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------------------------------------------29 December 2009

space.com

By Bill Christensen

宇宙で寿司： この頃宇宙飛行士は何を食べているのか？

Sushi in Space: What Astronauts Are Eating These Days

Sushi is now on the menu for the International Space Station

spacecraft. "Some sashimi, and raw fish and sushi and I will bring

(ISS), thanks to Japanese astronaut Soichi Noguchi. He and

that up to the space station to share with my crew," he said,

Russia's Oleg Kotov and NASA's Timothy Creamer took off from

according to the space news Web site Red Orbit.(後略)

the Baikonur Cosmodrome on Dec. 20 with a fresh load of raw
seafood. "We had training in Japan and I trained [my space
colleagues] to be sushi lovers, so I am going to make a couple of
flavors of sushi," Noguchi told a press conference before
launching to the station this month on a Russian Soyuz
http://www.space.com/entertainment/091229-space-station-sushi.html

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - Monday, December 21, 2009

suntimes.com

日本の宇宙飛行士は宇宙に初めて寿司を持込む

Japanese Astronaut Brings First Sushi Into Space

With an American and a Russian colleague, Japanese astronaut

perch, curds with nuts and beetroot soup (borscht) sucked

Soichi Noguchi launched into space today in a Soyuz spacecraft,

through a straw from a plastic bag. If you were going up, what

bringing with him the first sushi ever taken into orbit: “We had

food would you take with you?

training in Japan and I trained (my space colleagues) to be sushi
lovers, so I am going to make a couple of flavors of sushi,”
Noguchi told a press conference ahead of Monday’s launch of
the Russian Soyuz spacecraft. “…Some sashimi, and raw fish
and sushi and I will bring that up to the space station to share
with my crew.” According to NASA, normal fare on the space
station includes staples like mushroom soup, macaroni and
cheese, or chicken and rice. On the Russian side, there is tinned
http://www.suntimes.com/lifestyles/blogentries/index.html?bbPostId=Cz6NLI014gA6nCzDvq0jtr080KCzA2RWlk0dH5XBC8Dx8B27ofv&bbParentWidgetId=B8XscaNGcc9qz4i1oSqmw36f

------------------------------------------November/December 2009

InsideGNSS

PNT(位置、ナビ、時間)に関するトップ 10 ｶ国

The Top Ten in PNT
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Fig. 1 2009 宇宙競争力国別競争力比較

事業主体(WHO)
民事機関

軍事 //
商業企業
NPO // 個人

宇宙分野事業の競争力区分： 理解の枠組み
用途(WHAT)
発展要因（HOW）
科学と宇宙探査 // 通信 // 地球観測
政府政策、リーダシップ
位置、ナビ及び時間
人的資源と実績経験 // 企業構造と経営
製造 // 打上げ // 宇宙サービス
技術と革新 // 投資と消費
表 1. 宇宙分野事業の競争力の主体、用途分野、及び経済面の要因

上表のアンダーラインはフルレポートにセグメント細部分析のあるもの。以下、PNT セグメント細部分析：

Fig. 2 グローバル PNT セグメント： 国別競争力比較

Fig. 3 グローバル PNT セグメント： 国別競争力総合比較 (商業化+キャパ+政策/戦略/システム)

2

Fig. 4 政府 PNT 政策/戦略/システム: 国別スコア

Fig. 5 人的資源 PNT キャパ: 国別スコア

Fig. 6 企業 PNT 商業化: 国別スコア
http://space-library.com/0911&12InsideGNSS_Gullish_Futron_The_Top_Ten_in_PNT.pdf

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

3

December 25, 2009

RIA Novosti

http://en.rian.ru/science/

Buran 初のソ連の再使用型宇宙往還機, 設計者が 100 歳の誕生日を祝う

Buran, the first Soviet orbital craft

December 25, 2009, marks the 100th birthday anniversary of

production center and principal designer of the Buran reusable

Gleb Lozino-Lozinsky, chief designer at the Molniya research and

orbital spacecraft.（中略）

Despite its external resemblance to the U.S. Space Shuttle, the

fitted with crew escape equipment. At a low altitude, the first

Buran had one fundamental distinguishing difference – it could

two pilots would be ejected; while in case of emergency at a high

make a fully automatic landing, while its American equivalent had

altitude, the Buran could split off the carrier rocket to perform

to be steered by an operator on the ground. The Buran was also

an emergency landing.(後略).

http://en.rian.ru/photolents/20091228/157371213.html

------------------------------------------2009.12.26

9news.com

X-15 パイロットはロケット機の遺産を思い出す

X-15 pilot remembers rocket plane legacy

We spoke to Air force Veteran and legendary NASA pilot Maj.

flight but overall the airplane was very honest, very basic, and

Gen. Joe Engle about his experience. "It was a very busy

just a fun airplane to fly." The X-15 was different from a normal

airplane flight," Engle said of his sixteen trips in the X-15. "It

airplane in that it didn't take off on its own. It was flown to a an

was a good flying airplane. It was a very solid, very responsive

altitude of about 150,000 feet by a modified B-52 bomber where

airplane. There were a few areas in the envelope that you had to

it was then released and began a high speed ascent into the

be very very careful of just by the nature of those regions of

upper regions of the atmosphere. "It was a wonderful feeling. You

4

really had to pay attention to the airplane during the powered

and eventually it's black. You're above enough of the atmosphere

flight because it was a tremendous acceleration and it only

that there's hardly anything reflecting or breaking up the sun's

lasted for about a minute and a half and then all the fuel was

light." In June of 1965, Engle flew the X-15 to an altitude of

gone but during that time it was a very busy time. In fact the

280,600 feet becoming one of only eight pilots, all from the X-15

whole flight of the airplane lasted about ten minutes and it was

program, who have qualified for astronaut's wings by flying an

extremely busy, just very very intense." Engle said. "As you get

airplane into space. (後略)

higher and higher and you get above the atmosphere the sky

At 32, he was also the youngest man to become an astronaut.

becomes less blue, less light blue, and gets darker and darker
http://www.9news.com/seenon9news/article.aspx?storyid=129318&catid=509

Bolden, Engle

Jaiwon Shion
09.09.17
http://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/x15_engle.html

Engle

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/X-15,_B-52_(2152250724).jpg

http://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Photo/X-15/Large/EC66-1017.jpg

------------------------------------------12/23/2009

U.S. Air Force

by Philip Lorenz III

AArnold Engineering Development Center' Public Affairs

ロケット・モータ・テストは NASA, DOD 及び商業ミッションをサポート Rocket-motor test supports NASA, DOD and commercial missions
12/23/2009 - ARNOLD AIR FORCE BASE, Tenn. (AFNS) -- A

motor set a new record in the Arnold Engineering Development

high-visibility test on a second-stage developmental rocket

Center's J-6 large-rocket motor-testing facility Dec. 9. Joe
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Migliaccio, the Aerospace Testing Alliance engineer who

Engineering Development Center at Arnold Air Force Base, Tenn., in a

conducted the test, said the team fired an Alliant Techsystems,

specialized vacuum chamber that simulates the altitude at which the

Inc., or ATK, Castor 30 rocket motor for approximately two and a

upper-stage motor will operate. This was the longest rocket-motor test

half minutes, which is longer than any previous rocket-motor

ever in AEDC's J-6 Large Rocket Motor Test Facility, which became

test entry since the testing facility became operational in 1994.

operational in 1994. (U.S. Air Force photo/Rick Goodfriend)

He explained that the motor's long burn time is essential to its

So, if you get a softer ride, you get a longer burn time and a

primary mission. "The reason this rocket motor will burn more

thrust curve that looks more like a bell instead of a square

than some is its mission is to put payloads into space without

wave."

imparting a great shock load," he said. "So, if you have a rocket

and space systems developer, were onsite to view the test of

motor that's designed for an intercontinental ballistic missile

their company's rocket motor first-hand. They said the

application, you're boosting a warhead to get it up and out in a

successful run validated a "critical" component that their

hurry. The burn times are (longer) if you're boosting a satellite

customer, Orbital Sciences Corp., will use in their Taurus II

payload that needs a softer ride.

medium-class launch vehicle.(後略)

Three officials with ATK, a Minneapolis-based weapon

A Castor 30 rocket motor was ground-tested Dec. 9, 2009, at the Arnold
http://www.af.mil/news/story.asp?id=123182578

------------------------------------------091222 OSTP

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT

宇宙打上げ推進系に関するレター

OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY

Letter_on_Space_Launch_Propulsion

(前略) Section 1119 of the National Aeronautics and Space

Policy (OSTP) tasked the Science and Technology Policy

Administration (NASA) Authorization Act of 2008 directed the

Institute (STPI)-a Federally funded research and development

Director of the Office of Science and Technology Policy (OSTP)

center that is operated by the Institute for Defense Analyses

to "submit to Congress a report setting forth the assessment of

and

the Director as to the capacity of the United States industrial

assessment of the U.S. space launch propulsion industrial base in

base for development and production of engines to meet United

terms of the factors identified in Section 1119 of H.R. 6063. The

States Government and commercial requirements for space

information and findings provided below are based upon the

launch vehicles."

results of STPI's assessment, supplemented by other data and

In support of this effort, the Office of Science and Technology

analyses available to OSTP. (後略)

provides

analytic

support

to

OSTP-to

provide

an

U.S. Launch Systems
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Table 1: U.S. Launch Systems

Global Space Rocket Launches 1999-2008

Other→
China→
Europe→
Japan→
USA→
Russia→
Chart doesl not includes sub-orbital launches // Other includes Sea Launch // Russia includes launches from Kazakstan, one major launch port for Russian Launch scrvices

Figure 1:

Global Space Rocket Launches 1999-2008
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http://www.ostp.gov/galleries/press_release_files/OSTP%20Letter%20on%20Space%20Launch%20Propulsion-12%2022%2009.pdf

------------------------------------------Dec 24, 2009

aviationweek.com

Frank Morring, Jr. morring@aviationweek.com

GAO 行政監査院は NASA が ISS を十分に使わない恐れがあると警告

GAO Warns NASA May Never Fully Utilize ISS

High transportation costs to space and inadequate funding on

as if there is a need for parts or spares to be flown to the ISS

the ground may prevent NASA from using its expensive orbiting

and if NASA can accommodate the research," GAO's report says.

microgravity laboratory -- the International Space Station -- to

The problem is compounded by the upcoming retirement of the

the full extent, according to the U.S. Government Accountability

space shuttle fleet after five more missions, and NASA's decision

Office (GAO). In a report prepared for the congressional panels

not to use Russian Progress capsules for cargo transport to the

that authorize NASA spending, the watchdog agency also found

station after 2011. NASA is estimating an 88,000-pound shortfall

that uncertainty over the long-term future of the station --

in cargo capacity in 2010-15, and severe shortages in the ability

whether it will be funded beyond the current 2015 U.S. shutoff

to return samples and other scientific cargo to Earth.

date -- has made it difficult to sustain a "robust ISS user
community" of scientists, who need time to replicate their
research before it can be published. "The uncertainty of the ISS
program beyond its 2015 retirement date has deterred members
of the scientific community from considering the station as a
platform for fundamental research," GAO says. This is the case
even though there are extensive research facilities on the
station under NASA control that have no scheduled users. Under

Photo credit: NASA

current plans only 79 percent of the internal payload sites on the

Commercial vehicles NASA is counting on to ease the shortfall

station ultimately will be used, and of those only 50 percent are

-- the SpaceX Falcon 9 and Orbital Sciences Taurus II -- are

currently required for NASA programs. On the external payload

behind schedule, as is the Ares I/Orion vehicle NASA is

sites, only 62 percent will be filled by the end of 2015. By

developing in-house. Developed under the Commercial Orbital

comparison, NASA's partners are using all of the space available

Transportation Services (COTS) initiative with federal seed

to them, and the European Space Agency could use some more,

money, both commercial vehicles are critical to using the station

GAO found. NASA officials told GAO evaluators they consider

for research. "NASA officials stated that if the COTS vehicles

lack of funding the primary block to full station utilization. At an

are delayed, they would pursue a course of "graceful

estimated $44,000 per kilogram, station payloads are priced out

degradation" of the ISS until conditions improve or until NASA's

of many researchers' budgets. And there is no uniform peer

commitment to operate the ISS expires at the end of 2015,"

review process or central authority to decide which experiments

GAO says. "In such conditions, the ISS would only conduct

reach the U.S. portion of the ISS labs. As a result of the fiscal

minimal science experiments." If the funding is extended, NASA

demands of developing the space shuttle follow-on vehicles

should set up a body that "centrally oversees U.S. ISS research

under the Constellation Program, GAO found, NASA's budget for

decision making, including the selection of all U.S. research to be

ISS research has dropped from $700 million in Fiscal 2002 to

conducted on board and ensuring that all U.S. ISS research is

about $150 million a year. Rather than scientific merit, "NASA

meritorious and valid," GAO says.

prioritizes payloads based on operational or tactical needs, such
http://www.aviationnow.com/aw/generic/story.jsp?id=news/GAO122409.xml&headline=GAO%20Warns%20NASA%20May%20Never%20Fully%20Utilize%20ISS&channel=space

------------------------------------------Fri, Dec 18, 2009 spacetoday.net

レポート： NASA とホワイトハウスは宇宙探査戦略に大きな変更を計画中
Reports: NASA, White House planning major changes to exploration strategy
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The White House and NASA are considering making major

commercial options pursued in its place. The Ares 5 heavy-lift

changes to the agency's current space exploration strategy that

launcher would also likely be cancelled in favor of a "simpler"

could see the cancellation of the Ares 1 and Ares 5 launch

vehicle derived from the Ares 5, shuttle, or EELVs. A formal

vehicles. While there has been no formal announcement, reports

announcement could come as soon as next week, according to

by the Orlando Sentinel, Space News, and Science indicate that

Science, but could also be delayed until the budget's release in

the White House is considering adding $1 billion to NASA's fiscal

early February or the State of the Union address in late January.

year 2011 budget proposal, scheduled for release early next year.
That money may be used to help make a shift to an alternative
exploration strategy modeled after the "Flexible Path" option in
the Augustine Committee report, which delays a human lunar
landing in favor of missions to near Earth objects and Lagrange
points. Under such an approach the Ares 1 launcher under
development for launching crews would be cancelled and
http://www.spacetoday.net/Summary/4815
Related Links:

Science article

December 17, 2009 Exclusive: Obama Backs New Launcher and Bigger NASA Budget

http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2009/12/exclusiveobama.html

Space News article 12/17/09 12:15 PM ET 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

Orlando Sentinel article December, 17 2009 10:52 AM

Obama meeting with NASA chief yields few details so far

http://blogs.orlandosentinel.com/news_space_thewritestuff/2009/12/obama-meeting-with-nasa-chief-yeilds-few-details-so-far.html?utm_source=feedburner&utm_medium=fee
d&utm_campaign=Feed%3A+news%2Fspace%2Fspace_blog+%28Space+Blog+The+Write+Stuff%29

------------------------------------------23/12/2009

RIA Novosti

イランは 2 月に軍事衛星を公表予定

Iran to unveil military satellite in February

Iran will present a new-generation military satellite in early

some countries in this complex field," he said. The minister said

February, the country's defense minister said on Wednesday.

Iran's armed forces will now be able to identify enemy software

Ahmad Vahidi was quoted by Press TV that the satellite, called

and hardware components, and track their movement. He did not

Toloo, was designed and built by Iranian scientists and experts at

elaborate.

MOSCOW, December 23 (RIA Novosti)

Iran's Electronics Industries Co. "The great achievements made
by Iran's defense ministry in the electronics field has both
increased Iran's deterrent power and ended the monopoly of
http://en.rian.ru/world/20091223/157335259.html

------------------------------------------20/12/2009

RIA Novosti

ロシアと日本は宇宙協力の覚書案を作成予定

Russia, Japan to draft space cooperation agreement

Russia's Federal Space Agency (Roscosmos) and the Japan

laboratory module on the International Space Station. "The

Aerospace Exploration Agency (JAXA) will draft an agreement on

Japanese are gradually getting used to flying on board Soyuz

space

spaceships. For the first time a Japanese astronaut will spend

cooperation,

the

Roscosmos

chief

said

Sunday.

"Yesterday I met with the Japanese agency's head to draft an

almost 200 days on the ISS.

inter-agency agreement on a joint space program," Anatoly
Perminov told journalists. Perminov said "scientific experiments
could be enhanced" with the appearance of Japan's Kibo
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NASA's Timothy Creamer and Russia's Oleg Kotov. On
December 23, they will join Russia's Maxim Surayev and NASA's
Jeffrey Williams who have been on the ISS since early October.
BAIKONUR SPACE CENTER (Kazakhstan), December 20 (RIA
Novosti)
Japan will increase its presence at the station," he said. Soichi
Noguchi is Japan's first astronaut to make his flight to the ISS
on board a Russian Soyuz spaceship. The blastoff of the Soyuz
TMA-17 is scheduled for early Monday. The crew also comprises
http://en.rian.ru/science/20091220/157306702.html

------------------------------------------0912 PE&RS

p1342- 災害対処と国際チャータ･プログラム

Figure 1. Global Charter membership.

Disaster Response and the International Charter Program

Figure 2. Overview of Charter approach to data access after request for data.

http://www.asprs.org/publications/pers/2009journal/december/highlight.pdf

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------09.10.28 第一回 EU-ESA 有人宇宙探査国際会議

1st EU-ESA International Conference on Human Space Exploration
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1.

2. KEYNOTE ADDRESS
Günter Verheugen
Vice-President of the EC
欧州委員会 副委員長

3. KEYNOTE ADDRESS
Giuseppe Pizza
Deputy of Italian Minister
イタリア閣僚代理

4. INTRO. LIVE LINK WITH ISS
Claudie Haigneré
Minister and former Astronaut
閣僚、元宇宙飛行士

6. pm PLENARY SESS
Miroslava Kopicová
Czech Minister チェコ閣僚

7. pm PLENARY SESS
Sabine Laruelle
Belgian Minister ベルギー閣僚

8. pm PLENARY SESS
Gregor Golobič
Slovenian Minister スロベニア閣
僚

9. pm PLENARY SESS
Valérie Pécresse
French Minister フランス閣僚

10.
STATEMENT
BY
CO-CHAIR
Günter Verheugen
Vice-President of the Europe
前出

11. PRESENTATION
Helge Sander
Danish Ministry for Science,
Technology and Innovation
オランダ
科学・技術・イノベーション閣僚

12. PRESENTATION
G. Madhavan Nair, Chair of the
ISRO & the Space Commission,
Secretary to the Dept. of
Space of the Gov. of India

13. PRESENTATION
Vitaliy Davidov
State Secretary and first Deputy
Head of Roscosmos
ロシア連邦書記,
ロシア宇宙庁 第一副長官

OPENING
ADDRESS

SESS

KEYNOTE

Vlastimil Růžička

Ministry of Edu, Youth&Sports
教育、青年&体育担当閣僚

印宇宙庁長官、宇宙委員会委員長

14. PRESE
Naoko Okamura
Counselor, Mission of Japan to
the EU
日本-EU ミッションの参事官

15. PRESE
Yaakov Levy
Ambassador of Israel to the
Czech Republic
チェコへのイスラエル大使

16. PRESE
Evert Dudok
President Eurospace
ユーロスペース会長

17. PRESE
Jean-Pierre Swings
Chair of the European Space
Sciences Committee
欧州宇宙科学委員会 委員長

19. FINAL ADDRESS
Miroslava Kopicová
Czech Minister 前出

20. FINAL ADDRESS
Sabine Laruelle
Belgian Minister 前出

21. CONCLUSION
Jean-Jacques Dordain

22. CLOSING REMARKS
Günter Verheugen
Vice-President of the EC 前出

Director General, ESA ESA 長官

http://webcast.ec.europa.eu/dgenttv/portal/_vi_fl_300_player/index.html?viewConference=7785

[反省] 偶然この会議を知ったが、米有人宇宙飛行レビュー

きた(或いはこれから係わる)責任の取れる推進者を係わらせていないか

Augustine パネルのレポートに JAXA 立川理事長の名が唯一載ってい

らなのでしょう？実はそういう部署がない？

たのよりさらに日本の存在感がないのは、有人宇宙に本気で係わって
------------------------------------------Dec 28, 2009 01:45 GMT

technobahn
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レイセオンはアップル iPhone の軍事応用を公開

Raytheon unveils military apps for Apple iPhone

Raytheon Company has unveiled the first of a series of mission

customers. "We have developed a situational awareness

software applications specifically designed for Apple's iPhone and

application based on military messaging standards that provide

iPod touch. Raytheon has developed intuitive situational

multimedia access, audio and textual point of interest, free text

awareness applications to leverage Apple's rapidly growing mobile

messaging, collaborative planning, spot reports and emergency

content and technologies, such as a compass, global positioning

call for fire," said Tushar Patel, director of Advanced Programs

system, accelerometer, 3G networks, Wi-Fi and a multitouch

and Technology at Raytheon's Network Centric Systems.

screen. Raytheon has also designed other innovations for the

"Raytheon is a leader in secured wireless networking. Combining

device, including disruptive-tolerant networking, content-centric

that with Apple's expertise allows us to provide rapid, low-risk

networking and augmented reality, incorporating security guards

and affordable interoperable system solutions." Raytheon will

for tactical operations. "Raytheon's experience with mobile

work closely with Apple to deliver these and other powerful

communications in the tactical environment and the government

capabilities to customers in the coming months.

customers'

need

for

low-power,

simple

plug-and-play

applications led to the development of a real-time situational
awareness application using Apple's touch technologies," said Dr.
J Smart, chief technology officer of Raytheon's Intelligence and
Information Systems business. "We are committed to providing
innovative technology solutions for warfighters and all of our
customers." With the market explosion of the iPhone and the
more than 100,000 applications available, Raytheon has leveraged
its innovations to provide U.S. military forces with the best
technological advantages. The company has seen demand for the
same innovations in mobile devices rise with its military and civil
http://www.technobahn.com/article/200912280145

One Force Tracker for Apple iPhone. Credit: Raytheon

http://www.raytheon.com/newsroom/feature/rtn09_iphnapps/

------------------------------------------Dec 23, 2009 10:45 GMT

technobahn

英国は F-35B JSF ３号機の購入承認を発表

UK announces approval of third F-35B Joint Strike Fighter purchase

The Joint Combat Aircraft (JCA) program has announced that

financial climate in the U.K. government and the consequent

the United Kingdom has received financial approval to purchase

impact across public spending, especially defence, this is a

its third Lockheed Martin F-35B Lightning II operational test

significant achievement," said Air Commodore Graham Farnell,

aircraft, reinforcing the U.K.'s continued commitment to the Joint

the U.K.'s Joint Combat Aircraft Team head. "I believe it reflects

Strike Fighter program's upcoming Operational Test and

well upon the JSF program and it is a measure of the confidence

Evaluation (OT&E). "The U.K. this week received financial

that the U.K. has in both the F-35 Lightning II and the program

approval to go ahead and purchase the third U.K. STOVL OT&E

to deliver this capability."(後略)

aircraft that is planned within LRIP 4. Given the extremely tight

Lockheed Martin F-35 Lightning II, Also known as Joint Strike Fighter
(JSF). BF-01 in flight with refueling probe extended. Credit: Lockheed

F35 JSF BF1 on the STOVL pit for first engine run with nozzle movement.
Credit: Lockheed Martin
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Martin
http://www.technobahn.com/article/200912231045
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原発輸出：「今回の受注で UAE と 70 年兄弟に」

宋義達（ソン・ウィダル）記者

韓国電力の金双秀（キム・サンス）社長

「今回の原発受注で韓国とアラブ首長国連邦（UAE）は最低でも“70

「安全性や建設、管理等原子力発電におけるあらゆる分野において

年兄弟”となり、家族のような一つのチームとなりました」 UAE 原子力

約束を履行するとの点を、透明かつ理路整然と UAE 側に説明し、信

公社（ENEC）と原発建設契約を結んだ韓国電力の金双秀（キム・サ

頼を得ることに力を集中した」「ソウル三成洞の本社地下 2 階にある

ンス）社長は 29 日、「UAE とは原発建設以外にも、原子力分野にお

445 平方 m の“ウォー・ルーム”では、80 人以上が寝袋を持込んで 11

ける人材育成やインフラ構築、人材交流等にも合意した」と述べた。

カ月にわたり昼夜の区別なく総力をあげ業務に取組んだ。これも大き

今回韓電が受注した原発は 4 基で、2020 年までの建設規模だけで

な力になった」と語った。金社長はこれまで現地を 5 回、実務責任者で

200 億ドル（約 1 兆 8000 億円）に達する。金社長は「2020 年にこの

ある邊俊淵（ピョン・ジュンヨン）海外事業本部長は 17 回訪問し、韓の

原発が完成した後も、60 年にわたり実運用や核燃料供給を韓が中

能力や技術力等を強調しながら、UAE の心を動かしていったという。金

心となって引受け、200 億ドルの追加収益と雇用創出効果が予想さ

社長は「今後は UAE に原発技術や運営ノウハウを徐々に伝え、互い

れる」「今後も中東諸国が原発建設するのであれば、UAE が関連資

にウィン―ウィン関係を構築できる“百年の知己”になりたい」と述べた。

材を供給する中心的役割を果たすようになるだろう」と述べた。さらに
http://www.chosunonline.com/news/20091230000006

------------------------------------------2009 年 12 月 29 日
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嫦娥 2 号、2010 年末に打上げへ
国防科技工業工作会で得た情報によると、月探査第 2 プロジェクト

や月周回飛行軌道コントロール、深宇宙モニタリング通信、高解像度

（月探査衛星「嫦娥 2 号」と「嫦娥 3 号」）は各部門の尽力で順調に

立体カメラなど要となる技術が搭載されている。この 1 年で、衛星関連

作業が進展しているという。これまでに嫦娥 2 号プロジェクトは基本的に

部門では技術的な難関克服と試作機調整を終え、現在衛星の組立

技術開発を終え、2010 年末打上げに向け、衛星組立てと調整が行

測定と大規模な地上での実験検証を行い、ロケット試作機も計画通

われている。28 日人民網伝。嫦娥 2 号は嫦娥 3 号の月面への軟着

りに製造・試験が実施されている。打上げ基地では、計測制御システ

陸実現に向け、一部の鍵となる技術テストを行ったり、着陸予定地の

ムや地上応用システムなど地上装置改造と試験が計画通り進められ

高精度画像の撮影を目的とするパイロット衛星で、X バンドモニタリング

ている。（編集 KA）

http://j.people.com.cn/95952/6855129.html
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[編注] ニュース動画あり

「嫦娥 2 号」が来年末に月へ
各方面の努力により、中国の月球探査第 2 期プロジェクトの業務全

と「嫦娥 3 号」を含む月球探査第 2 期プロジェクトは順調に進展し、

体が順調に進展している。月探査衛星「嫦娥 2 号」の各種任務は現

「嫦娥 3 号」の中心的な技術も既にクリアされ、プラン段階の開発業務

在既に製品開発を基本的に完了し、衛星は組立・試験段階に入って

が完了、テスト機の開発段階に入っている。（編集 YH）

おり、2010 年末には打上げられて試験任務を行う計画。「嫦娥 2 号」
http://j.people.com.cn/95952/6855045.html
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今年の情報産業 7 大技術発明が発表
工業情報化部は 28 日の記者会見で、2009 年情報産業重大技術

大産業の技術発明を発表。28 日中国新聞網伝。この技術発明には、

発明に、「有機 EL(OLED)の素材や部品、産業化」など前途有望な 7

▽有機 EL の素材や部品とその産業化
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▽フィルタ逆投影(FBP)技術の開発と産業化

性能ルータ技術

▽カプセル内視鏡システムの開発と産業化

▽CDMA/GSM デュアル端末の開発

▽熱転写プリンタの核心技術と製品産業化

▽TD-SCDMA と増強版端末の適合性テスト技術とプラットフォーム

▽通信業者向け次世代通信機器の標準規格 ATCA のマルチコア高

―の 7 項目が選ばれた。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6855127.html
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中国初のスマートグリッド研究産業基地 南京で定礎式
国家電網公司スマートグリッド（SG, 知能型電力網）研究産業基地

ランスの取れた発展を進め、情報化、オートメーション化、双方向化を

の定礎式が 27 日、南京で行われた。同基地は国内初の SG 研究産

特徴とした、SG を打立てるという発展目標を打出した。同基地建設

業基地となる。このことは、低炭素経済の発展に向け、中国が SG の

は、国家電網公司の SG 建設に向けた重要な措置だ。国網電力科

研究・建設に力を入れていることを示す。28 日「新華網」伝。21 世紀

学研究院の肖世傑院長によると、同基地投資総額は 100 億元、敷

以降、エネルギー資源不足と深刻な環境汚染が、経済社会の持続

地面積は約 66 万 6 千平方 m、延床面積は 48 万平方 m。国家電

可能な発展における大きな制約となった。国家電網公司は、エコ経済

網公司直属の科学研究機構である国網電力科学研究院が建設、

を発展させ、中国のエネルギー安全と電力供給を保証するべく、超高

運営を担当。（編集 SN）

圧電力網を中心とした電力ネットワークを作り、各レベルの電力網のバ
http://j.people.com.cn/95952/6854845.html
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世界初、800 キロボルトの超高圧直流送電プロジェクト 送電開始
世界初となる 800KV の超高圧直流送電プロジェクト--雲南省と広東

ロジェクトともなっており、自主化の割合は 60％以上。29 日「人民日

省を結ぶ超高圧直流送電プロジェクトは 28 日、モノポール（単極）送

報」伝。南方電力網がカバーする広東省、広西チワン族自治区、雲

電がスタート。このことは、中国の電力技術と電力設備製造が既に送

南省、貴州省、海南省の 5 省・自治区では今年、電力ニーズが安定

電・変電分野において世界トップレベルに達したことを表すとともに、電

して増加した。今年の電力網全体における電力販売量は前年同期

力発展史における重要な一里塚となった。同プロジェクト送電量は、

比 6.2％増加し、全国平均レベルを上回ると見られる。現在、南方電

送電がスタートした日に 260 万 KW に達した。これにより、南方電力ネッ

網公司および関連各方面は、電力網安全性・安定性を確保し、来

トワークには、500KV 以上の「西電東送（西部電力を東部に送る）」ラ

年 6 月末までにバイポール（双極）送電を実現し、送電量 500 万 KW

インが計 13 本（交流 8 本直流 5 本）形成され、送電能力は 2300 万

を目指すべく、新技術の消化・吸収を積極的に行っている。（編集

KW 以上となった。同プロジェクトは、中国の超高圧直流送電モデルプ

SN）

http://j.people.com.cn/95952/6854689.html
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中国第 1 号のＮＥＯ探測望遠鏡、本格稼動へ
地球に接近する可能性のある天体を探索するシュミット式ＮＥＯ探測

威となる可能性のある地球近傍天体（NEO）探索に向け、科技部と

望遠鏡（南京・紫金山天文台）が 26 日、中国科学院専門家チーム

中国科学院、江蘇省政府の大々的な支援のもと、紫金山天文台と

による検査を通過し、本格稼動段階に入った。26 日新華社ウェブサイ

南京天文機器開発センタの協力で 1mＮＥＯ探測望遠鏡が開発され

ト｢新華網｣伝。この天体望遠鏡は国内で唯一、NEO 探測望遠鏡と

た。2006 年 10 月に CCD 探測システムとの連結に成功、テスト観測に

しては口径が大きく、視野角が広く、探測能力が高いという特徴がある

入った。同天文台の趙海斌研究員は 26 日、「3 年余の試運転で一

ほか、観測水準は同種望遠鏡中で世界トップクラスに入る。地球に脅

連の観測成果を収めた」と述べた。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6853890.html

または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091204/topic_6_05.html
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戦闘機 FC-1「梟竜」が審査を通過 海外市場の拡大へ

14

中国とパキスタンが共同出資し、中国航空工業集団公司が開発した

パキスタン側の求めに応じ、初期生産 8 機に着手。07 年から 08 年に

新鋭多用途戦闘機 FC-1「梟竜」がこのほど設計鑑定審査を通過し

かけて期限通りパキスタン側に引渡し、試用状況も良好だった。（編集

た。これにより、商品としての FC-1 の内外市場の拡大への道が広がる。

NA）

FC-1 は 03 年に初飛行に成功。04 年には中国航空工業集団公司が

戦闘機 FC-1「梟竜」
http://j.people.com.cn/94474/6850037.html
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人民解放軍、軍用標準時間を全軍統一使用
中央軍事委員会の胡錦濤主席はこのほど、命令文書に署名し、「中

いう要求を明確にする。

国人民解放軍標準時間管理規定」を発表。同規定は、2010 年 6 月

（3）関連主管部門、関連技術機関、管理機関それぞれの職責を明

1 日から施行。「解放軍報」伝。 「規定」では主に、以下 3 項目に関

確にする。

して規範化が行われている。

「規定」の制定は、軍隊の情報化建設と軍事闘争に対する準備にとっ

（1）軍用標準時間の定義と計量単位、軍用標準時間の保持と時報

て必要不可欠であり、わが軍の標準時間管理体制構造の構築という

放送機関に関する確定原則と放送に関する要求を明確にする。

現実的な必要性から生じたものと言える。また、わが軍の標準時間に

（2）解放軍全軍が一律、軍用標準時間を使用しなければならないと

関する法的整備のニーズを一層強化する作用を持つ。（編集 KM）

http://j.people.com.cn/94475/6850459.html

------------------------------------------2009/12/24 08:02
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従来比 2 倍の水中無線、海洋研究院が開発

趙虎鎮（チョ・ホジン）記者

海洋研究院「世界最高レベル」

韓国海洋研究院は水中でデジタルデータ送受信を行なう水中無線

取組んできた。水中無線通信技術は深海における資源開発や地形

通信新技術を開発。23 日発表。一般的無線通信は電磁気波を利

把握、地質調査、海洋生物研究といった科学分野や、潜水艦同士

用。しかし水中では電磁気波を無線通信に利用はできない。水分子

の通信といった国防分野にも活用されている。海洋研究院海洋システ

が電磁気波を吸収し、通信信号が失われてしまう。海洋研究院は今

ム研究所の林容坤（イム・ヨンゴン）所長は「2004 年から 40 億ウォン

回、電磁気波ではなく音波を活用し、従来に比べ 2 倍ほど性能が向

（約 3 億 1000 万円）の予算を投入、独自水中無線通信技術の開発

上した世界最高レベルの水中無線通信技術の開発に成功。米や欧

に成功。この技術はすぐにでも実用化可能」とコメント。

では、1960 年代から国防力向上のために水中無線通信技術開発に
http://www.chosunonline.com/news/20091224000008

------------------------------------------2009/12/24 10:28
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水原＝孫章薫（ソン・ジャンフン）記者

スパイ罪で起訴の大学教師に懲役 12 年求刑
水原地検公安部は 23 日、スパイ行為などの罪で起訴された大学講

分かり、厳罰が必要」と求刑理由を説明。国家保安法では、金品授

師（37）に対し、懲役 12 年、公民権停止 10 年、追徴金 3109 万ウォ

受罪の公訴時効期限が 5 年となっているため、被告が北朝鮮から受

ンを求刑。検察は同日の論告求刑公判で、「最近 15 年間のスパイ事

取った 5 万 600 ドル（約 464 万円）のうち、2005 年 6 月から 5 回にわ

件と比較し、国家機密の重要性と受取った金品額が最も多いことが

たり受取った 3 万ドル（約 275 万円）だけが起訴事実に含まれ、それに

15

基づき、追徴金金額が算出された。被告と被告側弁護人は「国家安

握していなかった犯罪事実についても相当部分を供述し、後悔してい

全保障に致命的な害悪をもたらしたことを深く反省しており、スパイ活

る」として、酌量を求めた。

動で集めた資料を廃棄せずに全て提出。捜査過程で捜査機関が把
http://www.chosunonline.com/news/20091224000032
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【社説】相次ぐ機密流出、国防長官は辞任の覚悟を（上）
有事の際の全面戦争に備えた韓米連合作戦計画である「作戦計画

兆候があった。陸軍砲兵部隊の中尉が「作戦計画 5027－04（2004

5027」説明資料が先月、ハッカーによって外部流出した。この事件につ

年版）」のうち、73 ページもの分量を個人所有 USB に保存、それを個

いて、在韓米軍首脳部が深刻な憂慮を韓国側に伝えていたことが、

人所有ノートパソコンを使って見ていたところ、インターネットを通じてそ

最近になって明らかに。事件は韓米連合司令部内に勤務していた韓

の内容が流出した。当時も軍は、「流出 73 ページは全て回収した」と

国軍将校のミスが原因で起こったもので、USB メモリ（大容量の補助

事態沈静化にばかり力を入れ、問題を起こした中尉も略式起訴され

記憶装置）内に保存されていた関連ファイルが、ハッカーによって持去ら

ただけだった。そのため、今回も同じような事故が繰返されたのだが、軍

れたというもの。ハッカーは北朝鮮の朝鮮人民軍に所属するものと推測

がこのような姿勢では、ある意味問題は起こるべくして起こったといえる

されている。この問題が最初に報道された際、韓国軍は「流出した資

だろう。機密が流出するといった重大な事故が起こると、軍当局はその

料はそれほど重要なものではない」として、事態沈静化にばかり力を入

たびに再発防止を約束したが、それでも問題は繰返されている。05 年

れていた。ところが在韓米軍がこの問題について憂慮の念を伝えていた

に起こったのも上記事故だけではない。ある下士官は、個人所有ノー

事実が明らかになると、21 日になって、「今回の事件について深刻に受

トパソコンを通じて防戦体制に関する資料を含む 2 件の機密を流出さ

止めている」とコメント。流出内容がいかなるものかに関係なく、軍事機

せ、また別の下士官は「作戦計画 5027－04」の戦闘細部施行規則

密が流出する事故が何度も繰返されているという事実そのものが、非

など、136 種類もの資料を流出させた。翌年にはある中尉が、砲隊陣

常に深刻な問題だ。穴が開いているのであれば、いかなる情報であれ、

地位置を含む 8 件の機密情報を個人所有ノートパソコンに保存、その

いつ流出するか分からない。韓国軍はその深刻ささえも、外国の軍隊

パソコンでテレビドラマをダウンロードして見ていたところ、これらの機密情

から知らされなければ認識できないということか。2005 年には既にその

報が全て流出した。

http://www.chosunonline.com/news/20091224000018

---------------------【社説】相次ぐ機密流出、国防長官は辞任の覚悟を（下）
今年 8 月に行われた乙支訓練の際には、北朝鮮が使うのと同方法で

国家情報院の幹部全員の写真が、大統領府ホームページに掲載さ

機務司令部が各軍に模擬ハッキングを行うことを予告したが、それでも

れるという事件が起こった。このように、世界の情報機関の歴史に残る

空軍と海軍のイントラネットの一部が数時間にわたり作動しなくなり、

ような重大で愚かなミスを犯しておきながら、この問題は大統領府の写

1000 件以上の 2 級軍事機密が流出した。それ以外にも、現時点で

真撮影担当者一人が懲戒処分を受けるだけで終わった。何よりもまず、

公開されていない機密流出事故がすべて明らかになれば、国民は卒

軍の機密流出の繰返しから根絶しなければならない。外国軍隊から

倒するのではないだろうか。これまでに起こった軍事機密流出が原因で、

警告を受けるようでは、今後も同じようなことが何度も繰返されるのは

有事の際には数千、数万人の兵士の命が危険に曝されるかもしれず、

間違いない。それにはこれまでと同じような対策では不十分だ。機密流

また戦争そのものの勝敗まで左右する可能性もある。このような恐ろし

出事故が今後再び繰返されるようなことがあれば、まずは国防長官か

い事態が何度も繰返されているにもかかわらず、軍上層部は流出事

ら辞任すべき。その上で、機密流出させた本人とその直属上官や部隊

故が起こるたびに、責任回避にばかり汲々としていた。彼らは国を守る

長に至るまで、戦時の命令不服従と警戒の失敗に準ずる処罰が加え

という本来の仕事以上に、自らの地位を守ることに関心が向いているの

られるよう、法改正する必要がある。さらにその軍の参謀総長も、指揮

だろう。米では一人の CIA（米中央情報局）要員の身元が明らかにな

責任を負わねばならない。わずか数十 km 北では核兵器、毒ガス、細

ると、副大統領の秘書室長とそれを報じた記者が逮捕され刑務所に

菌兵器、数千の砲口がこちらに向けられている。このような国で軍機密

収監され、また副大統領本人も取調べを受けた。大韓民国では 03 年、

がこれほど簡単に流出しているようでは、これは軍でもなく国でもない。

http://www.chosunonline.com/news/20091224000019

------------------------------------------2009/12/23 10:20

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

ユ・ヨンウォン記者
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作戦計画流出、韓米両国の認識に温度差（上）

米軍では USB の使用そのものを禁止、韓国軍は来年からシステムを導入予定

有事の際の全面戦争に備えた韓米連合作戦計画である「作戦計画

ュアル PC を使ってイントラで機密文書を取扱った直後にインターネット

（OPLAN）5027（作計 5027）」の一部が先月、ハッカーによって外部に

に転換する場合、USB をいったん取外してからパソコンを再起動しなけ

流出した事件について、在韓米軍首脳部が深刻な憂慮を韓国側に

ればならない。

伝えていたことが分かった。これは、国家情報院が今月 21 日に国会情
報委員会の全体会議で、「ハッカーに持去られた内容は、安全保障に
それほど大きな支障にはならない」と説明するなど、韓国政府や軍の
認識と米軍との認識に大きな違いがあるものとして、注目が集まってい
る。軍の消息筋は 22 日、「在韓米軍のシャープ司令官（韓米連合司

在韓米軍関係者によると、米軍では USB 使用により機密が流出する

令官）ら米軍幹部は最近、北朝鮮の犯行とみられる作計 5027 の流

可能性が高いとして、USB 使用そのものを禁じている。複数資料を別

出事件について、非常に大きな憂慮を韓国軍側に伝えたと聞いてい

の関係者に伝達しなければならない場合には、CD または DVD に書込

る」と説明。とりわけ米軍側は、韓国軍関係者が機密文書取扱いに

み手渡さなければならないという。2005 年にはある軍関係者が USB を

際し、USB（大容量の補助記憶装置）を使用していることも、問題とし

利用し、自らの個人用ノートパソコンに「作計 5027－04（04 年作成）

て指摘した。今回の情報流出事故は、先月中旬に韓米連合司令部

戦闘細部規則」など、136 の機密資料を保存していたが、インターネッ

のある将校が、自ら勤務する事務所でインターネットとイントラネットの

ト共有プログラムに接続したことから、これらの資料が外部流出し、懲

双方を同時に使用できるパソコン（デュアル PC）で、USB を挿入したま

戒処分を受けた。韓米両国の中核的な作戦計画である 5027 の 2 度

まイントラで作業を行い、その後、外部のインターネットに転換した際に

にわたる流出事件は、どちらも USB 使用が原因となった。

も USB を挿入したまま作業したことから発生。セキュリティ規則では、デ
http://www.chosunonline.com/news/20091223000023

-------------------作戦計画流出、韓米両国の認識に温度差（下）

米軍では USB の使用そのものを禁止、韓国軍は来年からシステムを導入予定

国防部の関係者は「米軍でも USB による機密文書流出事故はまれ

ため、自分以外の人間は個人用パソコンを使用しにくくなっているが、

に発生している。そのため今では USB 使用自体を禁止している。来年

韓国軍では他人のパソコンでも、自分の ID とパスワードを入力すれば

からはインターネット用 USB とイントラネットの USB で互換性をなくし、

作業ができるようになっている。一方、今回流出した情報が作計 5027

認証システムも導入して USB による流出事故再発防止する計画だ」

の一部だという点についても、軍当局の認識には問題があるとの指摘

と述べた。米軍はさらに、インターネット用パソコンとイントラネット用パソ

が多い。国防部は今回流出した内容が、軍関係者や幹部らに説明

コンを完全に分け、機密文書を取扱う作業は指定されたイントラ用パ

するためのパワーポイントファイル（全 11 ページ）で、5027 の全文あるい

ソコンでのみ可能にしている。韓国軍でも米軍同様、インターネット用

は原文が流出したわけではないとして、それほど深刻には受止めていな

パソコンとイントラ用パソコンを分けてはいるが、予算の問題で、いまだに

い。しかし教育用スライドでも、5027 の骨格の一部が含まれている場

5000 台のデュアル PC を使っている。国防部関係者は、「50 億ウォン

合には、全体を根本から見直す必要性がある。国防部では、金泰栄

（約 3 億 9000 万円）ほどの予算を投入し、来年までにデュアル PC を

（キム・テヨン）長官が 21 日、今回のような事件の再発防止のため、特

すべて廃棄し、パソコン購入予定」と述べた。米軍ではさらに、個人に

別対策を立てるよう強く求めたことから、制度面での対策の準備とセキ

支給されたカードがなければ、パソコンが使えないようになっている。その

ュリティ教育の強化に取組むとしている。

http://www.chosunonline.com/news/20091223000024

------------------------------------------2009 年 12 月 22 日

人民網日本語版

中国 「航空科技国家実験室」を建設へ 大型機の開発強化
北京航空航天大学の懐進鵬学長（中国科学院院士）は 21 日、「航

術者を代表しこのように述べた。懐学長によると、北京航空航天大学

空科学・技術国家実験室」の建設準備に全校を挙げて取組んでいる

が積極的に建設準備を推進している「航空科学・技術国家実験室」

ことを明らかに。国産大型機実現に技術的な支えとなる。中国新聞

は、国家戦略の需要に照準を合わせ国家クラスの基礎研究革新体

社伝。中国教育部をはじめ、科学技術部、中国科学院、中国工程

系を構築し、将来性のある、基礎的かつ戦略的問題の源となるイノベ

院、解放軍総装備部が共同で主催した「聶栄臻（じょう・えいしん）生

ーション研究や最前線ハイテク研究を展開し、最終的に新興学問や

誕 110 周年座談会」が同日午後に北京で行われ、懐学長は科学技

学際学問の分野において国際競争力があり、ハイレベルな科学研究
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ができる優秀な人材育成基地建設を目指す。(編集 KA)
http://j.people.com.cn/95952/6849248.html

------------------------------------------2009 年 12 月 22 日

人民網日本語版

国産大型機のエンジンで中仏企業が提携へ
中仏両国は 21 日、北京で 2 つの提携文書に調印した。中国航空工

「LEAP-X1C」を採用することになった。大型旅客機「C919」が唯一採

業種運団公司が CFM インターナショナルと共同でエンジン生産ラインを

用する国外動力装置となる。仏サフラン航空会社のハットマン CEO に

中国に立上げ、そのラインで生産したエンジンなどの動力装置を、中国

よると、このエンジンは次世代航空機向けに改造された製品で、燃油

が独自開発した初の国産大型旅客機に搭載するという。21 日新華

がかからず経済的で二酸化炭素排出量が少ない。「提携文書の調印

社ウェブサイト｢新華網｣伝。中国航空工業集団公司と中国商用飛

は双方が開発リスクを分担するのに有利。中国大型機の開発と生産

機有限責任公司は CFM インターナショナルとそれぞれ 2 つの契約を取

状況はエンジン生産量にかかっている」とハットマン CEO は話す。(編集

交わし、中国商用飛機有限責任公司は大型旅客機「C919」に、

KA)

CFM イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル が 開 発 し 中 国 で 生 産 す る エ ン ジ ン
http://j.people.com.cn/95952/6849240.html

-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋

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

SpaceDaily(12/22)

2009-12-26-Sat

http://www.space-travel.com/reports/South_Korea_To_Attempt_Second_Space_Launch_In_2010_999.html

South Korea To Attempt Second Space Launch In 2010
■[ロケット] 韓国、KSLV-1 ロケット 2 号機の打上げを 2010 年上半期に計画

2009-12-24-Thu

SpaceNews(12/22)

http://www.spacenews.com/civil/2009-12-22-nasa-finalizes-ares-vibration-fix.html

NASA Finalizes Ares 1 Vibration Fix
■[ロケット] NASA、Ares 1 の振動対策を確定
スプリングによるアイソレータと、液体酸素ダンパー装着にしたとのこと。

KSLV-1
2009-12-23-Wed

Upper Stage for Ariane 5 ME

Spaceflightnow(12/21) http://www.spaceflightnow.com/news/n0912/21ariane/

ESA signs contract for Ariane 5 rocket enhancements
■[ロケット] ESA、Ariane 5 ME 用上段ステージの初期開発契約を締結
契約先は Astrium Space Transportation 社で契約額は 2 年間で 2 億ドル以上。Ariane 5 ME の商業打上げサービス投入は 2017 年の予定。
------------------------------------------宇宙セキュリティ・インデックス SSI 2009

宇宙安全保障 2009 報告書 (宇宙安保情勢の国際調査)

玉真氏レポートから抜粋

------------------------------------------経緯： 2003 年より毎年アンケートのまとめが出版されてきた。
調査方法：前年状況を各国専門家へ送付、コメントを得るＥ-調査｡８｢指標(Index)｣とその細分 27｢傾向(Trends)｣により、宇宙安保を記述
所見：掴み難い宇宙安保を指標化、周知を集め記述の試みは貴重。｢指標｣は 2004 版以来不変｡その｢傾向｣は､多少出入りあるが変化は小｡
- - - - - - - - - -８指標とは： - - - - - - - - - - １.宇宙環境

The Space Environment:

２.法制･政策･ﾄﾞｸﾄﾘﾝ

Space Laws, Policies, and Doctrines

３.民生宇宙ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑと全球的用益

Civil Space Programs and
Global Utilities:

４.商用宇宙

５.地上軍事作戦と宇宙

Commercial Space:

Space Support for Terrestrial
Military Operations:

６.宇宙ｼｽﾃﾑ防護

Space Systems Protection:

７.宇宙ｼｽﾃﾑ無効化

Space Systems Negation:

８.攻撃力の宇宙配備

Space-Based Strike Capabilities:

------------------------------------------今週の軍事関連ニュース

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

------------------------------------------2009 年 12 月 30 日

人民網日本語版

ロ首相、米国との均衡維持のため攻撃兵器開発を主張
ロシアのプーチン首相は 29 日、ミサイル防衛（MD）システムを強化中の

述べた。プーチン首相は同時に、両国の戦略攻撃兵器削減交渉を積

米との戦略的均衡を保つため、攻撃兵器を開発する必要があると表

極的に評価。戦略攻撃兵器削減の新条約を起草する中で、米の

明。プーチン首相は「MD システムと攻撃システムとの間には密接な関

MD 計画に関する情報と引換えに、攻撃兵器に関する情報を米に提

係がある。MD 計画の実行には莫大な費用がかかり、その効率もまだ

供する用意があると表明。露米は現在、新条約締結交渉を積極的

はっきりしない。ロは米のように MD システムを構築することはない。だが

に進めており、その最終決定権は両国大統領の手中にある。露米双

均衡を保つため、我々は攻撃兵器システムを開発する必要がある」と

方は新年連休後にも、新条約締結交渉を再開する。ロは最終段階
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で譲歩を引出すべく引続き米に圧力を加えていく考えだが、一方でロ

認することも望んでいる。（編集 NA）

首脳は、米議会の MD 計画強硬派が柔軟姿勢に転じ、新条約を承
http://j.people.com.cn/94474/6856006.html

------------------------------------------28/12/2009

RIA Novosti

Nerpa 攻撃型原潜がロシア海軍で就役

Nerpa nuclear attack submarine enters service with Russia's Navy

Russia's Nerpa nuclear attack submarine, damaged in a fatal
accident during tests in November last year, has entered service
with the Russian Navy after successfully passing final trials, a
Pacific Fleet spokesman said Monday. The submarine was
officially commissioned in the town of Bolshoy Kamen in the
Primorye Territory in the Russian Far East, home to the Amur
shipyard Vostok repair facility which carried out the submarine's
repairs. On November 8, 2008, while the Nerpa was undergoing

The submarine will be subsequently leased to the Indian Navy

sea trials, its onboard fire suppression system activated,

under the name INS Chakra. India reportedly paid $650 million for

releasing a deadly gas into the sleeping quarters. Three

a 10-year lease of the 12,000-ton K-152 Nerpa, an Akula II class

crewmembers and 17 shipyard workers were killed. There were

nuclear-powered attack submarine. Akula II class vessels are

208 people, 81 of them submariners, onboard the vessel at the

considered

time. Following repairs, which cost an estimated 1.9 billion rubles

nuclear-powered attack submarines. VLADIVOSTOK, December

($65 million), the submarine had been cleared for final sea trials.

28 (RIA Novosti)

the

quietest

and

deadliest

of

all

Russian

The final sea trials had showed that the Nerpa nuclear submarine
was ready to enter service with the Russian Navy.
http://en.rian.ru/russia/20091228/157398549.html
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29/07/2009

http://en.rian.ru/infographics/20090729/155661233.html

------------------------------------------DefenseNews.com
18 Dec 2009 15:17

http://www.defensenews.com/

米のＵＡＶの暗号化されていないリンクの対策処置が途上に

Fixes On The Way For Unsecured Links On U.S. UAVs By michael hoffman, JOHN REED and JOE GOULD
The U.S. Air Force has known for more than a decade that the

s/Predator2006.jpg

live video feeds from its unmanned aerial vehicles can be

The drones, built by General Atomics, also have two secure

intercepted by the enemy but opted not to do anything about it

datalinks; one for the pilot controls and one to feed video to

until this year. An official document puts a completion date to

commanders. The service has identified how to protect the feeds,

secure the feeds at 2014. Defense officials confirmed Dec. 17

according to an Air Force officer who asked not to be identified.

that Iraqi insurgents have been capturing the nonsecure,

The officer said the service is starting to encrypt the feeds with

line-of-sight signals used by troops on the ground to view video

a software modification but refused to discuss when the fix will

feeds from MQ-1 Predators and MQ-9 Reapers since mid-2008.

be completed. The Air Force's Unmanned Aircraft Systems Flight
Plan puts the completion date at 2014. "In today's information
age, we realize these are not encrypted datalinks, but we have
taken steps to rapidly upgrade our current and future [remotely
piloted aircraft] fleet to protect those datalinks," the official said.
The Air Force isn't relying solely on encryption to protect the
video. An immediate solution is to narrow the area from which
the video feeds can be received, making it more likely that an

http://www.richard-seaman.com/Aircraft/AirShows/Nellis2006/Highlight

insurgent would be spotted trying to intercept them, a defense
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official said. Typically, militants would need to be within 100

Iran via various insurgent groups. The group had a "very long and

yards of the airman or soldier receiving the signal. A report

well-documented history" of getting their training and equipment

published in the Dec. 17 edition of The Wall Street Journal

from Iran, the officer said. "It was the technological know-how to

detailed how defense officials earlier this year discovered laptops

make the antennas, computers and software go together and

in Iraq loaded with a $26 Russian-made software program called

pick up the appropriate bands that was impressive. It is

SkyGrabber that hacked into video broadcast by Predator

something that would take some very smart electrical engineers

cameras, which show the location of insurgents being targeted by

to put together. Iran had to choose the most loyal and capable

the drones.

surrogates that they could trust with equipment like that," the
officer said. Soon after the raid, top commanders in Iraq
convened a task force to identify the extent of the threat and
how best to deal with it, according to the officer. Initial findings
showed the threat was isolated to Kata'ib Hezbollah. "They knew
that we were flying Predators over their heads 24/7, so it's easy
to say 'yeah, I know that I'm going to do a signals analysis search
for [the drone]' and take advantage of it," the officer said.
U.S. Army problem, too
http://www.parsa-system.com/?p=60

Like the Air Force, the U.S. Army is aware of the vulnerabilities

Besides the SkyGrabber software, insurgents have used

that its UAV datalinks have and are working to fix them. The

high-tech methods to capture the video feeds. U.S. troops found

laptops loaded with the SkyGrabber software had footage filmed

advanced electronic warfare equipment in a 2008 raid on Shiite

by smaller Army UAVs as well as the Predators. "We are well

militia, according to an Air Force intelligence officer briefed on

aware, and OSD [Office of the Secretary of Defense] is well

the raid. Air Force officials refused to officially comment on the

aware, and we have a well-researched response set in motion,"

hacking; the Pentagon issued a general statement on the

said Col. Robert Sova, the Army's capability manager for

security of its intelligence gathering. "The Department of

unmanned aerial systems. "This ability, this is not new

Defense constantly evaluates and seeks to improve the

information." The military has not implemented encryption for

performance and security of our various ISR systems and

drones for "various reasons," according to Sova. "It's not just

platforms. As we identify shortfalls, we correct them as part of a

monetary, but technology readiness," he said. "We've taken

continuous process of seeking to improve capabilities and

certain risks and mitigated those risks with our tactics,

security. As a matter of policy, we don't comment on specific

techniques and procedures." Still, Sova said, the ability to hack a

vulnerabilities or intelligence issues," the statement said.

drone's video feed is a "very low risk" since the insurgents

An Iranian connection

haven't figured how to hack into the command and control

One service official contends the insurgents' ability to watch

systems of the drones. "It's not like they're going to control the

drone feeds have adversely affected U.S. operations in the

payload or move it off," Sova said. "They're able to see a

Middle East. "We noticed a trend when going after these guys;

specific interval, like a camera system in the mall." Sova

that sometimes they seemed to have better early warning" of

considers it unlikely that an insurgent could tap into a specific

U.S. actions, said the officer briefed on the raid. "We went and

drone overhead. "It's happenstance, if they were able to tap into

did a raid on one of their safe houses and found all of this

that feed," Sova said. "Only in the best scenario, and only for a

equipment that was highly technical, highly sophisticated. It was

short period of time." Within the last year, the Defense

more sophisticated than any other equipment we'd seen Iraqi

Department's Office of Acquisition, Technology and Logistics

insurgents use." The militia, known as Kata'ib Hezbollah and

directed the services to beef up encryption, Sova said. The Army

based out of Sadr City, Baghdad, has long been suspected of

plans to field or retrofit its drones with encryption technology

being a surrogate for Iran's Quds Force, the wing of the Iranian

over the next several years, according to Col. Gregory Gonzalez,

army responsible for conducting clandestine warfare outside of

the Army's project manager for unmanned aerial vehicles. By Jan.
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1, the Army will field encrypted Ravens, micro-UAVs. Air Force

Singer, author of "Wired for War: The Robotics Revolution and

officers and defense analysts caution that video broadcasts from

Conflict in the 21st Century." Former Air Force Chief of Staff

manned aircraft to U.S. ground troops are vulnerable to hacking

Gen. T. Michael Moseley was the 57th Wing commander at Nellis

as well because their technology is similar to that of UAVs.

Air Force Base, Nev., when the 57th became the first Air Force

"Anything that projects a video is going to have the same

unit to operate a Predator. Moseley said his worry was about the

problem. If the encryption is not strong enough, the signal will be

security of the aircraft's datalinks. "My question from the

susceptible.

beginning was … 'What is our confidence level that links are
secure?' Not just the imaging that comes off, but also the
command and flying links. The answer was 'We're working that'
from the General Atomics folks," Moseley said. Moseley's civilian
counterpart, former Air Force Secretary Michael Wynne, said he
knew about the insecure datalinks but considered the threat
worth taking to deploy the UAVs faster. Moseley and Wynne took
part in meetings with the Office of the Secretary of Defense in

http://www.semshred.com/news/memberships.php

2004 and 2005 about concerns with the links, but the consensus

The insurgents figured out how we were using line-of-sight

from the meetings was to field the UAVs as quickly as possible.

signals," said Joel Harding, director

the Information

"I would say people were aware of it [the vulnerability], but it

Operations Institute for the Association of Old Crows. Ground

wasn't disturbing," Wynne said. "It wasn't yet dangerous; it

units get the Predator feeds through a Remotely Operated Video

certainly didn't disrupt an operation, so why make a huge deal of

Enhanced Receiver, or ROVER - a mobile device that looks like a

it?" Wynne said he thinks the security gap is in part the result of

laptop that can either be carried by hand or mounted in a ground

the UAVs being fielded before they were fully developed. "I

vehicle. An encryption package can be added to the ROVER;

would say that the enemy can find a flaw in a 70 percent solution

however, not all troops have the encryption package. The latest

and they are going to exploit it," Wynne said. "On the other hand,

ROVER model being tested by the Pentagon comes equipped

before they did exploit it, you did get utility from it … in the case

with two advanced encryption packages.

of the Predator, we've extracted tremendous utility out of them."

of

Moseley said he and Wynne pushed hard to ensure the services
protected the datalinks and that he proposed the Air Force
oversee UAV development but was rebuffed by the Pentagon. "In
http://www.ltcr.com/aoc/

failing to come to grips with standardizing all of this, if this is as

The Bosnia channel

big a problem as identified, than we have a serious problem," he

As far back as 1996, the military has known outsiders can see

said. Wynne contends the Pentagon needed the jolt of being

the video feeds. The Air Force first flew the RQ-1 Predator, the

hacked to act on improving UAV encryption. "It's like we were

MQ-1's predecessor, in combat over Bosnia. In published reports,

talking about this class of war, like somehow the bad guys will

local residents with satellite television told of watching Predator

never get sophisticated," the former Air Force secretary said.

video feeds on their televisions. "I remember that some of the

"Now, the sophistication of the enemy might lead you to ask, just

people there said it was harder to get the Disney channel than

like we are with IEDs, 'OK, here's [the enemy's] capability now,

watch U.S. military operations," said defense analyst Peter

where do we have to go?' "

http://www.defensenews.com/story.php?i=4426380&c=AME&s=AIR

SkyGrabber is offline satellite internet downloader. It intercepts satellite data( movie, music, pictures ) that downloadind by other users
and saves information in your hard disk. So, you'll get new movie, best music and funny pictures for free.
You don't have to keep an online internet connection. Just customize your satellite dish to selected satellite provider and start
grabbing. SkyGrabber has simple and attractive GUI, powerful filter system and flexible settings. If you want to have the newest
software for free, SkyGrabber is your choice. You can't use the SkyGrabber for intercepting military,encrypt or private data.SkyGrabber
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can intercept only legal free data such as pictures,music (mp3), movie (avi,mpg). SkyGrabber is a hobby for person who grabbs satellite
provider. SkyGrabber is for fun.
http://www.skygrabber.com/en/index.php
------------------------------------------C4ISR Journal

http://www.C4ISRJournal.com/

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

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

17-Dec-2009

Saab は艦載型 Gripen 戦闘機をインドとブラジルに売込み

Saab is responding to an Indian Navy (IN) request for information

Saab touts Sea Gripen for India and Brazil

development of the Gripen NG, dubbed...

(RfI) regarding future carrier-capable fighters with a new

22-Dec-2009

Typhoon の組立て合意と共にプロジェクト Salam が進展

Assembly of the Eurofighter Typhoon combat aircraft will

Project Salam moves forward with Typhoon assembly agreement
Systems having agreed on the next ...

commence in Saudi Arabia in 2010, with Riyadh and BAE

21-Dec-2009 韓国とエジプトはさらなる武器の協力で調印

South Korea, Egypt sign deal to further arms co-operation

South Korea signed a memorandum of understanding (MoU) with

countries. The agreement was ...

Egypt on 18 December to boost defence trade between the two

18-Dec-2009

ポーランドは歴史的軍事協力を中国と合意

Poland signs historic military co-operation deal with China

Poland and China are to develop bilateral defence co-operation

implementation of international agreements. ...

under a new deal that will focus on training and the

18-Dec-2009

QinetiQ は RAF Merlin フリートに衛星通信システムを搭載

QinetiQ has completed the integration of a beyond-line-of-sight

QinetiQ fits satcom system to RAF Merlin fleet
(RAF's) 22 Merlin HC.3 helicopters, the company ...

satellite communications system into the UK Royal Air Force's

18-Dec-2009 日本は全国への PAC-3 配備を凍結

Japan freezes nationwide PAC-3 deployment

The Japanese government has frozen the nationwide deployment

interceptor missiles due to budgetary constraints in Fiscal

plan of Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) ground-based

Year ...

18-Dec-2009 オーストラリア/米国のインテリジェンス施設のアップグレード予定

The antenna farm at the top-secret Australian-US intelligence

Australia/US intel base to be upgraded

upgraded in a process ...

and early warning facility at Pine Gap, central Australia, is to be
------------------------------------------[平山ニュース]

バックナンバ

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

http://archive.mag2.com/M0000575/index.html

------------------------------------------[NEWS]
12/29 0022GMT 打上成功:放送衛星 DirecTV 12(米),Proton/Breeze M,Baikonur
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12/29 きぼうで「宇宙庭」の実験開始(時,朝,毎)
12/22 2248GMT(12/23 0748JST) Soyuz TMA-17 が ISS とドッキング
[EVENT]
1/26-29 第 16 回アジア太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF-16),バンコク
1/25-26 第 1 回 GNSS アジア・オセアニア地域ワークショップ,バンコク
1/24 講演会「PLANET-C あかつき」,JAXA 佐藤毅彦,相模原市立博物館
1/23-24 APRSAF-16 水ロケット大会(AWRE),バンコク
1/9-10 第 3 回宇宙総合学研究ユニットシンポ 「人類はなぜ宇宙へ行くのか?」京大百周年記念ホール
1/6 月周回衛星「かぐや」講演会,新宿・紀伊國屋ホール
全天周映像「HAYABUSA -BACK TO THE EARTH-」
・1/16- サイエンスドーム八王子 // ・1/2- 千葉市科学館 // ・12/23-5/31 こむこむ(福島市子どもの夢を育む施設)
ISAS パネル巡回展
・1/4-24 日時計の楽しみ,釧路市こども遊学館// ・1/4-24 日本の宇宙開発の歴史,奥州宇宙遊学館
・1/2-2/11 太陽のふしぎ,日立シビックセンター科学館
・12/30-1/31 ISAS パネル巡回展,月のふしぎ,徳島県立あすたむらんど // ・12/27 まで 太陽のふしぎ,佐久市子ども未来館
・12/25 まで 日時計の楽しみ,大洗わくわく科学館, 日本宇宙開発の歴史,福井原子力センタ
[学会]
1/29 第 18 回スペース・エンジニアリング・コンファレンス,東工大(大岡山)
1/25 申込締切:宇宙エネルギーシンポ ,2/26,ISAS 相模原
1/4-7 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition,Orlando,Florida
[etc.]
12/24 新刊:古田靖「新企画は宇宙旅行!」TAC 出版
------------------------------------------[中国宇宙開発-1]

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

------------------------------------------中国の月探査衛星「嫦娥 2 号」、2010 年末に打上げへ（サーチナ）28 日 - 15 時 36 分
「嫦娥 3 号」試作機段階に＝「2 号」来年末に打上げ中国の月探査（時事通信）28 日 - 15 時 0 分
＜上海万博＞日本館「紫蚕島」が完工―中国（Record China）27 日 - 14 時 3 分 *C11
長征ロケット打上げ 121 回目、衛星 2 基の軌道投入に成功（サーチナ）15 日 - 18 時 2 分
------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------＜野口飛行士＞ＩＳＳで最初の実験は「宇宙庭」（毎日新聞）29 日 - 20 時 12 分
野口さん、きぼうで初実験（時事通信）29 日 - 19 時 41 分 *S04

*C11

*S04

野口さん、きぼうで初実験＝「宇宙庭」に水（時事通信）29 日 - 12 時 1 分
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ママさん飛行士、山崎直子さん「宇宙授業したい」（産経新聞）28 日 - 21 時 8 分 *S05
「玉手箱持って宇宙へ」＝山崎さん（時事通信）28 日 - 20 時 56 分 *S06

*S05

*S06

*S07

山崎直子宇宙飛行士 「玉手箱を用意、楽しみに」 会見で（毎日新聞）28 日 - 20 時 19 分 *S07
「玉手箱持って宇宙へ」＝山崎さん、一時帰国で会見－来年 3 月、シャトルで初飛行（時事通信）28 日 - 18 時 56 分
輝きを増す夜光雲：発達過程（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）28 日 - 15 時 29 分 *S08
土星に映るタイタンの影（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）28 日 - 12 時 37 分

*S09

*S08

*S09

【マレーシア】航空産業に優遇措置、財務省が詳細発表（NNA）28 日 - 8 時 30 分
「原動力は子供時代の星空」＝山崎さん（時事通信）27 日 - 20 時 5 分 *S10

*S10

「原動力は子供時代の星空」＝宇宙少年団式典で山崎飛行士－千葉（時事通信）27 日 - 18 時 44 分
輝きを増す夜光雲：ロケットも発生要因（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）25 日 - 14 時 28 分 *S11

*S11

*S12

金色の海に浮かぶイタリアの“つま先”（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）24 日 - 13 時 13 分 *S12
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「初音ミクを金星へ」 「あかつき」にイラスト掲載へ（産経新聞）24 日 - 10 時 51 分
野口宇宙飛行士 家族に笑顔で「メリークリスマス！」（毎日新聞）23 日 - 20 時 37 分
国際宇宙ステーションの野口さん（時事通信）23 日 - 14 時 53 分 *S13

*S13

*S16

“野口サンタ”宇宙から「メリークリスマス」（産経新聞）23 日 - 12 時 37 分
ISS に乗り移る野口さん（時事通信）23 日 - 12 時 28 分
野口さん、家族と交信＝長期滞在開始（時事通信）23 日 - 12 時 28 分
「順調なドッキング」＝拍手で祝福（時事通信）23 日 - 11 時 11 分

*S14

サンタ姿で宇宙基地に＝野口さん、家族と交信－長期滞在開始・管制センタ（時事通信）23 日 - 11 時 9 分
ISS にドッキングするソユーズ（時事通信）23 日 - 10 時 9 分 *S15

*S14

*S15

野口宇宙飛行士 サンタに扮してＩＳＳ入り…長期滞在開始（毎日新聞）23 日 - 8 時 13 分 *S16
野口さんら搭乗 宇宙船ソユーズがＩＳＳにドッキング（産経新聞）23 日 - 8 時 7 分
野口さん、長期滞在開始＝ソユーズ、宇宙基地ドッキング－日本人最長、来年 5 月まで（時事通信）23 日 - 8 時 5 分
------------------------------------------[月探査]

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

------------------------------------------月面軟着陸に道…中国の「嫦娥 2 号」、2010 年末に打上げ（サーチナ）28 日 - 15 時 36 分
「嫦娥 3 号」試作機段階に＝「2 号」来年末に打上げ－中国の月探査（時事通信）28 日 - 15 時 0 分
------------------------------------------[北朝鮮ミサイル開発問題]
[ミサイル防衛]
[北朝鮮核問題]

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

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

------------------------------------------【オピニオン】金正日の独裁体制を崩壊させよ（ウォール・ストリート・ジャーナル）29 日 - 9 時 13 分
中国の軍事力は世界２位 核兵器２４０発 政府系シンクタンク（産経新聞）28 日 - 18 時 10 分
米核体制の見直し 「先制不使用」焦点（産経新聞）28 日 - 7 時 56 分
「被爆天主堂」写真集刊行へ＝70 点収録－撤去様子も撮影・長崎の写真家（時事通信）28 日 - 2 時 34 分
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核搭載艦、母港化認める＝ミッドウェー配備時に「密約」－日米（時事通信）27 日 - 20 時 56 分
焦点：世界の核軍縮、2010 年が分岐点になる可能性（ロイター）27 日 - 12 時 50 分 *N11

*N11

*N12

北朝鮮 3 回目核実験の可能性も、国防研究院（聯合ニュース）25 日 - 11 時 51 分
イラン核交渉責任者、広島入り（時事通信）24 日 - 20 時 55 分

*N12

交渉は越年へ、年内合意なしと 米ロの START1 後継条約（CNN.co.jp）24 日 - 16 時 30 分
「おやじと倅のタバコ論議」（産経新聞）24 日 - 15 時 26 分
中国から見た日本「平和憲法から離れ、軍備拡張に尽力」（サーチナ）24 日 - 12 時 2 分
国際社会の対北共助がことしの主要成果、米報告書（聯合ニュース）24 日 - 9 時 35 分
検証 ０７年シリア核施設空爆 北、外貨求め技術協力（産経新聞）24 日 - 7 時 56 分
北との対話は「下策」…仏外相、下院で証言（読売新聞）23 日 - 22 時 20 分
仏、核実験の被爆者に補償（産経新聞）23 日 - 20 時 28 分
核密約文書、沖縄返還実現で苦渋の決断（読売新聞）23 日 - 18 時 39 分
米国去れば中国きたる（産経新聞）23 日 - 10 時 53 分
核疑惑解消「行動で示せ」＝鳩山首相、イラン責任者と会談（時事通信）22 日 - 21 時 50 分
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------「報復」で攻撃目標精査＝米国防総省（時事通信）30 日 - 16 時 20 分 *M09

*M09

*M10

下地島移設案も検討対象＝普天間問題で福島社民党首（時事通信）30 日 - 15 時 58 分
死亡は反政府武装勢力構成員と米軍、アフガン東部の空爆（CNN.co.jp）30 日 - 14 時 48 分
「報復」で攻撃目標精査＝イエメンのアルカイダ標的－米国防総省（時事通信）30 日 - 14 時 23 分
「組織的ミス」認める＝米大統領（時事通信）30 日 - 10 時 19 分
「伊江島か下地島で」 普天間移設先 小沢氏が意向（産経新聞）30 日 - 8 時 27 分 *M10
普天間移設 小沢幹事長「下地島」提起（毎日新聞）30 日 - 2 時 30 分
岡田外相「普天間移設、現行案は生きている」（読売新聞）29 日 - 21 時 29 分
書簡でも「信じて」＝鳩山首相がオバマ大統領に－米紙（時事通信）29 日 - 19 時 24 分
普天間移設、「環境」に配慮＝辺野古も排除せず－外相（時事通信）29 日 - 19 時 3 分
移設反対派、辺野古に事務所開設…名護市長選（読売新聞）29 日 - 12 時 0 分
普天間滑走路、補修で３ヵ月閉鎖 固定翼機は嘉手納へ（琉球新報）29 日 - 10 時 20 分
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普天間移設 来月中に与党各党案（産経新聞）29 日 - 7 時 56 分
普天間問題 「米意向、無視せぬ」 首相、５月結論を改めて明言（産経新聞）29 日 - 7 時 56 分
「代替待てぬ」海兵隊、普天間滑走路を改修へ（読売新聞）29 日 - 3 時 7 分
普天間「５月までに日米で最終結論」…首相（読売新聞）28 日 - 23 時 2 分
普天間、米国無視あり得ぬ＝同盟尊重し結論－鳩山首相（時事通信）28 日 - 22 時 17 分
普天間検討委、１月中に候補地案持寄り協議へ（読売新聞）28 日 - 21 時 35 分
普天間移設、現行案に否定的＝「海汚してはいけない」－民主・小沢氏（時事通信）28 日 - 19 時 26 分
社民・重野氏が鳩山首相発言を批判 小沢氏「頭に入れておきます」（産経新聞）28 日 - 19 時 26 分
沖縄基地問題検討委員会が初会合（時事通信）28 日 - 15 時 58 分
来年 5 月までに結論＝政府・与党普天間検討委（時事通信）28 日 - 14 時 55 分
普天間移設先で与党検討委開催 来年５月まで結論（琉球新報）28 日 - 14 時 35 分
「グアム移転排除しない」 官房長官（産経新聞）28 日 - 13 時 8 分
無人機攻撃で武装勢力 13 人死亡 パキスタン北西部（CNN.co.jp）28 日 - 12 時 3 分
普天間で実務者が初会合＝移設先、来年 5 月までに結論－政府・与党（時事通信）28 日 - 9 時 58 分
米核体制の見直し 「先制不使用」焦点（産経新聞）28 日 - 7 時 56 分
核搭載艦、母港化認める＝ミッドウェー配備時に「密約」－日米（時事通信）27 日 - 20 時 56 分
前原国交相、普天間問題で「日米中の正三角形はおかしい」（産経新聞）27 日 - 16 時 38 分
普天間移設でグアム否定発言も…鳩山首相「連立で抑止力も議論」（産経新聞）27 日 - 16 時 25 分
グアム移設を重ねて否定＝普天間、「抑止力も議論」－首相（時事通信）27 日 - 13 時 10 分
米軍医療支援に艦船派遣＝「友愛ボート」構想を具体化－防衛省（時事通信）27 日 - 2 時 32 分
普天間移設先、国内で候補検討へ…首相（読売新聞）26 日 - 22 時 16 分
「普天間のグアム移転は無理」鳩山首相、ラジオ番組で（産経新聞）26 日 - 18 時 2 分
普天間、国外移設を否定＝「抑止力の点でグアム無理」－鳩山首相（時事通信）26 日 - 15 時 7 分
イラク駐留米軍、「妊娠禁止令」を撤回（CNN.co.jp）26 日 - 14 時 48 分
辺野古関連費を計上 防衛省予算、高江ヘリパッドも（琉球新報）26 日 - 10 時 10 分
拘束米兵の新たな映像か＝タリバン（時事通信）25 日 - 22 時 44 分 *M11

*M11

*M12

普天間移設、支出先示さず確保＝計上はアセス経費だけ－10 年度予算案（時事通信）25 日 - 22 時 11 分
＜１０年度予算＞普天間移設費計上見送り 環境調査費のみ（毎日新聞）25 日 - 22 時 10 分
米兵の子１人家裁送致、３人釈放…ロープ事件（読売新聞）25 日 - 21 時 23 分
＜鳩山首相＞普天間移設先「来年５月までに決定」（毎日新聞）25 日 - 20 時 47 分
普天間移設先「5 月までに決定」＝首相（時事通信）25 日 - 20 時 39 分
タリバーン、6 月末に消息絶った米兵士とするビデオを公開（CNN.co.jp）25 日 - 20 時 15 分
首相、普天間移設先「来年５月」と明言 外相はクリントン氏に伝達（産経新聞）25 日 - 19 時 55 分
岡田外相 米国務長官と電話協議 普天間移転で方針説明（毎日新聞）25 日 - 19 時 39 分
普天間移設先、5 月までに決定＝消費税「4 年間上げない」－首相（時事通信）25 日 - 18 時 59 分
普天間移設先、28 日に初協議＝政府・与党（時事通信）25 日 - 18 時 56 分
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イエメン空爆、米陸軍基地乱射事件の被告と接触の導師死亡か（CNN.co.jp）25 日 - 16 時 33 分
普天間、米に政府方針伝達＝クリントン国務長官と電話会談－岡田外相（時事通信）25 日 - 15 時 45 分
兵士の「妊娠禁止令」、イラク駐留米軍トップが解除へ（ロイター）25 日 - 15 時 21 分 *M12
元施設局長への懲戒要求 北沢防衛相「真摯に受け止める」（琉球新報）25 日 - 13 時 25 分
開発中の地中貫通型爆弾の模型＝米国（時事通信）24 日 - 16 時 32 分 *M13

*M13

検査院、防衛省に異例の要求…元施設局長処分を（読売新聞）24 日 - 14 時 2 分
普天間移設調査で防衛省に懲戒処分要求 会計検査院（産経新聞）24 日 - 13 時 52 分
防衛省に異例の懲戒要求＝普天間移設調査でずさん発注－検査院（時事通信）24 日 - 12 時 46 分
＜会計検査院＞２元局長の懲戒要求 防衛省で支出違反（毎日新聞）24 日 - 12 時 41 分
米国務次官補「大使が会いに来た」 「呼び出し」報道を否定（琉球新報）24 日 - 10 時 45 分
いら立ちながらも「首相を守る」小沢氏（読売新聞）24 日 - 6 時 21 分
米軍、最新鋭ステルス無人偵察機を韓国に配備へ＝対「北」偵察能力が大幅向上？―韓国紙（Record China）24 日 - 6 時 17 分 *M14

中国空軍の演習

*M14

RQ-170 Sentinel, The Beast of Kandahar

http://sitelife.aviationweek.com/ver1.0/Content
/images/store/13/15/dd35aabf-120c-4793-8f6
2-5416d5461406.Large.jpg

http://sitelife.aviationweek.com/ver1.0/
Content/images/store/0/0/80d90be6-f9
d9-4d12-a0db-727ac8137db3.Large.jpg

http://luckybogey.files.wordpress.com/200
9/09/500x_kandahar_uav.jpg
http://luckybogey.wordpress.com/2009/09
/08/

米海軍厚木基地近くに時限式発射装置 ゲリラ未遂か（産経新聞）24 日 - 2 時 12 分
鳩山政権１００日「原点回帰宣言」…次は決断できる？（産経新聞）23 日 - 23 時 3 分
「現行案の期限内実施に懸念」米国務次官補（読売新聞）23 日 - 20 時 47 分
＜飛しょう弾発射装置＞厚木基地近くで２基 過激派関係か（毎日新聞）23 日 - 20 時 8 分
沖縄の米軍基地（３完） 不透明な沖縄負担軽減策（産経新聞）23 日 - 19 時 31 分 *M15

30

*M15

沖縄の米軍基地（２） 模索続いた辺野古での「共存の道」（産経新聞）23 日 - 19 時 24 分
沖縄の米軍基地（１） 「死にもの狂い」が結実 普天間返還（産経新聞）23 日 - 19 時 9 分
米軍基地近くで発射装置 2 基発見＝過激派のゲリラ未遂か－神奈川（時事通信）23 日 - 17 時 33 分
「妊娠で軍法会議にはかけず」と米司令官、過去に 4 人が懲戒（CNN.co.jp）23 日 - 13 時 45 分
普天間移設期限への影響懸念＝米（時事通信）23 日 - 7 時 58 分
日米の溝、首相やっと認識？（産経新聞）23 日 - 7 時 57 分
大使呼出し 噴出した米の怒り 「先送り理解」発言を問題視（産経新聞）23 日 - 7 時 56 分
決めない首相、危機感薄く…鳩山政権１００日（読売新聞）23 日 - 6 時 4 分
駐米大使召請、米の首相に対する不信感が頂点（読売新聞）23 日 - 3 時 0 分
やっと？米国の怒りに気づいた鳩山首相（産経新聞）22 日 - 22 時 7 分
普天間、5 月までに結論＝日米首脳会談までに－平野官房長官（時事通信）22 日 - 20 時 20 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

12/28 「ニュース」更新

２２年度防衛費 現大綱に基づき編成 //
２２年度の防衛力整備等について //

準拠方針を閣議決定 増員は見送り、配置合理化

２１年１２月１７日 安保会議・閣議決定（全文）

増員の見送り「大変厳しい」 会見で火箱陸幕長
北沢大臣 相次ぐ事故で緊急訓示 //
日・シンガポール防衛首脳会談 //

規律の徹底求める

地域情勢で意見交換 交流で｢覚書」

防衛省とシンガポール国防省との防衛交流に関する覚書（全文）
榛葉副大臣 ジブチなど３カ国歴訪 //

海賊対処部隊を激励
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陸中音隊長の武田１佐、米陸軍軍楽隊定演でタクト //
戦闘機懇談会「中間まとめ」を発表 //

“日本の旋律”伝える 「演奏指揮、心から満足」

新規開発にも言及

防衛省の「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
議官）は１２月２２日、戦闘機生産中断による技術・技能の喪失等に及ぼす影
響について、同懇談会で半年間にわたって議論してきた内容を「中間とりまとめ」
として発表。
それによると、わが国の防衛生産技術基盤は、厳しい財政事情や装備品の
高性能化によって高価格化が進行。このため国内調達量が減少し、生産技術
基盤の衰退、中長期にわたる安定的防衛力の維持・向上に支障が生じる恐れ
があること、Ｆ２戦闘機生産が平成２３年度に終了すると、昭和３０年代以降、
絶え間なく生産してきた戦闘機の生産空白期間が生じる見込みで、この中断
がわが国の戦闘機生産技術基盤に与える影響について官民で整理する必要
があるとして、懇談会設置の背景を説明。

技本開発の UAV //

生産中断の影響としてシステムインテグレーション技術や空力特性・飛行特性
技術、複合材やエンジン制御システム技術などが喪失またはレベル低下を招くと
の懸念を指摘。
こうした現状を踏まえ、将来に向けた考え方として、戦闘機生産技術基盤の
維持・育成は極めて重要とした上で、戦闘機開発を選択肢として考慮すること
が必要と提言。
また、装備品全般にかかわる基盤の検討についても、将来的な不透明性の
払拭、企業の収益性リスク低減という観点から、わが国の生産技術基盤の目
指すべき方向性を明らかにすることが必要と強調。
同懇談会はこれまでに、調達減少がもたらす戦闘機生産技術基盤や運用
支援に及ぼす影響などについて現状分析を行ってきた。

空中発進・自律飛行・自動着陸 すべて成功！ 硫黄島

Ｆ１５から空中発進し、自律飛行する技本開発のＵＡＶ。自動着陸まですべて成功（１２月１５日、硫黄島周辺空域で）
技術研究本部は１２月１５日、太平洋上の硫黄島
全長は５・２m、幅２・５m、高さ１・３m、重さ約７５０ を一部変更したり、新目標の偵察も可能。
航空基地とその周辺空域で、試作した高速ジェット
キロで、エンジンの機体上部への配置や垂直尾翼 さらに走行中車両や航行中艦船といった移動目標
ＵＡＶ「無人機研究システム」の初自律飛行試験を
などはレーダで捕捉されにくいステルス形状。
についても長時間の追尾・偵察ができる。
行い、Ｆ１５戦闘機からの空中発進と自律飛行、滑
同機は空自Ｆ１５翼下に搭載され目標近くまで
同ＵＡＶは既に４機が試作され、２１年度中は技
走路への自動着陸全てに成功。
運ばれ、高空から発進、事前に入力されたコースを 本が飛行試験を続け、２２年度から空自が実運用
同ＵＡＶは危険空域でも偵察活動が可能な日
自律飛行し、搭載の可視／赤外線カメラで地上目 のための試験開始予定。
本初のジェット無人機で、技本技術開発官（航空
標を撮影、画像は即時伝送できる。
技本ではこの試作ＵＡＶが自動着陸した際の動
機担当）付第１開発室が中心となって独自開発。
地上からの追加指令を受け、飛行中にコース
画をホームページ上で公開している。
12/24 「コラム」更新

・朝雲寸言 // ・自民現職議員の離党 // ・混とんで暮れた０９年
------------------------------------------[kokunews]

航空ニュース社

http://www.kokunews.jp/

------------------------------------------・第６２８１号 平成２１年１２月１９日（土曜日）

実証試験 １１

◎ＢＭＤ・ＰＡＣ－３システム改修盛込み、日米安保深化考慮

◎第６航空団所属Ｆ－１５Ｊが小松飛行場にて胴体着陸

２２年度防衛力整備方針を閣議決定、現大綱を基本前提に ２

空自、飛行安全に関わる教育を実施後に飛行訓練再開 １１

・第６２８０号 平成２１年１２月１７日（木曜日）

・第６２７７号 平成２１年１２月１０日（木曜日）

◎来年４Ｑの初号機デリバリーに向け、作業進める

◎防衛省１０日付、５空団基地業務群司令に伯川孝明氏 １４

ボーイング、７８７型のファーストフライト成功 ６
◎洋上訓練飛行中、搭乗者２名死亡・１名負傷
海自ＳＨ－６０Ｊ、長崎県沖で不時着水事故 １４
・第６２７９号

平成 ２１年 １２月１５日 （火曜日）

◎防衛省１５日付、海幕首席法務官に酒井将治氏 １４
・第６２７６号 平成２１年１２月８日（火曜日）

◎防衛省７日付１佐異動、中部総監部防衛部長に山下純夫氏 ８
◇海幕総務課長に岡 浩氏、同広報室長に山本喜清氏 ８

◎エアバス・ミリタリー、Ａ４００Ｍが初飛行に成功 １０

◎ＪＡＸＡ、野口宇宙飛行士搭乗ソユーズ宇宙船打上げ日決定１５

◎既存ボーイング事業、７７７型は景気後退の影響で減産の予定

・第６２７５号 平成２１年１２月５日（土曜日）

ＦＨＩ民需、７８７型プロジェクトは民需事業の柱となる事業 １０
◎ＳＨ－６０ＪおよびＵＨ－６０Ｊ電線切断事案
防衛省、必要な監督・検査および安全確認実施 １２

◎日本市場は今後２０年間の新造５７１機・うち大型は９８機需要
エアバス航空機市場予測０９－２８、金額ベース１,０６０億ドル ５
◎防衛省７日付将補異動、海幕総務部長に安齊 勉氏 ７

・第６２７８号 平成２１年１２月１２日（土曜日）

◎ＫＨＩ防需、掃海型ＭＣＨ－１０１の予算化に対応 １０

◎文科省公募事業、関空にて近赤外光液体爆発物検知装置の

◎ＦＨＩ防需、陸自向けＵＨ－１Ｊほか概況 １１
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・第６２７４号 平成２１年１２月３日（木曜日）

望氏 ６

◎防衛省７日付・将人事、中即集団司令官に宮島俊信氏 ４

◎防需ＭＣＨ－１０１搭載ＲＴＭ３２２展開に期待・国産化率ＵＰも
ＫＨＩ久山ＧＴ副センタ長談、民間エンジンの将来国際共同開発

・第６２７３号 平成２１年１２月１日（火曜日）

◎ＭＨＩ／ＪＡＸＡ、Ｈ－ⅡＡロケット１６号機打上げ成功 ５

重視 ９

◎防衛省１２月１日付②、南混団司装備部長に竹生壽男氏 ５

◎無人機研究シ、硫黄島における技術実用試験支援

◇支集団司装備部長に田中次男氏、空自補本監察官に佐々木

ＦＨＩ防需、遠隔操縦観測シの継続的受注を期待 １１

------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
DL(1229)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ボーイング ２０１０の課題

Challenges loom for Boeing in 2010

Large-aircraft manufacturing managed to avoid severe pain in 2009, says Teal Group analyst Richard Aboulafia, but Boeing Co. could
be facing a more trying year ahead. Among the challenges: Cutting 777 production, opening a new factory in South Carolina and
responding to a potentially negative ruling from the World Trade Organization. Looming over all else is the 787, which faces a "tough
and unpredictable" regimen of flight tests. "Whatever else happens in 2010, it will be counted a successful year for Boeing if Japan's
All Nippon Airways gets its first 787 in the fourth quarter," writes Dominic Gates. The Seattle Times (12/29)
GE 無人航空機の航行システムに注力：（ワンマン貨物機の実現へ一歩前進）

GE pushes technology for unmanned aircraft

In cooperation with the FAA, GE Aviation is testing unmanned aircraft using a flight management system that is used widely in both
commercial and business aviation. An official with GE Aviation says the goal is to show that unmanned aircraft equipped with a 4D
FMS could be integrated into the national airspace system. The company also claims the technology could allow cargo aircraft to fly
with a single pilot on board. FlightGlobal.com/Air Transport Intelligence (12/28)
プーチン首相 ミサイル防衛網で米国に情報公開を

Putin calls on U.S. to share missile defense information

Russian Prime Minister Vladimir Putin has called on Washington to share information about its missile defense developments in
accordance with a new arms treaty. Putin said arms-control talks were moving positively toward an arms deal, and he said Russia is
ready to provide the U.S. with information on its new missiles in return for U.S. information. The New York Times/The Associated
Press (12/29)
中国東方航空 A330 機発注

China Eastern Airlines orders 16 aircraft from Airbus

China Eastern Airlines is in a deal to buy 16 Airbus A330 airplanes. Based on the relevant price catalog in 2007, the average price of
the aircraft was about $2.6 billion. Delivery of the aircraft is expected from 2011 to 2014. Reuters (12/28)

SmartQuote
"Be modest! It is the kind of pride least likely to offend."
謙虚でいなさい！他人からもっとも非難されないプライドであるから。
--Jules Renard,

French writer

ジュール・レナール

DL(1228)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ボーイング７８７居住性・イノベーションに大好評

Boeing aims for "wow" factor among 787 passengers

Boeing Co. has made the 787 Dreamliner a plane that appeals to passenger comfort and airline profits at the same time, according to
analysts who have seen prototypes of the 787 cabin. Bigger windows, innovative lighting and anti-turbulence technology are among the
plane's "wow" factors. CNN/Wired (12/25)
エアライン復調機運に水差すか、テロ対策安全対策強化出遅れが生ずる

Tighter security could delay airline industry recovery

A weekend terrorist attack on a flight bound for Detroit could result in tighter regulations that may hurt airlines, especially among
high-fare business travelers doing short trips. "If it becomes something like a four-hour wait, business travelers aren't going to do
that," says airline consultant Robert Mann. "They're either not going to travel or they're going to hire their own private lift, and just
avoid scheduled transportation altogether." ABC News/Reuters (12/27)
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SmartQuote
"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work."
チャンスが多くの人に見過ごされるのは、それがいつもツナギの作業服姿で働いているから。
--Thomas Edison,

American inventor

トーマス・エジソン

[編注] つまり、チャンスは現場の作業の中にあるということ。いつも現場にいないとチャンスがつかまらんと。エジソンなら言える言葉か。
------------------------------------------[新刊紹介]

cnes mag 09.10 ミリタリ・スペース特集 page 40–57 [編注] CNES(仏宇宙庁)と DGA(仏防衛省)が協力し防衛宇宙を進めている。

The Defence Team. From left: Charles de Lauzun (CNES), ICA Laurent Boniort (DGA), LCL Florence Busch
(EMA/Joint Staff), Lt. General Henry de Roquefeuil who recently took up the post of military advisor to the CNES
President and Defence Team coordinator, Betty Barcos (secretary, CNES), C. FPhilippe Rosius (EMA/Joint Staff),
ICT Thierry Fillard (DGA), Patrice Brudieu (CNES). Not in the photo: LCL Bemard Muller (EMA/Joint Staff) who was
away in Brussels.

- - - - - - - - - - GRAVES 関連 - - - - - - - - - -

*G01

Space Monitoring : Unveiled at the June 2007 Paris Air Show
by CDAOA, the French Air Defence Command, the GRAVES
radar (Grand Réseau Adapté à la Veille Spatiale, French acronym
for Large-Scale Network Adapted to Space Monitoring) is the
"vanguard of French Space Defence"... as CDAOA commander
Général de Corps Aérien Patrick de Rousiers explains, "the
deployment of this network means that France has joined the
very exclusive club of those powers that are capable of
performing space surveillance, indeed on a limited scale, but
independently and operationally.
http://www.european-security.com/index.php?lg=UK

*G01

Recent conflicts show that space systems now play a
decisive role. Outer space, which is in the process of being
weaponized, has become a major strategic stake: this is why
we now take its control into consideration when drafting our
defence strategy. If France is intending to ensure its
security, guarantee its freedom of decision and assessment,
this in order to take on its international responsibilities, then
it must acquire the capability to both anticipate and assess
crises and conduct operations.

http://www.itr-datanet.com/~pe1itr/graves/

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

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

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

National Security

Soyuz spacecraft blasts off to space station RIA Novosti 21

Putin Urges US to Provide Missile Defense Information VOA 29

Dec 2009

Dec 2009

Science

Space Station / Shuttle

Rocket-motor test supports NASA, DOD and commercial

Russia's Soyuz TMA-17 docks with ISS RIA Novosti 23 Dec

missions AFNS 23 Dec 2009

2009

Naval Research Lab Studies Solar Storms AFPS 23 Dec 2009
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International

Dec 2009

Roscosmos & project to save Earth from asteroid RIA Novosti 30

Iran to unveil military satellite in February RIA Novosti 23 Dec

Dec 2009

2009

US to deliver Patriot systems to Taiwan RIA Novosti 24 Dec 2009

Industry

US firm wins contracts to produce Patriot for Taiwan CNA 24
------------------------------------------[軍事宇宙開発 spacetoday.net: military]

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

------------------------------------------Wednesday, December 30

Bloomberg News — 12:00 pm ET (1700 GMT)

Lost Couple Can't Blame GPS, Air Force Says

Wednesday, December 23

SPACE.com — 12:09 pm ET (1709 GMT)

Naval Research Lab Studies Solar Storms

Boeing May Lose $271 Million in Rocket Billings, Pentagon Says

Armed Forces Press Service — 5:40 pm ET (2240 GMT)

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

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

------------------------------------------Wednesday, December 30

Chinese scientists seek support for dark matter mission in

China building large radio telescope for space observation

space

Xinhua — 12:13 pm ET (1713 GMT)

Xinhua — 12:17 pm ET (1717 GMT)

China accelerates space research and development

Monday, December 28

Spaceflight Now — 12:10 pm ET (1710 GMT)

China to launch Chang'e-2 satellite at the end of 2010

Tuesday, December 29

Xinhua — 7:16 am ET (1216 GMT)

------------------------------------------[Quotes from the Old/New Testament]
Books
Eph. 5:16
Col.4:5

redeem the time

Eng.(KJV)
Redeeming the time, because the days are evil.
Walk in wisdom toward them that are without, redeeming
the time.

Japanese(口語訳)
今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。
今の時を生かして用い、そとの人に対して賢く行動しなさい。

[編注] ‘redeem’という言葉は普通は「あがなう」とか「取戻す」とか「救い出す」とかの意味ですが。
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