、打上げ能力が少ないために打上げ回数が増えることが問題とされています。解決策として、NASA が自ら開発/運用を行う開発
方式をやめること(USAF のようにメーカに開発を委託すること)でコストを下げられるとしていますが、NASA の強みを否定することになるので、現実味が
あるかどうかは疑問があると思います。

Spaceflightnow(9/8)

http://www.spaceflightnow.com/atlas/av018/

■[ロケット] ULA 社、Atlas V により PAN 衛星を打上げ
衛星ミッションは、政府ミッションであることの他は公表されていないが、Ultra-High Frequency Follow-On (UFO) 衛星の新旧交代の間の Gap
Filler 衛星と見られている。衛星が軽いことから、SECO1 から約 90 分のコースト後再着火(約 2 時間のミッション)、GTO 近地点約 7300km に投入。

2009-09-08-Tue

SpaceNews(9/7)

http://www.spacenews.com/launch/eutelsat-moves-from-sea-launch-ils.html

■[実用衛星] Eutelsat 社、W7 衛星打上げロケットを SeaLaunch から ILS に変更
SeaLaunch との契約解除ではなく、現契約は、現状未定ではあるものの、今後の衛星に振り替えるとのこと。

2009-09-05-Sat

NASA Spaceflight(9/4) http://www.nasaspaceflight.com/2009/09/investigation-sts-127-ssme-1-found-340-leaks/

■[ロケット] NASA/PWR、STS-127 帰還後のエンジン検査で SSME ノズル再生冷却チューブに 100 箇所以上の漏れを検出
通常の飛行後検査の中で、STS-127(2J/A ミッション)の No.1 エンジンから発見された。チューブは A286 製でホットガス側から 100 箇所以上(追加
情報によれば 340 箇所)の漏れ箇所が発見された。NASA は不具合調査チームを招集。

2009-09-04-Fri

SpaceNews(9/3)

http://www.spacenews.com/launch/spacex-lands-orbcomm-launch-contract.html

■[ロケット] SpaceX 社、Falcon 1e による Orbcomm 社の衛星 18 機の打上げ契約を受注
最初の打上げは 2010 年第４四半期にも実施される予定で完了は 2014 年の見通し。

2009-09-03-Thu

NASA プレスリリース(9/1) http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/sep/HQ_09-202_Orion_Passes_PDR.html

■[有人宇宙] NASA、Orion の PDR を終了
こちらの PDF ファイルに各種試験や NASA の工場の写真が満載。WhiteSands で実施するアボート試験のトレーラ管制室も出てきます。

SpaceDaily(9/3)

http://www.space-travel.com/reports/XCOR_Powers_Up_The_Lynx_5K18_Rocket_Engine_Test_Program_999.html

■[ロケット] XCOR 社、Lynx 用のエンジン燃焼試験のフェーズ 1 に成功
5K18 エンジンは XCOR 社が開発中の Lynx サブオービタル機のエンジンで、着火及び定常燃焼に成功。今後チューニングを行うフェーズ２に移行。

2009-09-02-Wed

中国航天新聞(Google 翻訳)(9/2)

http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=zh-CN&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.china-spacenews.com%2Fn435777%2Fn502211%2F61025.html

■[ロケット] 中国、全段 LOX/LH2 の長征６号の開発計画を承認
2013 年に工場出荷

2009-09-01-Tue

コメント： 開発中の長征 5 号とは別。

Spaceflightnow(8/31)

NASA Spaceflight(8/31)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0908/31longmarch/
http://www.nasaspaceflight.com/2009/08/chang-zheng-3b-suffers-third-stage-problem-palapa-d/

■[ロケット] 中国、長征３Ｂの打上げ失敗。第３段再着火で異常発生
インドネシアの衛星の軌道投入に失敗。第３段は LOX/LH2 ステージで YF-75 エンジンが 2 台搭載されている。第３段が再着火に失敗したのか早
期停止したのかはまだ不明確。 長征３Ｂは４本の液体ブースタが付いた大型ロケットで、LEO に 11.2ton, GTO に 5.1ton の打上げ能力がある。
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Spaceflightnow(8/31)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0908/29mediumlift/

■[ロケット] NASA、Delta 2 の後の中型衛星打上げには Falcon 9 か Taurus 2 を使う方針
2011 年の最後の Delta 2 ミッションの後は 2014 年まで中型衛星打上げは計画されておらず、ロケット調達が見込まれる 2012 年までには、現在の
開発計画では両ロケットとも開発完了見通し。
------------------------------------------今週の軍事関連ニュース

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

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

http://www.defensenews.com/

Published: 21 September 2009

By william matthews

より安全、より単純なロケット燃料

A Safer, Simpler Rocket Fuel

USAF, Experts Explore Use of Aluminum-Ice Propellant
The U.S. Air Force is funding the development of a new rocket

test flight of the propellant ALICE - so named for its ingredients,

fuel that promises to be as powerful as current propellants, but

aluminum and ice. The rocket accelerated to 200 miles per hour

safer

and

in 0.8 seconds, said Timothee Pourpoint, an aeronautics and

environmentally benign. It's made from a frozen mixture of finely

astronautics professor at Purdue. That's a promising start, but

powdered aluminum and water. In August, the Air Force, NASA

not better than current propellants, he said. ALICE developers

and scientists from Purdue and Pennsylvania State universities

are convinced they can do better. "We have a lot of ideas on

launched a 9-foot rocket 1,300 feet into the air during an initial

how to improve performance," Pourpoint said. (後略)

and

simpler

to

handle,

possibly

cheaper

http://www.defensenews.com/story.php?i=4286114&c=FEA&s=TEC

------------------------------------------C4ISR Journal
September 17, 2009

http://www.C4ISRJournal.com/

By Ben Iannotta

Gates 国防長官： 新しいサイバー傍受機関は、無し

Gates: No new cyber-eavesdropping agency

With the Obama administration’s cyber policy in limbo, Defense

of Homeland Security with a parallel position as a deputy at NSA.

Secretary Robert Gates expressed what he called a “personal

Gates spoke Sept. 16 at the Air Force Association conference in

opinion” that the United States does not have the money or

Washington. Gates also briefly discussed the efforts of the

people to set up a separate National Security Agency to secure

military services to carve cyber roles in the defense of military

cyberspace on the U.S. home front. To protect “civil liberties,”

networks. He said he has directed the services to fill their

Gates suggested that the administration assign an official to a

cybersecurity training billets as a top priority.

“double hat” role as the cybersecurity head at the Department
http://www.c4isrjournal.com/story.php?F=4282052

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

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

21-Sep-2009 日本の新しい防衛相はアフガンのサポート任務を終了予定 New Japanese defence minister to end Afghan support mission
Japan's new defence minister, Toshimi Kitazawa, has said that he will terminate the Maritime Self-Defense Force's (MSDF's) refuelling
operations in the Indian Ocean when the...

18-Sep-2009 オバマ大統領は欧州の BMD 計画を再振出しに

Obama recasts Europe-based BMD plans

US President Barack Obama announced on 17 September a considerable strategic shift for ballistic missile defence (BMD) in Europe
that will forego the planned ground-based...

18-Sep-2009 Sugar 氏は Northrop Grumman CEO を退任する

Sugar retires as Northrop Grumman CEO

Dr Ron Sugar has announced his retirement as chief executive officer (CEO) of Northrop Grumman after six years at the helm, while the
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group's ...
------------------------------------------[平山ニュース]

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
HTV

・9/19 乗員が入室 /// ・9/18 ISS に結合

9/17 1555GMT 打上成功:気象衛星 Meteor M1,Soyuz/Fregat,Baikonur
9/17 1919GMT 打上成功:放送衛星 Nimiq5(加),Proton/Breeze M,Baikonur
9/14 中国 4 番目の宇宙基地 海南島で着工(経)
9/12 0053GMT 帰還:Discovery,STS-128(ISS 17A),DFRC
9/11 0619JST 放球成功:圧力気球飛翔性能試験,大気球放球実験 B09-07 号,大樹
9/11 0201JST 打上成功:宇宙ステーション補給機 HTV,H2B 試験機,種子島

・9/12 運用検証試験 終了

9/9 オリンパス CM に若田飛行士 9/12 放映(時)
9/8 宇宙飛行士候補に金井宣茂氏
9/8 2135GMT 打上成功:(用途非公開)PAN,Atlas5/Centaur,Cape Canaveral
9/8 ISS を 2020 まで延長を 米専門委員会報告(共,朝,読,時,NHK)
9/5 まいど 1 号 今月末に運用停止へ(読,共,産)
9/4 気象庁 次期「ひまわり」運用を PFI 方式へ(毎)
8/31 0928GMT 打上失敗:通信衛星 Palapa D1(Indonesia),長征 3B,西昌
[予定]
9/23 1200-1300GMT 打上:ミサイル防衛技術試験 STSS Demo,Delta2,Cape Canaveral
9/23 打上:海洋観測衛星 Oceansat 2,PSLV,Sriharikota
9/19 1200-1300GMT 打上:ミサイル防衛技術試験 STSS Demo,Delta2,Cape Canaveral
HTV ・9/18 0400-0510 頃 ISS アームでキャプチャ,0700-0800 頃 ISS に結合,ライブ中継あり /// ・9/17 1824,2126JST 第 2 回軌道調整
9/17 1555GMT 打上:気象衛星 Meteor M1,Soyuz/Fregat,Baikonur
9/17 1919GMT 打上:放送衛星 Nimiq5(加),Proton/Breeze M,Baikonur
9/15 打上:気象衛星 Meteor M1,Soyuz/Fregat,Baikonur
9/11 0201JST 打上:宇宙ステーション補給機 HTV,H2B 試験機,種子島
9/10

2305GMT 帰還:Discovery,STS-128(ISS 17A),KSC

9/8 2135-2345GMT 打上:(用途非公開)PAN,Atlas5/Centaur,Cape Canaveral
[EVENT]
10/20 技術試験衛星 VIII 型「きく 8 号」成果・利用シンポジウム,一橋記念講堂
JAXA 施設一般公開

10/17 JAXA 筑波宇宙センター特別公開 /// 10/4 増田宇宙通信所 /// 10/3 JAXA 地球観測センタ

10/17-11/29 日本天文学会創立 100 周年記念・世界天文年 2009 巡回企画展
「ガリレオの天体観測から 400 年 宇宙の謎を解き明かす」, 名古屋市科学館
10/4-10 World Space Week
9/24 EarthCARE シンポジウム「地球温暖化を見つめる目」, 富士ソフトアキバプラザホール
9/21 JAXA 調布航空宇宙センター「空の日・宇宙の日」イベント
9/21 「宇宙の日」ふれあいフェスティバル 2009,三鷹市公会堂/JAXA 調布
9/19-20 宇宙開発フォーラム 2009,東大(本郷)
9/18 災害監視のためのリモセン利用に関するワークショップ, イタリア文化会館(東京)
9/17-30 オリンパス特別写真展「Eyes to the Earth -宇宙(そら)と大地から-」, オリンパスギャラリー東京
9/13 市民シンポジウム 小惑星探査機「はやぶさ」の物語,京都市青少年科学センター
9/12-11/29 ロケット展,富山市天文台
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9/12-27 ISAS パネル巡回展 日本の宇宙開発の歴史,徳島県立あすたむらんど
9/12 宇宙の日
[学会]
10/19-22 16th AIAA/DLR/DGLR International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference,Bremen,Germany
10/16 申込締切:第 50 回航空宇宙原動機・宇宙推進講演会,3/4-6,宮崎観光ホテル
10/15-16 第 22 回マイクロエレクトロニクスワークショップ,つくば国際会議場
10/12-16 60th IAC(国際宇宙航行会議),大田(韓国)
10/9 申込締切:第 18 回スペース・エンジニアリング・コンファレンス, 2010/1/29,東工大(大岡山)
10/5 申込締切:AAS/AIAA Space Flight Mechanics Winter Meeting, 2010/2/14-18,San Diego,California
9/25 申込締切:第 6 回宇宙環境シンポジウム,10/29-30,北九州国際会議場
9/14-17 AIAA SPACE 2009 Conference & Exposition,Pasadena
9/13-16 JSME2009 年度年次大会,岩手大学
9/9-11 第 53 回宇宙科学技術連合講演会,京都大学(吉田南)
9/8-11 United Nations Symposium on the Use of Small Satellites for Sustainable Development,Graz,Austria
9/8-10 First IAA Solar Power Satellite Workshop (SPS 2009),Toronto,Canada
[etc.]
9/15 発売:DVD&ブック 植松務「「夢」は僕らのロケットエンジン」現代書林
------------------------------------------[中国宇宙開発-1]

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

------------------------------------------2020 年に有人宇宙ステーション完成の可能性－中国（サーチナ）22 日 - 9 時 42 分
中国空軍の女性戦闘機パイロット（時事通信）21 日 - 18 時 35 分 *C11

*C11

*C12

【中国ブログ】H2B 打上げ成功「日本が中国を超越した訳」（サーチナ）18 日 - 17 時 44 分
初の女性宇宙飛行士誕生へ、候補者 15 人から 2 人選定―中国（Record China）17 日 - 20 時 21 分
初の女性宇宙飛行士候補＝空軍の輸送機操縦士 15 人－中国（時事通信）17 日 - 15 時 58 分
女性操縦士の編隊飛行披露へ＝将来の宇宙飛行士も－中国（時事通信）15 日 - 19 時 38 分
海南島に衛星発射基地、テーマパークで観光促進も 中国（産経新聞）15 日 - 10 時 27 分
＜中華帝国＞中国は「宇宙の新しい中心」、米国民は現実と向き合え―米メディア（Record China）6 日 - 5 時 35 分
打上げ失敗の通信衛星、軌道修正に成功＝燃料消費により寿命は短縮―中国（Record China）3 日 - 15 時 36 分 *C12
中国「長征ロケット」が衛星打上げに失敗…回復可能か（サーチナ）1 日 - 9 時 56 分
2020 年に有人宇宙ステーション建設へ準備着々―中国（Record China）1 日 - 8 時 58 分
日中韓は仲間同士、互いにヤジを飛ばしあうのは止めよう―中国紙（Record China）1 日 - 7 時 30 分
------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------夜空が突然明るく？ 問い合わせ殺到の光は観測ロケット（CNN.co.jp）21 日 - 14 時 54 分
「永久影」は零下 238 度＝月の南極クレーター内－米探査機（時事通信）21 日 - 14 時 42 分
貨物船内に飛行士入室＝ISS（時事通信）19 日 - 16 時 43 分 *S11
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*S11

ＨＴＶ 宇宙飛行士が初めて機内に 食料など搬出作業へ（毎日新聞）19 日 - 12 時 35 分 *S12

*S12

*S13

貨物船内に飛行士入室＝ドッキング後初、物資搬入へ－ISS（時事通信）19 日 - 10 時 16 分
ＨＴＶドッキング「完璧な成功」 有人化に弾み（産経新聞）19 日 - 7 時 56 分
宇宙の夢、ドッキング 日本初の無人補給機「ＨＴＶ」（産経新聞）19 日 - 7 時 56 分
ＨＴＶドッキング「完璧な成功」 有人化に弾み（産経新聞）18 日 - 23 時 26 分
交信担当の星出さんが会見＝HTV（時事通信）18 日 - 21 時 37 分 *S13
【中国ブログ】H2B 打上げ成功「日本が中国を超越した訳」（サーチナ）18 日 - 17 時 44 分
「日本の技術、誇れる日」＝交信担当の星出さんが会見－HTV ドッキング（時事通信）18 日 - 16 時 41 分
ＨＴＶ、ステーション接続成功 「１００点」抱き合い握手 つくば管制室（産経新聞）18 日 - 16 時 2 分
無人補給機 宇宙基地とドッキング（産経新聞）18 日 - 16 時 2 分
＜ＨＴＶ＞ＩＳＳ結合「１００点満点、頑張った」 ＪＡＸＡ管制室、拍手と歓声（毎日新聞）18 日 - 15 時 47 分
ＨＴＶ結合 「１００点満点、頑張った」ＪＡＸＡ歓声（毎日新聞）18 日 - 13 時 0 分 *S14

*S14

成功を喜ぶ管制チーム（時事通信）18 日 - 11 時 4 分

*S15

*S15

宇宙基地に引き寄せられる無人補給機（時事通信）18 日 - 11 時 4 分 *S16
喜びに沸く HTV 運用管制室（時事通信）18 日 - 10 時 30 分 *S17
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*S17

世界初の成功 ＮＡＳＡも称賛（産経新聞）18 日 - 10 時 8 分
日本初の無人補給機が国際宇宙ステーションに到着（産経新聞）18 日 - 10 時 3 分
無人補給機 ＨＴＶが国際宇宙ステーションとドッキング（毎日新聞）18 日 - 8 時 12 分 *S18

*S16

*S18

【外信コラム】赤の広場で 宇宙の公用語（産経新聞）18 日 - 7 時 56 分
＜無人補給機＞ＨＴＶが国際宇宙ステーションとドッキング（毎日新聞）18 日 - 7 時 44 分
無人補給機、宇宙基地に結合＝ロボットアームで捕捉成功－日米の実験装置など搭載（時事通信）18 日 - 6 時 19 分
ＪＡＸＡ 企画部門を内閣府に再編・一元化（毎日新聞）17 日 - 20 時 4 分
＜ＪＡＸＡ＞企画部門を内閣府に再編・一元化（毎日新聞）17 日 - 19 時 33 分
HTV、宇宙ステーションに 18 日到着（時事通信）17 日 - 16 時 45 分 *S19

*S19

アームで初挑戦 ＨＴＶ、あすＩＳＳとドッキング（産経新聞）17 日 - 7 時 56 分
日本の無人補給機ＨＴＶ あすＩＳＳに結合へ（産経新聞）16 日 - 21 時 32 分
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*S21

＜ＨＴＶ＞ＩＳＳとのドッキング、予定通り１８日に（毎日新聞）15 日 - 19 時 26 分
海南島に衛星発射基地、テーマパークで観光促進も 中国（産経新聞）15 日 - 10 時 27 分
シャトル事故で犠牲のイスラエル人飛行士、長男も墜落死（ロイター）14 日 - 13 時 25 分

*S20

*S20

*S23

＜イスラエル＞戦闘機パイロット死亡 シャトル飛行士の遺児（毎日新聞）14 日 - 11 時 19 分
悲劇の宇宙飛行士、長男も空で死す＝訓練中に墜落－イスラエル（時事通信）14 日 - 6 時 24 分
宇宙貨物船、順調に飛行（時事通信）12 日 - 20 時 6 分
宇宙貨物船、順調に飛行＝衝突回避訓練で機能確認－筑波管制室（時事通信）12 日 - 19 時 42 分
＜月＞高地は「斜長岩」で構成 「教科書を書き換える発見」（毎日新聞）12 日 - 16 時 15 分
三菱重 商業衛星に光明 Ｈ２Ｂ成功 打上げ能力で勝負（フジサンケイ ビジネスアイ）12 日 - 8 時 15 分
Ｈ２Ｂ打上げ成功 補給機「ＨＴＶ」軌道投入（産経新聞）12 日 - 7 時 57 分
＜Ｈ２Ｂ＞ＨＴＶの飛行は順調 １８日にＩＳＳとドッキング（毎日新聞）12 日 - 0 時 57 分
Ｈ２Ｂ打上げ成功 物資輸送 貢献へ一歩（産経新聞）11 日 - 15 時 47 分
ＮＡＳＡ研究所、地上でネズミの空中浮揚に成功（ロイター）11 日 - 14 時 9 分
Ｈ２Ｂ 解説 ＨＴＶ打上げ…シャトル後継、責任重大（毎日新聞）11 日 - 12 時 43 分 *S21
Ｈ２Ｂ 「もっとも美しい打上げ」…ＮＡＳＡ局長（毎日新聞）11 日 - 11 時 51 分

*S22

*S22

「ほっとしている」＝中村マネジャー（時事通信）11 日 - 11 時 36 分
H2B 打上げ成功で笑顔の関係者（時事通信）11 日 - 11 時 36 分
「新しい時代の幕開け」 歓喜に湧く種子島（産経新聞）11 日 - 9 時 26 分
ＨＴＶ打上げ成功、有人宇宙船の足掛かりにも （産経新聞）11 日 - 9 時 26 分
H2B、初打上げ成功＝HTV を搭載（時事通信）11 日 - 9 時 21 分
打上げられた H2B ロケット＝種子島（時事通信）11 日 - 9 時 21 分
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「新しい時代の幕開け」 歓喜に湧く種子島（産経新聞）11 日 - 9 時 17 分
ＨＴＶ打上げ成功、有人宇宙船の足掛かりにも （産経新聞）11 日 - 8 時 53 分
ISS 補給任務、日本に強い期待＝ロケット打上げ成功で－NASA（時事通信）11 日 - 7 時 33 分
「この調子で成功続けたい」＝HTV 搭載 H2B の初打上げ宇宙機構理事長ら会見（時事通信）11 日 - 7 時 26 分
Ｈ２Ｂ ＨＴＶ打上げ成功…ＩＳＳへ無人補給機（毎日新聞）11 日 - 2 時 38 分
「Ｈ２Ｂ」ロケット打上げ ＩＳＳへの無人補給機投入へ（産経新聞）11 日 - 2 時 32 分
まばゆい光とともに宇宙へ＝成功に拍手－史上最大の H2B、打上げ・種子島（時事通信）11 日 - 2 時 30 分
無人補給機「ＨＴＶ」予定軌道投入に成功 宇宙開発への貢献に第一歩（産経新聞）11 日 - 2 時 21 分
H2B、初打上げ成功＝宇宙基地向け補給機を搭載－国内最大規模・種子島（時事通信）11 日 - 2 時 17 分
「Ｈ２Ｂ」ロケット打上げ ＩＳＳへの無人補給機投入へ（産経新聞）11 日 - 2 時 7 分
＜Ｈ２Ｂ＞ＨＴＶ打上げ成功…ＩＳＳへ無人補給機（毎日新聞）11 日 - 2 時 6 分
宇宙ステーションへ物資輸送 Ｈ２Ｂあす打上げ（産経新聞）10 日 - 16 時 14 分

*S23

米専門委が火星有人探査への推進提言、月探査は後退（ロイター）10 日 - 15 時 18 分

*S24

金井宣茂さん 海自学校勤務、最後の日に 宇宙飛行士候補（毎日新聞）10 日 - 13 時 51 分

*S25

*S25

*S26

Ｈ２Ｂ 巨体お披露目 １１日未明打上げへ 鹿児島（毎日新聞）10 日 - 13 時 39 分
新大型ロケット「Ｈ２Ｂ」、未明に打上げへ ＩＳＳに物資輸送（産経新聞）10 日 - 11 時 55 分
新大型ロケット「Ｈ２Ｂ」 １１日に打上げ（産経新聞）9 日 - 23 時 13 分
＜「Ｈ２Ｂ」１号機＞１１日未明に打上げ 種子島から（毎日新聞）9 日 - 23 時 9 分
ビビンパも宇宙食に、ロシア火星探査模擬実験に供給（聯合ニュース）9 日 - 13 時 39 分
宇宙飛行士候補、金井さん 「医療経験で冷静対応」（産経新聞）9 日 - 9 時 19 分

*S26

宇宙飛行士 「得意分野持ちたい」…候補の金井さんが抱負（毎日新聞）8 日 - 21 時 52 分
宇宙飛行士 候補に医師で海上自衛官の金井宣茂さん選抜（毎日新聞）8 日 - 12 時 29 分
アポロ 12 号着陸地点の写真を公開（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）7 日 - 14 時 45 分 *S27

*

S24

*S27
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【仏国ブログ】日本の宇宙太陽光発電開発にフランス人の意見は？（サーチナ）7 日 - 10 時 38 分
最強の双発ロケット 「Ｈ２Ｂ」１１日打上げ（産経新聞）7 日 - 7 時 56 分
新大型ロケットＨ２Ｂ、１１日打上げ…最強の双発、真価問われる初陣（産経新聞）6 日 - 22 時 43 分
町工場の夢「まいど１号」、来月運用停止へ 資金難から管理費工面できず （産経新聞）5 日 - 19 時 27 分
ディスカバリーがとらえた“凸月”（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）4 日 - 15 時 23 分

*S28

*S28

*S30

宇宙ステーションで設置の AED を発売―日本メドトロニック（医療介護 CB ニュース）3 日 - 19 時 8 分
月の北極、アーランガー・クレーター（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）3 日 - 12 時 16 分 *S29
船外活動中の宇宙飛行士、地上との交信が一時途絶える（ロイター）2 日 - 15 時 12 分

*S30

“風”に飛ばされる星のちり（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）2 日 - 11 時 58 分 *S31

*S29

*S31

------------------------------------------[北朝鮮ミサイル開発問題]
[ミサイル防衛]

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

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

------------------------------------------北朝鮮の核兵器、標的は韓国＝外交通商相（ロイター）18 日 - 12 時 13 分
日米同盟深化へ努力＝岡田克也外相（時事通信）17 日 - 10 時 34 分
＜漆間官房副長官＞辞任を表明（毎日新聞）14 日 - 18 時 43 分
＜中国＞温首相の北朝鮮訪問 関係維持と核問題「別枠」強調（毎日新聞）12 日 - 2 時 30 分
北朝鮮が最大 10 個の核弾頭保有、米核専門家報告書（聯合ニュース）11 日 - 9 時 34 分
＜北朝鮮＞イランへの武器輸出 中国経由の複雑なルート（毎日新聞）10 日 - 21 時 29 分
米政府、北朝鮮原子力総局などの在米資産を凍結（ロイター）9 日 - 10 時 27 分
＜北朝鮮＞「金正雲氏後継」を示す当局の内部文書を入手（毎日新聞）8 日 - 15 時 0 分
中国次官、民主など３党党首と会談へ 日中関係・北朝鮮情勢めぐり（産経新聞）8 日 - 11 時 31 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/

-------------------------------------------
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核問題で中国特使と会談＝金総書記（時事通信）19 日 - 9 時 22 分
金総書記 「６カ国」復帰示唆 中国特使と会談 核問題「対話で解決」（産経新聞）19 日 - 7 時 56 分
金総書記、「6 カ国」復帰を示唆（時事通信）18 日 - 21 時 52 分
金総書記の対話姿勢、過去同様見返り目当て（読売新聞）18 日 - 21 時 44 分
＜米韓＞北朝鮮核兵器の「保管場所」確認（毎日新聞）18 日 - 21 時 28 分
＜北朝鮮＞核問題、急展開は望み薄 中朝悪化回避を優先（毎日新聞）18 日 - 21 時 11 分
＜北朝鮮＞金総書記、６カ国復帰示唆「核、対話通じ解決」 （毎日新聞）18 日 - 20 時 47 分
金正日総書記、６カ国協議復帰を示唆 胡主席の特使と会談（産経新聞）18 日 - 19 時 56 分
北朝鮮の金総書記、多国間交渉による非核化への意思表明（ロイター）18 日 - 19 時 53 分
＜北朝鮮＞金総書記が核問題で中国特使と会談、6 カ国協議への復帰示唆―中国メディア（Record China）18 日 - 19 時 48 分
金正日総書記「多国間・2 国間核交渉に応じる」（聯合ニュース）18 日 - 19 時 32 分
＜北朝鮮＞柳明桓長官「北の目標は赤化統一」－中国報道（サーチナ）18 日 - 16 時 32 分
金正日総書記、朝鮮半島非核化に向け話し合う意向＝新華社（ロイター）18 日 - 16 時 9 分
金総書記、6 カ国復帰示唆＝中国特使との会談で（時事通信）18 日 - 15 時 40 分
金総書記、「6 カ国」復帰を示唆＝核問題で中国特使と会談（時事通信）18 日 - 14 時 19 分
柳明桓長官「北朝鮮核兵器は韓国を狙ったもの」（聯合ニュース）18 日 - 12 時 32 分
北朝鮮の核兵器、標的は韓国＝外交通商相（ロイター）18 日 - 12 時 13 分
米朝対話に関する決定は国連総会後、米国務省（聯合ニュース）18 日 - 9 時 15 分
北対応、鳩山政権の意向確認＝「6 カ国」再開への直接対話で－米（時事通信）18 日 - 8 時 43 分
ビクター・チャ氏「6 カ国協議の最終目標は統一」（聯合ニュース）17 日 - 21 時 42 分
＜北朝鮮＞米「対北補償の検討は時期尚早」－中国報道（サーチナ）17 日 - 13 時 34 分
中国外務次官が北朝鮮を訪問、核問題協議したか報道は言及せず（ロイター）17 日 - 12 時 40 分
外交通商部長官「米朝対話、米国が近く可否決定」（聯合ニュース）17 日 - 12 時 12 分
中国・戴秉国氏が訪朝、姜錫柱第 1 外務次官と会談（聯合ニュース）17 日 - 10 時 38 分
日米同盟深化へ努力＝岡田克也外相（時事通信）17 日 - 10 時 34 分
中国国務委員が訪朝＝高官と協議、「6 カ国」再開へ説得か（時事通信）16 日 - 21 時 32 分
米、北と直接対話へ 国務長官「６カ国枠内」強調（産経新聞）16 日 - 15 時 37 分
＜北朝鮮＞米「北非核化すれば補償措置とる」－中国報道（サーチナ）16 日 - 12 時 58 分
北に 6 カ国復帰説得へ＝米国務長官（時事通信）16 日 - 11 時 11 分
「直接、明白に説明する」 米国務長官、北朝鮮との直接対話の方針を表明（産経新聞）16 日 - 9 時 44 分
米政府、米朝対話で非核化インセンティブ提示の見通し（聯合ニュース）16 日 - 9 時 15 分
北に 6 カ国復帰説得へ＝「直接かつ明白に説明」－米国務長官（時事通信）16 日 - 8 時 30 分
＜北朝鮮＞米「6 カ国枠外で実質的対話ない」－中国報道（サーチナ）15 日 - 11 時 50 分
6 カ国協議の外で北朝鮮と実質対話しない、米国務省（聯合ニュース）15 日 - 9 時 53 分
温家宝首相が来月上旬訪朝の見通し、外交筋伝える（聯合ニュース）14 日 - 20 時 22 分
魏聖洛本部長が今週末ごろ訪米、北核問題協議（聯合ニュース）14 日 - 17 時 4 分
＜北朝鮮＞米「2 国間対話は代替物ではない」－中国報道（サーチナ）14 日 - 16 時 48 分
社会文化関連団体の訪朝、核実験後初めて承認（聯合ニュース）14 日 - 16 時 28 分
米国は北朝鮮との直接対話の準備あり、時期・場所は未定＝国務省（ロイター）13 日 - 8 時 5 分
米、直接対話の用意 北の６カ国復帰へ軟化（産経新聞）13 日 - 7 時 56 分
米「北と対話の用意」 ６カ国復帰へ説得（産経新聞）12 日 - 15 時 32 分
＜米国務次官補＞「米朝対話の用意ある」６カ国協議戻すため（毎日新聞）12 日 - 11 時 28 分
「北と２国間協議を行う用意」 米国務次官補（産経新聞）12 日 - 9 時 59 分
＜中国＞温首相の北朝鮮訪問 関係維持と核問題「別枠」強調（毎日新聞）12 日 - 2 時 30 分
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李大統領「今は南北関係の重大な転換期」（聯合ニュース）11 日 - 14 時 44 分
＜北朝鮮＞露「北の核保有は軍備競争を触発」－中国報道（サーチナ）11 日 - 10 時 40 分
伊で対北輸出洋酒摘発、ぜいたく品差し押さえ相次ぐ（聯合ニュース）11 日 - 9 時 38 分
公明・山口新代表が全国行脚 選挙総括を前倒しへ（産経新聞）10 日 - 18 時 12 分
＜鳩山代表＞中国外務次官と会談、日中関係強化や北の核など協議か―東京（Record China）10 日 - 9 時 47 分
6 カ国協議前の米朝対話問題、米国は即答控える（聯合ニュース）10 日 - 9 時 31 分
北２団体を制裁対象追加 米国務省（産経新聞）10 日 - 7 時 57 分
鳩山代表ら 中国外務次官と北の核など協議 （産経新聞）9 日 - 15 時 40 分
米、北政府機関など追加制裁（産経新聞）9 日 - 15 時 40 分
6 カ国協議の韓国次席と米国首席、北核懸案を協議（聯合ニュース）9 日 - 15 時 30 分
中国次官が鳩山、岡田両氏と会談 外交日程、北朝鮮問題を協議（産経新聞）9 日 - 11 時 16 分
＜北朝鮮制裁＞原子力総局など対象リストに追加 米国務省（毎日新聞）9 日 - 10 時 36 分
米政府、北朝鮮原子力総局などの在米資産を凍結（ロイター）9 日 - 10 時 27 分
＜北朝鮮＞米国が対北制裁を強化、資産を凍結－中国報道（サーチナ）9 日 - 9 時 54 分
米国務省、北朝鮮 2 機関の資産を新たに凍結（聯合ニュース）9 日 - 9 時 31 分
6 カ国協議ロシア次席代表「核交渉の中止はない」（聯合ニュース）9 日 - 9 時 26 分
政府機関と企業を北制裁対象に追加 米国務省（産経新聞）9 日 - 8 時 48 分
6 カ国協議ロシア次席代表「核交渉の中止はない」（聯合ニュース）8 日 - 19 時 52 分
黄浚局次席代表「5 カ国の対北共助強化すべきとき」（聯合ニュース）8 日 - 15 時 41 分
中国次官、民主など３党党首と会談へ 日中関係・北朝鮮情勢めぐり（産経新聞）8 日 - 11 時 31 分
6 カ国協議の韓ロ次席代表、きょうソウルで会合（聯合ニュース）8 日 - 9 時 24 分
＜ＩＡＥＡ＞核開発疑惑解明にイランは非協力…事務局長（毎日新聞）7 日 - 20 時 51 分
＜北朝鮮＞核放棄履行要求で一致 米代表と斎木局長（毎日新聞）7 日 - 20 時 34 分
日米、北朝鮮の核問題で協議「制裁措置の履行」で一致（サーチナ）7 日 - 17 時 56 分
6 カ国協議の韓ロ次席代表、8 日にソウルで会合（聯合ニュース）7 日 - 16 時 52 分
対北制裁、連携強化で一致（産経新聞）7 日 - 16 時 1 分
米特別代表が外務省幹部会談 対北制裁継続で一致（産経新聞）7 日 - 12 時 23 分
「北朝鮮に根本的変化ない」ボズワース米特別代表（聯合ニュース）6 日 - 13 時 32 分
韓米が北核問題協議、非核化目指し緊密共助で一致（聯合ニュース）6 日 - 10 時 12 分
国連人権理事会「北の８７０万人が食糧不足」（産経新聞）6 日 - 4 時 31 分
北書簡 「対話」米に圧力 核開発“予告通り”強調（産経新聞）5 日 - 7 時 57 分
金正日総書記、対外強硬措置のたびに公開活動（聯合ニュース）4 日 - 19 時 52 分
直接対話を求め米国に圧力か 北朝鮮 （産経新聞）4 日 - 19 時 41 分
６カ国協議への復帰求める基本方針に変更なし 米政府（産経新聞）4 日 - 19 時 30 分
北朝鮮のウラン濃縮事実確認は困難、国防部（聯合ニュース）4 日 - 15 時 7 分
＜北朝鮮＞ウラン濃縮表明、韓国政府「遺憾」－中国報道（サーチナ）4 日 - 13 時 38 分
北朝鮮のウラン濃縮最終段階表明、政府が遺憾示す（聯合ニュース）4 日 - 11 時 22 分
北朝鮮がウラン濃縮「最終段階」 プルトニウムの兵器化も表明（産経新聞）4 日 - 10 時 33 分
北朝鮮「ウラン濃縮成功、プルトニウムを兵器化中」（聯合ニュース）4 日 - 9 時 14 分
中国・武外務次官、７日から来日 民主と意見交換（産経新聞）4 日 - 7 時 56 分
中国外務次官来日へ 対北で協議、民主とも接触（産経新聞）4 日 - 1 時 44 分
6 カ国協議のロシア次席代表、7 日に訪韓（聯合ニュース）3 日 - 14 時 40 分
＜北朝鮮＞ボズワース特別代表が日中韓を歴訪－中国報道（サーチナ）3 日 - 13 時 54 分
ボズワース米特別代表、北朝鮮問題協議のため日中韓訪問へ＝国務省（ロイター）3 日 - 11 時 34 分
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ボズワース米特別代表、3～8 日に韓日中訪問（聯合ニュース）3 日 - 9 時 31 分
ボズワース米特別代表が 4～6 日訪韓、北朝鮮核協議（聯合ニュース）2 日 - 20 時 42 分
北朝鮮の態度変化は「戦術的」、統一部長官（聯合ニュース）2 日 - 14 時 27 分
＜北朝鮮＞5 月核実験後最高レベル訪中団―金永逸副外相ら（サーチナ）2 日 - 10 時 10 分
------------------------------------------[北朝鮮]

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

------------------------------------------金総書記 「６カ国」復帰示唆 中国特使と会談 核問題「対話で解決」（産経新聞）19 日 - 7 時 56 分
金総書記、「6 カ国」復帰を示唆（時事通信）18 日 - 21 時 52 分
金総書記の対話姿勢、過去同様見返り目当て（読売新聞）18 日 - 21 時 44 分
＜北朝鮮＞核問題、急展開は望み薄 中朝悪化回避を優先（毎日新聞）18 日 - 21 時 11 分
＜北朝鮮＞金総書記、６カ国復帰示唆「核、対話通じ解決」 （毎日新聞）18 日 - 20 時 47 分
金正日総書記、６カ国協議復帰を示唆 胡主席の特使と会談（産経新聞）18 日 - 19 時 56 分
北朝鮮の金総書記、多国間交渉による非核化への意思表明（ロイター）18 日 - 19 時 53 分
＜北朝鮮＞金総書記が核問題で中国特使と会談、6 カ国協議への復帰示唆―中国メディア（Record China）18 日 - 19 時 48 分
金正日総書記「多国間・2 国間核交渉に応じる」（聯合ニュース）18 日 - 19 時 32 分
金総書記、６か国復帰の可能性示唆（読売新聞）18 日 - 19 時 4 分
北朝鮮の金総書記、中国主席の特使と会談＝ＫＣＮＡ（ロイター）18 日 - 16 時 28 分
金正日総書記、朝鮮半島非核化に向け話し合う意向＝新華社（ロイター）18 日 - 16 時 9 分
金総書記、6 カ国復帰示唆＝中国特使との会談で（時事通信）18 日 - 15 時 40 分
金正日総書記、訪朝中の戴秉国国務委員と会談（聯合ニュース）18 日 - 15 時 39 分
中国の特使、北朝鮮の金正日総書記と会談＝新華社（ロイター）18 日 - 15 時 8 分
金正日総書記と会談 中国・胡主席特使（産経新聞）18 日 - 14 時 51 分
金総書記、「6 カ国」復帰を示唆＝核問題で中国特使と会談（時事通信）18 日 - 14 時 19 分
米朝対話に関する決定は国連総会後、米国務省（聯合ニュース）18 日 - 9 時 15 分
中国・戴秉国氏が訪朝、姜錫柱第 1 外務次官と会談（聯合ニュース）17 日 - 10 時 38 分
中国国務委員が訪朝＝高官と協議、「6 カ国」再開へ説得か（時事通信）16 日 - 21 時 32 分
南北共同設立の平壌科学技術大学、完工式開催（聯合ニュース）16 日 - 20 時 32 分
金総書記の健康、実は悪化？＝不規則生活、酒・たばこも－韓国放送局（時事通信）16 日 - 19 時 32 分
米政府、米朝対話で非核化インセンティブ提示の見通し（聯合ニュース）16 日 - 9 時 15 分
金総書記「両手動き、たばこ吸っていた」証言（読売新聞）15 日 - 14 時 45 分
6 カ国協議の外で北朝鮮と実質対話しない、米国務省（聯合ニュース）15 日 - 9 時 53 分
＜北朝鮮＞金正雲氏主導の経済再建策を延長 円滑な世襲狙い（毎日新聞）14 日 - 15 時 43 分
軍を視察する金正日総書記（時事通信）13 日 - 19 時 57 分
北朝鮮家庭向け有線ラジオ、金正雲実名を宣伝放送（聯合ニュース）13 日 - 13 時 42 分
金正雲氏を実名宣伝か＝北の一般家庭向け放送で－聯合ニュース（時事通信）13 日 - 12 時 2 分
米、直接対話の用意 北の６カ国復帰へ軟化（産経新聞）13 日 - 7 時 56 分
北朝鮮、後継者論議を中断か？ 韓国紙報道（産経新聞）12 日 - 16 時 18 分
＜米国務次官補＞「米朝対話の用意ある」６カ国協議戻すため（毎日新聞）12 日 - 11 時 28 分
金総書記の三男の名、「正雲」ではないもよう（聯合ニュース）11 日 - 21 時 2 分
＜北朝鮮＞金正日総書記の健康不安発覚から１年（毎日新聞）9 日 - 19 時 55 分
クリントン元大統領、訪朝時に金総書記のアリラン観覧の誘いを固辞＝北側はがっくり―韓国紙（Record China）9 日 - 11 時 50 分
国防委員会を中枢に領導体系強化へ、北朝鮮首相（聯合ニュース）9 日 - 9 時 31 分
政権樹立 61 年控えた北朝鮮、記念行事は例年並み（聯合ニュース）8 日 - 17 時 45 分
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＜北朝鮮＞「正雲氏後継」内部文書 カリスマ化を図る内容（毎日新聞）8 日 - 15 時 2 分
＜北朝鮮＞「金正雲氏後継」を示す当局の内部文書を入手（毎日新聞）8 日 - 15 時 0 分
北朝鮮で脳卒中の治療にヒロポン 金総書記も？ 韓国紙（産経新聞）8 日 - 11 時 1 分
＜新政権＞中国外務次官来日、両国の関係強化向け 8 日に鳩山代表と会談＝北朝鮮核や拉致も意見交換か―東京（Record China）8 日
- 10 時 44 分
＜北朝鮮＞外務次官が訪中 要人と会談（毎日新聞）6 日 - 20 時 37 分
北、朝鮮総連に民主党攻略指令（産経新聞）5 日 - 18 時 42 分
金正日総書記、対外強硬措置のたびに公開活動（聯合ニュース）4 日 - 19 時 52 分
北朝鮮「ウラン濃縮成功、プルトニウムを兵器化中」（聯合ニュース）4 日 - 9 時 14 分
北朝鮮、ウラン濃縮の最終段階にある＝ＫＣＮＡ（ロイター）4 日 - 8 時 36 分
北「１５０日戦闘」 記念日へ経済再建 後継者実績作りも（産経新聞）3 日 - 7 時 56 分
北朝鮮、中国に外務省使節団を派遣＝ＫＣＮＡ（ロイター）1 日 - 19 時 34 分
朝鮮労働党に映画部新設、金総書記が映画復興推進（聯合ニュース）1 日 - 15 時 21 分
金総書記、米朝平和協定締結を主張（産経新聞）1 日 - 7 時 57 分
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------四軍調整官が交代 ロブリング中将へ（琉球新報）19 日 - 10 時 10 分
辺野古合意見直し示唆 岡田外相、対米交渉に意欲（琉球新報）19 日 - 9 時 45 分
米軍使用基地を完全返還＝10 年ぶり―エクアドル（時事通信）19 日 - 8 時 50 分
＜岡田外相＞普天間の移設、年内に判断の意向示す（毎日新聞）18 日 - 22 時 41 分
キャンベル国務次官補、柔軟な対応も（産経新聞）18 日 - 22 時 16 分
米軍再編の再協議、岡田外相が次官補に要請（読売新聞）18 日 - 21 時 36 分
米軍再編の見直しを提起＝岡田外相（時事通信）18 日 - 20 時 16 分
岡田外相、米軍再編の見直しを提起＝国務次官補、核密約調査には理解（時事通信）18 日 - 19 時 19 分
基地周辺対策費の執行一時停止、防衛相方針（読売新聞）18 日 - 18 時 54 分
イラク駐留米軍兵士に「靴」投げた男、銃撃され重体（ロイター）18 日 - 16 時 58 分
アフガン駐留の米兵がまた死亡、路上爆弾で 9 月は 21 人に（CNN.co.jp）18 日 - 16 時 24 分
岡田外相 米国務次官補と会談 普天間移転など意見交換（毎日新聞）18 日 - 12 時 17 分
アセス継続の意向 北沢防衛相、月末にも来県（琉球新報）18 日 - 10 時 25 分
小沢環境相、「アセス検証」言及（琉球新報）18 日 - 10 時 20 分
岡田外相「辺野古」の是非 年内に 日米同盟再定義の意向（琉球新報）18 日 - 10 時 10 分
東欧に地上型 SM3 配備へ＝ミサイル防衛見直しで新計画－米国防長官（時事通信）18 日 - 9 時 17 分
岡田外相 普天間、年内に結論 「核先制不使用」を議論（産経新聞）18 日 - 7 時 56 分
普天間移設で滑走路短縮へ…米、事実上修正（読売新聞）18 日 - 3 時 9 分
米、東欧ＭＤ配備中止 露との核軍縮交渉に配慮（産経新聞）17 日 - 23 時 37 分
岡田外相、米軍再編は年内メドに結論（産経新聞）17 日 - 23 時 3 分
中国の軍備拡張、ミサイル懸念 米国防長官（産経新聞）17 日 - 21 時 28 分
イラクで米軍管理の拘束施設を閉鎖、新駐留協定に従い（CNN.co.jp）17 日 - 18 時 27 分
給油めぐり一瞬緊張（時事通信）17 日 - 18 時 24 分
給油めぐり一瞬緊張＝新旧外相が引き継ぎ（時事通信）17 日 - 17 時 21 分
ハンガリーが 1 人受け入れと、グアンタナモ基地のテロ容疑者（CNN.co.jp）17 日 - 16 時 21 分
オバマ大統領、アフガン増派の決断には慎重姿勢（CNN.co.jp）17 日 - 14 時 27 分
PAC3、せん光放ち命中＝防衛省（時事通信）17 日 - 12 時 52 分
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中国軍近代化は脅威＝太平洋前方基地や空母に影響－米国防長官（時事通信）17 日 - 12 時 3 分
PAC3、せん光放ち命中＝発射試験の画像公開－防衛省（時事通信）17 日 - 11 時 45 分
＜ＰＡＣ３＞発射成功 日本で生産分（毎日新聞）17 日 - 11 時 12 分
＜米大統領＞アフガン増派「即断しない」（毎日新聞）17 日 - 10 時 34 分
米軍の性急なアフガン撤退、地域に「破滅的混乱」も（ロイター）17 日 - 10 時 24 分
「沖縄」に耳傾けて 鳩山政権発足（琉球新報）17 日 - 10 時 20 分
「基地」手腕に注目 新政権と沖縄（琉球新報）17 日 - 10 時 5 分
「自立と発展支援」前原沖縄相 鳩山政権発足（琉球新報）17 日 - 10 時 0 分
県、見えぬ予算に不安 普天間移設、待ちの姿勢（琉球新報）17 日 - 9 時 55 分
北沢俊美防衛相（時事通信）17 日 - 9 時 53 分
岡田外相「辺野古」に早期結論（琉球新報）17 日 - 9 時 50 分
「米と信頼醸成が先」 地位協定改定（琉球新報）17 日 - 9 時 50 分
アフガン増派決断には時間＝戦略見直し踏まえ検討－米大統領（時事通信）17 日 - 8 時 2 分
アフガン戦「支持」初めて４割切る（産経新聞）17 日 - 7 時 56 分
国産 PAC3 発射試験に成功＝広域で部隊展開、米国で空自（時事通信）17 日 - 1 時 13 分
岡田外相 普天間移設問題 柔軟に対応する考えを示す（毎日新聞）17 日 - 1 時 10 分
バグダッドに迫撃弾、滞在中の米副大統領ヒヤリ（読売新聞）16 日 - 20 時 42
車列への米軍空爆でアルカイダ幹部の殺害確認と、ソマリア南部（CNN.co.jp）16 日 - 17 時 12 分
オバマ政権の米軍増派苦しく アフガン戦支持率、初の４割切れ（産経新聞）16 日 - 17 時 1 分
アフガン戦支持４０％割れ オバマ政権の米軍増派苦しく（産経新聞）16 日 - 15 時 37 分
補給「日本が判断すべきだ」 米モレル報道官（産経新聞）16 日 - 15 時 37 分
バグダッドの迫撃弾攻撃で 7 人死傷、米副大統領の訪問中（ロイター）16 日 - 12 時 18 分
＜在日米軍再編＞計画変更せず…太平洋軍司令官（毎日新聞）16 日 - 10 時 49 分
“普天間”から発信 ピースミュージックフェスタ！０９（琉球新報）16 日 - 10 時 30 分
給油継続「要求してない」、米報道官が発言修正（読売新聞）16 日 - 10 時 28 分
米太平洋軍司令官「北朝鮮後継構図は明確ではない」（聯合ニュース）16 日 - 10 時 10 分
普天間移設 「岡田外相」試される手腕（琉球新報）16 日 - 10 時 0 分
同盟関係に変化なし＝米司令官（時事通信）16 日 - 9 時 52 分
米国防総省報道官、インド洋の給油活動に慎重な発言に終始（産経新聞）16 日 - 9 時 37 分
アフガン戦支持率、初めて４割切る 米世論調査（産経新聞）16 日 - 8 時 21 分
海自給油継続要求していない＝外圧批判でトーンダウン－米国防総省報道官（時事通信）16 日 - 8 時 20 分
【外信コラム】ポトマック通信 夏の異色作（産経新聞）16 日 - 7 時 56 分
戦略概観 中国が地球規模の大国に台頭（産経新聞）15 日 - 20 時 40 分
F35 エンジン評価試験で破損＝米（時事通信）15 日 - 17 時 7 分
アルカイダ構成員、米軍の攻撃受けソマリアで死亡か（CNN.co.jp）15 日 - 13 時 15 分
米軍再編「現計画で進めて」 中曽根外相が要望（琉球新報）15 日 - 12 時 45 分
「普天間」は時間必要 民主・直嶋氏が認識（琉球新報）15 日 - 10 時 35 分
防衛局「食跡」排除 普天間アセスジュゴン調査（琉球新報）15 日 - 10 時 0 分
＜米軍普天間移設＞宜野湾市長が３党訪問（毎日新聞）14 日 - 22 時 26 分
普天間移設、民・社に要請＝宜野湾市長（時事通信）14 日 - 17 時 41 分
日本の政権交代 安保への影響に懸念 （産経新聞）14 日 - 17 時 25 分
平和が訪れる日は来るのか アフガン問題（産経新聞）14 日 - 15 時 47 分
日米地位協定 環境条項明記、要求へ 新政権 基地汚染に回復義務（産経新聞）14 日 - 7 時 57 分
【野口裕之の安全保障読本】米「親中非日」の見極め方（産経新聞）14 日 - 7 時 56 分
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日米地位協定 新政権、環境条項明記要求へ（産経新聞）14 日 - 1 時 51 分
＜アフガニスタン＞米軍と武装勢力交戦…５０人以上死傷（毎日新聞）13 日 - 23 時 54 分
米空母が引き揚げる日 「親中非日」の始まり（産経新聞）13 日 - 18 時 52 分
沿岸警備隊訓練「発砲」報道を批判（産経新聞）13 日 - 7 時 56 分
＜米国＞追悼９・１１朝 警備隊訓練を「事件」 ＣＮＮ誤報（毎日新聞）12 日 - 12 時 5 分
「不審船へ発砲」実は訓練 ＣＮＮ誤報（産経新聞）12 日 - 8 時 49 分
「９・１１」から８年 オバマ大統領「米国の安全 最善尽くす」（産経新聞）12 日 - 7 時 56 分
警備隊が不審船に発砲 ポトマック川の進入禁止地域（産経新聞）12 日 - 0 時 13 分
ワシントンでも追悼式 米中枢同時テロ（産経新聞）11 日 - 23 時 23 分
＜米国防歳出法案＞輸出仕様のＦ２２の開発費認める 米上院（毎日新聞）11 日 - 20 時 20 分
シナリオ：戦況悪化のアフガン、オバマ政権の選択肢は（ロイター）11 日 - 14 時 14 分
＜藤崎駐米大使＞米報道官の「給油継続」要請に不快感（毎日新聞）11 日 - 11 時 37 分
イラク撤退計画、変更せず ヒル米大使（産経新聞）11 日 - 8 時 54 分
給油活動継続を要請 民主にイエローカード 強気の鳩山氏に勝算は？（産経新聞）11 日 - 7 時 57 分
民主、共産 「核密約」調査で一致（産経新聞）11 日 - 7 時 57 分
給油活動継続を要請 米国防総省「国際的な責務」（産経新聞）11 日 - 7 時 56 分
インド洋給油撤退に米反発 初訪米に懸案 鳩山氏に勝算は？（産経新聞）11 日 - 0 時 42 分
民主、共産が「核密約」調査で一致（産経新聞）10 日 - 20 時 45 分
米国防総省 海自補給「継続を」 鳩山新政権に再考迫る（産経新聞）10 日 - 15 時 36 分
＜米兵脳損傷＞装備も無力、爆風で頭蓋ゆがむ 研究者が報告（毎日新聞）10 日 - 15 時 1 分
＜米国防総省＞インド洋給油活動打ち切りで再考促す 報道官（毎日新聞）10 日 - 10 時 24 分
インド洋の給油活動、継続を要請 米国防総省報道官（産経新聞）10 日 - 9 時 35 分
強まるアフガン再増派 給油活動撤収なら代案… 米、日本に圧力も（産経新聞）10 日 - 7 時 57 分
安保で社民に大幅譲歩 揺さぶられる民主（産経新聞）9 日 - 21 時 42 分
アフガン再増派か 日本に一層の貢献要求も（産経新聞）9 日 - 19 時 17 分
連立政権 民主、社民、国民新が合意 ３党首が会談、署名（毎日新聞）9 日 - 18 時 49 分
＜連立政権＞民主、社民、国民新が合意 ３党首が会談、署名（毎日新聞）9 日 - 18 時 11 分
社民 地位協定見直し要求 今日中の連立合意目指す （産経新聞）9 日 - 15 時 40 分
民主党 社民、国民新との連立政権樹立で合意（毎日新聞）9 日 - 15 時 1 分
＜民主党＞社民、国民新との連立政権樹立で合意（毎日新聞）9 日 - 14 時 30 分
連立に向け午後、幹事長会談 社民、地位協定見直しなど要求へ （産経新聞）9 日 - 13 時 23 分
＜社民党＞外交・安保で対応協議 幹部会（毎日新聞）9 日 - 11 時 39 分
＜ドイツ＞アフガン空爆に激しい批判 総選挙前に調査公表へ（毎日新聞）9 日 - 11 時 4 分
空爆で民間人死亡、波紋 オバマ政権、厭戦ムード警戒（産経新聞）9 日 - 7 時 56 分
民主・社民・国民新「郵政見直し」合意 安保詰め、きょうにも党首会談（産経新聞）9 日 - 7 時 56 分
「日本兵を見分ける方法」、第 2 次大戦中の米軍漫画にネット上で話題沸騰―中国（Record China）9 日 - 7 時 53 分
民社国３党連立協議「郵政見直し」で合意 安保ではなお詰め（産経新聞）9 日 - 1 時 7 分
＜アフガン＞米国防長官、空爆に「大問題」発言 危機感表明（毎日新聞）8 日 - 11 時 49 分
＜アフガン＞中部の病院に米軍が乱入か ＮＧＯが非難声明（毎日新聞）8 日 - 11 時 38 分
中国側「近海での偵察活動中止を」申し入れ、米海軍が拒絶―中国紙（Record China）8 日 - 11 時 28 分
民主など３党の連立協議大詰め 午後再開へ（産経新聞）8 日 - 11 時 28 分
ダライ・ラマ、来日は来月下旬（産経新聞）8 日 - 7 時 57 分
＜アフガン＞空爆、住民もタリバン関与 輸送車燃料抜き取り（毎日新聞）7 日 - 11 時 50 分
ダライ・ラマの訪日計画が明らかに 沖縄を初訪問 世界平和をアピール（産経新聞）7 日 - 10 時 8 分
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高校生ハッカーを“サイバー戦士”に 米国防総省肝いり 発掘コンテスト（産経新聞）7 日 - 7 時 56 分
＜アフガン＞空爆で民間人に負傷者 駐留米軍司令官が確認（毎日新聞）6 日 - 20 時 53 分
高校生ハッカーをサイバー戦士に 米で人材発掘コンテスト（産経新聞）6 日 - 17 時 49 分
米軍佐世保基地 日本人作業員「事故死」日本側に情報なし（毎日新聞）6 日 - 2 時 57 分
アフガン再増派示唆 米国防長官、慎重姿勢一転（産経新聞）4 日 - 15 時 21 分
ゲーツ米国防長官、アフガン追加増派の可能性を示唆（ロイター）4 日 - 14 時 28 分
電話会談続々、鳩山外交スタート 「三重苦」きしむ日米（産経新聞）4 日 - 7 時 57 分
鳩山外交スタート 日米関係は大丈夫？ 米側に不信感？（産経新聞）3 日 - 20 時 43 分
中国、対米強硬姿勢 軍事交流の席上、偵察など非難（産経新聞）3 日 - 7 時 56 分
在沖縄海兵隊のグアム移転は署名済み ルース駐日大使（産経新聞）2 日 - 9 時 52 分
ＩＳＡＦ司令官「アフガン軍育成を戦略主軸に」（産経新聞）2 日 - 7 時 56 分
アフガンの状況に厳しい評価 米司令官「戦略の軸を治安維持に」（産経新聞）1 日 - 18 時 2 分
米国防長官 １０月訪日へ 「普天間移設再交渉せず」牽制（産経新聞）1 日 - 15 時 40 分
＜北朝鮮＞米韓軍の対北朝鮮偵察活動を非難－中国報道（サーチナ）1 日 - 10 時 18 分
ゲーツ米国防長官、１０月訪日で調整 普天間移設は再交渉なし（産経新聞）1 日 - 9 時 41 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

9/17 「コラム」更新

・朝雲寸言 /// ・小選挙区制の功罪 /// ・鳩山政権と日米関係
9/14 「ニュース」更新

中東、東欧など 13 ヵ国歴訪し 遠航部隊が帰国
＜グラフ＞遠洋航海 ///

ルーマニアなど初寄港地も 船団護衛、現地で学ぶ

新法に基づく海賊対処実績 外国船が過半数 ///
海賊対処 各国が連携プレー ///

護衛申請 内外合わせ３千隻以上

海自Ｐ－３Ｃが発見通報 独・蘭などが不審船拘束

自衛隊病院 10 病院に集約 提示 ///

あり方検討委が報告書 ６病院は診療所に

露軍機が太平洋周回
防災功労で総理表彰 ///

東北方と支援集団 「労苦に敬意」と首相

9/11 「ニュース」更新

森本敏防衛大臣補佐官に聞く ///

新政権下の防衛諸課題

9/9 「コラム」更新

・朝雲寸言 /// ・｢君子豹変」のすすめ /// ・アフガン情勢混とん
9/7 「ニュース」更新

22 年度防衛費 近隣情勢の変化に対応 ///

新型艦やＰＡＣ３ 概算要求３％増の４兆 8460 億円に

22 年度防衛費 業務計画の主要事項 詳報
「防災の日」 関係機関と各地で訓練
「防災の日」川崎会場 ///

「備え、確かなものに」麻生首相 ///

改修ＰＡＣ３ 米で発射試験 ///
理解不足？ 子育て支援策 ///

空自高射部隊
休業隊員の代替 まだ少ないＯＢ採用

海賊対処 １次隊に総理特別賞状 ///
富士総合火力演習 ///

陸海空自と各機関 救助や輸送など演練

「内外の信頼深めた」

諸職種協同の戦闘様相展示

｢グラフ」更新
9/2 「コラム」更新

・朝雲寸言 /// ・民主党の圧倒的勝利 /// ・ドイツも総選挙迫る
------------------
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22 年度防衛費 業務計画の主要事項 詳報

抜粋

防衛省は８月３１日、平成２２年度の業務計画と防衛費の概算要求
額を決め、同日、財務省に提出した。防衛力整備の重点施策と主要
装備・組織編成など２２年度業計の主な内容は次の通り。（金額は契
約ベース）
平成２２年度概算要求の考え方
----Ⅰ‐３ 航空優勢の確保
航空軍事技術の進歩や脅威の趨勢に対応し、我が国の防空等の
任務に適切に対応するため、戦闘機の能力向上や将来の脅威に対応
する先進的な研究等を実施する。
◇現有戦闘機の有効性確保のための能力向上
○Ｆ２空対空戦闘能力の向上＝新規（概算要求額＝８１億円）
・空対空戦闘能力向上のための自律誘導型の空対空ミサイル（ＡＡ
Ｍ４）の搭載改修
・探知距離延伸等のための搭載レーダの改修
○Ｆ１５の近代化改修（概算要求額＝６２億円）
・周辺諸国の航空戦力の急速な近代化に対応し、防空能力の強
化を図るため、Ｆ１５の近代化改修を実施
○Ｆ１５の自己防御能力の向上＝新規（概算要求額＝１１０億円）
・通信電子技術の進歩に対応し、レーダに対する電波妨害装置、レ
ーダ警戒装置、射出型妨害装置の能力を向上した統合電子戦システ
ムを搭載
◇ステルス機対処技術の研究
○先進統合センサ・システムに関する研究＝新規（概算要求額＝５
億円）
・戦闘機に搭載するレーダの高出力化の研究
・赤外線センサ、ＥＳＭ等とのデータ融合の研究
○電波・光波複合センサシステムの研究＝新規（概算要求額＝２
６億円）
・ステルス機、巡航ミサイル及び弾道ミサイル等を早期に探知するた
めの複合センサの研究
----Ⅳ 宇宙関連事業及び気候変動対策等への取組
防衛分野での宇宙利用の促進、Ｃ４ＩＳＲ能力の向上、地球温暖
化対策のため、各種の取組を実施する。
Ⅳ‐１ 宇宙関連施策の推進（概算要求額＝６４９億円）
○宇宙を利用したＣ４ＩＳＲの機能強化のための調査・研究
・２波長赤外線センサ技術の研究
・宇宙状況監視・空中発射システム・小型衛星に関する調査研究
＝新規
・統合衛星通信網に関する調査研究＝新規
○衛星通信の利用
・衛星通信の大容量化・高速化への対応
○商用画像衛星の利用
・撮像機会の増加により監視能力を向上
○気象衛星情報の利用

Ⅳ‐２ Ｃ４ＩＳＲ能力の向上
◇サイバー攻撃対処能力の強化
○サイバー空間防衛隊（仮称）新設のための準備室を設置＝新規
○統合幕僚監部にサイバー企画調整官を配置＝新規
○サイバー防護分析装置の整備＝新規
・民間の最新のサイバー攻撃情報を収集する能力（情報収集部）
・実際の環境に近い形で分析する機能（動的解析部）
・サイバー攻撃対処能力向上のためのサイバー演習場機能（対処演
習部）
○サイバー戦分析機能の強化
・諸外国のサイバー戦動向について、長期的、専属的に情報を収
集・分析する機能を情報本部に整備
◇情報通信基盤の強化
○自動警戒管制システム（ＪＡＤＧＥ）の整備
・ＪＡＤＧＥソフトの改修 /// ・ＴＤＳ端末用連接関連装置の取得
○ＴＤＳ端末の取得
----２ 主要な研究開発
【新規】▽０３式中距離地対空誘導弾（改）の開発（６６億円）＝巡
航ミサイル、空対地ミサイル等への対処能力の向上、防護範囲の拡大
および取得コストの低減を図った０３式中距離地対空誘導弾（改）の開
発
▽新電子戦システムの開発（４２億円）＝電波の収集・分析を行うと
ともに、敵の通信電子活動を妨害して、情報優越の獲得に寄与するた
めに使用する新電子戦システムの開発
▽次世代潜水艦用ソーナシステムの開発（６５億円）＝静粛化した
艦艇および浅海域での行動に対処するため、探知能力および情報処
理能力を向上した次世代潜水艦用ソーナシステムの開発
▽イージスＢＭＤ武器システム構成要素の開発（１６億円）＝米国
のイージスＢＭＤ戦闘システムに、指揮官・オペレータ支援機能およびシ
ステムの抗たん性を向上させる機能を付加するためのイージスＢＭＤ武
器システム構成要素の日米共同開発
▽新空対艦誘導弾（ＸＡＳＭ３）の開発（２３億円）＝高性能な対
空火器が搭載されている敵戦闘艦艇に対して、より効果的な対処を可
能とするために使用する新空対艦誘導弾（ＸＡＳＭ３）の開発
▽先進統合センサ・システムに関する研究（５億円）＝レーダ、ＥＳ
Ｍ、ＥＣＭ機能を一体化したセンサを戦闘機に搭載し、赤外線センサと
データ融合により、ステルス目標等に対する探知、追尾能力の向上に
関する研究
▽電波・光波複合センサシステムの研究（２６億円）＝大型航空機
に搭載し、経空脅威を早期に探知し、他の武器システム等と連携して
対処する遠距離探知センサシステムに関する研究
▽防空用高出力レーザ兵器に関する研究（１８億円）＝重要防護
施設や艦船を狙ってくるミサイル等に対し、瞬時に損傷を与える近接防
空用の高出力レーザシステム構成要素に関する研究
【継続】▽新弾道ミサイル防衛用誘導弾の開発（２９９億円）＝ＳＭ
３、ＢＬｏｃｋ ＩＡ型誘導弾の後継となる艦載型の新弾道ミサイル防衛
用誘導弾の日米共同開発
▽先進技術実証機（高運動ステルス機）の研究（３１２億円）＝ 略

------------------------------------------[kokunews]
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・第６２４２号 平成２１年９月１５日（火曜日）

◎ＭＲＪ仕様確定・主翼素材はアルミ化に変更、１００席クラスの開発

◎ＭＲＪ、競合機への圧倒的優位性は仕様変更により更に向上・強

を視野

化

は当初計画内遂行 ３

三菱航空機、 高い燃費性能と環境性能・世界のベストセラー

機に ５

◎ＨＴＶ技術実証機分離に成功、ＳＭＩＬＥＳ等搭載

◎坂田氏、わが国の航空機・エンジンの将来をテーマに
日本航空協会、「空の日・宇宙の日」記念特別講演会 ６
◎２２年度関係１１省庁別の宇宙関係予算要求
戦略本部、前年度比２５％増の４３６０億円 ９
・第６２４１号 平成２１年９月１２日（土曜日）

三菱航空機、初号機納入２０１４年１Ｑに修正・総開発費

ＪＡＸＡ／ＭＨＩ、Ｈ－ⅡＢロケット試験機打上げ ４
・第６２４０号 平成２１年９月１０日（木曜日）

◎海自の金井宣茂１尉を追加採用、外科医知識を宇宙医学に活か
したい ＪＡＸＡ、ＩＳＳ滞在宇宙飛行士候補者・訓練終了は３人同時
を計画 ２
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◎静止地球環境観測衛星の運用等事業の実施方針公表

◇滞空型無人機導入の次期防盛込み示唆、宇宙利用を促進

気象庁、１２月に特定事業選定・来夏頃落札者決定 ４

情報収集・警戒監視活動充実による情報優越の確立向け ５

◎防衛省、米国にてＰＡＣ‐３ミサイル発射試験実施 １５

◇ＯＨ―１観測ヘリを２ヶ年分４機で一括調達

◎「ちょうかい」搭載ＳＭ－３発射試験を１０月実施

Ｆ－２レーダ２８機分取得等８３億円節減 ６

海自、ＢＭＤ機能付加したイージス護衛艦は３隻に １５

・第６２３６号 平成２１年９月１日（火曜日）

◎インシツ・パシフィク設立、アジア・太平洋地域に展開

◎新規後年度負担２３.４％増の２兆９７４億円計上

ボーイング、無人偵察機スキャンイーグルの実機を公開 １６

防衛省２２年度概算、総額４兆８,４６０億円要求 ８
◇Ｆ－１５形態２型改修、Ｆ－２能力向上・ＪＤＡＭ付加

・第６２３９号 平成２１年９月８日（火曜日）

◎防衛力整備部門の一元化、整備計画局の新設

航空機調達、Ｐ－１を２機など前年比１０機増の２９機 ８

防衛省組織改革、統合幕僚監部の機能強化等 １５

◇ＰＡＣ‐３の全国展開、入間除く５群は３高射隊化の全２３隊
ＢＭＤに１,７６１億円、２５～６年度末までに配備完了計画 １０

・第６２３８号 平成２１年９月５日（土曜日）

◎気象庁概算、次期気象衛星整備に７５.５億円を要求 １３

◎宇宙基本計画に基づく宇宙開発利用等推進に２,６５４.５億円

◎海洋地球探査・衛星観測シ構築に２９０億円

文科省概算要求、宇宙輸送シ・Ｈ－ⅡＢ／ＨＴＶに 491 億円 11

文科省概算、南極観測事業に４９億円を要求 １３

◎多目的補給モジュール１、「きぼう」用実験機材等を搭載し
ＮＡＳＡ、スペースシャトル「ディスカバリー号」打上げ １２

・第６２３７号 平成２１年９月３日（木曜日）

◎防衛省１日付、増田前次官の顧問委嘱を発令 ３

◎初飛行は’０９年末、初号機デリバリーは’１０年４Ｑを予定

◎航空優勢の確保、Ｆ－２のＡＡＭ４搭載改修等に２８５億円

ボーイング、７８７ドリームライナーの新スケジュール発表 １２

防衛省概算要求、掃海用ＭＣＨ１０１型ヘリ２機に４８億円 ４
------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
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航空機開発国家助成にかんする WTO ルールが先週発行 AIA トップは歓迎

Blakey applauds WTO ruling on Airbus subsidies

A 1,000-page ruling issued last week by the World Trade Organization "confirms that Boeing has been competing on an uneven playing
field for decades," according to Sen. Patty Murray, D-Wash., a leader in U.S. efforts to make an international case against alleged
governmental launch aid for rival Airbus. Marion Blakey, president and CEO of the Aerospace Industries Association, also saw the WTO
ruling as "an important step toward achieving a level and fair playing field that will allow the U.S. aerospace industry to flourish in the
international marketplace." But European officials questioned that interpretation, noting that the report offered victories for both sides
in the dispute, and a separate WTO panel has yet to issue its ruling in a counterclaim filed by the EU. AviationWeek.com (9/4) , Chicago
Tribune/The Associated Press (9/5)
世界の武器販売 3 分の 2 を米国が占める

Report: U.S. captures two-thirds of global arms sales

The U.S. share of global arms sales topped 68% in 2008, a congressional study has found, despite an overall drop in military spending
around the world. While U.S. sales grew by almost $12 billion, Russia suffered a sharp drop, selling just $3.5 billion last year, compared to
$10.8 billion in 2007. The U.S. gain "was attributable not only to major new orders from clients in the Near East and in Asia, but also to
the continuation of significant equipment and support services contracts with a broad-based number of U.S. clients globally," according
to the Congressional Research Service. The New York Times (9/6)
新しい WTO ルールによれば 空中給油機競争ではエアバスにとり不利

Airbus critics cite WTO ruling in tanker contest

A preliminary finding by the World Trade Organization that Airbus received improper support from European governments has drawn
outrage from supporters of Boeing Co.'s bid to build a new refueling tanker for the U.S. Air Force. "The U.S. government cannot reward
illegal market actions that have harmed U.S. manufacturers and stolen U.S. aerospace jobs," said Rep. Norman Dicks, D-Wash. But
Northrop Grumman Corp., which has partnered with Airbus parent EADS in its competing tanker bid, insisted the ruling should have no
effect. "Those who try to inject the WTO issue into the tanker competition are doing our warfighters a disservice," said a Northrop
spokesman. The Politico (Washington) (9/4) , The New York Times (9/4)
フランス大統領 ブラジル訪問して ダッソー・ラファールの売り込みに

French president in Brazil to boost Dassault fighter jet bid

French President Nicolas Sarkozy headed to Brazil on Sunday, seeking to help win a fighter jet contract worth up to $2.5 billion for
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plane maker Dassault Aviation. Sarkozy hopes to boost Dassault's Rafale fighter, which has yet to find a foreign buyer. Google/The
Associated Press (9/7)
中国製民間機 C919 ha 低価格でボーイング 737 に挑戦

China shows off first commercial jet, boasts of lower price

China's government-owned aircraft manufacturer has unveiled its first commercial jet, promising the single-aisle, 168-seat C919 will
"surely be cheaper" than comparable planes from Boeing Co. and Airbus. Commercial Aircraft Corp. of China plans to target domestic
airlines first, then seek international buyers for its new model. One analyst says price will be a "major advantage" for the Chinese
manufacturer, but a Boeing official says the U.S. plane maker will seek out "new ways to consistently reduce the cost" of its 737.
Bloomberg (9/8)
エアラインの 2009 年の減便により、キャパシティレベルは過去 60 年で最低となる

Airlines' 2009 capacity cuts to be deepest in 60-plus years

The six largest U.S. airlines will reduce capacity 6.8% by the end of 2009, according to two different studies -- the equivalent of
removing a major airline from the skies. The estimate comes from OAG Aviation Solutions and the Air Transport Association, but some
experts say even deeper cuts may be necessary. "There's no point putting seats in the air if people don't want to fly," says aviation
consultant David Swierenga. "A double-digit cut, more than 10%, in capacity is called for." Bloomberg (9/4)

SmartQuote
" We can draw lessons from the past, but we cannot live in it."
過去から教訓は得られても、過去のうちに生きることは不可能。
--Lyndon B. Johnson,

36th U.S. president

アメリカ第 36 代大統領 リンドン・B ジョンソン
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コネチカット州政府 1 億ドルのインセンティブ（助成）で P&W 社の雇用確保

Conn. offers Pratt & Whitney $100M in incentives to save jobs

Connecticut Gov. Jodi Rell has offered Pratt & Whitney a five-year, $100 million incentive package designed to prevent some 1,000 jobs
from shifting to Georgia and overseas. In addition to the state proposal, which includes tax credits, training assistance and new
machinery, the International Association of Machinists has offered to save the company $63 million in overtime pay and other
concessions. "This is a partnership," Rell said of the combined effort to save Pratt & Whitney jobs. "It would augment the union
negotiations. They are stepping up to the plate." Chicago Tribune/The Associated Press (9/3)
国防省 調達プログラムの進捗モニターシステム

Pentagon eyes early alert system for troubled weapons projects

The Pentagon's acquisition chief says new laws are needed to help identify emerging problems in weapons systems earlier in the
production process. "I am looking for earlier ways of assessing programs than waiting for the Nunn-McCurdy bell to ring," Ashton Carter
said in an interview, adding that wayward programs are subject to cancellation later in the process, as well. "When we find programs that
are troubled, that aren't performing in cost, schedule or performance or that are no longer needed, then we need to stop doing them,"
he said. Aerospace Daily & Defense Report (9/4)
F-22 日本向け輸出がいかにベネフィットをもたらすか

Opinion: Selling F-22 to Japan has multiple benefits

The U.S. could protect its technological secrets and still sell F-22 fighters to Japan with only minor changes, according to this op-ed by
a former Reagan Pentagon official. "Japan would pay about $10 billion for 40 of the planes, thus helping our balance of payments
situation and keeping tens of thousands of workers employed until 2017," writes Lawrence Korb, along with a research associate at the
Center for American Progress. Korb estimates that less than 10% of the plane would require changes to preserve sensitive technologies.
The Atlanta Journal-Constitution (free registration) (9/3)
ハネウエル社の新 CEO

Honeywell names new CEO for aerospace division

Tim Mahoney has been appointed to head the $11 billion aerospace business at Honeywell International Inc., replacing Rob Gillette as
CEO. Prior to the new appointment, which is effective immediately, Mahoney was chief technology officer at Honeywell Aerospace.
Forbes/The Associated Press (9/3)
ガルフストリーム 海外からの受注好調

General Dynamics sees Gulfstream orders take flight

General Dynamics Corp. says its Gulfstream aircraft business is beginning to pick up as the company diversifies and adds clients from
outside the U.S. More than half of its new orders have come from outside of North America, and the company has a backlog of orders
totaling nearly $20 billion. Bloomberg (9/2)
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ボーイング社 8 月受注・出荷ともに大きく減少

Boeing sees big drops in August orders, deliveries

Falling demand for commercial air travel led to an 11% drop in orders last month, Boeing Co. reported Thursday. Though August
deliveries plunged by 22%, Boeing said it still expects to deliver up to 485 jets this year, compared to 375 in 2008. Google/The
Associated Press (9/3)

SmartQuote
" When a thing is funny, search it carefully for a hidden truth."
何かおかしいちょっと変だという時には、どこかにまだ見つけていない事実があるはずだ
--George Bernard Shaw, Nobel laureate in literature

ノーベル文学賞受賞者：ジョージ・バーナード・ショウ
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７８７の失態を挽回するトップ交代を認めたボーイング CEO

Boeing "lost the handle" in managing 787 program, CEO admits

Boeing Co. CEO Jim McNerney told an investors' conference Wednesday that the company "lost the handle a little bit" in managing the
787 program. But Jim Albaugh, the newly appointed chief of the commercial airplane division, "has been managing hundreds of programs
for the last eight years," McNerney said, promising improved execution in the 787 program. TheStreet.com (9/3)
国防省 調達のトップ（アシュトン・カーター氏）産業基盤育成の重要性認識を表明

Carter calls industry concerns "completely legitimate"

Ashton Carter, the Pentagon's chief weapons buyer, says Defense Department officials have a responsibility to consider the industrial
base when planning program cuts. In an interview Tuesday, Carter said concerns about the industrial base are "completely legitimate,"
because many defense jobs require "very skilled, very rare kinds of skills that are not easily replicated in the commercial world and if
allowed to erode would be difficult to rebuild." He also expressed broader support for an industry sometimes seen at odds with its
biggest customer. "I am not a believer that the defense industry is the enemy. They are our partners," he noted. Defense News (9/2)
空軍の空中給油機競争入札計画を誰が主導するか依然未定

Still no decision on Air Force role in tanker competition

While no decision has been made on who will run the competition for a new aerial refueling tanker, "the entire Air Force chain" will be
involved in the process, according to Ashton Carter, the Pentagon's acquisition, technology and logistics executive. Last summer,
Defense Secretary Robert Gates stripped the Air Force of its role after the previous tanker contract was called invalid by the
Government Accountability Office. Defense News (9/2)
空軍は、ボーイングの C-130 コックピット改修計画をキャンセルする方向で 28 億ドルの節減
Air Force eyes $2.8B savings through C-130 program cuts
The Air Force projects it would save about $2.8 billion through 2015 by canceling plans to have Boeing Co. upgrade the cockpit software
in its fleet of C-130 transports. The C-130 cuts are among 16 such recommendations under consideration in a five-year budget plan as
the Air Force grapples with a Pentagon mandate to find $24.2 billion in savings. Bloomberg (9/2)
ボンバルディア Q2 業績受注利益とも減少

Bombardier reports Q2 declines in profit, orders

With aircraft orders declining, Bombardier Aerospace reported a second-quarter drop in operating profit to $154 million, compared to
$243 million in the same period a year ago. The company secured commitments for 15 commercial and 27 business aircraft, but had 80
business aircraft cancellations during the quarter. Air Transport World (9/3)
エクリプス社 現存機のメンテナンス・サーポートで事業再開

Eclipse opens doors on restructured company

After six turbulent months of bankruptcy proceedings, a reconstituted Eclipse Aviation opened for business on Tuesday, aiming to
eventually employ 500 workers producing hundreds of very light jets each year. Initially the company will focus on maintaining more than
250 Eclipse 500 jets already in service, a task analysts see as key to restoring confidence in the brand. "Their initial focus is going to
have to be on satisfying the existing owners, and a lot will depend on that," says Doug Royce of Forecast International. "If they can't
get that side of the business down, then they're not going to get the financing to restart production." Google/The Associated Press
(9/2)
FAA 米国内の A330 にあらたに気速計器を交換命令

FAA requires new pitot tubes for U.S.-based A330s

The FAA announced Wednesday that airlines have until January to replace many of the airspeed indicators found on Airbus A330s and
A340s. The safety agency wants airlines to switch to equipment manufactured by Goodrich Corp. out of concern that Thales-made
indicators may have contributed to the crash of Air France Flight 447. Among U.S. carriers, only US Airways and Delta Air Lines'
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Northwest unit fly A330s, and many of their indicators already have been replaced. Bloomberg (9/2) , The New York Times/Bloomberg
(9/2)

SmartQuote
"A human being's first responsibility is to shake hands with himself."
人類の第一の責任は、自分自身と仲良くすることだ。
--Henry Winkler,

American actor

アメリカ俳優：ヘンリー・ウィンクラー

DL(0901)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ボーイング民間航空機トップ交代

Albaugh replaces Carson at Boeing Commercial Airplanes

Scott Carson, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes, announced Monday he will retire at year's end, following a three-year
tenure marked by delays to the company's highly touted 787 Dreamliner. Effective today, the commercial airline division will be run by
Jim Albaugh, previously the CEO of Boeing's defense division. In a statement, Boeing CEO Jim McNerney said the decision to retire was
Carson's, and he praised the executive's "long record of accomplishment across many disciplines, functions and businesses, and the
enduring contributions he has made to Boeing through 38 years of service." Air Transport World (9/1) , The Wall Street Journal (8/31) ,
The New York Times (8/31)
F-35 プログラムに異例の賛辞をもって国防産業を支援するゲーツ長官

In boost for defense industry, Gates praises F-35

Defense Secretary Robert Gates traveled to Texas on Monday to offer an "unusually strong endorsement" of Lockheed Martin Corp.'s
$300 billion F-35 program, the Pentagon's largest-ever contract. Analysts saw the visit as a vote of support for the defense industry,
which has been roiled by deep cuts under the Obama administration. "My view is that we cannot afford, as a nation, not to have this
airplane," Gates said, noting that the F-35 costs about half as much as an F-22, a plane he fought hard to kill. The Wall Street Journal
(8/31)
オバマ政権の武器輸出管理の改革を評価する産業界

Defense industry cheered by Obama efforts on export controls

AIA's Remy Nathan discusses defense export controls in this clip from Defense News with Vago Muradian. Nathan says recent
overtures to India and Brazil show the Obama administration understands the need for a "comprehensive view of what national security
entails." WUSA-TV (Washington, D.C.)/Defense News (8/31)
EADS トップ エアライン業界の早期復調には懐疑的

EADS chief skeptical of airline industry turnaround

Based on 2009 orders tracking below expectations, EADS CEO Louis Gallois says the commercial aviation industry may have to wait
awhile to turn the corner. Nine months into the year, Airbus has secured only half of its 300 projected orders, and Gallois says carriers
may be hesitant to accept deliveries next year. Bloomberg (9/1)
世界のエアラインが苦悩する中で、北米キャリヤーは改善の兆し As global airlines struggle, North American carriers see improvement
Fifty airlines around the world lost a combined $2 billion in the second quarter, bringing 2009 first-half losses to more than $6 billion.
While Asian and European airlines reported growing losses for the quarter, carriers in both North and South America saw their losses
shrink compared to the same period last year. Google/Agence France-Presse (9/1)
デルタ航空 ジェットブルーとのコードシェアリングに慎重

Delta wary of JetBlue codeshare deal

Though a spokesman for JetBlue Airways says the carrier doesn't expect to "see any problems" in its codeshare arrangement with
Germany's Lufthansa, The Wall Street Journal reports that Delta Air Lines may oppose the move. In a filing with the Transportation
Department last year, Delta warned that closer cooperation between the two carriers could result in "competitive mischief" in the New
York market -- an allegation dismissed by regulators earlier this year when they approved an enlargement of the Star Alliance. The Wall
Street Journal (9/1)
医療用緊急搬送ヘリコプターの安全性を向上対策案を 国家運輸安全員会（NTSB）が準備
NTSB lists ways to improve medical helicopter safety
The National Transportation Safety Board was expected to propose numerous operational and equipment changes on Tuesday for
improving the safety of emergency medical helicopters. The hearing comes nearly seven months after an NTSB report highlighted safety
problems in the industry. Proposed changes were expected to include additional training for at least some types of helicopters,
expanded use of dedicated airways to help prevent obstructions in bad weather and improved flight-data collection and weather
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forecasting. The Wall Street Journal (9/1)

SmartQuote
" My favorite poem is the one that starts 'Thirty days hath September' because it actually tells you something."
私は「9 月は 30 日」ではじまる詩が好きだ、その訳は、何かメッセージがあるの。
--Groucho Marx,

American comedian

アメリカのコメディアン：グラウチョ・マークス
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About the NAS: http://www.nasonline.org/site/PageServer?pagename=ABOUT_main_page
About ASEB: http://sites.nationalacademies.org/DEPS/ASEB/DEPS_046689
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National Security

2009

Air Force officials launch Atlas V rocket AFNS 09 Sep 2009

Shuttle Crew on Mission's First Spacewalk VOA 01 Sep 2009

Russia Countermeasure against Missile Shields KCNA 02 Sep 2009

Science

Space Station / Shuttle

NASA Releases New Images of Deep Space VOA 09 Sep 2009

Russia approves new ISS crew RIA Novosti 10 Sep 2009

Scientists Make First Discovery Using LWDA Navy NewsStand 01

Space Shuttle Discovery Lands in California VOA 12 Sep 2009

Sep 2009

Japan sends space freighter to ISS RIA Novosti 11 Sep 2009

Industry

Shuttle Crew Avoids Debris, Prepares for Return VOA 10 Sep

$156.5 Million NASA Payload Processing Option Boeing 11 Sep

2009

2009

Discovery shuttle undocks the ISS RIA Novosti 09 Sep 2009

ATK & NASA Test Ares First Stage Development Motor ATK 10

Soyuz TMA-16 crews tests before flight to ISS RIA Novosti 08 Sep

Sep 2009

2009

AEHF Satellite Final Round Of Testing Lockheed Martin 10 Sep

'Discovery' Completes Resupply Mission at ISS VOA 08 Sep 2009

2009

Astronauts Complete 7-Hour Spacewalk VOA 05 Sep 2009

NPOESS Satellite Milestone Northrop Grumman 10 Sep 2009

Orbiting 'Junk' Passing Space Station VOA 04 Sep 2009

Final Modernized GPS Satellite Begins Ops Lockheed Martin 03 Sep

Astronauts secure new coolant tank to ISS RIA Novosti 04 Sep

2009

2009

10 Years of PAC-3 Missile Seeker Production Boeing 01 Sep 2009

NASA: Approaching 'Junk' No Threat to Spacewalk VOA 03 Sep

International
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Russia to launch 3 Glonass satellites RIA Novosti 15 Sep 2009

Japan set to launch space freighter to ISS RIA Novosti 07 Sep

Russia to launch weather satellite RIA Novosti 14 Sep 2009

2009

China to construct new space centre RIA Novosti 14 Sep 2009

'Heat stroke' caused India's lunar probe to fail RIA Novosti 07 Sep

US-Canada agreement on civil space cooperation AFNS 09 Sep

2009

2009

Raytheon & Taiwan's Patriot Systems Support Raytheon 01 Sep

Atlas rocket powered by Russian engine RIA Novosti 09 Sep 2009

2009

------------------------------------------[軍事宇宙開発 spacetoday.net: military]

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

------------------------------------------Tuesday, September 22

PANdora’s Box The Space Review — 12:01 pm ET (1601 GMT)

PAN satellite finishes its climb to geostationary orbit

Friday, September 11

Spaceflight Now — 7:06 pm ET (2306 GMT)

NGA Solicits Proposals for Commercial Radar Imagery

Innovative Lockheed Martin-Built Satellite System Operating

Space News — 6:16 pm ET (2216 GMT)

Successfully On Orbit

New Military Communications Satellite Begins Final Round of

PR Newswire — 1:17 pm ET (1717 GMT)

Testing at Lockheed Martin PR Newswire — 5:31 am ET (0931 GMT)

ICBMs: the basis for all systems in space

Thursday, September 10

US Air Force — 6:44 am ET (1044 GMT)

SES World Skies Leases Astra 3B Capacity to Artel for

Delta II Defense Department Launch Rescheduled for Sept. 23

Pentagon Use Space News — 11:48 am ET (1548 GMT)

NASA/KSC — 6:35 am ET (1035 GMT)

Wednesday, September 9

Friday, September 18

Senator Hints at Spy Sat Cuts

U.S. Air Force Moving Toward Block Purchases of EELV

DoD Buzz — 8:05 pm ET (0005 GMT)

Launchers Space News — 6:57 pm ET (2257 GMT)

Tuesday, September 8

USAF Readies For Multiple Launches

45th Space Wing Launches Atlas V Lifting Government

Aviation Week — 6:40 pm ET (2240 GMT)

Communications Satellite

Pentagon Wants ‘Space Junk’ Cleaner

Friday, September 4

Wired News — 1:07 pm ET (1707 GMT)

Super-Secret Atlas Flight Set For Tuesday Night

Thursday, September 17

Florida Today — 9:27 pm ET (0127 GMT)

New Missile Warning Satellite Built By Lockheed Martin Begins

Thursday, September 3

Major Environmental Test Phase

NRO: No Biz For Conflicted Companies

PR Newswire — 9:26 pm ET (0126 GMT)

DoD Buzz — 8:32 pm ET (0032 GMT)

Wednesday, September 16

Wednesday, September 2

SBIRS GEO-1 Space Vehicle Completes Open-Door Testing

Carter: DoD Plans Must Consider Industry's Health

US Air Force — 12:30 am ET (0430 GMT)

Defense News — 8:46 pm ET (0046 GMT)

Monday, September 14

Law Forcing Space Companies to Sell

SBIRS Problems Persist: New Sats Needed

DoD Buzz — 8:23 pm ET (0023 GMT)

DoD Buzz — 10:58 pm ET (0258 GMT)

Air Force Space Command's Operational Safety Pause

U.S. Air Force To Extend Raytheon’s GBS Contract

US Air Force — 8:17 pm ET (0017 GMT)

Space News — 10:48 pm ET (0248 GMT)

Tuesday, September 1

Missile Defense Launch Targeted For Saturday

JSpOC inscreases tracking capabilities

Florida Today — 10:30 pm ET (0230 GMT)

US Air Force — 7:39 pm ET (2339 GMT)

US Air Force — 8:07 pm ET (0007 GMT)

------------------------------------------[中国宇宙開発-2 spacetoday.net: China]

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

------------------------------------------Saturday, September 19

China to help Pakistan build satellite

45

RIA Novosti — 9:20 am ET (1320 GMT)

Palapa-D communications satellite now in geostationary orbit

Thursday, September 17

Thales Alenia Space — 8:43 am ET (1243 GMT)

Long March Operator Announces Board of Inquiry Members

Indonesian satellite reaches preset orbit despite skewed launch

Space News — 9:16 pm ET (0116 GMT)

Xinhua — 8:41 am ET (1241 GMT)

China Includes First Women in Search for New Astronauts

Wednesday, September 9

SPACE.com — 9:13 pm ET (0113 GMT)

Long March Mishap Findings Due By Mid-November

China selects 45 candidates for space program

Space News — 12:14 pm ET (1614 GMT)

RIA Novosti — 9:08 pm ET (0108 GMT)

Thursday, September 3

China struggles for space entrepreneurs

Thales Alenia Space statement concerning orbital positioning of

Asia Times — 7:27 am ET (1127 GMT)

the Palapa-D satellite

China Focus: China selects female astronaut candidates

Thales Alenia Space — 8:22 pm ET (0022 GMT)

Xinhua — 6:59 am ET (1059 GMT)

Telecom Satellite Stranded by Errant Rocket to be Salvaged

China finishes preliminary selection of new astronauts, one third

Space News — 8:21 pm ET (0021 GMT)

women Xinhua — 6:58 am ET (1058 GMT)

Wednesday, September 2

Wednesday, September 16

China adjusts satellite orbit after skewed launch

China's great leap upward

Reuters — 12:46 pm ET (1646 GMT)

The Daily Telegraph — 1:04 am ET (0504 GMT)

Rocket hiccup no jam-up for China

Monday, September 14

China Daily — 12:46 pm ET (1646 GMT)

China begins space center construction in southern island of

Thales Alenia Space statement concerning Palapa-D satellite

Hainan

Thales Alenia Space — 12:44 pm ET (1644 GMT)

Xinhua — 6:43 am ET (1043 GMT)

Backgrounder: China's four space launch bases

Tuesday, September 1

Xinhua — 6:43 am ET (1043 GMT)

Indonesian satellite launched in China in normal state after

China breaks ground on space launch center

failure to enter orbit

AP — 6:39 am ET (1039 GMT)

Indonesian satellite launched from China misses orbit

Sunday, September 13

Reuters — 5:46 am ET (0946 GMT)

Xinhua — 5:48 am ET (0948 GMT)

------------------------------------------[Quotes from the Old/New Testament]
Ps.90:3

You turn man to destruction, And say,“Return, O children of men.”

[編注] 「ちりに帰らせる」のと「帰れ」とは、英文の方で読むと明らかに別の意味ですね。
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あなたは人をちりに帰らせて言われます、「人の子よ帰れ」
と。

