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#140 page 56-57

[編注] 毎号、実施しているプロジェクト状況！これも説明責任の一部であろう。こちらは？？

1

以下、2009 年以降

2
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technobahn

再使用可能ブースタがテスト中

Reusable Booster test undergoing

With help from Air Force Research Laboratory, the Air Force is

housed at the AEDC (located at Arnold Air Force Base,

pursuing a Reusable Booster System concept as the potential

Tennessee)--specifically, the capability to study jet interactions

next step towards a low-cost space access capability. Whereas

between nozzles and a test article over wide-ranging angles of

current booster systems are entirely expendable and require long

attack. For the boostback wind tunnel test activity, researchers

lead times prior to launch, an RBS equipped with boostback

took the test article from a -2° angle of attack to a +180°

capability--such

Arnold

angle of attack, with and without air flowing through the article in

Engineering Development Center wind tunnel facilities--could

order to simulate rocket plumes at Mach 4 and Mach 5. The

facilitate launch-site turnaround of a vehicle in less than 48 hrs

resulting force, moment, and pressure data will assist efforts to

and vehicle launch prep in less than 8 hrs. This successful test

determine vehicle stability and control characteristics throughout

effort supports AFRL's Future-responsive Access to Space

the boostback maneuver, with further testing required to fully

Technologies program, including the initiation of follow-on flight

validate the maneuver's viability.

as

the

one

recently

tested

in

demonstrators. Further, the test highlights a new test capability

3

Reusable Booster Systems pave the way to low-cost space access, and
incorporating boostback technology into an RBS in order to reduce
vehicle turnaround and launch prep further advances this goal. Wind
tunnel testing of AFRL's boostback test article (pictured as a schlieren
image) took place in the Arnold Engineering Development Center's
Theodore von Karman Facility Tunnel A. Credit: U.S. Air Force

http://www.technobahn.com/article/200912181133

------------------------------------------10.01.01

Air & Space

スペース・シャトル・ジュニア Space Shuttle Jr. After 2010, the only spaceplane in the U.S. inventory will be the Air Force's mysterious X-37.
It's been a long wait—in some ways, more than 50 years—but in

one rocket engine bell instead of the shuttle's three. Two cargo

April 2010, the U.S. Air Force is scheduled to launch an Atlas V

doors open just as the shuttle's do, revealing a four- by

booster from Cape Canaveral, Florida, carrying the newest U.S.

seven-foot bay. Like the shuttle, the X-37 was designed for low

spacecraft, the unmanned X-37, to orbit. The X-37 embodies the

Earth orbits—in the latter's case, altitudes of 125 to 575 miles.

Air Force's desire for an operational spaceplane, a wish that

And the craft will fly like a shuttle, reentering the atmosphere

dates to the 1950s, the era of the rocket-powered X-15 and

with the orbiter's 40-degree nose-high attitude. After reentry, it

X-20. In other ways, though, the X-37 will be picking up where

will change to a 20-degree nose-down glide and, flying at up to

another U.S. spaceplane, NASA's space shuttle, leaves off. With a

220 mph, land at Vandenberg Air Force Base in California, with

wingspan of 15 feet and a length of 27.5 feet, the X-37 looks like

Edwards Air Force Base as an alternate.（後略）

a tiny space shuttle. It has a blunt (though windowless) nose, and

The Air Force hopes its unmanned X-37 (in taxi tests in 2007) will take on some of the functions of the shuttle (USAF)

Field of dreams: X-planes, June 2000, Dryden center,
California. Left to right: The X-37A, X-40A, and X-34,
canceled in 2001, surround a little mockup of the
hypersonic X-43. Tony Landis/NASA Dryden

A CH-47 Chinook hoists the X-40A, the X-37’s
forerunner, for a 2001 drop test at Edwards Air
Force Base.
Tony Landis/NASA Dryden

4

A Boeing technician adjusts panels
on the X-37A drop-test vehicle,
which made its first free flight in
April 2006.
USAF

Scaled Composite’s White Knight launched the X-37A on
three glide tests in 2006.
Alan Radeck/Mohavewest Media Works

The Air Force’s first spaceplane design, the X-20
Dyna-Soar, stalled out at mockup stage in 1963.
National Musuem of The United States Air Force

The X-37B orbital test vehicle in
Boeing’s Huntington Beach,
California plant last August. The
adaptor at its base will link it to an
Atlas V booster. USAF

http://www.airspacemag.com/space-exploration/Space-Shuttle-Jr.html?utm_source=newsletter20091219&utm_medium=email&utm_campaign=ASMDecember

------------------------------------------Dec 15, 2009 10:00 GMT

technobahn

X-51A ウェーブライダが B-52 に初搭載

X-51A Waverider gets first ride aboard B-52

In a flight test reminiscent of the early days of the historic X-15

currently planned in about two months, said Charlie Brink, X-51A

program 50 years earlier, the X-51A Waverider was carried aloft

program manager with the Air Force Research Laboratory at

for the first time over Edwards Air Force Base, Calif., Wednesday,

Wright-Patt. "This was a great day for the program," Brink said.

Dec. 9 by an Air Force Flight Test Center B-52H Stratofortress.

"The early look is we successfully captured all of our test points

The "captive carry" test was a key milestone in preparation for

without any anomalies. I'm really proud of the AFRL, Air Force

the X-51 to light its supersonic combustion ramjet engine and

Flight Test Center, and Boeing/Pratt Whitney Rocketdyne teams'

propel the WaverRider at hypersonic speed for about 5 minutes,

efforts to move us towards the big event."(後略)

before plunging into the Pacific Ocean. That flight test is

An Air Force Flight Test Center B-52H Stratofortress performs a captive carry flight of
the X-51A WaveRider over Edwards Air Force Base, Calif. on Dec. 9, 2009. The captive
carry mission is a key test milestone to ready to light the X-51's scramjet engine during
the vehicle's first powered hypersonic flight in early 2010. Credit: U.S. Air Force
photo/Mike Cassidy

Crew members prepare the X-51A for a captive carry flight
under the B-52 Stratofortress Dec. 9. The captive carry is
part of the preparations being made prior to the first flight.
Credit: U.S. Air Force photo/Mike Cassidy

http://www.technobahn.com/article/200912151000

------------------------------------------091217 Marshall Star

NASA MSFC

page 4

By Kimberly Newton

NASA と契約者チームは一機の fast 衛星 FASTSAT- HSV01 を開発

NASA and contractor team develop one fast satellite

Environmental testing of the Fast, Affordable Science and
Technology Satellite, or FASTSAT- HSV01, has been completed
successfully. FASTSAT-HSV01 is a unique platform that can
carry multiple small instruments or experiments to low-Earth
orbit on a wide range of expendable launch vehicles for a fraction
of the cost traditionally required for such missions. The satellite
or "bus" will carry six small payloads, including three technology
demonstration experiments and three atmospheric research
instruments. (後略)

5

---------------------page 6

And to all a good flight

[編注] 米国版 山車か「ねぶた」といったところか。

The Marshall Space Flight Center participated in WAAY TV's 33rd annual Christmas Parade Dec. 5 in downtown Huntsville. Marshall's Exhibits team in
the Office of Strategic Analysis and Communications decorated the float, at left, which featured Santa Claus, lots of lights and a reindeer nose on the
space shuttle's external tank.
http://marshallstar.msfc.nasa.gov/12-17-09.pdf

------------------------------------------2009 年 12 月 21 日

人民網日本語版

中国初、民間用立体測量衛星が 2011 年に打上げへ
国家測量製図局によると、中国が独自開発した民間用高解像度立

感知機能が付いており、緊急などの特殊事態に備え、5 日以内に同

体観測衛星「資源 3 号」が 2011 年に「長征 4 号」キャリアロケットで太

地点で再撮影できるようになっている。衛星データは地上システムを通

原衛星発射センタから打上げられる。20 日中国新聞社伝。国土資

じて北京、カシュガル、三亜の 3 カ所に分布する地上ステーションで受

源部副部長で国家測量製図局局長の徐徳明氏によると、資源 3 号

信され、応用システムに伝送される。関係者によると、資源 3 号打上

は打上げ後、高度 5006km の太陽同期円軌道を飛行し、地球の南

げに成功すれば、中国民間地球観測衛星の空白を埋め、国内のリモ

北緯度 84 度以内の地域におけるシームレスな画像を撮影し、59 日ご

セン衛星分野で数多くの突破口を開くことになる。（編集ＫＡ）

とに中国領土と全世界の画像を 1 度に撮影。このほか衛星には揺れ
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6848317.html

または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091204/topic_1_03.html

------------------------------------------15：47 Dec 16 2009

人民網日本語版

「遥感 8 号」、打上げ成功
中国は 15 日午前 10 時 31 分、リモセン衛星「遥感 8 号」と小型衛星

防災に用いられ、中国の国民経済発展に積極的な役割を発揮する。

「希望 1 号」を載せた「長征 4 号丙」ロケットを、山西省の太原衛星発

一方、「希望 1 号」は CASC 所属の東方紅衛星公司が青少年向け

射センタから打上げた。打上げられたロケットは順調に予定軌道に入っ

に開発した第 1 号の科学普及用衛星で、主にアマチュア無線通信や

た。15 日新華社ウェブサイト｢新華網｣伝。「遥感 8 号」は中国航天科

宇宙撮影、宇宙実験に用いられる。この小型衛星の開発と打上げに

技集団公司(CASC)所属の上海航天技術研究院(SAST)が開発し

は、多くの青少年に宇宙に関する知識を普及し、宇宙科学技術への

たもので、主に宇宙科学実験、国土資源調査、農作物の生産予測、

興味と情熱を促す積極的意義がある。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6844271.html

または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091203/topic_3_03.html

[編注] 東方紅衛星公司の英語名は Dong Fang Hong Satellite Company, Ltd であろうか。東方紅シリーズ衛星は DFH と呼ばれてきた。
------------------------------------------11/12/2009

RIA Novosti

Bulava ミサイル: 試射の経緯

Bulava missile: test-launch history

The Bulava (SS-NX-30) submarine-launched ballistic missile

designed for deployment on new Borey class nuclear-powered

(SLBM) carries up to 10 MIRV warheads and has a range of over

strategic submarines

8,000 kilometers (5,000 miles). The three-stage ballistic missile is

6

http://en.rian.ru/russia/20091211/157204149.html

- - - - - - - - - - -関連 - - - - - - - - - - 10/12/2009

RIA Novosti

Bulava ミサイル: 試射の経緯

Bulava missile: test-launch history

MOSCOW. (RIA Novosti military commentator Ilya Kramnik) -

The December 9, 2009 test of the RSM-56 Bulava (SS-NX-30)

7

submarine-launched ballistic missile has failed, said the Russian

Vladimir Dvorkin, director of the Defense Ministry's Fourth

Defense Ministry. There have been 12 other test flights since

Central Research Institute, Navy Commander Fleet Admiral

December 2003. Without going into technical details, which must

Vladimir Kuroyedov, the then Defense Minister Marshal Igor

be clarified by experts, we must now assess the entire project's

Sergeyev, Economics Minister Yakov Urinson and Prime Minister

status and the implications of the latest abortive test on the

Viktor Chernomyrdin, are responsible for this. It was decided to

future development of Russia's strategic nuclear forces. The

deploy the new Bulava missiles aboard the Project 955 Borei

decision to develop the Bulava missile was adopted in 1998 when

class and Project 955A Borei-A class nuclear-powered ballistic

Moscow's Institute of Thermal Technology was directed to

missile submarines. The first submarine of the class, the Yury

develop an advanced missile system for the Russian navy.

Dolgoruky, is currently undergoing sea trials. Another two

Institute management claimed that it could promptly develop a

submarines are under construction, and the keel of the fourth

new ballistic missile based on the Topol M (SS-27 Sickle B)

Borei class submarine is to be laid before New Year's Eve.(後略)

intercontinental ballistic missile, for the Russian navy. This
concept was expected to simplify the deployment of the naval
component of Russia's strategic nuclear forces and to require
less maintenance costs. Although it is hard to say who initiated
such drastic changes, the press claims that Yury Solomonov,
director of the Institute of Thermal Technology, Major-General
http://en.rian.ru/analysis/20091210/157190306.html

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - - 10/12/2009

RIA Novosti

ロシアの最新の Bulava ミサイルの試験は失敗

Russia's latest Bulava missile test unsuccessful

The latest test launch of an intercontinental ballistic missile in

Wednesday. Norwegian media suggested it could be a Russian

the White Sea in northern Russia ended in failure, the Defense

missile spinning after a faulty launch. Only five out of 12 Bulava

Ministry said on Thursday. Wednesday's test was Bulava's

launches have been reported successful. The previous failure

seventh failure, according to official reports. Russia hopes the

occurred in July, when the missile self-destructed after its first

submarine-launched missile will be a key element of its nuclear

stage malfunctioned. The latest launch had since been delayed

forces. "The first two stages functioned smoothly, but the flight

several times. (後略)

faltered at the third stage. There was a technical failure in the
third stage engines rendering them unstable," the ministry said in
a statement. The statement came after media reports on a
mysterious light in the form of a spiral over Norway's northern
areas several hundred kilometers from the launch site on
http://en.rian.ru/russia/20091210/157186305.html

------------------------------------------12/12/2009

RIA Novosti

モスクワはロシアのもっとも守られている都市 – 防空担当のトップ

Moscow is Russia's most protected city - top air defense official
the Russian capital guarded by state of the art radars and air
defense systems, a top air defense official said Saturday. "Air
defense forces and means provide a more effective and reliable
protection to Moscow than to other cities and inhabited localities
in the country," Maj. Gen. Pavel Kurachenko, a deputy chief of
the Air Force's air defense, told Ekho Moskvy radio. Kurachenko

Moscow is the best protected Russian city, with the sky above

said the protection network, which now includes S-300 (SA-10

8

Grumble, SA-12 Giant/Gladiator) missile systems, would be

Novosti)

improved and equipped with S-400 (SA-21 Growler) next year
and with S-500 systems later. MOSCOW, December 12 (RIA
http://en.rian.ru/mlitary_news/20091212/157215319.html

------------------------------------------14/12/2009

RIA Novosti

ロシアは新しい Glonass ナビ衛星を 3 機軌道に上げる

Russia orbits three new Glonass navigation satellites

A Proton-M carrier vehicle on Monday orbited three new

total of 9.9 billion rubles ($360 million) was allocated for the

Glonass-M navigation satellites, a spokesman for Russia's space

Glonass project from the federal budget in 2007, and 4.7 billion

agency said. He said the satellites, launched from the Baikonur

rubles ($170 million) in 2006. In September, 2008, an additional

space center on Monday at 13:38 Moscow time [10:38 GMT],

$2.6 billion was allocated to develop the system. MOSCOW,

detached from the rocket at 17:10 Moscow time [14:10 GMT].

December 14 (RIA Novosti)

This was this year's final launch, bringing the total number of
Glonass satellites in orbit to 22. The 18 satellites that the
Glonass system requires for continuous navigation services
covering the entire territory of Russia have been in place for
several months. Another two are due to be orbited to make 24,
the minimum number needed to provide services worldwide. A
http://en.rian.ru/science/20091214/157234486.html

- - - - - - - - - - -関連 - - - - - - - - - - - 14/12/2009

RIA Novosti

ロシアは Proton ロケットで Glonass 衛星 3 機を打上げる

Russia launches Proton rocket with three Glonass satellites

A Proton M booster rocket with three Glonass M navigation

the other three launches put off until February 2010. A total of

satellites blasted off from the Baikonur space center on Monday

9.9 billion rubles ($360 million at the current exchange rate) was

in this year's final launch, a spokesman for Russia's space

allocated for Glonass from the federal budget in 2007, and 4.7

agency said. "The launch was made at 13:38 Moscow time [10:38

billion rubles ($170 million) in 2006. Putin signed an order on

GMT], with the spacecraft set to detach from the booster rocket

September 12, 2008, providing an additional $2.6 billion to

at 17:10 Moscow time [14:10 GMT]," a Roscosmos spokesman

develop the system. MOSCOW, December 14 (RIA Novosti)

said. The 18 satellites that the Glonass system requires for
continuous navigation services covering the entire territory of
Russia are currently in orbit. Another six satellites still have to
reach 24, the number needed to provide services worldwide.
Roscosmos chief Anatoly Perminov earlier said that of the six
remaining satellites three would be launched in December, with
http://en.rian.ru/russia/20091214/157229711.html

- - - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - - 14/12/2009

RIA Novosti

ロシアは Glonass 衛星 3 機を打上げ予定

Russia to launch three Glonass satellites

The Proton carrier rocket with three Glonass navigation

pledged that six satellites for the Glonass satellite grouping

satellites will be launched from the Baikonur space center in

would be launched by the end of 2009. However, Monday's launch

Kazakhstan on Monday, a spokesman for the Federal Space

will be the last in 2009, with the launch of three other satellites

Agency Roscosmos said. "The launch is scheduled for 13:38

delayed until February 2010. Glonass - the Global Navigation

Moscow time" he said. Roscosmos head Anatoly Perminov

Satellite System - is the Russian equivalent of the U.S. Global

9

Positioning System, or GPS, and is designed for both military and
civilian use. Both systems allow users to determine their
positions to within a few meters. MOSCOW, December 14 (RIA
Novosti)

http://en.rian.ru/science/20091214/157224983.html

------------------------------------------Dec 14, 2009

[編注] 和訳は 匿名ボランティア

spacemart.com

宇宙デブリ対策が、新しいビジネス領域

Space Debris Remediation Seen As A New Business Area

2009 年 12 月 14 日 ＭＤ州バセスタ Bethesda MD (SPX) Dec 14, 2009

き毎日の潜在衝突確率は５％から７５％に増加した。実際に追跡され

先週、NASA と DARPA は初の軌道上デブリ除去の国際会議を開催．

ていない潜在衝突事象はもっと多くあると考えられる。「その掃除の費

これは参加自由・公開であり，宇宙デブリの本性，解決可能なアプロ

用は誰が払うのか」という大きな問題は答えられないままであった。現時

ーチ，法的側面に関する「雑多な話」が二日半にわたって熱心に行な

点では誰も知らない。たぶんずっと知ることがないであろう。或いはいつか

われた．この記念碑的な催しへの登録参加者数はおよそ 275 人で、会

知るだろうか。何らかの処理能力をもった国際調整機関の設立を含む、

場は最後まで満員であった。海外からの参加者も数人いたほか、保険

幾つかの提案がなされた。これは多くの国が受入れがたいと思うであろう。

業界、保険約款の「神様」、プログラム管理者、多数の技術オタクまで、

なぜならばこれは状況の深刻さを否定することになるし、参加の不承

宇宙業界の全ての関係者が出席していた。全体として印象的でうまく

認も起こりえるであろうから。しかしながら、成り行きは注目される。間

いった会議であった。発表と議論を通じいくつかの鍵となる啓発が行な

違いなく、この議論はこれからの 10 年間、大した成果もないまま続くで

われた。宇宙ゴミはそこに存在している。たとえ宇宙への軌道投入をや

あろう。解決を促進するのは、別の大きな衛星同士の衝突が起きる場

めたとしても、デブリ数は増し続け、衝突は無制限に増え続ける。イリジ

合だけであろう。一方で、技術やシステム概念についていろいろと焦点

ウムとコスモスの衝突以来、宇宙監視ネットワーク(SSN)は潜在衝突予

が当たるだろうが、当分の間、真の解決は生まれないだろう。

測を行なう運用衛星数を 300 から 800 に増した。その結果、憂慮すべ
Since the Iridium/Cosmos incident the Space
Surveillance Network has expanded its conjunction
predictions to cover 800 operating satellites, up from 300.
The number of worrisome daily conjunctions has jumped
from about 5 per day to about 75 per day, indicating that
there are many more conjunction events than are being
tracked. The big question that went unanswered is: Who
will pay for the clean up?

原文：

http://www.spacemart.com/reports/Space_Debris_Remediation_Seen_As_A_New_Business_Area_999.html

------------------------------------------Dec 16, 2009

11:29 GMT -

technobahn

Aoptix は新しい空対地レーザ通信システムを公表

AOptix unveils new air-to-ground laser communications system

AOptix Technologies (AOptix) disclosed the completion of a

slant distance of more than 100 kilometers, AOptix successfully

two-phase flight test program for the United States Air Force

demonstrated a low-power, eye-safe, ultra-high bandwidth

Research Laboratory (AFRL). The flight tests were conducted as

air-to-ground Free Space Optical (FSO) link. Covering an

part of the Enhanced Air-to-Ground Lasercom System (EAGLS)

effective ground area of more than 31,000 square kilometers, the

Program, and demonstrated AOptix’s unique capabilities in

single bi-directional 2.5 Gbps multi-channel data link transmitted

Pointing, Acquisition, and Tracking (PAT) along with ultra-high

live simultaneous uncompressed high-definition (HD) video from

bandwidth

two different airplane cameras and gigabit Ethernet. AOptix also

real-time

aircraft-mounted

R3.1

communications
Lasercom

between

terminal

and

their
LCT-5

demonstrated

advanced

error

correction

capabilities

in

fixed-ground Lasercom terminal. Flying at an altitude of

Automatic Clock Recovery (ACR) and Forward Error Correction

approximately 12,000ft above ground level (AGL), and with a

(FEC) techniques developed specifically for an ultra-high

10

bandwidth FSO link.(後略)

AOptix R3.1 air node lasercom terminal mounted to the P68
Observer Aircraft. Credit: AOptix Technologies

Still from un-compressed HD video feed recorded over long distance
lasercom link to the ground. Credit: AOptix Technologies

http://www.technobahn.com/technology/

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

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

12/18/09 01:51PM ET オービタルは宇宙機クラスタの DARPA 契約を勝取る

Orbital Wins DARPA Contract for Spacecraft Clusters

Amy Klamper

http://www.spacenews.com/contracts/091218-orbital-wins-darpa-contract-spacecraft-clusters.html

12/18/09 01:15 PM ET アリアン 5 衛星打上げは仏主導の偵察プログラムを強化

Ariane 5 Satellite Launch Boosts French-led Recon Program Peter B. de Selding
http://www.spacenews.com/launch/091218-ariane-satellite-launch-boosts-french-led-recon-program.html

12/18/09 12:45 PM ET ESA は 500M ユーロ超の新しい契約を結ぶ

ESA Signs New Contracts Worth Over 500 Million Euros By Peter B. de Selding
http://www.spacenews.com/civil/2009-12-18esa-signs-new-contracts-worth-over-500-million-euros.html

12/17/09 01:15 PM ET

ESA は NASA との共同火星プログラムを承認

ESA Approves Collaborative Mars Program with NASA By Peter B. de Selding
http://www.spacenews.com/civil/091217-esa-approves-collaborative-mars-program-with-nasa.html

12/17/09 12:32 PM ET

ATK は Orion 打上げアボート・モータをテスト

ATK Tests Orion Launch Abort Motor By Amy Klamper
http://www.spacenews.com/civil/091217-atk-tests-orion-launch-abort-motor.html

12/17/09 12:15 PM ET

NASA の新しい方向は 2 月まで待つことになろう

New Direction for NASA Could Wait Until February

By Amy Klamper

http://www.spacenews.com/civil/091217-new-direction-for-nasa-could-wait-until-february.html

12/17/09 11:55 AM ET

オービタルが Intelsat 23 の製造に選定された

Orbital Selected To Build Intelsat 23

By Peter B. de Selding

http://www.spacenews.com/satellite_telecom/orbital-selected-build-intelsat.html

12/16/09 10:22 AM ET

Soyuz が欧州の Gaia を打上げる予定

Soyuz Rocket To Launch Europe’s Gaia

By Peter B. de Selding
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http://www.spacenews.com/contracts/091216-soyuz-launch-gaia.html

12/17/09 08:43 AM ET 故障のため一時的にＧｅｏEye-1 運用停止 Glitch Temporarily Suspends GeoEye-1 Operations By Peter B. de Selding

PARIS — Earth observation services provider GeoEye Inc. on

filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC),

Dec. 17 said its principal asset, the GeoEye-1 satellite, has

Dulles, Va.-based GeoEye said it discovered the problem Dec. 11

developed a glitch in its antenna-pointing system that could

and has shut down GeoEye-1 operations “for the last few days”

affect the operations of the company’s overseas partners but

to investigate the issue. If not corrected, it could reduce the

will not diminish GeoEye’s ability to serve its biggest customer,

company’s total revenue by up to 10 percent for the fourth

the U.S. National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).

quarter of 2009 and for all of 2010.(後略)

In a

http://www.spacenews.com/earth_observation/091217-glitch-temporarily-suspends-geoeye-1-operations.html

------------------------------------------Lockheed Martin Press Releases
December 17, 2009

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

ロッキード・マーチン・チームが GOES-R 衛星シリーズの太陽紫外線イメージャの CDR を通過

Lockheed Martin Team Passes Critical Design Review for Solar Ultraviolet Imager for GOES-R Satellite Series
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/1217_ss_GOESR.html

December 17, 2009

イージス弾道ミサイル防衛システムのアップグレードは訓練用高性能ミサイルの追尾に成功

Aegis Ballistic Missile Defense System Upgrade Successfully Tracks Sophisticated Missile Targets in Exercise Series
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/121709_LM_Aegis_BMD.html

December 16, 2009

ロッキード・マーチンは 2009 年に重要なグローバル弾道ミサイル防衛のマイルストーンを達成

Lockheed Martin Achieves Critical Global Ballistic Missile Defense Milestones in 2009
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/MFC_121509_LockheedMartinAchieves.html

December 14, 2009

ロッキード・マーチンの海上システム&センサ部門は CMMI 成熟レベル 5 を達成

Lockheed Martin’s Maritime Systems and Sensors Unit Achieves CMMI® Maturity Level 5
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/121409_LM_MS2_CMMI.html

December 09, 2009

ロッキード・マーチンの Cryostat 低温保持装置 Cryostat は NASA の広視野監視探査ミッションで飛行予定

Lockheed Martin Cryostat To Fly On NASA’s Wide-Field Infrared Survey Explorer Mission

WISE

http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/1209_ss_WISE.html

------------------------------------------Boeing News Releases
Dec. 18, 2009

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

FIDL アビオニクス・アップグレードしたボーイング B-1 は飛行テストの第一フェイズを完了

Boeing B-1 With FIDL Avionics Upgrade Completes 1st Phase of Flight Test FIDL = Fully Integrated Data Link
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=1002

Dec. 17, 2009

ボーイングの製造した GOES-14 気象衛星は NASA, NOAA の運用を受入れられた

Boeing-Built GOES-14 Weather Satellite Accepted Into Service by NASA, NOAA
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=999

Dec. 16, 2009

ボーイング・チームは多面的な無人システムの運用を実証

Boeing Team Demonstrates Multimodal Unmanned Systems Operations
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GOES-14 =formerly GOES-O

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=998

------------------------------------------2009 年 12 月 17 日

人民網日本語版

米誌タイム 今年の人に「中国の労働者」
米誌「タイム」は 16 日、米連邦準備制度理事会（FRB）のベン・バーナ

されたが、「タイム」となった。現在はタイム・ワーナ社から出版されている。

ンキ議長を「今年の人」に選んだと発表。「中国の労働者」と中国人民

「今年の人」（The Person Of The Year）は同誌の著名な記事であり、

銀行（中央銀行）の周小川・総裁の名も挙げられた。「楊子晩報」伝。

1927 年に始まり、世界的影響力を有している。（編集 HT）

同誌リチャード・ステンゲル編集長は、「今年 1 年間の話題は経済の衰
退だった。バーナンキ議長がいなければ、経済状況はさらに過酷になっ
ていた」とした。今年の人に挙げられた唯一の複数称「中国の労働者」
のほか、アフガニスタン駐留米軍のスタンレー・マクリスタル司令官、北
京五輪陸上短距離金メダリストのウサイン・ボルト、ナンシー・ペロシ米
下院議長がいずれも 2 位に挙げられた。「タイム」誌は論評中で、中国
経済が順調に「保八（8％成長確保）」を実現し、世界の主な経済体
の中で急速な発展ペースを維持し、世界を経済復興に導いたことにつ
いて、これらの功労は中国国内の無数の勤勉に働く一般労働者にあ
ると指摘。「タイム」誌は米で最も影響力を有するニュース雑誌で、世
界の「歴史の証人」と称されている。1923 年 3 月にヘンリー・R・ルースと
ブリトン・ハッデンにより創刊された。当初は「Facts（事実）」の名も検討
http://j.people.com.cn/94475/6845498.html

------------------------------------------中国・韓国 関連
------------------------------------------2009 年 12 月 21 日

人民網日本語版

中国 世界に先駆けて次世代情報ネットワークを開発
「第 11 次五カ年計画（2006-2010）」の研究プロジェクトである、「一体

論・技術など、核心となる研究分野で、これまでのインターネットの▽セ

化標識ネットワークシステム」が 20 日、教育部の組織した専門家によ

キュリティ▽モバイル▽拡張性▽サービスの質--などを向上させたもの

る審査に合格。同システムは現在、国内の企業や大学に設置され、

という。また、1 種ネットワークでデータ通信、音声通信、マルチメディア

応用テスト・検証が行われている。21 日人民日報伝。プロジェクト鑑

通信のサービスを利用することができるほか、「モノのインターネット」にも

定委員会は、「同システム誕生は、中国ハイテク分野及び大型基礎

対応。このことは、中国が知的所有権を持つ初の次世代型情報ネット

科学技術研究分野における重大なイノベーションの成果だ。これにより、

ワークシステムが誕生したことを表し、中国の次世代情報ネットワーク

中国は次世代ネットワークの概念・システム・メカニズムを具体的に打

分野での開発が世界的にもトップレベルの水準に達したことを表す。

出し、応用を推進する世界初の国となった」との見方を示した。専門

（編集 SN）

家によると、同プロジェクトは、次世代型情報ネットワークのシステム・理
http://j.peopledaily.com.cn/95952/6847692.html

------------------------------------------2009 年 12 月 18 日

人民網日本語版

中仏共同開発の中型ヘリ、初飛行に成功
中航工業集団哈爾濱飛機工業有限責任公司（哈飛集団）と仏のユ

｢新華網｣伝。哈飛集団副総技師で「Z15」プロジェクトマネージャ高大

ーロコプタ社が共同開発した 7 トン級の中型ヘリコプタ「Z15」が北京時

偉氏は、「Z15」初飛行成功と 2 機目の機体引渡しによって、中国と仏

間 17 日午後 5 時 45 分、仏・マルセイユで初飛行に成功。さらにこの

が共同で取組む各開発業務がいずれも計画通りに進んでいることが

日、哈飛集団が製造した 2 機目の「Z15」の機体が正式にユーロコプタ

証明されたとコメント。プロジェクト開発、量産、引渡し計画に照らすと、

社に引渡された。仏で総組立が行われる。17 日新華社ウェブサイト

哈飛集団は来年、ユーロコプタ社に「Z15」機体 3 機と許可証取得用
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の試験部品を納品することに。哈飛集団技術者によると、「Z15」は中

主に海洋プラットフォームで働く作業員の輸送、長距離飛行での捜索、

型双発エンジンヘリコプタで、新型飛行制御装置と便利な手動操縦イ

国土安全、緊急医療救護、VIP 輸送など様々な民間用途に用いる。

ンタフェースを搭載。座席間隔が広くとってあるが、最大定員は 16 人。

(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6846222.html

または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091203/topic_5_05.html

Z15?

Z15?
http://njcfa.exblog.jp/i32/

http://www.china-defense-mashup.com/?p=1590

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - Dec 18, 2009 11:02 GMT

technobahn

ユーロコプタ EC175 の初飛行成功

Eurocopter EC175 takes first flight successfully

The EC175, the latest member of the Eurocopter range, thursday

Eurocopter employees were all on hand for the event. This

performed its official first flight in the skies above Marignane. At

newest addition to the Eurocopter family in the 7-metric-ton

the controls were Alain Di Bianca, Eurocopter Experimental Test

class has been developed and manufactured in cooperation with

Pilot, as well as Michel Oswald and Patrick Bremont, Flight Test

the China Aeronautics Industries Group Corp. (AVIC), a

Engineers. Officials, industrial partners, launch customers and

longstanding Eurocopter partner.（後略）

Eurocopter EC175 at the Paris Air Show 2009.
Credit: Wikimedia Commons/Georges Seguin

Eurocopter celebrates the maiden flight of its new EC175 helicopter.
Credit: Eurocopter/Patrick PENNA

http://www.technobahn.com/article/200912181102

------------------------------------------2009/12/19 09:57

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

張一鉉（チャン・イルヒョン）記者

韓国軍：流出した作戦計画の一部修正を検討 国防部「機密を漏らした将校を懲戒」
全面戦争に備え、韓米連合司令部が作成した「作戦計画 5027」の

存された外部用 USB メモリをコンピュータに差込んだ状態で軍内部の

一部がハッキングにより流出した事件に関し、軍当局は 18 日にブリーフ

イントラネットを使用、その後 USB を差したまま、保安が緩いインターネ

ィングを行い、「流出部分に当たる内容を修正するかを慎重に検討し

ットに接続したことが分かっている。軍では現在、イントラ用とインターネ

ている」と語った。国防部関係者は、「今回流出したのは、新しく（連合

ット用のパソコンを別に区分し使用しているが、連合司令部パソコンは、

司令部に）配属された領官（佐官に相当）クラスの将校に『作戦計画

1 台でいずれも使用できるという。軍関係者は、「イントラを使用してか

5027』を説明するため作成した資料。その中には『作成計画 5027』を

らインターネットに切替えたり、あるいはその逆を行う場合は、コンピュー

抜粋した部分が含まれているため、軍事秘密 2 級に分類される」と説

タを一度切って再起動する過程を挟むが、このとき、USB を抜かなかっ

明。軍当局は、11 ページ分の説明資料と一部個人の作業文書が流

たことが問題と把握」と語った。連合司令部は、再発防止のため、イン

出したことを把握しており、「作戦計画 5027」の内容が丸ごと流出はな

トラとインターネットを別に使うよう、それぞれの情報通信網を専用に使

いと見ている。軍関係者は、「ハッキングがどのようになされたか、他に流

うパソコンに交換した。一方、今回のハッキングは先月中旬頃に発生し、

出した内容はないか－について捜査を行っており、軍事機密を漏らした

軍当局は先月末ごろハッキングの事実を知ったという。軍関係者は、

領官級将校は、軍事保安業務訓令違反で懲戒を受ける」と語った。

「専門的なハッカーが、明確な意図を持ってハッキングを行ったと見てい

今回連合司令部パソコンがハッキングされたのは、問題の将校が保安

る」と語った。

規則をきちんと守らなかったことが原因だという。この将校は、資料が保
http://www.chosunonline.com/news/20091219000021
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http://www5e.biglobe.ne.jp/~mihyaku/yujihoseihihan/point.htm#beikan

------------------------------------------2009/12/19 09:56

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

張一鉉（チャン・イルヒョン）記者

韓国軍：K21 装甲車、渡河中に浸水
韓国技術で開発され、韓国軍「名品」装備の一といわれる K21 歩兵

は、川底の穴に左履帯がはまって車体が傾き、その際に吸気吸入口

戦闘装甲車が、渡河演習を行っていたところ、浸水によりエンジンが停

から水が流込んでエンジンが停止と思われる。事故当時、装甲車に乗

止、将兵が緊急脱出という事故が発生。18 日に防衛事業庁と陸軍

っていた操縦士ら将兵 3 人は緊急脱出、この装甲車は別の装甲車に

が明らかにしたところによると、今月 9 日午後、京畿道南漢江一帯で、

よって牽引された。軍関係者は、「装甲車操縦士の運転が未熟だった

陸軍第 20 師団に最近配備された K21 装甲車 8 台のうち 3 台を用い、

ことや、装甲車の一部に欠陥があった可能性など、事故原因を多角

渡河試験運用を行ったところ、装甲車 1 台が川に沈んだ。この装甲車

的に分析している」と語った。

070629yonhap

070702iza.ne.jp

091127edaily.co.kr

http://www.chosunonline.com/news/20091219000020

------------------------------------------2009 年 12 月 17 日

人民網日本語版

中国科技大 思考や推理が可能なロボット「可佳」を開発
中国科学技術大学で 13 日、「2009 中国ロボット大会およびロボカッ

は、スタッフに「のどが渇いた、飲み物が欲しい」と伝えられると、慣れた

プ・オープン戦--サービスロボット大会」が行われた。会場では、中国科

様子で冷蔵庫を開け、中の飲み物を手渡した。16 日「科技日報」伝。

学技術大学が開発したサービスロボット「可佳」が展示された。「可佳」

同大学の陳小平教授によると、この知能サービスロボット「可佳」は同
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大学コンピュータ学院・マルチエージェントシステム実験室が開発し、知

往復しなければならない。ところがもしロボットが、小さい食器を大きな

的所有権を有する。 「可佳」は現在、世界的にも最高知能レベルを

皿などの食器の上に乗せて運べば、大幅に効率を上げることが出来る。

持つサービスロボットの一つで、環境認識、顔の識別、オートナビ、音

このように、効率の良い仕事法を自動的に「考えつく」ことができるかどう

声対話、自主的物体把持の基本能力を備えているだけでなく、他の

かが、ロボットの知能レベルを表すこととなる。「可佳」には初歩的にこの

ロボットにはない 2 つの特徴がある。 1 つ目の特徴は、世界に先駆け

能力がそなわっており、簡単な情況ならば、自動的に最も良い方法を

て導入された複合型タスク自動計画機能だ。例えば、食事の後にテー

考えつくことができる。 2 つめの特徴は、言語を通じた人とのコミュニケ

ブルを片付ける場合、テーブルの上には多くの食器が乗っている。ロボッ

ーションにより、因果知識を学ぶところだ。これらの知識を利用し有害な

トが毎回 1-2 つの食器しか運ばなければ、食卓とキッチンの間を何度も

行動を避けることもできる。（編集 SN）

http://j.people.com.cn/95952/6845105.html

または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091203/topic_4_02.html

------------------------------------------2009 年 12 月 17 日

人民網日本語版

08 年の中国科学技術経費統計が発表
国家統計局、科学技術部、財政部は 15 日、共同で「2008 年全国

員の業務量に基づき計算した 1 人当り経費支出は 23 万 5 千元で、

科学技術経費統計公報」を発表。それによると昨年、全国における

前年よりも 2 万 1 千元増加。研究タイプ別に見ると、▽基礎研究経

研究開発（R&D）経費は計 4616 億元で、前年よりも 905 億 8 千万

費支出は 220 億 8 千万元、前年比 26.5％増加▽応用研究経費支

元（24.4％）増加し、史上最高額となった。16 日科学網発表。08 年、

出は 575 億 2 千万元で同比 16.7％増加▽テスト・開発経費支出は

中国国家財政の科学技術支出は引続き増加、科学技術経費への

3820 億元で同比 25.5％増加--となった。うち、テスト・開発費が全体

投入も引続き安定増加。R&D 経費も増加し、国内総生産に対する

の 82.8%を占めた。（編集 SN）

割合は 1.54％と、前年の 1.44％よりもやや増加。研究・テスト開発人
http://j.people.com.cn/95952/6845102.html

または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091203/topic_4_01.html

------------------------------------------2009/12/16 11:28

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

大邱＝禹正植（ウ・ジョンシク）記者

650 人の携帯メール傍受、ハッキング組織摘発
他人の携帯電話のメールを盗み見できるようにし、巨額の報酬を受け

の携帯メールをハッキングし、1 件当り 120 万ウォン（約 9 万 3000 円）、

取ったとして、大田地検特捜部は 15 日、個人情報販売業者ら 4 人を

総額 6 億 7000 万ウォン（約 5190 万円）を受取った疑い。検察は「依

含む 11 人を起訴。また、違法盗聴を依頼した貸金業者従業員の男

頼者は配偶者の不倫確認、貸金業者による債務者所在確認、法的

ら 21 人を在宅のまま取調べた。調べによると、個人情報販売業者の

紛争での相手の弱点把握などを目的としたケースが大半だった」と説

男（38）らで構成するハッキング組織は、2007 年 7 月から最近まで首

明。

都圏、大田、釜山などで携帯メール傍受依頼を受付け、約 650 人分
http://www.chosunonline.com/news/20091216000043

-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-12-19-Sat

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200912

Spaceflightnow(12/18)

http://www.spaceflightnow.com/ariane/v193/launch/index.html

Ariane 5 rocket successfully orbits French military craft
■[ロケット] Arianespace 社、Ariane 5 GS による仏偵察衛星の打上げに成功
前日の不具合から 24 時間後に打上げ。4.2ton の Helios 2B を高度 700km の極軌道に投入。

AviationWeek(12/18)

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_channel.jsp?channel=space&id=news/Glonass121809.xml

■[ロケット] ロシア、Proton M ロケットによる Glonass 衛星代替機の打上げに成功

2009-12-18-Fri

Spaceflightnow(12/17)

http://www.spaceflightnow.com/ariane/v193/status.html

■[ロケット] Arianespace 社、Ariane 5 の打上げを延期
自動シーケンスに入った後の打上げ 6 分前に異常を検知して打上げ中止。

2009-12-16-Wed

内閣プレスリリース(12/16)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/utyuu/091216press_release.pdf

■[ロケット] 政府、GX ロケットの開発中止を決定
LNG 推進系の開発は継続
------------------------------------------今週の軍事関連ニュース

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

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

http://www.defensenews.com/

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

http://www.C4ISRJournal.com/

------------------------------------------October 07, 2009

upiAsia.com

惨害を招く米中相互の核打撃

By Mitsuo Takai

U.S.-China nuclear strikes would spell doomsday

Tokyo, Japan — Those who advocate nuclear armaments, and are

was that the United States would have to eliminate this potential

now raising their voices in Japan and elsewhere, should take a

threat at its source with preemptive strikes on China. But cool

look at an objective analysis by U.S. scientists who have

heads at institutions such as the Federation of American

disclosed the results of several studies on strategic nuclear

Scientists and the National Resource Defense Council examined

missile strikes. What would happen if China launched its 20

the facts and produced their own analyses in 2006, which

Dongfeng-5 intercontinental ballistic missiles, each with a

differed from the hard-line views of their contemporaries. The

5-megaton warhead, at 20 major U.S. cities? Prevailing opinion in

FAS and NRDC developed several scenarios involving nuclear

Washington D.C. until not so long ago was that the raids would

strikes over ICBM sites deep in the Luoning Mountains in

cause over 40 million casualties, annihilating much of the United

China’s western province of Henan, and analyzed their

States. In order to avoid such a doomsday scenario, consensus

implications.(後略)

http://www.upiasia.com/Security/2009/10/07/us-china_nuclear_strikes_would_spell_doomsday/7213/
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惨害を招く米中相互の核打撃

[和文版 寄稿]

ＵＰＩ０９１００７ コラム二スト 高井三郎
今、日本始め各国において顕在化する核武装の主張者は、米国の

本想定では、６ＭＴ規模の６０ヶ所の地上爆発が、大量の放射線を

科学者が明らかにした複数の戦略核ミサイル打撃の事例研究に注目

含む砂塵から成る優に高さ１２ｋｍを超える巨大なきのこ雲を吹き上げ

すべきである。先ず、中国が５ＭＴ弾頭のＩＣＢＭ、東風５をもって、２０

る。爆発後２４時間以降、きのこ雲の死の灰が、偏西風に乗って南京、

ヶ所の米国の主要都市を打撃すれば、どのような結果をもたらすか？

上海に向い、住民、生活用水、食品及び米麦等の農産物を汚染し

近年における、ワシントンＤＣでは、核打撃は、実に４０００万人の死

て、回復し難い大損害を生ずる。

傷者を生じ、米国を壊滅的打撃に追い込むという見方が有力である。

広島原爆の３６０倍になる６ＭＴの核爆発による死者は、４００万人

したがって、このような惨害の事態を事前に避けるため、米国は、対中

を下らない。このような非戦闘員に膨大な死傷者を生ずる行為は、敵

先制打撃をもって、潜在脅威を一掃せよと言うコンセンサスが存在す

の戦力を撃破するという軍事本来の目的を遥かに逸脱している。その

る。

結果、米国は、国際社会の支持を失い、政治的に不利な立場になり、

しかしながら、 ２００６年にＦＡＳ（The Federation of American

戦争目的を達成する事ができない。

Scientist)及びＮＲＤＣ（The National Resource Defense Council)の

一方、中国は、遼寧省、山東省に配備されたＩＲＢＭ、東風３、４及

冷静な判断で臨む科学者は、強硬論とは異なる分析結果を明らかに

び２１をもって東アジアの米軍部隊に報復攻撃をかけて来る。そこで、

した。このため、中国河南省西部の洛寧山地に潜むＩＣＢＭ陣地を打

米国が、中国の全核報復能力を撃破するためには、持てる核戦力の

撃する複数の想定を分析検証している。

主力を投ずる事になり、そうなると、破滅的な環境汚染を生じ、人類

主サイロ２０個及び欺騙サイロ４０個を含む６０個の各目標を、ＳＬＢ

は滅亡する。

Ｍ（潜水艦発射弾道ミサイル）からのＷ７６級１００ＫＴのＭＩＲＶ（個別

したがって、ＦＡＳ及びＮＲＤＣは、相互不信が根底を成し、膨大な

誘導弾頭）により直撃して撃破するのが想定の一つである。極めて強

経費を投ずる核軍拡競争の繰り返しを避け、中国との核廃絶の対話

靭なサイロを撃破するため、サイロ口付近における地上爆発により最

を進めるように米国のリーダーに提言した。強硬な核武装論者にとり、

大限の衝撃効果をもたらす。すなわち、広島・長崎型の空中爆発では、

以上の提言は、傾聴に値するに違いない。■

爆風及び熱が広い範囲に拡がるからである。
Fig. 90:
Fallout Patterns For Hypothetical U.S. Strike On Chinese DF-5A Silos.

Calculated fallout patterns from the 20 W88 warhead. strike., on the DF-5A (CSS-4 Mod 2) silos at Luoning for winds typical of December (left) and
June (right). Note: The precise locations of Chinese DF-5A silos are not known.

------------------------------------------2009 年 12 月 17 日

中国国際放送局 日本語部

米、イランのミサイル試射を非難
米の国務省と国防総省は 16 日、イランの中距離ミサイル試射を非難

ケリー報道官はこ日の記者会見で「国際社会がイランに信頼関係を

した。 イランは 16 日、改良型「セッジール 2」中距離ミサイル試射に成

樹立するチャンスを与えている時に、イランがミサイル試射したことは、各

功。ミサイル射程距離は 2000km 以上で、イスラエル全土と東南欧州

国のイランの和平への思いを破壊する」と述べた。

にある米軍基地への攻撃が可能となっている。 これに対し、米国務省
http://j.people.com.cn/94474/6845922.html

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - -
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2009 年 12 月 16 日

中国国際放送局 日本語部

イラン、改良型中距離ミサイルの試射に成功
イランは 16 日、改良型地対地中距離ミサイル「セッジール 2」を発射し、

ル』系列ミサイルはイランが自主開発・製造したものだ。『セッジール 2』

目標に的中。 イラン通信社報道によると、イランのバヒディ国防相が

改良型ミサイル試射成功はイラン軍の抑止力向上を示している。しか

試射前に、「『セッジール 2』は今までの『セッジール』系列のミサイルと比

し、イランがミサイル性能を強化するのは、防御力強化とこの地域の平

べ、発射準備が早くなり、速度も速くなった」と述べた上で、「『セッジー

和と安定のためであり、特定国にむけての行為ではない」と強調。

http://j.people.com.cn/94474/6844834.html

------------------------------------------13/12/2009

RIA Novosti

インドは核搭載可能なミサイルの試射成功

India successfully test fires nuclear-capable missile

India successfully test fired a nuclear-capable ballistic missile

the take-off stage, but subsequent trials were reported as

from a naval ship off the coast of the Orissa state on Sunday,

successful. The latest Dhanush trial was successfully conducted

Indian media reported citing the firing range director. The

off Orissa coast in March 2007.NEW DELHI, December 13 (RIA

Dhanush missile with a range of 350 km and payload capacity of

Novosti)

500 kg is capable of carrying both conventional and nuclear
warheads. The launch was made 35 km off the Chandipur firing
range in Orissa. The missile, which has liquid propellant, is the
naval

version

of

India's

indigenously

developed

surface-to-surface Prithvi missile system. Its first test launch
ended in failure in April 2000 over technical problems related to
http://en.rian.ru/world/20091213/157220770.html

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

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

------------------------------------------[平山ニュース]

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
12/20 2152GMT(12/21 0652JST)打上成功:Soyuz TMA-17(ISS 21S),Soyuz,Baikonur 野口飛行士 ISS 長期滞在へ
12/18 1626GMT 打上成功:光学偵察衛星 Helios 2B(仏),Ariane5,Kourou
12/17 UNITEC-1 構体完成(読,中日,朝,毎)
12/16 GX ロケット 宇宙開発戦略本部が中止決定(共,時,経,毎,読)
12/15 0231GMT 打上成功:{地球観測衛星 遥感 8 号,小型衛星 希望 1 号},長征 4C,太原
12/14 1038GMT 打上成功:測位衛星 Glonass(3 基),Proton,Baikonur
12/14 1409GMT 打上成功:赤外線天文衛星 WISE,Delta2,Vandenberg
[予定]
12/22 2254GMT(12/23 0754JST) Soyuz TMA-17 が ISS とドッキング
12/20 2152GMT(12/21 0652JST)打上:Soyuz TMA-17(ISS 21S),Soyuz,Baikonur 野口飛行士 ISS 長期滞在へ
12/17 1626GMT 打上:光学偵察衛星 Helios 2B(仏),Ariane5,Kourou
[EVENT]
ISAS パネル巡回展
・12/23 まで 月のふしぎ,北海道立オホーツク流氷科学センタ // ・12/25 まで 日時計の楽しみ,大洗わくわく科学館
・12/25 まで 日本の宇宙開発の歴史,福井原子力センタ // ・12/27 まで 太陽のふしぎ,佐久市子ども未来館
12/21 JAXAi マンスリートーク 「野口宇宙飛行士、国際宇宙ステーション長期滞在へ出発!」
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12/19- 全天周映像「HAYABUSA -BACK TO THE EARTH-」,とよた科学体験館
[学会]
1/21-22 第 27 回宇宙太陽発電 時限研究専門委員会研究会,山口大学
1/20 申込締切:宇宙用人工知能・ロボット・オートメーション 国際シンポジウム(i-SAIRAS),8/29-9/1,札幌コンベンションセンタ
12/21-22 第 31 回太陽系科学シンポ,ISAS 相模原
12/21-22 第 2 回スペースガード研究会,北大
12/18(延長) 申込締切:JSASS 北部支部講演会並びに 第 11 回再使用型宇宙推進系シンポ,3/10-11,東北大学
12/18 申込締切:衝撃波シンポ,3/17-19,埼玉大学
12/18 申込締切:JSASS 第 41 期年会講演会,4/15-16,東大(本郷)
[etc.]
12/18 申込締切:超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)による 「宇宙から メリークリスマス。」メール配信
12/17 応募締切:第 14 回国際宇宙大学(ISU)年次シンポ 学生派遣プログラム>JAXA,2/15-18,Strasbourg,France
------------------------------------------[中国宇宙開発-1]

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

------------------------------------------長征ロケット打上げ 121 回目、衛星 2 機の軌道投入に成功（サーチナ）15 日 - 18 時 2 分
------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------野口さん、２度目の宇宙へ ソユーズ 期待と不安（産経新聞）22 日 - 12 時 20 分 *S09

*S09

＜野口聡一さん＞ソユーズ宇宙船は順調に飛行 周回軌道を（毎日新聞）21 日 - 20 時 16 分
文科省の体験ゲーム「宇宙ワンダー」（時事通信）21 日 - 18 時 36 分
ロケット発射、ネットで体験を＝人気ゲーム 3 作目－文科省（時事通信）21 日 - 17 時 40 分
野口さん、ソユーズで宇宙へ（時事通信）21 日 - 15 時 33 分

*S10

20

*S14

*S10

*S11

宇宙船ソユーズ、打上げ成功 野口さん搭乗（CNN.co.jp）21 日 - 13 時 27 分
野口さん搭乗の「ソユーズ」打上げ、ＩＳＳに 5 カ月滞在へ（ロイター）21 日 - 12 時 50 分 *S11
「宇宙に住む時代に生まれた幸運に感謝」－野口さんがブログで心境（産経新聞）21 日 - 12 時 26 分
野口さん冷静に操縦業務 軌道入りで管制センタでは喜びの拍手（産経新聞）21 日 - 12 時 14 分 *S12
野口聡一さん ライブ中継に４００人 出身の茅ケ崎（毎日新聞）21 日 - 12 時 13 分
野口聡一さん ＪＡＸＡショールームでは歓声（毎日新聞）21 日 - 12 時 2 分
野口聡一さん 「楽しんできます」 無事宇宙へ（毎日新聞）21 日 - 11 時 52 分
ソユーズ 地元神奈川・県茅ヶ崎では市民が大歓声 「立派な先輩。僕もがんばる」（産経新聞）21 日 - 11 時 21 分
＜野口聡一さん＞訓練センタ所長「ミッション成功信じる」（毎日新聞）21 日 - 10 時 53 分
妻「宇宙の経験たくさん話して」 合流予定の山崎さん「一緒に仕事、楽しみ」 （産経新聞）21 日 - 10 時 34 分
搭乗前に手を振る野口聡一さんら（時事通信）21 日 - 10 時 32 分 *S13
宇宙の夢、かなう＝ソユーズの野口さん（時事通信）21 日 - 10 時 18 分 *S14
宇宙服姿で握手する野口さん（時事通信）21 日 - 10 時 2 分 *S15

*S13

*S15

野口さん冷静に操縦業務 軌道入りで管制センタでは喜びの拍手（産経新聞）21 日 - 9 時 55 分
宇宙船内で作業する野口さん（時事通信）21 日 - 9 時 42 分 *S16

21

*S12

野口さんソユーズ、打上げ成功（時事通信）21 日 - 9 時 33 分

*S16

*S17

野口さん、宇宙から「つぶやき」 日本文化発信へ（産経新聞）21 日 - 8 時 21 分
日本人の宇宙長期滞在が本格化へ 「ロシア一極集中」に懸念も（産経新聞）21 日 - 7 時 57 分
野口さん２度目宇宙へ 露ソユーズ打上げ成功（産経新聞）21 日 - 7 時 57 分
【科学】２００９年 科学・災害を振り返る（産経新聞）21 日 - 7 時 56 分
操縦士の夢、かなえ宇宙へ＝「やりがいある」と意欲－ソユーズ搭乗の野口さん（時事通信）21 日 - 7 時 39 分
野口聡一さん 宇宙へ ソユーズ打上げ成功（毎日新聞）21 日 - 7 時 4 分 *S18

*S17

*S18

野口さんソユーズ、打上げ成功＝来年 5 月まで宇宙に滞在－日本人 19 年ぶり（時事通信）21 日 - 4 時 52 分
野口聡一さん ソユーズ２１日打上げへ（毎日新聞）21 日 - 1 時 56 分
野口さん、21 日に宇宙へ＝ガッツポーズも－カザフスタン・バイコヌール基地（時事通信）21 日 - 1 時 15 分
宇宙局長官、野口さんを評価（時事通信）20 日 - 18 時 43 分 *S19
野口さん、21 日に宇宙へ＝ソユーズ、最終準備進む－カザフ・バイコヌール基地（時事通信）20 日 - 16 時 12 分
野口飛行士がソユーズ打上げ前に会見、「宇宙ですし握る」（ロイター）20 日 - 15 時 26 分 *S20
「打上げ、心配ない」＝野口さん、自信の笑み－打上げ前会見・バイコヌール（時事通信）20 日 - 13 時 46 分
野口聡一さん ２１日に宇宙へ「心配ない」…ソユーズ搭乗（毎日新聞）20 日 - 0 時 13 分

*S19

*S21

*S21

タイタンの湖に光の反射、NASA 探査機が初撮影（CNN.co.jp）19 日 - 14 時 9 分
ソユーズ 若田さん、野口さんにエール「楽しんできて」（毎日新聞）18 日 - 21 時 42 分
夢の第２幕 野口聡一さん ２１日、再び宇宙へ（産経新聞）18 日 - 18 時 25 分

22

*S22

野口さん搭乗のソユーズ、発射台に到着（時事通信）18 日 - 16 時 41 分
「存分に楽しんで」＝若田さんがエール（時事通信）18 日 - 16 時 28 分

*S23

*S24

*S24

*S23

*S22

「きぼう、存分に楽しんで」＝若田さんがエール－野口さん搭乗のソユーズ到着（時事通信）18 日 - 16 時 6 分
ソユーズ、専用列車で発射台へ移送（時事通信）18 日 - 12 時 51 分 *S25
ロシア 野口さん搭乗のソユーズロケット 工場から姿現す（毎日新聞）18 日 - 11 時 13 分

*S26

*S25

*S26

夢の第２幕 野口聡一さん ２１日、再び宇宙へ（産経新聞）18 日 - 7 時 57 分

*S27

*S27

*S20

ＧＸ中止、ＩＨＩ最大１００億円の損失処理（読売新聞）16 日 - 21 時 6 分
ＧＸロケット 事業継続中止、ビジネスの受注見通し立たず（毎日新聞）16 日 - 20 時 2 分
GX ロケット、計画中止＝政府決定（時事通信）16 日 - 14 時 28 分

*S28

*S28
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GX ロケット、計画中止＝新エンジンだけ開発継続－940 億円負担できず・政府決定（時事通信）16 日 - 11 時 40 分
------------------------------------------[月探査]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/science/lunar_exploration/?1256274287

------------------------------------------------------------------------------------[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

[北朝鮮核問題]

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

[核兵器]

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

[北朝鮮]

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

------------------------------------------日米首脳「合意議事録」全文和訳（読売新聞）22 日 - 16 時 2 分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091222-00000797-yom-pol

＜岡田外相＞イラン核交渉責任者と会談 北朝鮮との関係懸念（毎日新聞）21 日 - 18 時 55 分
「核廃絶」へ行動を＝広島、長崎両市長（時事通信）21 日 - 17 時 24 分
「20 年までの核廃絶」へ行動を＝広島、長崎両市長が外相に（時事通信）21 日 - 17 時 10 分
核開発に懸念表明＝イラン核交渉責任者と会談－岡田外相（時事通信）21 日 - 17 時 6 分
米政府、テロリストへの核兵器拡散阻止を核戦略の主要目的に（産経新聞）20 日 - 16 時 45 分
＜ＳＴＡＲＴ１＞交渉は越年…米露の国内事情反映か（毎日新聞）19 日 - 20 時 51 分
イランの ICBM 想定のミサイル防衛システムを実験、来月に（CNN.co.jp）19 日 - 18 時 24 分
START1 後継条約、合意近いとオバマ氏 年内署名は不明（CNN.co.jp）19 日 - 16 時 42 分
米露の核軍縮後継条約交渉、越年確実に （産経新聞）19 日 - 9 時 21 分
ＳＴＡＲＴ１後継条約、交渉大詰め 核兵器の老朽化 露、均衡に躍起（産経新聞）19 日 - 7 時 56 分
核軍縮交渉、越年へ＝細部の詰め残す－米ロ首脳（時事通信）19 日 - 7 時 28 分
核軍縮後継条約、米露が大枠合意（読売新聞）18 日 - 23 時 25 分
「秋の流行」はピーク過ぎた―新型インフルで厚労省・中嶋室長（医療介護 CB ニュース）18 日 - 20 時 49 分
ことしの南北往来者 11 万人弱、前年比 38％減少（聯合ニュース）18 日 - 19 時 22 分
中国の軍縮大使「世界の核軍縮を推進したい」（サーチナ）18 日 - 15 時 58 分
米、対イラン圧力路線へ＝対話期限迫り、緊張高まる（時事通信）17 日 - 18 時 9 分
米露の新核軍縮条約の交渉は越年へ（産経新聞）17 日 - 18 時 4 分
＜防衛予算＞ＰＡＣ３追加配備、一部先送り方針（毎日新聞）17 日 - 11 時 53 分
北の武器輸出、2 億ドルに倍増か＝韓国紙（時事通信）17 日 - 10 時 59 分
防衛力整備の指針を閣議決定 装備品厳しく抑制 （産経新聞）17 日 - 10 時 48 分
＜核軍縮＞「日本が後押しを」ＮＧＯ代表ら共同声明（毎日新聞）15 日 - 23 時 35 分
＜核軍縮＞保有国に「先制不使用」宣言求める 国際委員会（毎日新聞）15 日 - 20 時 32 分
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------普天間、与党３党「５月までに結論」…防衛相（読売新聞）22 日 - 14 時 57 分
イラク駐留米兵に「妊娠禁止令」、違反すれば軍法会議（CNN.co.jp）22 日 - 13 時 12 分
「日米同盟が大事で同じ認識」 駐米大使呼び出しで官房長官（産経新聞）22 日 - 12 時 59 分
米国務長官、藤崎大使呼び異例の会談（読売新聞）22 日 - 11 時 1 分
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クリントン長官、駐米大使を異例の呼び出し 普天間問題で米国の立場は不変 （産経新聞）22 日 - 8 時 12 分
普天間見直しに強い懸念＝異例の大使呼び出し－米国務長官（時事通信）22 日 - 5 時 45 分
自民、政権批判強める（時事通信）21 日 - 19 時 59 分
鳩山内閣支持率軒並み急落 首相は「リーダーシップない」（J-CAST ニュース）21 日 - 15 時 25 分
ゴルバチョフ氏 本紙に回答 提言・普天間移設（琉球新報）21 日 - 9 時 50 分
普天間基地移設問題 韓国で懸念広がる 沖縄返還時の憂慮が現実に （産経新聞）20 日 - 19 時 54 分
内閣支持率 続落５５％ 対米外交「心配」６８％（毎日新聞）20 日 - 19 時 52 分
グアムに調査団派遣へ＝普天間の移設先探る－社民（時事通信）20 日 - 18 時 50 分
米政府、テロリストへの核兵器拡散阻止を核戦略の主要目的に（産経新聞）20 日 - 16 時 45 分
普天間先延ばし、本心を伝えよ コロンビア大教授、ジェラルド・カーティス（産経新聞）20 日 - 7 時 56 分
イランの ICBM 想定のミサイル防衛システムを実験、来月に（CNN.co.jp）19 日 - 18 時 24 分
米無人機映像を傍受＝イラク武装勢力（時事通信）19 日 - 15 時 6 分 *M11

*M11

＜ドイツ＞アフガン空爆で情報隠し 政界ゆるがす問題に（毎日新聞）19 日 - 15 時 5 分
米無人機映像をハッキング＝市販ソフトでハイテク破る－イラク武装勢力（時事通信）19 日 - 14 時 25 分
【ワシントン時事】米軍無人偵察機が撮影した映像がイラク武装勢力に傍受さ

のノートパソコンに、無人偵察機が撮影した映像が保存されていた。武装勢力

れていたことが 19 日までに、国防総省の調べで分かった。ハイテクの塊が、わず

が飛行を妨害した証拠はないという。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、

か 26 ドル（2300 円）の市販ソフトで傍受された。軍事機密保持の脆弱性と管

傍受に使われたソフトはロシア製で、インターネット上で第三者がダウンロードし

理の甘さが露呈。米軍が昨年、押収したイラクのイスラム教シーア派武装勢力

ている音楽や映像傍受に開発された。

米軍の偵察機映像、イラク武装勢力に筒抜け（読売新聞）18 日 - 23 時 14 分
「海兵隊は日本に必要」外相、グアム移設に否定的（読売新聞）18 日 - 23 時 2 分
部族地域にまた無人機攻撃、前日と同じ村に パキスタン（CNN.co.jp）18 日 - 21 時 39 分
米軍幹部、2004 年に無人偵察機の不備を警告（ウォール・ストリート・ジャーナル）18 日 - 21 時 3 分
米統合参謀本部の米軍高官らが、2004 年に中ロが無人偵察機から発信され

はないかと懸念した」と語った。国防総省高官は 17 日に、イラク武装勢力は昨

るビデオ画像を傍受したり改ざんする危険性を指摘したことが分かった。だが、国

年数回にわたり無人偵察機からのビデオ画像を録画していた事実を認めた。そ

防総省は今年に入るまでビデオ画像信号を暗号化しなかった。事情に詳しい

の後、ビデオ画像通信は暗号化されている。国防総省ホイットマン報道官は記

複数関係者が明らかに。これは、イラクのシーア派武装勢力が無人偵察機から

者団に対し、同省は無人偵察機やその他の監視システムの安全性を常に再

ビデオ画像を傍受しているとの本紙報道を受け、明らかに。当時行われた議論

評価していると語った。国防省や米軍は、1990 年代のボスニア紛争で無人偵

内容を直接知る将校 2 人によると、統合参謀本部メンバは 2004 年と 05 年に

察機のビデオ画像通信に問題があることに気付いた。しかし、事情に詳しい関

無人偵察機からのビデオ画像通信で安全上問題となりうる点について議論を

係者によると、国防総省高官は今年 4 月になるまでビデオ画像通信を暗号化

重ねた。一部将校の間では、米の敵となり得る中ロが戦場で自軍の動きを隠す

しなかった。記者: YOCHI J. DREAZEN, AUGUST COLE and SIOBHAN

ため無人偵察機ビデオ画像を操作する可能性があるとの懸念があった。将校の

GORMAN

1 人は、「ビデオ画像が傍受され、操作されてから現場司令官に送信されるので

米軍無人偵察機のビデオ映像傍受 イラク武装勢力が廉価ソフトで（産経新聞）18 日 - 17 時 37 分
パキスタン部族地域で無人機が 2 度のミサイル攻撃、死者増加（CNN.co.jp）18 日 - 17 時 24 分
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イラク武装勢力、26 ドルのソフトで米軍無人偵察機通信を傍受（ウォール・ストリート・ジャーナル）18 日 - 13 時 32 分
＜米軍無人機＞イラクなどの武装勢力が伝送映像を傍受…米紙（毎日新聞）18 日 - 11 時 16 分
シャープ司令官「当面は在韓米軍の海外配置ない」（聯合ニュース）18 日 - 11 時 6 分
イラク武装勢力が米軍無人機のデータを傍受と 米紙報道（CNN.co.jp）18 日 - 10 時 39 分
日米同盟 危機迫る 「鳩山政権、早急に代案を」 米シンクタンク（産経新聞）18 日 - 7 時 56 分
米軍撤退日程に影響なしとイラク首相、首都での爆弾テロ多発で（CNN.co.jp）17 日 - 18 時 54 分
米軍無人機か パキスタン北西部でミサイル発射、2 人死亡 （CNN.co.jp）17 日 - 18 時 42 分
普天間先送り「失望」…グアム選出の米下院議員（読売新聞）17 日 - 15 時 19 分
グアンタナモ収容所、「数カ月以内」に閉鎖 米司法長官（CNN.co.jp）17 日 - 14 時 42 分
14 年移設は「努力目標」＝普天間問題で防衛相（時事通信）17 日 - 12 時 37 分
グアンタナモ収容所、来年夏までに閉鎖へ＝米司法長官（ロイター）17 日 - 12 時 14 分 *M12
普天間移設「現行案が最善」 米国防総省（産経新聞）17 日 - 9 時 1 分
コンウェー海兵隊司令官 グアム移転の遅れ示唆（産経新聞）17 日 - 7 時 56 分
米総司令官いらだち、自民・石破氏「無責任」（読売新聞）17 日 - 0 時 22 分
日米同盟が脆弱化 元国防副次官が警鐘鳴らす（産経新聞）16 日 - 21 時 12 分 *M13

*M12

アジア全体が鳩山政権に疑問 マケイン氏（産経新聞）16 日 - 20 時 55 分
「駐留なき日米安保」構想封印 鳩山首相（産経新聞）16 日 - 20 時 7 分
イリノイ州への一部移送決定、グアンタナモのテロ容疑者収容所（CNN.co.jp）16 日 - 19 時 54 分
岡田外相「日米同盟以外うまくいっている」（読売新聞）16 日 - 19 時 35 分
＜米国＞グアンタナモ閉鎖 代替施設にイリノイ州立刑務所（毎日新聞）16 日 - 19 時 32 分
来年 8 月まで大多数配置と、アフガン新戦略の 3 万人増派計画（CNN.co.jp）16 日 - 19 時 15 分
普天間先送りは「危険」＝小沢氏を批判－元米高官（時事通信）16 日 - 17 時 44 分
イラン、長距離ミサイルの試射に成功＝国営テレビ（ロイター）16 日 - 17 時 20 分
グアンタナモ収容所 オバマ氏地元へ移管（産経新聞）16 日 - 15 時 48 分
石破氏、普天間先送りは「無責任、無定見」（産経新聞）16 日 - 14 時 55 分
普天間先送り「無期限ではない」 政府方針で官房長官が認識（産経新聞）16 日 - 14 時 54 分
米軍参加の空爆で少なくとも 120 人死亡＝イエメンの反政府勢力（ロイター）16 日 - 13 時 42 分
普天間移設先送り「残念」…米海兵隊司令官（読売新聞）16 日 - 11 時 38 分
グアンタナモ収容者の移送先が決定＝米（時事通信）16 日 - 11 時 12 分
グアンタナモの収容者の米本土移送先（時事通信）16 日 - 10 時 25 分
問われる政治主導 県外道筋 なお不透明 普天間移設政府方針（琉球新報）16 日 - 10 時 20 分
現行計画、実行可能な最善策＝普天間飛行場移設問題で－米国防総省（時事通信）16 日 - 9 時 33 分
米本土移送先が決定＝グアンタナモ収容者、イリノイ州刑務所へ－米大統領（時事通信）16 日 - 8 時 59 分
先送り「残念」…グアム移転に遅れも 米海兵隊司令官（産経新聞）16 日 - 8 時 32 分
普天間問題 返還白紙、固定化も（産経新聞）16 日 - 7 時 57 分
米、国内事情に一定の理解＝ハイレベルで協議継続－普天間移設（時事通信）16 日 - 7 時 11 分

26

*M13

辺野古以外に移設、数か月で結論…首相意向（読売新聞）16 日 - 3 時 4 分
普天間飛行場 有事に海兵輸送、ヘリは６１機（産経新聞）16 日 - 2 時 47 分
週内にも元次官ら聞き取り 核密約問題で外務省有識者委（産経新聞）16 日 - 0 時 11 分
普天間先送り、「日本は中国に接近」韓国ＴＶ（読売新聞）15 日 - 23 時 8 分
「鳩山首相、危機に直面」普天間先送りで露紙（読売新聞）15 日 - 22 時 59 分
米政府、米軍再編の再交渉に応じない姿勢（読売新聞）15 日 - 21 時 14 分
普天間先送り決定、海兵隊のグアム移転遅れも確実に（読売新聞）15 日 - 21 時 9 分
鳩山首相「辺野古でない地域決めるのに数カ月必要」（産経新聞）15 日 - 21 時 0 分
＜台湾＞民進党主席、普天間問題で日米関係悪化を懸念（毎日新聞）15 日 - 19 時 54 分
イリノイ州へ移送を発表か、グアンタナモのテロ容疑者収容所（CNN.co.jp）15 日 - 19 時 33 分
日米安保は安定の基礎＝台湾野党主席（時事通信）15 日 - 18 時 46 分
米政府「同盟の深化」どころでない！ 普天間先送りで疲労感（産経新聞）15 日 - 18 時 34 分
辺野古以外の地域模索＝普天間問題、結論に数カ月必要－鳩山首相明言（時事通信）15 日 - 18 時 20 分
＜普天間移設＞日本政府決定先送り 米政権内に不信感広がる（毎日新聞）15 日 - 18 時 13 分
「一日も早い危険性除去を」＝普天間問題で沖縄知事（時事通信）15 日 - 18 時 9 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

12/21 「ニュース」更新

基本政策閣僚委 普天間問題 先送り //
グアムで北沢大臣 海兵隊移転先を視察 //
哨戒ヘリが不時着水 長崎沖 //

「移設先、与党３党で協議」
「日米交渉、責任重い」

訓練中、乗員２人殉職

ヘリ事故殉職隊員 しめやかに部隊葬 //

「痛恨の極み」と群司令

２２年度防衛力整備 現行の防衛大綱を基に //
朝鮮半島情勢で意見を交換 //

済州島で日韓安保対話

インド洋補給支援 英仏艦などに約１０００kl
陸自主催で実務者交流 //

１１ヵ国佐官級が参加 兵站協力巡り討議

日米の情報共有重点に ＹＳ５７終わる
３２普連、海兵隊と共同実動訓練 //

関山演習場で「フォレスト・ライト０９」

戦闘機懇談会 今月下旬にも報告書 //

生産中断の影響整理

第６回「戦闘機の生産技術基盤のあり方に関する懇談会」（座長・岩井審議

術・技能等⑤技術・技能の喪失・低下が運用支援・将来の戦闘機研究開発

官）が１２月１１日、防衛省で開かれ、戦闘機生産中断による技術・技能の喪

に与える影響――について、日本航空宇宙工業会の企業調査や経理装備

失などに及ぼす影響について、これまでの５回にわたる議論の整理を行った。１

局、航空自衛隊の報告を踏まえ現状分析を行ってきた。今回会合では、平成

２月下旬に懇談会としての報告書をとりまとめ予定。同懇談会は、Ｆ２戦闘機

２３年度以降、国内戦闘機生産がゼロになる事態を受け、生産中断による防

の生産が終了する平成２３年度以降、国内戦闘機生産が空白期に入ること

衛産業の技術・技能の喪失など技術基盤の維持に大きな影響が生じること、

から、生産技術基盤の維持にどのような影響が生じるかを検討するため６月に

空自戦闘機運用に果たしてきた役割などが改めて指摘されたほか、将来戦闘

設置。これまでに①戦闘機の生産技術基盤概況②下請け企業ヒアリング③エ

機の研究開発に与える影響が話し合われた。

ンジンおよびアビオの生産技術基盤④戦闘機の生産中断により懸念される技
12/16 「コラム」更新

・朝雲寸言 // ・宗教批判と皇室利用 // ・ポスト京都議定書
------------------------------------------[kokunews]

航空ニュース社

http://www.kokunews.jp/

------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
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空軍 調達の前に機材退役計画を議会へ提出すること要求される

Bill would mandate review of Air Force plans to retire aircraft

Under a defense spending bill for fiscal 2010 that the House and Senate have worked out, the Air Force would be required to provide
Congress with an independent review of its plans to restructure combat air forces before funding the retirement of any aircraft. The
measure comes as appropriators express concern over a USAF plan to retire 248 legacy F-15, F-16 and A-10 aircraft. Aerospace Daily &
Defense Report (12/17)

ライアン航空 ボーイングと新規発注契約で交渉中断

Ryanair halts talks with Boeing on order for 200 jets

Ryanair says it has halted talks with Boeing Co. to purchase 200 more 737-800 short-haul aircraft after failing to reach an agreement
on some conditions for the new order. Ryanair CEO Michael O'Leary said that while a pricing agreement was reached on aircraft to be
delivered from 2013 to 2016, Boeing was "unwilling to incorporate some other terms and conditions from our existing agreement into
this new aircraft order." Chicago Tribune/The Associated Press (12/18)
ブランソン会長：ＣＯ２低減に果たす技術の必要性

Branson: Targets, technology are keys to reducing carbon

Emissions targets rather than taxes are the best way to reduce greenhouse gases at airlines, according to Virgin Airways founder
Richard Branson, who urged world leaders gathered in Copenhagen to set those targets on Friday "so that we know where we stand and
we can get on with it and make sure this world is back on track again." Branson said taxes would be self-defeating because "if you strip
money from the airlines, then they will have less to invest in new planes and new technology." Airlines should push to convert to
biofuels by 2020, Branson said, and plane makers should help by building lighter aircraft. "Airbus and Boeing [need] to be building new
carbon-composite planes, not just parts," he said. Reuters (12/17)
ブラジル沖航空機墜落事故の教訓から、安全性の改善点対案

French investigators urge changes in airline safety equipment

The unsolved mystery surrounding the May crash of Air France Flight 447 over the Atlantic could lead to safety changes at airlines
around the world. BEA, the French government agency investigating the crash, is urging global airline bodies to require an additional
locator beacon with a longer transmission time on all aircraft that fly over water. BEA also warned that airspeed indicators may not work
properly when severe weather is encountered at high altitudes. Air Transport World (12/18)

SmartQuote
"In order that people may be happy in their work, these three things are needed: They must be fit for it. They must not do too much of
it. And they must have a sense of success in it."
ハッピーに働く上で 3 つの要件がある：その仕事に向いていること、仕事をやりすぎないこと、そしてその仕事で成功することである。
--John Ruskin,

English author, poet and art critic

ジョン・ラスキン 英国作家・詩人・評論家

------------------------------------------人材を集めることの未曾有の困難さ Aerospace leaders focus on jobs at industry summit
Jobs were a central topic at the Reuters Aerospace and Defense Summit on Wednesday, where industry executives warned that
program cuts are threatening the industrial base. Dennis Muilenburg, CEO of Boeing Co.'s integrated defense unit, noted that for the
first time in a decade, the company has no major warplane in advanced stages of R&D, making it harder to attract and keep engineering
talent. David Hess, president of Pratt & Whitney, said that "the administration ought to do whatever they can to try to sustain and
grow" the industrial base. Though employers laid off fewer workers than expected in November, the Aerospace Industries Association
has warned the industry could shed 30,000 jobs this year. "We have a very strong interest in growing a home-grown workforce and
encouraging that," said Marion Blakey, AIA president and CEO. Forbes/Reuters (12/16)
国防関連 2010 年は需要が上向くと期待される

Military aircraft sales forecast to soar in 2010

Sales of military aircraft should surpass those of the overall defense industry in 2010, increasing by 8% in 2009 to $61.7 billion and
exceeding $63 billion in 2010, the AIA predicts. There should be increased spending on fighter jets -- including the F-35, rotorcraft,
military transports and aftermarket services -- and missile sales are predicted to increase by more than 25% over two years. "The
military aircraft segment will hold its own for the next couple of years," said AIA President Marion Blakey. AviationWeek.com (12/16) ,
The Wall Street Journal/Dow Jones Newswires (12/16) , The Hill (12/17)
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不況の中でも、航空宇宙の輸出は大幅な黒字を達成

Despite recession, aerospace exports create $54B surplus for U.S.

Aerospace exports fell 17% this year as international customers, both civilian and military, cut back on spending amid the global
economic slowdown. The Aerospace Industries Association reported that overall trade in aerospace products resulted in a net surplus
of $53.9 billion for the U.S., a 6% decline from 2008 levels. Reuters (12/16)
イランの武装勢力、 $26 ソフトで米の無人機の信号傍受

Militants hack into U.S. drones with $26 software

Defense officials say Iranian-backed militants have been able to intercept the video feeds from U.S. Predator drones with the use of
store-bought software that cost just $26. The software was able to tap into the system through an unprotected communications link in
some of the airplanes' systems, and while the militants could have accessed information to evade or monitor U.S. military operations,
there is no evidence that they were able to take control of the drones or interfere with their flights. The Wall Street Journal (12/17)
ユナイテッド航空 ビジネス客が漸う々 戻りつつあると述べる

United chief sees "gradual, gradual" return of business fliers

UAL Corp. CEO Glenn Tilton says "businesses are getting more confident" in the economic recovery, leading to a "gradual, gradual
pickup in business travel." Tilton, who also serves as board chairman of the Air Transport Association, made his comments Wednesday
at a meeting of the Chicago Executives' Club. He said United Airlines would "file soon" for antitrust immunity in its alliance with All
Nippon Airways, adding that cross-border mergers represent a better long-term solution. Reuters (12/16) , The Wall Street
Journal/Dow Jones Newswires (12/16)
技術の進歩とパイロットの安全に対する緊張感のバランス

Opinion: Technology lulls pilots into false sense of security

Technological advances have created a "subtle disconnect" between pilots and their aircraft, writes Arnold Reiner, the former director
of flight safety at Pan Am. "Today's highly automated aircraft can leave pilots so detached from flying that they become almost like
passengers on their own flights," he argues. The solution? "Manufacturers must develop an effective alerting system to complement -or rather mitigate -- the effects of advanced automation." The New York Times (12/16)

SmartQuote
"When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one
which has opened."
扉がひとつ閉まれば、別の扉が開く； とはいえ、閉まった扉をいつまでも未練がましく見続けていると別の開いた扉に気づかないことになる。
--Alexander Graham Bell,

American inventor

アメリカ発明家：アレキサンダー・グラハム・ベル
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７８７初飛行成功、量産が本格化

As Dreamliner flies at last, Boeing focuses on production realities

The Boeing 787 Dreamliner finally soared into the clouds above Seattle on Tuesday, ending two years of frustrating delays for the
innovative jetliner made largely of lightweight composite materials. Randy Neville, one of two test pilots onboard, said the plane was "a
joy to fly" and "responded just as we expected." With 840 orders on the books, Boeing will now begin a sprint toward FAA certification,
with six test aircraft being put through their paces under extreme conditions. Boeing hopes to deliver seven aircraft per month starting
in 2011, and "ramping up production certainly will be a challenge," CEO Jim McNerney admits. The Wall Street Journal (12/15) , Chicago
Tribune/The Associated Press (12/16) , Air Transport World (12/16) , AviationWeek.com (12/15)
エアライン業界 2010 年 持直すも 成長とまではいかない

Aircraft CEOs see stabilization in 2010, but not growth

CEOs of aircraft manufacturers in Wichita, Kan., say they expect business to stabilize in the coming year but that production rates will
likely stay low for some time. The CEOs of Cessna, Hawker Beechcraft, Bombardier Learjet and Spririt AeroSystems gathered for a
roundtable, saying they don't anticipate a swing toward growth in 2010. The Wichita Eagle (Kan.)(12/16)
デルタ航空 需要復調見据えて便数維持

Delta sees "tangible" signs of recovery, plans to keep capacity level

Delta Air Lines does not see the need for additional capacity cuts in 2010, hinting at stabilization following an estimated $1.5 billion loss
this year. Unit revenue should turn positive in the first quarter, according to Delta President Ed Bastian, offering "real tangible evidence
that a recovery is under way." At a conference for investors, CEO Richard Anderson said more consolidation is needed in the airline
industry, despite an uncertain political climate. The Atlanta Journal-Constitution (free registration) (12/15) , Reuters (12/15) , Chicago
Tribune/The Associated Press (12/15)
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エアライン 海外でのメンテナンス作業に反対のキャンペーン展開

Union launches campaign to forbid offshore airline repairs

The Transport Workers Union will launch a campaign today urging lawmakers to prohibit airlines from using offshore maintenance
stations. The FAA insists both foreign and domestic repair stations undergo the same certification process, but the union says
otherwise, calling offshore maintenance "the airline industry's dirty little secret." Among other allegations, TWU says overseas stations
lack proper security procedures to prevent terrorists from gaining access to aircraft. The Dallas Morning News (12/16) , Tulsa World
(Okla.) (12/16)

SmartQuote
" We never understand a thing so well, and make it our own, as when we have discovered it for ourselves."
発見の場合、自分ひとりで発見したと言えても、人間は自分のものにできるほど物事を理解できることはない・
--Rene Descartes,

French mathematician, philosopher

フランス哲学者：ルネ・デカルト

[編注] 人類のための発見があっても、人はそれほど理解しないまま、それを自分たちのもの/所有にする。

ということかな？
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オバマ政権下でも国防予算の順調な増伸

Reports: Obama to call for $100B more for Pentagon

Over the next four years, the Obama administration plans to boost the Pentagon's base budget by $100 billion to cover increased
personnel and modernization costs. Analysts said the plan, which amounts to a 1% increase beyond the projected rate of inflation, marks
a victory for Defense Secretary Robert Gates. Air Force Times (free registration) (12/14)
ボーイング７８７初飛行 火曜日午前 10 時からインターネットで生中継配信

Boeing schedules live webcast for 787 first flight on Tuesday

Boeing Co.'s 787 Dreamliner reportedly hit speeds of 150 miles per hour during runway testing over the weekend, and the company has
scheduled the plane's first takeoff for 10 a.m. on Tuesday, weather permitting. "Our pilots told me the airplane performed beautifully,"
the 787's chief project engineer reported. "We're going through and analyzing the data to ensure we're ready for first flight. From
evaluations we've done so far, everything looks good." Boeing plans to broadcast the Tuesday morning takeoff over the Internet via a
live webcast. The Seattle Times/The Associated Press (12/13) , The Herald (Everett, Wash.) (12/14) , MarketWatch (12/14)
ガルフストリーム G250 処女飛行終了

Gulfstream G250 completes maiden flight

The Gulfstream G250 large-cabin, mid-range aircraft completed its first flight on Friday, with pilots reporting an extremely smooth flight
with no issues. Pilots tested the aircraft's flight-handling qualities and characteristics and performed initial checks of several aircraft
systems. Aviation Daily (12/11)
代替燃料（鶏脂肪から抽出）の工場がアイオワ州に Iowa plant seeks to make jet fuel from chicken fat
With help from the Energy Department, an Illinois company plans to build a $15 million plant in Iowa where plant oils and poultry fat will
be converted into jet fuel and other products. Elevance Renewable Sciences says about 250 million gallons of fuel and specialty
chemicals could be produced each year by refining the 1.4 billion pounds of fat generated by the U.S. poultry industry. Chicago
Tribune/The Associated Press (12/13)

SmartQuote
"If I have seen farther than others, it is because I have stood on the shoulders of giants."
私が他人より遠くが見れるとしたらそれは、巨人の肩車に乗っているからだ。
--Sir Isaac Newton,

English physicist and mathematician

英科学者・数学者：アイザック・ニュートン
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UA とフロンティア航空 ボンバルディア C シリーズ購入を前向きに検討

Frontier may get Bombardier single-aisle jets

Frontier Airlines has joined United Airlines in acknowledging that it may buy narrow-body jets from Canada's Bombardier as it seeks to
modernize its fleet. Hal Cooper, CFO of parent company Republic Airways, called the C-Series jet "a very interesting airplane" due to
Bombardier's claims of lower costs, reduced fuel burn and greater passenger comfort. "Very attractive export financing" is another
advantage, he noted. With many leases on its Airbus A320 jets expiring between 2013 and 2017, Republic could announce a replacement
aircraft early next year. American City Business Journals/Denver (12/10) , Reuters (12/10)
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787 初飛行 天候さえ許せば 12 月 15 日にも実行 Reports: Weather permitting, 787 could fly on Tuesday
If Mother Nature cooperates, Boeing Co. expects a first flight as early as Tuesday for the 787 Dreamliner. A Tuesday flight would beat
by one week Boeing's internal target for the crucial test flight, The Wall Street Journal reports. The Wall Street Journal (12/11)
FAA 次世代航空管制方式が燃料節約に果たす貢献

Babbitt stresses savings in lobbying for NextGen

By saving "a billion gallons of fuel a year," the NextGen air-traffic control system will pay for itself within a couple of years, FAA
Administrator Randy Babbitt told a Senate panel on Thursday. In pressing lawmakers to speed up funding, Babbitt acknowledged his
agency had probably failed to "make the business case" for the massive overhaul. The Wall Street Journal (12/11)
S

NASA プログラムの不透明さ・予算減少が人材・頭脳流出を招いているとの警告

S

NASA budget woes promote aerospace brain drain, Blakey testifies

Continuing uncertainty over the future of NASA is hurting recruitment for both jobs and STEM education programs, industry experts
told the House Science and Technology Committee on Thursday. "One of the reasons for a lack of interest in aerospace and defense
could be the uncertainty of NASA programs," said Marion Blakey, president and CEO of the Aerospace Industries Association. "A
commitment to a robust human spaceflight program will help attract students and hold workers." Blakey and others warned that the U.S.
has fallen behind Europe and China in science and engineering doctorates, and many U.S. doctoral students are foreigners who return
home after earning their degrees. Florida Today (Melbourne) (12/11)
エアバス軍用輸送機 A400M 3 年遅れで初飛行を実現 After delays, Airbus A400M makes maiden flight
The Airbus A400M military airlifter project took its first flight on Friday, marking a milestone in the airplane's development, which is more
than three years behind schedule. The $29.46 billion program is also facing overruns, and with the final bill expected to run as much as
25% above the original estimate, Airbus parent European Aeronautic Defence & Space Co. NV is hoping buyers will carry some of the
burden. The Wall Street Journal (12/11)
EADS 無人機マーケットに積極的に展開を図る

EADS pushes ahead into unmanned aircraft market

EADS is working to make a name for itself in the unmanned aircraft market that has long been dominated by U.S. and Israeli
manufacturers. EADS has its eyes on areas including very long endurance and the ability to hunt enemy air defenses. However, the
company's short-term goals are to ensure a future for the medium-altitude Talarion project. Aviation Week & Space Technology (12/10)
ユナイテッドテクノロジー（UT）2010 年大型買収（国防分野で）の計画

United Technologies plans $3B buying spree in 2010

United Technologies Corp. plans to spend about $3 billion next year for mergers and acquisitions, CEO Louis Chenevert said Thursday.
Though the commercial aerospace business looks difficult for the coming year, Chenevert said continued military spending and a weaker
U.S. dollar should lead to slightly higher revenue in 2010. Google/The Associated Press (12/10)
エアライン乗客 10 月に上昇で、景気回復の兆し Increased passenger count for October spurs recovery hopes
For the first time since March 2008, U.S. airlines recorded an uptick in year-over-year passenger figures, according to October
statistics from the Transportation Department. Airlines carried 54.7 million passengers in October, an increase of 0.8%. Domestic travel
rose while international travel declined, according to the DOT. USA TODAY (12/10)

SmartQuote
"Where there is great love there are always miracles."
大きな愛のあるところ常に奇跡が存在する。

--Willa Cather, American author

アメリカ作家：ウィラ・ケイサー

------------------------------------------[新刊紹介]

ESA Bulletin

#140 [編注] 今回の内容の充実に感嘆。本メルマガ最初のところに計画進捗図を掲載。日本も気合いを入れて。
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レッド・マーズ Kim Stanley Robinson(大島豊 訳) 上、下
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創元 SF 文庫

(上巻 pae56 から) ・・・の一環で､あと一年続く予定だった｡そこで選ばれた者が､火星に行くことになる｡
こうして候補者たちは､一年以上にわたって南極で共同生活を送った｡無人機ですでに火星に送られている防護施設や器材に慣れ親しむため､火
星そのものと同じくらい冷たくて厳しい環境に慣れ親しむため､おたがいの人物に慣れ親しむためである｡生活したのは､南極の涸れ谷の中でも最大の
ライト峡谷に建てられた､一群の密閉居住棟だ｡候補者たちは生態圏ドーム農園を管理した｡暗い南極の冬を居住棟にこもって過ごした｡第二専攻
や第三専攻を学んだ｡宇宙船＜アレス＞や､のちには赤い惑星そのものの上でおこなうことになる様々な任務のシミュレーションをした｡そして常に自分
たちが監視され､評価され､判断されていることを片時も忘れたことはなかった｡
候補者は､全員がアメリカやロシアの宇宙飛行士だったわけではない｡もっともそれぞれ一ダースほどいたし､北のほうからは､その数をもっと増やすべきだ
という声も絶えなかった｡だが植民者の大多数は､着陸してから力を発揮するはずの分野で専門技術を持っている必要があった｡医療技術､コンピュー
タ技術､ロボット工学､システム･デザイン､建築設計､地質・・・
[編注] 原著 RED MARS が 1993 年、邦訳版初版が 1998 年、3 版が 1999 年, 比較的新しい知見が盛込まれているようで。 ロシアと欧州のや
っている MARS500 を思い出すような記述も。また、この本のアレスは NASA の開発中の Ares ロケットと関連するみたいで。
------------------------------------------Globalsecurity.com

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

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

National Security

2009

Combatant Commands Conduct Missile Exercise AFPS 17 Dec

Russia orbits new Glonass navigation sats RIA Novosti 14 Dec 2009

2009

Industry

NATO chief: Joint defense with Russia by 2020 RIA Novosti 17 Dec

GOES-14 Weather Satellite & NASA, NOAA Boeing 17 Dec 2009

2009

Aegis BMD Upgrade & Exercise Series Lockheed Martin 17 Dec

Turkey opposed to US missile defense RIA Novosti 16 Dec 2009

2009

Space Station / Shuttle

GOES-R Satellite Solar Ultraviolet Imager Lockheed Martin 17 Dec

Soyuz crew ready for blastoff to ISS RIA Novosti 20 Dec 2009

2009

Science

Orion Launch Abort System Attitude Control Motor ATK 16 Dec

Close encounters of the FalconSAT kind AFNS 16 Dec 2009

2009

NASA WISE Delta II launch successful AFNS 15 Dec 2009

Critical Global BMD Milestones in 2009 Lockheed Martin 16 Dec

NASA Craft To Photograph Entire Universe VOA 14 Dec 2009

2009

International

2009 Milestones for JWST Northrop Grumman 16 Dec 2009

Russia, Japan & space cooperation RIA Novosti 20 Dec 2009

ATK & Successful Delta II Launch ATK 14 Dec 2009

Russia & spacecraft nuclear engines RIA Novosti 20 Dec 2009

GMD System's Core Completion Contract RfP Boeing 14 Dec 2009

France to launch reconnaissance satellite RIA Novosti 17 Dec 2009

CASTOR 30 Upper Stage Solid Rocket Motor Tests ATK 10 Dec

China launches first public-welfare mini sat RIA Novosti 15 Dec

2009

2009

Taurus II 2nd Stage Rocket Motor Test Orbital Sciences. 10 Dec

Customer takes control of Glonass satellites RIA Novosti 15 Dec

2009

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

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

-------------------------------------------
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Wednesday, December 16

Saturday, December 12

France to launch reconnaissance satellite on Thursday

Military agency studying space garbage service

RIA Novosti — 9:00 pm ET (0200 GMT)

Spaceflight Now — 7:39 am ET (1239 GMT)

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

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

------------------------------------------Friday, December 18

NasaSpaceFlight.com — 1:49 pm ET (1849 GMT)

China to launch civil HD survey satellite in 2011

China launches remote-sensing satellite

Xinhua — 12:28 pm ET (1728 GMT)

Xinhua — 5:27 am ET (1027 GMT)

Tuesday, December 15

China launches first public-welfare mini satellite

China completes 2009 schedule by launching another spy

RIA Novosti — 5:18 am ET (1018 GMT)

satellite
------------------------------------------[Quotes from the Old/New Testament]
Ex.3:12

～と共に

Jer.1:8
Jer.1:19
Col.2:13
Col.2:20
Col.3:1
Col.3:3

・・・Certainly I will be with thee; and this shall be a
token unto thee,・・・
・・・for I am with thee to deliver thee,・・・
・・・for I am with thee, saith the LORD, to deliver thee.
・・・hath he quickened together with him,・・・
Wherefore if ye be dead with Christ・・・
If ye then be risen with Christ,・・・
For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.

Col.3:4

・・・then shall ye also appear with him in glory.

・・・「わたしは必ずあなたと共にいる。これが、わたしのあなたをつかわした
しるしである。・・・
・・・わたしがあなたと共にいて、あなたを救うからである」・・・
・・・わたしがあなたと共にいて、あなたを救うからである」・・・
・・・あなたがたをキリストと共に生かし、・・・
もしあなたがたが、キリストと共に死んで・・・
このように、あなたがたはキリストと共によみがえらされたのだから、・・・
・・・あなたがたのいのちは、キリストと共に神のうちに隠されているのであ
る。
・・・あなたがたも、キリストと共に栄光のうちに現れるであろう。

[編注] KJV 版は http://quod.lib.umich.edu/k/kjv/browse.html から利用できます。
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