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------------------------------------------------------------12 月 6 日 9 時 21 分更新

共同通信

イランに対空ミサイル ロ国防相が売却確認
【モスクワ６日共同】ロシアのイワノフ副首相兼国防相は５日、イラン

に対し、軍用機や巡航ミサイルなどを低空で撃ち落とす能力がある

に対空ミサイルシステム「ＴＯＲＭ１」を売却する契約が調印されたこ

同システムは「100%防衛目的の装備」と強調。売却しても地域の軍

とを確認。核問題を抱えるイランとの契約をロ政府が認めたことで、

事バランスを変えず、ロが国際義務に違反することもないとの立場

米やイスラエルなどが懸念を強めそうだ。イワノフ国防相は記者団

を示した。

------------------------------------------------------------12 月 6 日 2 時 46 分更新

産経新聞

ＭＤ新型レーダ 来年、青森配備へ 米軍きょうから現地調査
在日米軍再編で、中間報告に日本への配備が明記された米軍の

力分屯基地に配備したいと打診してきた経緯もある。日本側は地元

新型早期警戒レーダ「Ｘバンドレーダ」について、米軍が来年中に

調整が終わっていないことを理由に拒否したが、「米側はできるだ

空自車力（しゃりき）分屯基地（青森県つがる市）に配備する方針で

け早く日本に配備したいと伝えてきている」（防衛庁幹部）という。

あることが五日、分かった。北朝鮮弾道ミサイルからの米本土防衛

日本防衛の面でも、降雨に左右されずに安定した警戒監視ができ

を重視しているためで、米軍再編の柱である日米共同対処で初の

るＦＰＳ－ＸＸと、天候の影響を受けるものの探知能力の高いＸバン

実施となる。日米両政府が十月に合意した米軍再編に関する中間

ドレーダの両者をそろえ、能力を補完し合うことで、北朝鮮や中国

報告では、ミサイル防衛（ＭＤ）情報収集などで日米協力重要性を

の弾道ミサイルへの対処能力が高まる。

指摘。その一環として米軍Ｘバンドレーダについては「日本におけ

来年の配備に向け、米軍は六日から車力分屯基地で現地調査に

る最適な展開地が検討される」と明記した。

入る。国防総省ミサイル防衛庁や米軍の担当者を数チームに分け

これに先立つ米軍再編の日米協議では、米側は北朝鮮が開発中

て派遣し、電波環境や地質を調べる。

のテポドン２（射程 3,500 – 6,000km）に対する警戒感を強調。米本

【用語解説】

土への攻撃を前方で探知するため、Ｘバンドレーダの日本配備を

米が開発した新型レーダで、地上配備の車両型と海上配備型があ

求めてきた。ＭＤでは、空自も平成 20 年度から新潟や沖縄など四

り、日本配備は車両型。Ｘバンドレーダは高周波のＸ帯を使い、高

カ所に新型レーダ「ＦＰＳ－ＸＸ」を配備する。その情報は米側にも

周波だとミサイルの識別能力が向上する。車力分屯基地は、北朝

提供されるが、ＸバンドレーダはＦＰＳ－ＸＸより探知距離が長く遠方

鮮が米本土にミサイルを発射した場合の飛来コースに近く、山など

監視に優れ、飛来してくる弾道ミサイルの形状まで識別できる。

の障害物がないため配備に適。

米軍Ｘバンドレーダ

米軍は今秋、Ｘバンドレーダの験で、迎撃ミサイルを攪乱（かくらん）
する「おとり」をまくタイプの高度な弾道ミサイルにも対処できることを
確認している。すでに実戦配備が可能な状態で、米側は年内に車

-------------------------------12 月 2 日 20 時 46 分更新

共同

青森配備へ近く現地調査 米ミサイル防衛用レーダ
防衛庁の木村太郎副長官は２日、青森県庁を訪れ、米のミサイル

がる市の空自車力分屯基地に配備するため、近く現地調査する方

防衛（ＭＤ）用移動式早期警戒レーダ「Ｘバンドレーダ」を青森県つ

針を三村申吾県知事に伝えた。三村知事は「装備内容や部隊規模

など詳細不明で、今後情報提供を求める。現状を超える米軍基地

候補地は、レーダを遮る物がない日本海沿岸にある自衛隊基地を

機能強化は容認できない」と述べた。木村副長官によると、調査で

対象に絞込み、レーダ搭載車両移動のために新工事を必要としな

は、配備に必要な敷地の広さ、自衛隊の任務や地元住民への影響

いなどの条件から、車力分屯基地が最有力になったという。

などを調べる。

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 6 日 2:42

AIA dailyLead

December 5, 2005 -

NASA は冥王星に向けて最初の宇宙機を打上げ予定
NASA to launch first spacecraft bound for Pluto
NASA will launch its first spacecraft bound for Pluto on Jan. 11. "I

Research Institute. The mission will be scientists' first chance to

think this is probably the most historic mission NASA has flown in

examine the planet.

Florida Today (Melbourne) (12/4)

25 years," said principal investigator Alan Stern of the Southwest

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 6 日 2:42

AIA dailyLead

December 5, 2005 -

国防総省はウェポンプログラムを保つため人件費を削減するかもしれない
Pentagon may cut personnel to preserve weapons programs
The Department of Defense is considering scaling back manpower to

of cutting weapons programs. The proposals are good news for

protect weapons programs from deep cuts, the Wall Street Journal

defense contractors, and they reflect the DOD's need to replace aging

reported. The Air Force hopes to cut costs by reducing forces instead

weapons.

The Wall Street Journal (12/5)

------------------------------------------------------------Apollo 2.0

by Jeffrey F. Bell

via Rick Hashimoto (Boeing)

CEV クルー探査ビークル

参考： Lockheed Martin 提案 2005.05 の図へジャンプ

既存宇宙機と提案 CEV のバージョンの比較
Spacecraft

Crew

--------------Soyuz TMA
CEV Block 1A
Apollo CSM-119

3
3
5

Cargo
------

Proposed CEV Versions vs. Existing Spacecraft
CM Mass

SM Mass

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

100kg

2,950kg

400kg

9,062kg

6,496kg

?kg

Ttl Mass

Mission

-------- ----------------------7,220kg

ISS crew exchange

15,558kg

ISS crew exchange

16,800kg

Skylab Rescue

CEV Block 1B

0

3,500kg

11,114kg

6,748kg

17,862kg

ISS pres. crgo & return

CDV Block 1C

0

6,000kg

12,200kg

6,881kg

19,081kg

ISS unpres. crgo up

ATV Jules Verne 0

10,280kg

20,750kg

ISS press. cargo up

Progress M1

0

2,230kg

7,450kg

ISS press. cargo up

CEV Block 2

4

Minimal

9,237kg

13,405kg

22,642kg

Lunar return

Apollo CSM

3

Minimal

4,806kg

24,523kg

30,329kg

Lunar braking & return

CEV ブロックの比較

------------------------------------------------------------Week of December 5, 2005

This Week's Satnews

For the full text go to: SatNews Weekly

…

オービタルが NASA の New Millennium Space Technology 8 衛星を製造し打上げることに

…

Orbital to Build and Launch NASA's New Millennium Space Technology 8 Satellite

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

レイセオンは Global Hawk 地上セグメントの契約を獲得
Raytheon Awarded Global Hawk Ground Segments Contract
アリアン・スペースはインドの最も新しい通信衛星の打上げの準備完了と述べる
Arianespace Says India's Newest Telecom Satellite Ready for Launch
アルカテル・アレニア・スペースが製造した AMC-23 衛星がバイコヌールでプロトン・ロケットとインテグレートされる予定
Alcatel Alenia Space-built AMC-23 Satellite to be Integrated on a Proton Rocket in Baikonur
ロッキード・マーチンが製作したミサイル警戒衛星初号機の重要なペイロードの試験が開始される
Critical Payload Testing Begins for First Missile Warning Satellite Built by Lockheed Martin
ガリレオ衛星の初号機が射場へ運ばれる途上に
First Galileo Satellite On its Way to Launch Site
CNBC は PanAmSat をパキスタンでプログラム流布のため選定
CNBC Taps PanAmSat for Distribution of Programming in Pakistan
Vega は$3.76M の航空宇宙の契約を獲得
Vega Wins $3.76-M Aerospace Contracts

------------------------------------------------------------1 December 2005

Dutch Space

Press Release

EADS Press Release は既報

EADS SPACE は Dutch Space を買収する
EADS SPACE Acquires Dutch Space
The Hague, 1 December 2005 – Dutch Space BV, the largest space

Brinkhorst, EADS SPACE CEO François Auque and the CEO of

company in the Netherlands and leading international space industry

Dutch Space Ben Spee signed the acquisition contract integrating

supplier joins EADS SPACE, Europe’s number one in space. In the

Dutch Space into the EADS SPACE group of companies. This

presence of the Dutch Minister of Economic Affairs, Mr L.J

transaction confirms EADS' leading role in European space business

as EADS now integrates space industry in five European countries.

Henceforth, EADS SPACE will be represented in 5 European

“We are delighted that Dutch Space is joining EADS SPACE.

countries,” added Mr Auque.

Dutch Space has a long and successful history in the space business

Ben Spee, CEO of Dutch Space, added that the new industrial link

and will be an excellent asset to our portfolio,” stated François

between EADS and The Netherlands, through Dutch Space, will

Auque, CEO of EADS SPACE and member of the EADS Executive

positively influence the space activities in The Netherlands. “Dutch

Committee. “Its integration into EADS SPACE further strengthens

Space is glad to proceed as part of a successful European aerospace

the company’s prime and product leading role in the Netherlands.

company”, he said. （後略）

http://www.dutchspace.nl/

http://www.dutchspace.nl/pages/press/content.asp?id=307&LangType=1033

------------------------------------------------------------11/28/2005 - 12/2/2005

AstroExpo.com

Launch News
12/2/2005 - NASA スペースシャトル打上げ準備進捗レポート: S05-034
12/2/2005 - NASA's Space Shuttle Processing Status Report: S05-034
Dec. 2, 2005 NASA's space shuttle fleet is housed and processed at

(OV-103) Location: Orbiter Processing Facility Bay 3 Launch Date:

Kennedy Space Center, Fla. Mission: STS-121 - 18th ISS Flight

No earlier than May 2006 Launch Pad: 39B Crew: Lindsey, Kelly,

(ULF1.1) - Multi-Purpose Logistics Module Vehicle: Discovery

Sellers, Fossum, - ...

12/2/2005 –欧州ガリレオ衛星の打上げ 12 月 26 日に予定
12/2/2005 - Europe's Galileo Satellite Launch Planned for December 26
MOSCOW, December 1, 2005 - /RIA Novosti/ - The launch of a

Kazakhstan, a spokesman for the Russian Federal Space Agency said

Russian carrier rocket with European navigation satellite on board

Thursday. Vyacheslav Davidenko said a Soyuz-FG launch vehicle

has been scheduled for December 26 at the Baikonur space center in

would take the experiment - ...

12/2/2005 –中国はナイジェリア向けに通信衛星を打上げ予定
12/2/2005 - China to Launch Commercial Satellite for Nigeria
HONG KONG, Nov. 28, 2005 - /Xinhuanet - China is to launch a

Monday. He made the remarks while answering a question on

commercial satellite for Nigeria, visiting Xu Dazhe, deputy general

whether Chinawill cooperate with developing countries in the

manager of China Aerospace Science and Technology Ltd., said

peaceful use of space technology - ...

12/2/2005 –最初のガリレオ衛星が射場に輸送
12/2/2005 - First Galileo Satellite Travels to Launch Site
November 30, 2005 - GIOVE A, the first Galileo satellite, departed

November, bound for the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The

from ESA’s test facility at the European Space Research and

spacecraft, packed in its transport container and accompanied by its

Technology Centre in The Netherlands on the morning of 29

support equipment, was taken - ...

12/2/2005 –新しいブラジルのロケットがエスレンジから打上げられた
12/2/2005 - New Brazilian Rocket Launched from Esrange
Dec. 1, 2005 - Today, the Texus-EML sounding rocket, which is

for the very first time at Esrange. The flight provided 6 minutes and

jointly funded by ESA and DLR, was successfully launched from

37 seconds of microgravity as planned. - This launch is a major step

Esrange at 09.04 UT. The Brazilian rocket motor VSB-30, was used

for the continuati - ...

12/2/2005 –ロシアのロケットの燃料供給が米国衛星の打上げに先立って開始された

12/2/2005 - Fueling of Russian Rocket Begins Prior to Launch of U.S. Satellite
MOSCOW, December 1, 2005 - /RIA Novosti/ - The fueling of the

Federal Space Agency said Thursday. "Experts of the Khrunichev

Russian Proton-M carrier rocket that will launch a U.S. AMC-23

[space] center and the Space Forces have started fueling

(Worldsat-3) communications satellite into orbit has begun, the

preparations," the agency said. "Th - ...

12/2/2005 –IMPRESS プロジェクト：Texus 42 サウンディング・ロケットに搭載した最初の飛行中結果
12/2/2005 - IMPRESS Project: First In-Flight Results Onboard Texus Sounding Rocket
December 1, 2005 - The IMPRESS project saw the first launch of an

launch site near Kiruna in northern Sweden, on 1 December at 10:06

experimental payload, the Electromagnetic Levitator, onboard an

hours CET. This experimental payload, jointly developed by ESA

ESA/DLR-funded Texus 42 sounding rocket, from the Esrange

and the DLR, enables accurat - ...

12/1/2005 – H-IIA フライト#8 の打上げ
12/1/2005 - Launch of H-IIA Launch Vehicle Flight #8
November 30, 2005 - The Japan Aerospace Exploration Agency

(ALOS) onboard was approved by the Space Activities Commission

(JAXA) would like to announce that the launch of the H-IIA Launch

(SAC) as follows. Scheduled date of launch : January 19 (Thursday),

Vehicle Flight #8 with the Advanced Land Observing Satellite

2006 (Japan Standard Time, JST - ...

12/1/2005 – 欧州のガリレオ衛星初号機の打上げバイコヌールで準備
12/1/2005 - Launch of Europe First Galileo Satellite Prepared at Baikonur
MOSCOW, November 30, 2005 - /Itar-Tass/ - The first European

rocket Soyuz-FG is scheduled for December 26, a cosmodrome

satellite of the Galileo system was brought to the Baikonur

official told Itar-Tass. The satellite will be tested at Baikonur. The

cosmodrome on Wednesday. The launch of it on Russia’s carrier

European global positioni - ...

11/30/2005 – アリアン 5 は上段を受領
11/30/2005 - Ariane 5 Receives Its Upper Stage
Nov. 28, 2005 - The Ariane 5 Generic launcher for Arianespace's

EPS upper stage this week. The launcher's upper stage will inject the

dual-satellite mission, scheduled for liftoff in the second half of

two payloads for this mission -- Europe's no. 2 Meteosat Second

December, completed its basic buildup with the integration of the

Generation (MSG - ...

11/30/2005 – EADS アストリウムの製作したインマルサット-4 衛星じゃ軌道に投入成功
11/30/2005 - EADS Astrium-Built Inmarsat-4 F2 Satellite Successfully Deployed in Orbit
-The sixth Eurostar E3000 satellite performs flawlessly in-orbit

November by Sea Launch, the second Inmarsat-4 satellite, EADS

-In-orbit tests on-going before satellite enters service London,

Astrium’s sixth Eurostar E3000 spacecraft in-orbit, has reached

Toulouse, 28 November 2005 - Following its launch on Tuesday 8

geosynchronous orbit th - ...

11/30/2005 – 月までの旅行には最低$100M かかる
11/30/2005 - Trip to Moon May Cost Tourists $100 Mln
MOSCOW, November 29, 2005 - /RIA Novosti/ - A flight to the

the Moon really exists and we are currently studying it," said Alexei

Moon may cost space tourists $100 million, a senior official of the

Krasnov, the head of the agency's department of piloted programs.

Russian Space Agency said Tuesday. "A project for a flight around

"This flight may - ...

11/30/2005 – NASA の使い捨てロケットの進捗レポート: E05-019

11/30/2005 - NASA Expendable Launch Vehicle Status Report: E05-019
NASA EXPENDABLE LAUNCH VEHICLE STATUS REPORT:

7420 with Dual Payload Attach Fitting Launch Pad: Space Launch

E05-019 Mission: Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder

Complex 2, Vandenberg Air Force Base, Calif. Launch Date: No

Satellite Observations and CloudSat Launch Vehicle: Boeing Delta

earlier than mid-February 2006 Launch Wi - ...

11/29/2005 – エスレンジにおける新しい２段ロケットモータの第一回目のカウントダウン
11/29/2005 - First Countdown for New Two Stage Rocket Motor at Esrange
Nov. 28, 2005 - At Esrange, the Aerospace Operation Facility of the

the first launch from Esrange using the new Brazilian sounding

Swedish Space Corporation (SSC), preparations are carried out for a

rocket VSB-30, replacing the British Skylark rocket which no longer

Texus sounding rocket launch planned for 30 November. This will be

exists on the ma - ...

11/29/2005 – 次のアリアン 5 は、その頭脳を受領
11/29/2005 - The Next Ariane 5 Receives its ''Brain''
Nov. 23, 2005 - The Ariane 5 for Arianespace's upcoming

(Nov. 23) with its vehicle equipment bay. Liftoff of the Ariane 5

dual-satellite mission is continuing its assembly process at Europe's

Generic vehicle - which will carry the no. 2 Meteosat Second

Spaceport in French Guiana, with the launcher being equipped today

Generation (MSG-2) meteorol - ...

11/28/2005 – ロシア宇宙庁は 2005 年 12 月の打上げスケジュールを発表
11/28/2005 - Russian Space Agency Releases December 2005 Launch Schedule
MOSCOW, November 23, 2005 - /RIA Novosti/ - Russia's Federal

said it would continue to expand a GLONASS satellite network,

Space Agency has adopted a plan for the preparation of space

which currently includes 14 satellites. "The Baikonur Space Center is

launches in December 2005, the agency said Wednesday. The agency

preparing the launch of - ...

11/28/2005 -

Roscosmos はプロトン打上げの主コーディネータ

11/28/2005 - Roscosmos is the Main Coordinator of Proton Launch
Nov. 24, 2005 - Launch of ÀÌÑ-23 (WorldSat-3) communication

December 6, 2005. The satellite will be launched in the interest of

satellite aboard Proton-M launch vehicle with Briz-M upper stage

the largest provider of satellite communications – American

from Baikonur launch site is scheduled for 5:28 (Moscow time) on

company SES Americom, whi - ...

11/28/2005 – ロシアは 12 月 25 日に GLONASS 衛星３機を打上げ予定
11/28/2005 - Russia to Launch 3 GLONASS Satellites December 25
MOSCOW, November 24, 2005 - /RIA Novosti/ - Russian Defense

25. He said Russia also planned to eventually increase the number of

Minister and Deputy Prime Minister Sergei Ivanov said Thursday

GLONASS satellites in orbit to 17. They will have a seven-year

that Russia planned to launch three GLONASS satellites December

service life, he said. - ...

11/28/2005 – Falcon 1 初打上げアップデート
11/28/2005 - Falcon 1 Maiden Flight Update
November 24, 2005 - Falcon 1 Launch Delayed by Army Range to

Command (SMDC) has bumped the SpaceX Falcon 1 maiden flight

Saturday, November 26 In order to facilitate preparations for a

from its officially scheduled launch date of Friday, November 25 at 1

missile defense launch, the Army Space and Missile Defense

p.m. PST (9 p.m. GMT). The new - ...

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 5 日 8:00

【CNET Japan 2005/12/05】

【今日のことば】
「われわれは人生に変化はつきものだと考えている」
----Disney-ABC Television Group の社長、Anne Sweeney
・メディア革命の旗手らと手を組む既存の大手企業--米でメディア関連のイベント

http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20092059

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 2 日 8:00

【CNET Japan 2005/12/02】

ライブドア、公衆無線 LAN「livedoor Wireless」を正式開始

http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20092028

------------------------------------------------------------2005 年 11 月 30 日 8:00

【CNET Japan 2005/11/30】

【今日のことば】
「8 を横向きにすると無限の記号（∞）になる。最近、多くの人が（Google には）無限の価値があると考えている」
----Legg Mason Wood Walker のアナリスト、Scott Devitt
・どこまで上昇するか？注目を集めるグーグル株価

http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20091814

------------------------------------------------------------2005 年 11 月 30 日 8:00

【CNET Japan 2005/11/30】

・Blu-ray の優位を揺るがすか--割高なディスク製造コストに懸念浮上
・MSN、TBS など地上波コンテンツのネット配信を「前向きに検討」

http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20091774
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20091775

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 5 日 9:13

SpaceWar Express - December 05, 2005

MISSILE DEFENSE
ロシアは新世代のスーパミサイルを開発中
- Russia Developing New Generation Of Super Missiles
http://www.spacewar.com/news/abm-05zzd.html
Washington (UPI) Dec 05, 2005 - Almost ignored by the mainstream

at an intensity unseen since the days of the SS-18 and Pershing II

U.S. media, the strategic nuclear arms race between the United States

deployments a quarter of a century ago.

and Russia has revived -- with spending and weapons development
ロシアは新しい潜水艦発射型弾道ミサイルを試験発射
- Russia To Test Fire New Submarine Based Ballistic Missile
http://www.spacewar.com/news/abm-05zzb.html
イスラエルはミサイル迎撃ミサイルを試験発射
- Israel Test Fires Anti Missile Missile
http://www.spacewar.com/news/abm-05zzc.html
---------INDIA NEWS
インドはインド洋の支配のための海軍の青写真を公開
- India Unveils Naval Blueprint For Indian Ocean Dominance
http://www.spacewar.com/news/india-05zzz.html
New Delhi (AFP) Dec 02, 2005 - India announced Friday ambitious

would give it greater clout in the strategic energy corridors of the

acquisition plans for its navy and said the new military hardware

Indian Ocean.

インドは地対空ミサイルのテストに成功
- India Successfully Tests Surface To Air Missile
http://www.spacewar.com/news/missiles-05zzzzzo.html

-------ENERGY TECH
燃料電池は空軍の数千を救うことができるかもしれない
- Fuel Cells Could Save Air Force Thousands
http://www.spacewar.com/news/energy-tech-05zzzzzzzzze.html
Robins Air Force Base GA (SPX) Dec 03, 2005 - Robins Air Force

could save the Air Force thousands of dollars in energy costs

Base officially welcomed an alternative fuel technology Dec. 1 that
---------IRAN NUKES
イランは防空システムをロシアより購入する計画
- Iran To Buy Air Defence Systems From Russia
http://www.spacewar.com/news/iran-05zzzzzzza.html

Moscow (AFP) Dec 02, 2005 - Iran has agreed to purchase 29

agency ITAR-TASS said Friday, quoting an unnamed top defence

mobile air defence systems from Russia in a contract worth more

ministry official.

than 700 million dollars (600 million euros), Russian state news
イスラエルはイランに対しロシアとのミサイル取引に関し懸念を表明
- Israel Voices Worry Over Iran Russia Missile Deal
http://www.spacewar.com/news/iran-05zzzzzzzb.html

--------IRAQ WARS
イラクにおける勝利は何が決める？
- What Will Define Victory In Iraq
http://www.spacewar.com/news/iraq-05zzzzzzz.html

Washington (UPI) Dec 05, 2005 - President's Bush's newly minted

from the jaws of failure. It could work provided Congress and the

"Strategy for Victory" in Iraq lists the criteria for snatching success

American people understand the strategy's hidden persuaders.

イラクから安全に抜出す
- Getting Out Of Iraq Safely
http://www.spacewar.com/news/iraq-05zzzzzzy.html

イラクにおける 15 年間の戦争の教訓
- Lessons Of A 15-Year War In Iraq
http://www.spacewar.com/news/iraq-05zzzzzzza.html

-----------KOREAN NUKES
北朝鮮は韓国から米軍が撤収することを要求
- Pyongyang Demands US Troop Pullout From South Korea
http://www.spacewar.com/news/korea-05zzzzzy.html

Seoul (AFP) Dec 05, 2005 - North Korea on Sunday demanded the

campaign by the Stalinist state to drive a wedge in the US-South

United States withdraw its troops from South Korea, in a renewed

Korean alliance.

------TECH SPACE
長距離がピコメータの精度で測定される
- Long Distances Measured With Picometer Accuracy
http://www.spacedaily.com/news/laser-05t.html

Gaithersburg, MD (SPX) Dec 02, 2005 - A new laser-based method

meter)--has been developed and demonstrated by a physicist at the

for measuring millimeter distances more accurately than ever

National Institute of Standards and Technology (NIST).

before--with an uncertainty of 10 picometers (trillionths of a
MSV は欧州における IP の位置を強化
- MSV Strengthens IP Position In Europe
http://www.spacedaily.com/news/satellite-tech-05p.html

--------MOONDAILY
ロシアの技術が月に宇宙飛行士を送ることができる
- Russian Technologies Can Put Cosmonauts On Moon
http://www.spacedaily.com/news/lunar-05zzz.html

Moscow, Russia (SPX) Dec 02, 2005 - Despite Russia's 30-fold

America's, it has greater chances of being the first in reaching the

disadvantage in financing its space effort as compared with

Moon this time, or perhaps the Mars.

インドはチャンドラヤン月ミッションの承認を待つ
- India Awaits Approval For Chandrayan Lunar Mission
http://www.spacedaily.com/news/lunar-05zzza.html

--------SPACEMART
インテルサットと APT Satellite がアジア太平洋地域にサービス
- Intelsat And APT Satellite To Serve Asia Pacific
http://www.spacedaily.com/news/satellite-biz-05zzzzzzzm.html

Hong Kong, China (SPX) Dec 02, 2005 - Intelsat and APT Satellite

other's satellite capacity and ground resources, as well as to provide

have signed a strategic cooperation agreement to work together using

broadcast and telecommunications services to the Asia Pacific region,

their combined satellite fleets. In a signing ceremony at the Island

including China.

Shangri-La Hotel here, the two companies agreed to market each
--------TECTONICS
建築のスキャンダルが日本の耐震ドリームを震撼（しんかん）させている
- Building Scandal Jolts Japan's Quake-Proof Dreams
http://www.terradaily.com/news/tectonics-05zzzzx.html

Kawasaki, Japan (AFP) Dec 05, 2005 - When young couples bought

they never thought the value of the biggest purchase in their lives

luxurious condominiums in this southern suburb of Tokyo last year,

would evaporate within months.

地震のパルスが津波のインパクトを予測させることができるかもしれない
- Earthquake 'Pulses' Could Predict Tsunami Impact
http://www.terradaily.com/news/tectonics-05zzzzy.html

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 2 日 18:41

WIRED NEWS (2005/12/02)

http://hotwired.goo.ne.jp/news/20051202106.html

2005 年の半導体世界売上高ランキング、日本勢は退潮
2005 年半導体売上高世界ランキング(推計)によると、世界的には半

シェアが合計で 23.4％に減少。

導体販売が好調だった中で、日本勢は対象 20 社中、12 社が減収、

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 2 日 18:41

WIRED NEWS (2005/12/02)

http://hotwired.goo.ne.jp/news/20051202107.html

オンライン地図業界トップ『マップクエスト』の現状(下)
衛星写真などで視覚的な楽しさを演出したり、目的地の個別情報を

との連携に向かっている。マップクエスト社の有料モバイルサービス

提供したり、多彩になったオンライン地図サービスは、今、携帯機器

も倍増の伸びを示している。

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 2 日 18:41

WIRED NEWS (2005/12/02)

http://hotwired.goo.ne.jp/news/20051202303.html

空港向けの新しい爆発物探知技術(上)
米の多くの主要空港では、高度な爆発物探知機が不足、手によるボ

度の高い物質を探出すことができるシステムなど、現在開発中の爆

ディーチェックや、X 線装置で検査しているのが現状。放出または反

発物探知技術を紹介。

射された微量のミリ波検出センサを利用し、衣服の下に隠された密

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 2 日 18:41

WIRED NEWS (2005/12/02)

http://hotwired.goo.ne.jp/news/20051202301.html

ポッドキャスト内の言葉を拾う検索エンジン
ネットには音声ファイルが星の数ほど存在するが、その中から聞きた

クス化する機能を実現。これにより、通常のウェブ検索と同じようにキ

いものを探出すのは至難の技だった。だが、新登場したいくつかの

ーワードを入力しコンテンツを探せる。

ポッドキャスト用検索エンジンでは、音声をテキストに変換、インデッ

------------------------------------------------------------2005 年 11 月 29 日 18:11

WIRED NEWS (2005/11/29)

http://hotwired.goo.ne.jp/news/20051129301.html

直径 30m の主鏡を備えた巨大望遠鏡
780 枚もの分割鏡で直径 30m の主鏡を構成する、巨大な天体望

鏡は、あわせてサーボモータ 1700 個によって 1 秒あたり 750 回

遠鏡の建設準備が進んでいる。国際プロジェクトで、完成予定

も自動調節され、位置決め誤差は 0.025mm 以内に抑えられると

の 10 年後には世界最大の望遠鏡となる見込み。六角形の個々の

いう。

------------------------------------------------------------02-Dec-2005

http://jdw.janes.com/

ロシアの輸出が減少
Russian defence exports decline
Russian defence exports in 2005 will be down for the first time in eight years, chiefly due to reduced sales of fighter aircraft, according to ...

------------------------------------------------------------02-Dec-2005

http://jdw.janes.com/

中国-パキスタン戦闘機が能力向上
*Sino-Pakistani fighter improved
The joint Sino-Pakistani FC-1/JF-17 light multirole fighter aircraft has

well as the wing-fuselage join ...

undergone a major redesign, including changes to its air intakes as

------------------------------------------------------------02-Dec-2005

http://jdw.janes.com/

イスラエルの対弾道ミサイルの試験は高度の限界を更新
*Israel's anti-ballistic missile test pushes altitude boundaries
Israel's

anti-ballistic

missile

Arrow

Weapon

System (AWS)

successfully intercepted a target simulating an Iranian Shahab-3

medium-range ballistic missile (MRBM) in a test over the
Mediterranean ...

------------------------------------------------------------22-Nov-2005

http://idr.janes.com/

日本の U-125A 航空機は SeaVue レーダ AN/APS-134LW を受領するように設定された
Japan's U-125A aircraft set to receive SeaVue radar hardware

The AN/APS-134LW radar equipping U-125A (Hawker 800)

Force (JASDF) is to receive the latest hardware under ...

search-and-rescue (SAR) aircraft of the Japanese Air Self Defense

------------------------------------------------------------[国内宇宙産業統計]

宇宙関連搭載装置製造
（39 社）
石川島播磨重工業（株）
昭和飛行機工業（株）
三菱重工業（株）
川崎重工業（株）
富士重工業（株）
神鋼電機（株）
日本電気（株）
日本航空電子工業（株）
沖電気工業（株）
シャープ（株）
（株）日立製作所
（株）島津製作所
（株）小糸製作所

GS
IA
MPC
NTスペース
NTN（株）
東洋ネットワーク
システムズ（株）

「航空と宇宙」 11 月号

SJAC 調べ

カヤバ工業（株）
住友精密工業（株）
住友重機械工業（株）
日本無線（株）
多摩川精機（株）
日本アビオニクス（株）
富士通（株）
松下通信工業（株）
三菱電機（株）
三菱電機特機システム（株）
横河電機（株）
横河電子機器（株）
中菱エンジニアリング（株）
西菱エンジニアリング（株）
（株）エイ・イー・エス
（株）ギャラクシーエクスプレス
（株）ジャムコ
（株）大阪真空機器製作所

IA エンジニアリング
NAC

http://www.sjac.or.jp/kaihou/nov/051104.pdf

宇宙関連材料薬品等
（10 社）
三菱電線工業（株）
住友電気工業（株）
大陽日酸（株）
日本油脂（株）
日本推薬工業（株）
ダイセル化学工業（株）
古河スカイ（株）
横浜ゴム（株）
日本特殊陶業（株）
（株）フジワラ
商社（8 社）
伊藤忠商事（株）
住友商事（株）
三菱商事（株）
丸文（株）
丸紅（株）
丸紅エアロスペース（株）
（株）山田洋行
（株）ミクニ

[編注] 宇宙産業のアンケート調査では、サブコンなどの売上げも
全て規模として合計される仕組み。産業規模の面では上記に漏れて

情報サービスソフト調査
（8 社）
宇宙技術開発（株）
大興電子通信（株）
ソラン（株）
キーウェアソリューションズ（株）
（株）アストロリサーチ

NAS
MSS
RESTEC
建設業関連（3 社）
鹿島建設（株）
清水建設(株)
（株）九電工
宇宙利用運用（6 社）
高信頼性部品（株）
有人宇宙システム（株）
（株）ロケットシステム
JSAT（株）
宇宙通信（株）
新衛星ビジネス（株）

データ、三洋、イメージワン、エム・シー・シーといった会社は上記の
中には入っていない。

いる会社により若干少ない数値になる。例えば、東レ、京セラ、NTT
[上記表中の略称] GS = （株）ジーエス･ユアサテクノロジー /// IA = （株）アイ･エイチ･アイ･エアロスペース
IA エンジニアリング = （株）アイエイチアイエアロスペースエンジニアリング /// MPC =三菱プレシジョン（株）
MSS =三菱スペース･ソフトウェア（株）/// NAC = （株）ナックイメージテクノロジー /// NAS =日本電気航空宇宙システム（株）
NT スペース = NEC 東芝スペースシステム（株）/// RESTEC = （財）リモート・センシング技術センター

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

Dec 5, 2005

NASA は CLV (CEV 打上げ機) の打上げアボート・テストを 2008 年に飛行させることを期待
NASA hoping to fly CLV launch abort test in 2008
ABORT TEST: Mindful of the importance of having demonstrable

considering performing a flight-test of the

milestones along the road to its planned 2018 lunar return, NASA is

NASA はアポロ時代の J-2 エンジンを復活させるべきか熟考中
NASA pondering whether to resurrect Apollo-era J-2 engine
J-2 REVISITED: NASA is pondering whether to resurrect the J-2

develop a new engine to

...

engine that sent Apollo spacecraft from Earth orbit to the moon or

欧州閣僚は宇宙プログラムに関して会合する予定
European ministers to meet on space programs
DISCOVERY PLAN: European space ministers plan to meet in Berlin

Europe in space," and to decide . . .

this week to consider a plan for "discovery and competitiveness for

欧州の宇宙の決心が 2008 年に必要になると ESA 欧州宇宙機関は発言
Europe space decisions will be needed in 2008, ESA says
LOOMING DECISIONS: Europe will have several decisions to make

There is already consensus to move ahead

...

on its space programs in 2008, the European Space Agency says.

Joint STARS プログラムは使われていないレーダの能力を引出すことに着目する
Joint STARS program eyes tapping unused radar capabilities
Northrop Grumman plans to tap unused radar capabilities of the E-8C

as part of a recently awarded U.S.

...

Joint Surveillance Target Attack Radar System (Joint STARS) aircraft

委員会は米国宇宙工学の政策の１次素案の作業中
Committee working on 1st draft of national aeronautics policy
The interagency committee chartered by Congress to create an

completed its first draft, according to Lisa

...

aeronautics policy for the United States by next fall already has

ノースロップグラマンは新しい宇宙探査組織を形成
Northrop Grumman forms new space exploration organization
Northrop Grumman has created a new organization within its
Integrated Systems sector to focus exclusively on space exploration

ノースロップグラマンの指向性エネルギー事業に新しいリーダ
NG's directed energy efforts get new leader
Northrop Grumman's directed energy efforts are getting a new leader. . . .

シンガポールと米国は水中無人ビークル実証でチームを組む

opportunities with NASA, the company announced Dec. 2. . . .

Singapore, U.S. team for UUVs demonstration
The U.S. and Singaporean navies are collaborating to demonstrate

for shallow-water mine countermeasures, according to the U.S. Naval

small, unmanned undersea vehicles (UUVs) and other technologies

Sea

...

------------------------------------------------------------[国際関係・一般]
------------------------------------------------------------韓国が中朝の核憂慮 外交文書公開 ＮＰＴ加盟時 米国に防衛確約書要求
毎日新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 11 面 5 段 0487

------------------------------------------------------------ロシア イランにミサイル売却 禁輸控え急ぐ？ 米国など反発必至
毎日新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 11 面 3 段 0491

------------------------------------------------------------反露動き加速 ウクライナ ＥＵ接近 ポーランド 新政権「親米」鮮明に
産経新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 5 面 8 段 写図 0809

------------------------------------------------------------米国 温暖化ガス新規制 ＥＵに反発 航空会社の適用除外要請
日本経済新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 8 面 3 段 0610

------------------------------------------------------------[宇宙・航空・科学]
------------------------------------------------------------社説＝はやぶさ 宇宙のかなたへ、挑戦を続けたい
読売新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 3 面 3 段 0358

------------------------------------------------------------社説＝科学技術計画 研究投資が生きる仕組みを作れ
読売新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 3 面 3 段 1218

------------------------------------------------------------ＪＡＸＡなど来年４月から 太陽光熱複合発電システム 内モンゴルで耐久試験
日刊工業新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 29 面 3 段 0199

------------------------------------------------------------[宇宙利用・宇宙からの観測・宇宙環境利用・宇宙実験]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[防災・環境・資源・エネルギー]
------------------------------------------------------------ＴＳＡロック 安全と安心 両立の工夫
産経新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 22 面 2 段 0848

------------------------------------------------------------ニッセイ同和損害保険 三次元で水害分析 企業のリスクに対応
フジサンケイビジネスアイ 05 年 12 月 03 日 朝刊 4 面 3 段 1000

------------------------------------------------------------ＦＰＥＣ シミュレーションソフト商品化 タンク火災 消火戦略立案に威力
日刊工業新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 11 面 2 段 写 0077

------------------------------------------------------------清水建設が新システム開発 地震リスクを評価 半導体施設向け 対策メニュー化も
化学工業日報 05 年 12 月 06 日 朝刊 11 面 2 段 0394

------------------------------------------------------------ＳＯＩＡｓｉａ スマトラ沖大地震の被災校に遠隔教育で復興支援 衛星回線を基盤に 教育プログラムを提供
日本情報産業新聞 05 年 12 月 05 日 朝刊 2 面 3 段 0587

------------------------------------------------------------協和エクシオ 電磁波遮断シート発売
日本情報産業新聞 05 年 12 月 05 日 朝刊 4 面 1 段 0623

------------------------------------------------------------[技術・産業]
------------------------------------------------------------日本ＡＥパワーシステムズ 新システム開発 電子線で瞬時殺菌 複雑形状でもＯＫ
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 12 月 06 日 朝刊 1 面 3 段 1990

------------------------------------------------------------マニュアルＮＯＷ＝ハーティネステクニカルライター 高橋慈子 使いやすさアップ、電子化が一役
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 12 月 06 日 朝刊 5 面 3 段写 2015

------------------------------------------------------------日本電子 新技術採用の半導体不良解析装置発売
化学工業日報 05 年 12 月 06 日 朝刊 10 面 1 段 写 0388

------------------------------------------------------------シャープの電卓は歴史的 米学会・重要製品に認定
河北新報 05 年 12 月 02 日 朝刊 10 面 2 段 1161

------------------------------------------------------------鹿島 コマツエンジニアリング 装置開発 コンクリ巻き厚高精度に計測
電気新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 5 面 1 段 0450

------------------------------------------------------------電子ディスプレイ特集 各社の製品／事業戦略 ＮＥＣ液晶テクノロジー
電波新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 31 面 5 段 写 0339

------------------------------------------------------------[通信・放送・IT]
------------------------------------------------------------デジタル放送推進 第６次行動計画が発表 普及促進へ３つの柱 関係者全てに具体的取組みを要求
電波新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 11 面 3 段 表 0283

------------------------------------------------------------規制改革会議・宮内義彦議長 ＮＨＫ有料放送化 諮問会議に提案へ
朝日新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 3 面 2 段 1110

------------------------------------------------------------富士通研究所 盗聴防止技術を開発 ＩＰ電話のセキュリティを強化
電経新聞 05 年 12 月 05 日 朝刊 1 面 2 段 0551

------------------------------------------------------------ＮＴＴアイティ 遠隔操作の漏洩防止強化 ＤＬや紙出力を禁止

電経新聞 05 年 12 月 05 日 朝刊 2 面 3 段 0558

------------------------------------------------------------鹿島 デジタル放送システムを遠隔操作
化学工業日報 05 年 12 月 06 日 朝刊 11 面 1 段 0396

------------------------------------------------------------西松建設、三菱重工 工法開発 遠隔操作でカッタービット交換 ２現場で有効性確認
日刊建設工業新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 3 面 5 段 写 0745

------------------------------------------------------------[経営・人]
------------------------------------------------------------デジタルスパイス＝山根一眞 国産勢が巻き返す地図情報サービス
日本経済新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 217 面 3 段 0777

------------------------------------------------------------家族＝第４部 国際化時代のきずな（２） 国籍選択２２歳の葛藤
読売新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 1 面 4 段 写 0343

------------------------------------------------------------国内上場企業 買収防衛策６割が検討
読売新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 8 面 1 段 0390

------------------------------------------------------------株主総会白書 買収防衛策、３社に２社が導入・検討 安定株主づくり進む
日本経済新聞 05 年 12 月 03 日 朝刊 17 面 3 段 図 0674

------------------------------------------------------------[航空輸送・エアライン]
------------------------------------------------------------多摩川精機が６種受注 米ボーイング「７８７」向け部品
日経産業新聞（日経テレコン２１） 05 年 12 月 06 日 朝刊 12 面 3 段写 2051

------------------------------------------------------------国交省 空港発着枠 路線変更一定の制限 不採算路線の廃止防ぐ
読売新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 10 面 4 段 1244

------------------------------------------------------------富士重工 ビジネスジェット機 主翼を量産 米社向け年１５００機体制 自社開発機も視野に
日本経済新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 11 面 5 段 写図 1479

------------------------------------------------------------中国がエアバス購入
東京新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 8 面 1 段 1768

中国、エアバスから１５０機購入
産経新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 8 面 1 段 1656

中国 エアバス１５０機を購入 総額１兆円 自国組み立ても視野
朝日新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 7 面 3 段 1122

中国、エアバス１５０機購入 フランスは新幹線に融資 商談計９０億ユーロ
日本経済新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 9 面 3 段 1467

エアバス中型機 中国が１５０機購入

毎日新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 9 面 1 段 1352

エアバス 中国民間航空からＡ３２０を１０機受注
日本海事新聞 05 年 12 月 06 日 朝刊 4 面 1 段 0911

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

「自分の行動にあんまり慎重潔癖になるな。人生は実験だ。多くの実験を重ねればその分良くなる。」
"Don't be too timid and squeamish about your

experiments you make the better."

actions. All life is an experiment. The more
--Ralph Waldo Emerson,

American essayist

------------------------------------------------------------2005 年 12 月 6 日 2:42
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国防省、人員整理でいくつかのプログラム温存
Pentagon may cut personnel to preserve weapons programs
The Department of Defense is considering scaling back

weapons programs. The proposals are good news for

manpower to protect weapons programs from deep

defense contractors, and they reflect the DOD's need to

cuts, the Wall Street Journal reported. The Air Force

replace aging weapons.

The Wall Street Journal (12/5)

hopes to cut costs by reducing forces instead of cutting

空中給油機向けに７６７に替えて７７７の可能性もオファー
Boeing tanker bid may include 777 instead of 767
Boeing's bid for a new Air Force aerial refueling tanker

Competition for the tanker is expected to start next

may include a modified version of the 777 instead of

year. Airbus is also expected to bid for the contract.

the

The Wall Street Journal (12/5)

767

the

company

has

already

developed.

中国エアバスの A320 を１５０機注文
今後５年で６５０機の狭胴機(単通路機）発注予定で、中国国内での組立工場開設に向かう計画。
China orders 150 Airbus jetliners
China ordered 150 Airbus A320 jets Monday in an

Chinese officials plan to buy 650 single-aisle jetliners in

agreement worth nearly $10 billion, based on list prices.

the next five years. The Wall Street Journal (12/4),

Airbus also signed an agreement with China that could

New York Times/Reuters (12/5)

The

lead to the opening of an assembly plant in China.

中国から米国向け拠点としてダラスフォーとワース空港へキャセイ航空貨物便
D/FW's cargo business takes off
New service by Hong Kong's Cathay Pacific has boosted

Cathay's cargo division. The airline also considers D/FW

the cargo business at Dallas/Fort Worth International

a gateway to South America. D/FW's freighter traffic to

Airport. D/FW is a "key gateway to American markets,"

Asia has more than doubled since 2000.

said Ron Mathison, director and general manager for

Morning News (12/4)

The Dallas

エアラインは安全性を確保しながら作業外注を増やす(運輸局統計）
Airlines maintain strong safety record as they outsource
The airline industry's safety record remains strong

from

33%

in

1990.

despite a growing reliance on outsourcing. Department

(Texas)/Associated Press (12/4),

of Transportation statistics indicate more than half of

(Atlanta)

Fort

Worth

Journal and Constitution

(12/4)

airline maintenance is now done by outside workers, up

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CEV (Lockheed Martin),

‘The Future of Flight’

by Davin Coburn

Popular Mechanics 2005.06

http://www.popularmechanics.com/science/space/1534782.html?c=y&imageID=559827&caption
または

http://en.wikipedia.org/wiki/Crew_Exploration_Vehicle

右の図

http://www.exn.ca/dailyplanet/story.asp?id=2005050452

------------------------------------------------------------[蛇足] 宇宙に対する一般の関心が最近、多少強くなったしるしか、予備校のポスターにもロケットみたいなものが登場？？

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