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------------------------------------------2006-08-03 satelliteflyer
第 50 宇宙ウィングと衛星とコンバットの効果
SATELLITES AND COMBAT EFFECTS OF THE 50TH SPACE WING
“Everything we do in Space Command affects the Global War on Terrorism,” Gen. Kevin Chilton, AFSPC
commander

------------------------------------------2006 年 11 月 3 日

人民網日本語版

中国、衛星測位システム構築へ 35 機打上げ予定
中国はすでに独自の知的的財産権を持つ衛星測位システム「北斗」

サービスを提供していく。

構築を始めている。関連部門責任者が明らかにした。

測位衛星「北斗」2 機は 2007 年初めに打上げられる予定で、2008 年

中国は 2000 年以降「北斗試験誘導衛星」3 機打上げに成功しており、

には中国および周辺地域の衛星測位システムを要するユーザに応えら

現在測位システムを試験稼動している。

れる。同時に、システム組立と試験を実施することで、衛星測位システ

構築を進めている北斗衛星測位システムは宇宙空間に静止軌道衛

ムを広げていく計画という。（編集 IA）

星 5 機と非静止軌道衛星 30 機を打上げ、一般開放サービスと有償
http://j.peopledaily.com.cn/2006/11/03/jp20061103_64569.html

------------------------------------------2006 年 11 月 3 日

人民網日本語版

「神舟 7 号」、飛行士の選抜進む 女性は含まれず
「神舟 5 号」「神舟 6 号」で宇宙飛行を体験した楊利偉、費俊竜、聶

楊利偉飛行士は、3 人を含む飛行士が選抜のための訓練を受けてい

海勝の宇宙飛行士 3 氏は 1 日午後、広東省珠海市で行なわれてい

ることを紹介し、「現宇宙開発の需要と計画では、まだ女性宇宙飛行

る 第 6 回中国珠海国際航空航天（宇宙）博覧会で記者会見に出

士が任務に着くことは求められていない。任務の必要がないことから今

席。席上、「神舟 7 号」に乗込む宇宙飛行士選抜訓練が現在行なわ

回はまだ女性選抜はない」と述べた。（編集 YS）

れていることが明らかに。
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http://j.peopledaily.com.cn/2006/11/03/jp20061103_64570.html

------------------------------------------2006 年 11 月 3 日

人民網日本語版

中国製訓練機「山鷹」、珠海で公開飛行演習
中国が自主開発した訓練機「山鷹」が 1 日、広東省珠海市で公開

造したもので、独自の知的財産権を有している。対空・対地上攻撃

飛行演習を行った。

能力を備え、平時訓練にも実戦闘にも利用できる。来年,量産体制に

「山鷹」は中国航空工業第一集団の貴州航空工業公司が開発・製

入る見込み。（編集 ID）

http://j.peopledaily.com.cn/2006/11/03/jp20061103_64561.html

------------------------------------------2006 年 11 月 2 日

人民網日本語版

中国航空宇宙事業の 8 大目標、～2010 年
国防科学技術工業委員会と中国民用航空総局は 1 日、2006 年中

期の軌道では 14 トンに引上げ

国国際航空航天（宇宙）サミットフォーラムを共催した。フォーラムでは、

（５）高解析度地球観測システム事業スタート

今後 5 年間に中国航空宇宙産業が実現に向けて努力すべき任務・

（６）新型の気象衛星、海洋衛星、資源衛星、環境・災害観測用小

目標として、次の 8 つが示された。

型衛星、通信・放送衛星、新技術テスト衛星、帰還式科学実験衛

（１）中国独自開発のコミュータ機「ARJ21-700」の市場参入と大量生

星、育種衛星などを開発打上げ。測位衛星「北斗」によるナビゲーショ

産を実現

ンシステム計画をスタート

（２）6 トン級中型汎用ヘリ初飛行成功

（７）有人宇宙飛行事業で飛行士船外活動（EVA）を行い、宇宙船ド

（３）大型航空機設計から製造に至る総合技術開発

ッキングテストなどを実施

（４）無毒、ゼロ汚染、高性能、低コスト、大推進力の新世代キャリア

（８）月の周回探査を実現し、中国初の月面探査衛星「嫦娥 1 号」を

ロケット開発、運搬能力を地球に近い軌道では 25 トン、地球と同周

開発、打上げ（編集 KS）

http://j.peopledaily.com.cn/2006/11/02/jp20061102_64535.html

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

Nov 1, 2006

NASA は最終のハッブル宇宙天体望遠鏡の保守サービスに進む予定
NASA to proceed with final Hubble servicing
GREENBELT, Md. - NASA intends to perform a fifth and final

in May of 2008 that should extend . . .

space shuttle servicing mission to the Hubble Space Telescope

レイセオンは複数ユニットからなる無人機コクピットを公表
Raytheon unveils multiunit unmanned vehicle cockpit
Raytheon Co. hopes to secure a U.S. Air Force contract in

company claims is the first-of-a-kind ground-based cockpit . . .

January for its Universal Control System (UCS), which the

TSAT はさらに打上げが遅れるかもしれない
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TSAT may have more launch delays: general
The U.S. Air Force's vaunted transformational satellite (TSAT)

information grid and operational strategy - could see further

network - the backbone for the Pentagon's electronic

launch delays . . .

BAE は NLOS-C プリプロト・プラットフォームを試射
BAE test fires NLOS-C pre-prototype platform
BAE Systems said Oct. 31 that it had successfully fired the first

(NLOS-C), a unique element of the . . .

round from the firing platform for the Non-Line-of-Sight Cannon

米はさらに宇宙のセキュリティに焦点を当てる計画、 空軍大将は述べる
U.S. to focus more on space security, AF general says
One of America's biggest strengths - its command and control of

says Lt. Gen. Michael Hamel, . . .

space - may become one of the country's most vulnerable points,

LM は利益を上げることに巧妙になっている
LM masterful in generating profits
Lockheed Martin Corp.'s recent earnings reports paint a picture

out of its operations. . . .

of a company that has been masterful in squeezing more profits

中国の SinoSat-2 は軌道に向けて移動
Chinese SinoSat-2 maneuvered toward orbit
The 5.1-ton Chinese SinoSat-2 direct broadcast satellite is

location at 92.2 east longitude following liftoff from the Xichang

being maneuvered toward its geosynchronous orbit parking

launch si

------------------------------------------2006 年 10 月 31 日

人民網日本語版

航空・宇宙技術の博覧会、珠海で開催
第 6 回中国珠海国際航空航天（宇宙）博覧会が 30 日に開幕した。

体を表しており、中国ミサイルシステムが領空、領海、領土を防衛する

中国が独自開発した先端航空・宇宙科学技術製品が公開されてい

能力を示している」と述べた。

る。中国航天科技集団公司は研究・開発中の月面巡回探査装置、

同社は軍需産業の平和的利用を堅持し、宇宙飛行技術の民間移

宇宙ステーションを初公開し、中国最高の技術レベルを代表する新世

行を進めていく。同社の特色と利点を情報安全、自動車部品および

代大型キャリアロケット、新型小型キャリアロケット、様々な大きさの衛

特殊車輌、通信サービス、建築と不動産、貿易と金融などの分野で

星、精密で正確な誘導兵器システムなども展示。同社責任者は、

生かせば、国民経済建設と発展に大きく貢献できると殷総経理は強

「中国航天科技集団の展示項目は今回 110 種以上に達し、そのうち

調。（編集 IA）

60％の 70 項目は新プロジェクトで、これらはここ数年にわたる民間宇
宙飛行、有人宇宙飛行、月探査、ディープスペース開発などの分野
の最新成果を展示している」と紹介。
中国航天科工集団公司はこれまでの同博覧会でも、ミサイル出展で
注目を集めていた。今回は 20 種近くのミサイルを展示し、出展数が大
幅に増加している。同社の殷興良総経理は「これらのミサイルを利用し
た防御システムはミサイルシステムの全面的・効果的防御のプロセス全
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写真左：長征シリーズロケット

写真右：中国産艦対艦ミサイル

http://j.peopledaily.com.cn/2006/10/31/jp20061031_64459.html

------------------------------------------2006 年 10 月 29 日

人民網日本語版

大型通信・放送衛星「キン諾 2 号」、打上げ成功
中国初の大型通信・放送衛星「キン諾 2 号」を搭載した「長征 3 号

天科技集団公司傘下の中国運載火箭（キャリアロケット）技術研究

乙」キャリアロケットは 29 日朝、四川省の西昌発射センタから打上げら

院が製造。「長征 3 号乙」利用は今回の「キン諾 2 号」打上げで 7 回

れた。発射から 1502 秒後、「キン諾 2 号」はロケットから分離し、静止

目。（編集 ID）

軌道に乗ったことを西安衛星観測センタが確認、衛星打上げは成
功。
「キン諾 2 号」は中国の新世代大型通信衛星「東方紅 4 号」の公用プ
ラットフォームで初めて打上げられる衛星で、初の中継用通信衛星で
もある。中国航天科技集団公司傘下の中国空間技術研究院が独
自に開発・製造した。衛星重量は 5100 キロ、設計寿命 15 年。Ku バ
ンド高効率トランスポンダ 22 本を搭載し、標準画質でテレビ番組 200
チャンネル以上を伝送できる。ユーザは直径 45 センチのアンテナを設置
するだけで上質の衛星テレビ放送を見ることができるようになる。寿命、
信頼性、容量、効率などの面で優れている「長征 3 号乙」は中国の静
止軌道投入用キャリアロケットとしては最高レベルにあり、同じく中国航
キン諾 2 号の「キン」は「金」が上に 1 つ、下に 2 つ並んだ字
http://j.peopledaily.com.cn/2006/10/29/jp20061029_64381.html

------------------------------------------11 月 3 日 8 時 1 分更新

産経新聞

イラン 射程 2,000km ミサイル発射 軍事演習、国際圧力を牽制
【カイロ＝村上大介】イランの革命防衛隊は２日、陸海空での大規模

格納されているという。

な軍事演習「偉大な預言者２」を開始し、国営テレビは、射程

イランは、シャハブ３の実験を 1990 年代末に開始、2004 年秋に「大量

2,000km の中距離弾道ミサイル「シャハブ３」が発射されたと報じた。ペ

生産」に入ったと発表。改良型は射程 2,100km とされ、イスラエルや湾

ルシャ湾では 10 月 29,30 の両日、米国主導の大量破壊兵器拡散防

岸の米軍基地を射程に収める。シャハブ３型が演習で用いられたのは、

止構想(PSI)に基づく海上臨検訓練が行われたばかり。イランの核開

今回が初めての模様。 （後略）

発疑惑をめぐる国際的な緊張が高まる中、国連制裁などの対イラン
圧力強化を強く牽制する狙いがあるとみられる。
国営テレビは、演習の第一段階として、シャハブ２、３型などミサイル数
十発が、イラン中央部の砂漠で発射され、「シャハブ２、３には『クラスタ
弾頭』が搭載された」と伝えた。「弾頭」には約 1,400 発の小型弾頭が
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061103-00000002-san-int
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------------------------------------------2006 年 11 月 2 日 7:58

【CNET Japan 2006 年 11 月 02 日】

電機 9 社の 9 月中間決算 トラブルで明暗
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20296468

ITU 事務総局長、インターネット運用方法の変更を求める--米国支配からの脱却目 指す
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20295967

日立システムが Wikipedia とケンカ？--百科事典の検索システムを開発
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20297767

------------------------------------------2006 年 10 月 31 日 8:15

【CNET Japan 2006 年 10 月 31 日】

公開鍵暗号 30 周年記念イベントが開催に--考案者らや R・オジー氏が出席
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20292967

FON、Wi-Fi ルータを無料提供--市内ネットワークの構築を目指す
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20293447

親向け SNS「Macoron！」が Wiki ベースの“子育て百科事典”を開設
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20293547

------------------------------------------2006年10月30日 8:15

【CNET Japan 2006年10月30】

サイバー犯罪に「おとり捜査」 警察庁、積極推進指示
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20290367

------------------------------------------2006 年 10 月 27 日 8:32

【CNET Japan 2006 年 10 月 27 日】

KCCS など 3 社、FTTH と無線中継での地上デジタル放送配信実験に成功
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20289467

------------------------------------------2006 年 11 月 2 日 2:21

NEDO EXTRA[2006/11/1]：ＮＥＤＯ海外レポート 988 号新刊案内

11. 国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3 年ごとのレビュー（概要）その１（米国）（NEDO ワシントン事務所）
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-11.pdf?nem

18. 米国国防総省ナノテクノロジー・プログラム 2006 の概要その 3（米国）
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-18.pdf?nem

19. 欧州のナノテクノロジー戦略動向調査その 3（EU）
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-19.pdf?nem

20. 米国のナノテク市場規模予測（米国）
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-20.pdf?nem

------------------------------------------2006 年 11 月 1 日 22:21

DAILY NEDO[2006/11/01]

平成 19 年度新規立上げ予定プロジェクト「マルチ・セラミックス膜新断

機能化基盤研究開発、ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造

熱材料の開発、超ハイブリッド部材技術開発、次世代複合化金属ガ

技術開発」に関する調査に係る委託先の公募（再公募）

ラスを用いた革新的部材技術開発、鉄鋼材料の革新的高強度・高
http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/181101_5/181101_5.html

-------------------------------------------
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2006 年 10 月 27 日 22:21

DAILY NEDO[2006/10/27]

研究評価委員会「ナノ粒子の合成と機能化技術プロジェクト」（事後評価）分科会の開催
https://www.infoc.nedo.go.jp/iinkai/kenkyuu/nittei/181107_2/181107_2.html

------------------------------------------2006 年 10 月 26 日 22:21

DAILY NEDO[2006/10/26]

平成 18 年度「ナノテク・先端部材実用化研究開発」採択テーマ（下期分）を決定
-垂直、異業種間連携（シーズとニーズのマッチング）による、新しい産業の創出を目指してhttp://www.nedo.go.jp/informations/koubo/181026_6/181026_6.html

「半導体実装技術に関する技術動向調査」に係る委託先の決定について
http://www.nedo.go.jp/informations/koubo/181026_1/181026_1.html

------------------------------------------2006 年 10 月 30 日 23:54

Elodie Sutton

欧州は研究インフラの戦略ロードマップを公表
Europe has published a strategic roadmap for research infrastructures (2006.10.23)
http://cordis.europa.eu/esfri/
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/esfri/docs/esfri-roadmap-report-26092006_en.pdf

------------------------------------------2006 年 10 月 26 日 8:06

【CNET Japan 2006 年 10 月 26 日】

賢者の選択はスモールスタート--新興企業が資金調達額を抑えることの意味
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20287667

「ロボット先進国」日本の子どもの見守り方
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20288207

サイバーエージェント、ユーザのアクセス地域を判別した広告の配信を開始
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20288407

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

Oct 31, 2006

ボーイングは製造ラインの閉鎖が懸念されるにつれ米空軍の C-17 調達合意を欲する
Boeing wants C-17 nod from USAF as line closure looms
In a rerun of last-year's line-closure panic, Boeing is again

government commitment to buy the massive airlifters in . . .

threatening that C-17 production will be closed without a

国土安全省の新しい Predator B 無人機が離陸
Homeland Security Department's new Predator B UAV takes off
FT. HUACHUCA, Ariz. - The Department of Homeland Security

unmanned aircraft returned to the skies Oct. 30 here with . . .

(DHS) program to patrol the U.S./Mexican border using

ディスカバリは今週遅くにパッド・ロールアウトの準備中
Discovery readying for pad rollout later this week
The space shuttle Discovery is to rollout to Launch Pad 39B this

mission set for launch to . . .

week for final preparation and payload loading for the STS-116
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国防総省は 2007 の UAV 無人機のロードマップを準備
Pentagon readies 2007 unmanned aerial vehicle roadmap
As the Pentagon gets ready to publish its 2007 roadmap for

the UAV Planning Task Force, provided glimpses Oct. . . .

unmanned aerial vehicles (UAVs), Dyke Weatherington, head of

ロッキード・マーチン・ミサイル部門は最近の CMMI 査定のレベル 5 の格付けをかっさらう
Lockheed Martin missile unit nabs Level 5 rating during recent CMMI appraisal
LEVEL 5: Lockheed Martin announced last week that its

Level 5 rating during its recent Capability Maturity Model . . .

Florida-based Missiles and Fire Control business unit achieved a

補正予算のための DOD の補足的手引きが拡張され、スケジュールが設定された
DOD supplemental guidance expanded, schedule set
Military branches and other defense agencies should expand

and

Afghanistan

war-fighting

their next fiscal 2007 supplemental budget requests beyond Iraq

"accelerate specific . . .

costs

and

seek

funds

to

改善された UAV 無人機の調達のために変更が必要と当局は述べる
Changes needed for better UAV procurement, official says
Operators, buyers and builders of unmanned aerial vehicles

development and deployment of those systems, U.S. . . .

(UAVs) need to get better at their jobs to ensure the proper

Grace 衛星はグリーンランドの氷も溶けてきていることを見つける
Grace satellites find Greenland ice melting too
A pair of U.S./German satellites has added to the body of

generating data that the Greenland ice sheet . . .

evidence that global warming is melting the polar icecaps,

海軍、沿岸警備隊は麻薬に対抗する能力で連携
Navy, Coast Guard marry counter-drug capabilities
As the U.S. Coast Guard tries to manage an increasing work load

interdiction, the U.S. Navy has been increasingly . . .

while maintaining legacy missions such as Caribbean drug

Navsea はノースロップと$71.5M の潜水艦の作業を契約
Navsea awards Northrop $71.5M sub work award
SUB WORK: U.S. Naval Sea Systems Command has awarded

contract modification for planning yard, design, configuration

Northrop Grumman Newport News Shipbuilding a $71.5 million

management and logistics . . .

SES Global, Eutelsat は W2A 衛星の S-バンドのペイロードに共同投資することを発表
SES Global, Eutelsat announce joint investment in S-band payload for W2A
JOINT INVESTMENT: SES Global and Eutelsat have announced

broadcasting video, radio and data to mobile devices and . . .

a joint investment in the first European satellite payload for
-------------------------------------------
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Aerospace Daily & Defense Report

Oct 27, 2006

2008 年の予算が作成される際に JSF の予算削減が可能
JSF cuts possible as 2008 budget crafted
U.S. Deputy Defense Secretary Gor-don England hosted a

finalizing the fiscal 2008 defense budget request and after

high-level Pentagon meeting Oct. 26, which comes ahead of

he . . .

NASA は Orion の TPS 熱防護システムの作業が障害にぶつかった後、代案を求める
NASA seeking alternate schemes after Orion TPS effort hits snag
NASA is quickly mounting an alternate effort to develop thermal

Exploration Vehicle (CEV) during a return from lunar . . .

protection system (TPS) materials to protect the Orion Crew

BAE システムは CMWS 共通ミサイル警戒システムに$96M をさらに受取る
BAE Systems receives $96M more for CMWS
CMWS: BAE Systems said Oct. 25 that it has received an

Missile Warning System (CMWS) to protect . . .

additional $95.6 million from the U.S. Army for its Common

SAR の画像から IED 即席爆弾に対抗するミッションに可能性がある：当局
SAR imagery shows promise for counter-IED mission: official
Synthetic aperture radar (SAR) sensors onboard unmanned aerial

improvised explosive devices, although so far the technology has

vehicles (UAVs) show considerable promise for helping counter

not been . . .

アンテナ問題は Progress の ISS とのドッキングを複雑にしている
Antenna issue complicates Progress docking at ISS
Questions about the position of an orientation antenna on the

Station Oct. 26 delayed hatch opening until Oct. . . .

Progress resupply vehicle that arrived at the International Space

Stereo ミッションが打上げ後進展中
Stereo mission under way after successful launch
Two NASA Stereo spacecraft are climbing outbound on the first

flybys that will hurtle . . .

of four loops to the moon's orbit to set up low altitude lunar

Vetrella 氏は ASI 伊宇宙庁の長官を退任、しかし CIRA の会長職には留まる
Vetrella out at ASI; retains CIRA post
ITALIAN TRANSITION: Sergio Vetrella will remain as president of

stepped down as head of Italian Space Agency ASI . . .

the Italian Center for Aerospace Research (CIRA) but has

Astrium が Eutelsat の Hot Bird 10 の製造に選ばれる
Astrium picked to build Eutelsat's Hot Bird 10
HOT BIRD 10: Astrium will build Eutelsat's Hot Bird 10

of 2009. The Paris-based satellite operator says . . .

high-power broadcast satellite, set for launch in the first quarter
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2003 年の核合意の後、リビアは DOD の契約に関して承認される
Libya cleared for DOD awards after 2003 nuclear agreement
BAN LIFTED: The Defense Department has issued a final rule

the list of terrorist countries banned from DOD . . .

amending its own acquisition regulations to remove Libya from
------------------------------------------November 2, 2006

Space News

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

2008 年のハッブルの保守ミッションには$900M かかるであろう
Mission To Service Hubble in 2008 Will Cost $900 Million
GREENBELT, Md. ・The shuttle mission to refurbish the Hubble

development of the launcher NASA will use to replace the

Space Telescope one last time in May 2008 will cost about $900

shuttle fleet, NASA Administrator Mike Griffin said today.

million from 田 radle to grave・and will have a slight impact on the

シーロンチは XM-4 衛星の打上げ成功
Sea Launch Successfully Lofts XM-4 Satellite
PARIS ・XM Satellite Radio 痴 XM-5 satellite will be launched

XM officials said following the Oct. 30 launch of their XM-4

aboard a Sea Launch Zenit 3SL rocket under a previously signed

satellite, also by Sea Launch.

launch option that Washington-based XM Radio has exercised,

SES, Eutelsat はモバイル TV ベンチャを公表
SES, Eutelsat Unveil Mobile TV Venture
PARIS ・Europe 痴 two biggest satellite-fleet operators, Eutelsat

be launched in 2009 to broadcast television to mobile handsets,

and SES Global, are creating a joint-venture company to invest

the companies announced Oct. 30.

130 million euros ($165 million) in an S-band satellite payload to
------------------------------------------Week of October 30, 2006

Sat News

http://www.satnews.com/

米空軍気象衛星打上げ準備完了
…

USAF Weather Satellite Ready for Launch

ロッキードが製造した近代化 GPS 2 号機が世界中のユーザに向けてサービスを開始
…

Second Modernized GPS Satellite Built by Lockheed Begins Service for Users Worldwide

NASA の初の 3-D 太陽撮像ミッションが宇宙に舞い上がる
…

NASA's First 3-D Solar Imaging Mission Soars Into Space

ボーイングの利益は失敗したインフライトのインターネット・サービスにより落ちる
…

Boeing Profits Fall on Failed In-flight Internet Service

ロッキードの第３四半期の売上は 4%上昇し$9.6B に、本日までの売上は 7%上昇で$28.8B に
…

Lockheed 3Q Net Sales Up 4% to $9.6-B; Year-to-date Net Sales Up 7% to $28.8-B

SAIC 社は AISS 代替赤外線衛星システムのリスク低減プログラムに於いて空軍を支援する契約を結ぶ
…

SAIC Awarded Contract to Assist the Air Force in Its Alternative Infrared Satellite System Risk Reduction Program

アルカテル・アレニアは LISA pathfinder 用の搭載機器と地上機器を提供予定
…

Alcatel Alenia to Provide On-board and Ground Segment Equipment for LISA Pathfinder
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Apax パートナは Telenor Satellite Services を買収予定
…

Apax Partners to Acquire Telenor Satellite Services

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

http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fnec&ti=111

ロッキード・マーチン・チームはハッブル宇宙望遠鏡保守ミッションのサポートを予定
October 31, 2006

Lockheed Martin Team To Support Hubble Space Telescope Servicing Mission

http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=18001&rsbci=0&fti=111&ti=0&sc=400

ロッキード・マーチンはミサイル防衛庁のエアボーン・レーザの統合ビームコントロール性能を検証
October 27, 2006

LOCKHEED MARTIN VERIFIES INTEGRATED BEAM CONTROL PERFORMANCE FOR MISSILE DEFENSE

AGENCY'S AIRBORNE LASER

http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=17995&rsbci=0&fti=111&ti=0&sc=400

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

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

ボーイングが XM Satellite Radio のために製造した衛星の打上げ成功
Oct. 31, 2006

Boeing-built Satellite for XM Satellite Radio Successfully Launched

http://www.boeing.com/news/releases/2006/q4/061031a_nr.html

ボーイングのエアボーン・レーザ・チームは改修航空機をロールアウトしフライト・テストに備える
Oct. 27, 2006

Boeing Airborne Laser Team Rolls Out Modified Aircraft and Prepares for Flight Tests

http://www.boeing.com/news/releases/2006/q4/061027d_nr.html

ボーイングは X-48B ブレンデッド・ウィング・ボディ・コンセプトの地上試験開始
Oct. 27, 2006

Boeing to Begin Ground Testing of X-48B Blended Wing Body Concept

http://www.boeing.com/news/releases/2006/q4/061027b_nr.html

------------------------------------------Boeing Rick Hashimoto’s Headline collection
------------------------------------------11/1/2006
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France in Space

http://www.france-science.org/home/page.asp?target=nfo-let&PUBLID=9&LNG=us

STEREO ミッションは太陽の爆発をスタディするため進行中
- 1:

STEREO MISSION ON ITS WAY TO STUDY SOLAR ERUPTIONS

CLS がインド洋での漁業を監視するために選ばれた
- 2:

CLS CHOSEN TO MONITOR FISHING IN INDIAN OCEAN

Eutelsat と SES Global が共同投資事業を公表
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- 3:

EUTELSAT AND SES GLOBAL ANNONCE JOINT INVESTMENT

アルカテル・アレニアは LISA ミッションのトラポンを提供する予定
- 4:

ALCATEL ALENIA TO PROVIDE TRANSPONDER FOR LISA MISSION

ESA は GMES プロジェクトで前進
- 5:

ESA MOVES FORWARD ON GMES PROJECT

要 約
- 6:

IN BRIEF

*******************

- 1:

STEREO ミッションは太陽の爆発をスタディするため進行中

- 1:

STEREO MISSION ON ITS WAY TO STUDY SOLAR ERUPTIONS

NASA’s STEREO mission was successfully launched on October

the EUVI (Extreme Ultraviolet Imager) imaging telescope. CNES

26th via Delta II from Cape Canaveral, Florida.

The mission,

has also co-financed a thesis on the analysis of this

which is set to last for two years, is made up of two satellites

instrument’s data. IMPACT (In situ Measurements of Particles

carrying American and European instruments.

Several French

and CME Transients) is also an ensemble of instruments, of

teams, funded in part by CNES, worked on the assembly of three

which the Center for Space Studies and Radiation in Toulouse,

of the mission’s instruments. The STEREO/WAVES radio wave

France, developed the SWEA (Solar Wind Electron Analyzer)

detector will track the generation and evolution of traveling radio

detectors.

disturbances from the Sun to the Earth’s orbit.

rehabilitated for this mission and will receive data in conjunction

SECCHI

A CNES antenna, near Toulouse, will also be

(Sun-Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation) is

with the ground stations put in place by NOAA.

an ensemble of instruments, of which the Institute of Space

10/26/06]

[CNES

Astrophysics in Orsay, France, has a role in the conception of

- 2:

CLS がインド洋での漁業を監視するために選ばれた

- 2:

CLS CHOSEN TO MONITOR FISHING IN INDIAN OCEAN

The Indian Ocean Commission (Commission de l’océan Indien)

Seychelles, Comoros, Madagascar and France (through Réunion),

announced October 27th that it has entrusted the French

was created to ensure the protection of fishing resources in the

company Collecte Localisation Satellites (CLS) with the

Indian Ocean, which have become over-exploited.

installation of a Center for Fishing Surveillance on Moroni,

monitors the oceans through its satellites and the thousands of

Comoros.

buoys (especially ARGOS buoys) around the globe.

This new center will allow the Union of the Comoros

CLS

CLS is a

to monitor foreign fishing boats in waters reserved exclusively

subsidiary of CNES and IFREMER (French Research Institute for

for the Comoros, as well as domestic boats fishing in the waters

Exploitation of the Sea). [Agence France Presse10/27/06]

off of Mozambique. The Commission, made up of Mauritius, the

- 3:

Eutelsat と SES Global が共同投資事業を公表

- 3:

EUTELSAT AND SES GLOBAL ANNONCE JOINT INVESTMENT

SES Global and Eutelsat Communications have joined forces to

company (each company will hold a 50% share) which will operate

invest

for

and commercialize the S-band payload on the W2A satellite.

broadcasting video, radio and data to mobile devices and vehicle

The company that will stem from the joint venture is still awaiting

receivers. Considering the innovative nature of this market in

approval from the relevant regulatory agencies.

Europe, SES and Eutelsat decided to create the joint venture

Eutelsat have agreed to invest a total of 130 million euros in the

in

the first

European

satellite

infrastructure
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SES and

project. The W2A satellite that will carry the S-band payload

be launched by Sea Launch in the first half of 2009. [Eutelsat

was commissioned by Eutelsat from Alcatel Alenia Space and will

Communications & SES Global 10/30/06]

- 4:

アルカテル・アレニアは LISA ミッションのトラポンを提供する予定

- 4:

ALCATEL ALENIA TO PROVIDE TRANSPONDER FOR LISA MISSION

The European Space Agency has selected Alcatel Alenia Space

by Astrium UK.

to provide an X-band transponder and simulators to test satellite

waves and test technologies for formation flying to be used in a

onboard power for the Agency’s LISA (Laser Interferometry

larger LISA mission that ESA is currently considering in

Space Antenna) Pathfinder, set to launch in 2009.

Financial

cooperation with NASA.

terms of the agreement have not been disclosed.

The LISA

ESA は GMES プロジェクトで前進

- 5:

ESA MOVES FORWARD ON GMES PROJECT

The follow-on mission would include

three satellites flying 5 million kilometers apart. [Space News

Pathfinder mission, budgeted at 180 million euros, is being built

- 5:

The mission’s goal is to search for gravity

10/30/06]

ESA’s GMES initiative is taking a step forward with the

estimated at 220 million euros, not including launch, however any

expected

contract signed will be based on a cost-plus basis but with a

signature

of

a

contract

in

December

for

a

synthetic-aperture radar that will be used on the Sentinel 1

ceiling price for the hardware-construction phase.

satellite.

Sentinel 1 is part of Europe’s GMES project, an

bids on the following two Sentinel missions (both part of the

ensemble of Earth observation missions co-funded by ESA and

GMES initiative) is expected in December; one satellite will carry

the European Commission.

a superspectral imager for land and agriculture observation and

Astrium GmbH of Germany and

Alcatel Alenia Space are currently competing to be the prime

the other will be devoted to ocean altimetry.

contractor of Sentinel 1.

10/30/06]

The total cost of the satellite is

A call for

[Space News

6: 要 約
- 6:

IN BRIEF

Eumetsat signed a declaration on October 16th, 2006, that calls

Sustainable Development (AMESD) project, which was recently

on the European Commission to plan for an extension of the

approved by the European Commission.

GMES project to include Africa.

10/27/06]

“GMES Africa” would be a

continuation of the African Monitoring of Environment for
------------------------------------------10/23/2006 - 10/27/2006

AstroExpo.com

http://www.astroexpo.com/News/TopNews.asp

Business News
オービタル社は暫定的第３四半期の業績をレポート
Orbital Reports Preliminary Third Quarter 2006 Financial Results
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28060&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

ボーイングは第３四半期の業績をレポートし、2007 年の目標を上向きに修正
Boeing Reports Third-Quarter Results and Raises 2007 Guidance
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28032&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

ノースロップグラマンは第３四半期の業績をレポート
Northrop Grumman Reports Third Quarter 2006 Results
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28029&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006
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[Air & Cosmos

ATK は XCASTOR 120(R) ロケットモータで $17.5M の契約を結ぶ
ATK Receives $17.5 Million Contract for CASTOR 120(R) Motors
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28022&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

ロッキード・マーチンは第３四半期の業績をレポート
Lockheed Martin Announces Third Quarter 2006 Results
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28026&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

空軍は VIASPACE の子会社と契約を延長
Air Force Awards Contract Extension to VIASPACE Subsidiary
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28015&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

International Space News
事故の後、新しいプログレス宇宙船と ISS とのドッキングの試みは成功
New Progress docking attempt with ISS successful after mishap
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28063&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

ISS ステータス・レポート
International Space Station Status Report: SS06-047
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28062&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

ISRO は有人宇宙ミッションを討議予定
ISRO to discuss manned mission to space
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28073&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

Russian space 社は 2009 年までに少なくとも衛星 11 機を打上げ予定
Russian space co. to launch at least 11 satellites by 2009
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28021&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

中国は新しい気象衛星を打上げ予定
China to launch new meteorological satellite
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28004&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

APL の製造した太陽をスタディする２機の宇宙機の打上げ成功
Twin APL-Built, Solar-Studying Spacecraft Successfully Launched
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28065&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

NASA の初の 3-D 太陽撮像ミッションが宇宙に舞い上がる
NASA's First 3-D Solar Imaging Mission Soars Into Space
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28076&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

H-IIA F11 の打上げ日程
Launch Day of the H-IIA Launch Vehicle No. 11 (H-IIA F11)
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28036&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

中国は衛星２機を同時打上げ
China launches two satellites with one rocket
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28027&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

Program News
ロッキード製造の近代化 GPS 衛星２号機が世界中のユーザに向けてサービスを開始
Second Modernized GPS Satellite Built by Lockheed Martin Begins Service for Users Worldwide
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28042&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006
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MESSENGER は金星のフライバイを完了
MESSENGER Completes Venus Flyby
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28045&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

Astrium が Eumetsat 向けに製造した METOP 衛星が軌道に投入成功
Astrium-built METOP satellite for EUMETSAT successfully deployed in orbit
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28024&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

ESA 欧州宇宙機関の小型 Proba 衛星は宇宙で 5 周年を祝う
ESA’s small Proba satellite celebrates five years in space
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28016&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

Science and Exploration News
天文学者は 200M 年を経たベイビィー銀河を調べる
Astronomers weigh 200-million-year-old baby galaxies
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28048&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

NASA の Spitzer は星の爆発の層を逆に辿る
NASA's Spitzer Peels Back Layers of Star's Explosion
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28049&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

星は幼年期で突如終わる
Star Ends Infancy Abruptly
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28030&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

鉱物の発見が火星の景色を説明
Mineral discovery explains Mars’ landscape
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28046&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

ハッブル宇宙望遠鏡は球形のクラスタ中の星の選別の直接の証拠を産み出す
Hubble Yields Direct Proof of Stellar Sorting in a Globular Cluster
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28020&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

MRO マーズ偵察オービタは新しい火星の謎の手がかりをもたらす…サイエンス・ミッション開始前のさえも
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) Delivers New Martian Clues ... Even Before Science Mission Begins
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28017&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

Technology News
受信機がガリレオの成功の鍵
Receivers key to Galileo success
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28070&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

欧州の経験は太陽を新しい方法で眺めるのに助けに
European expertise helps to view the Sun in a new way
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28075&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

Goodrich Technology 社は惑星の形成に関する理論を支持する証拠を提供
Goodrich Technology Provides Evidence Supporting a Theory on the Formation of Planets
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28019&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006

XCOR Aerospace 社は Rocket Racing League の試験のマイルストーンに到達
XCOR Aerospace Reaches Testing Milestone for Rocket Racing League
http://www.astroexpo.com/news/newsdetail.asp?ID=28003&ListType=TopNews&StartDate=10/23/2006&EndDate=10/27/2006
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------------------------------------------JDW,

Jane’s Defence Weekly

http://jdw.janes.com/public/jdw/index.shtml

宇宙に近い高度の飛行船 – 間隙を埋める
27-Oct-2006

Near-space airships - Plugging the gap

More than two years ago, former US Air Force Chief of Staff

Command (AFSPC) to research...

General John Jumper, asked US Air Force (USAF) Space
------------------------------------------2006 年

11 月

2日

時事通信社「世界週報」

11 月 14 日号 [目次抜粋]

------------------------------------------特集 北朝鮮の暴走
北「核実験実施」がもたらした衝撃〈下〉（遠藤哲也）
《躍動アジア》虎の尾を踏んだ北朝鮮（鈴木典幸）
カザフスタンで本格始動するエネルギー資源争奪戦（中津孝司）
核抑止から通常攻撃へ転換するアメリカの軍事戦略（小林宏晨）
今週の軍事情報／ 北朝鮮の核実験で気になるイランのミサイル開発（江畑謙介）
日本と世界の安全保障／ 進むロシアの「変身」─サハリンで感じたこと（兵藤長雄）
宇宙よもやま話／精密観測時代に入ったブラックホール（的川泰宣）
------------------------------------------[平山ニュース 2006 年 月 日]

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

------------------------------------------[NEWS]
11/4 1353GMT 打上成功:軍事気象衛星 DMSP F17,Delta 4,Vandenberg
11/2 スペース・クチュールコンテスト 東京モード学園梅津さんが優勝(時,毎)
11/1 彗星探査機 Deep Impact が延長ミッションで Boethin 彗星へ(CNN)
11/1 きぼうの一部を民間委託(JAXA,朝)
11/1 あかりが全天の 70%撮影 大マゼラン雲の画像公表(JAXA)
11/1 きく 8 号を種子島宇宙センタで報道公開(時)
10/31 ひのでの初画像公表(JAXA,時,毎,読)
10/30 2349GMT 打上成功:ラジオ放送衛星 XM 4,Sea Launch(Zenit3SL),太平洋上
10/30 ソーラ電力セイル実証超小型衛星(SSSAT)は信号受信が断続的で十分データ解読できず 9 月 26 日頃大気圏突入(JAXA)
[予定]
11/8 2001GMT 打上:通信衛星 Badr 4(ARABSAT 4B),Proton M/Breeze M,Baikonur
11/4 1353-1403GMT 打上:軍事気象衛星 DMSP F17,Delta 4,Vandenberg
[EVENT]
11/12,四日市市立博物館
11/7 申込締切:第 10 回 JAXA タウン・ミーティング in 四日市,18 歳以上,抽選 155 名
11/3-5 宇宙から見た地球展 in 宮崎,宮崎科学技術館
11/3 コズミックカレッジ ・ファンダメンタル・コース,釧路市こども遊学館
[学会]
12/4-6 2nd Space Exploration Conference,Houston,Texas
12/1 申込締切:IEICE 宇宙通信研究会,2/2,立命館大学
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12/1 第 22 回宇宙構造・材料シンポジウム,ISAS 相模原
11/10 日本ロケット協会 50 周年記念総会,ホテル KKR 東京
11/8-10 第 50 回宇宙科学技術連合講演会,北九州国際会議場
11/8 第 4 回宇宙からの地球観測講演会 宇宙からの自然災害の監視と防災, 大阪府立大学
11/6-9 14th AIAA/AHI Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference,Canberra,Australia
[T V]
11/6 0000-0054 BS-i (再)人類、月に立つ(7)友情の絆 アポロ 12 号
11/5 1005-1100 NHK 総合 にっぽん再発見 飛べ!巨大水ロケット
11/4 1500-1600 ディスカバリチャンネル 巨大建造:宇宙ステーション
11/3 1310-1400 NHK-BS1 若田光一 宇宙ステーションへの挑戦
------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------- 「神舟 7 号」搭乗候補の 3 宇宙飛行士―広東省珠海市（Record China） (4 日 9 時 8 分)

- 宇宙旅行服 デザインと機能性競うコンテスト開催（毎日新聞） (3 日 10 時 9 分)
- ＜宇宙旅行服＞デザインと機能性競うコンテスト開催（毎日新聞） (2 日 21 時 11 分)
- 宇宙船？怪奇現象？空を漂う奇妙な雲―新疆ウルムチ市（Record China） (2 日 20 時 18 分)

- 世界初の「宇宙旅行服」＝女子専門学校生がグランプリ－米社が公開コンテスト（時事通信） (2 日 19 時 1 分)
- 通信技術衛星「きく 8 号」を公開＝来月 16 日打上げ宇宙機構（時事通信） (1 日 23 時 1 分)
- 「中国珠海航空展示会」になんと本物の宇宙船が登場―広東省珠海市（Record China） (1 日 21 時 4 分)

- “星のゆりかご”を鮮明に観測（時事通信） (1 日 20 時 52 分)
- 活発な星の誕生、鮮明に＝大マゼラン星雲を観測－衛星「あかり」（時事通信） (1 日 19 時 1 分)
- ワシントン・ポスト紙早版ヘッドライン（1 日付）（ロイター） (1 日 16 時 27 分)
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- ハッブル望遠鏡をシャトルで補修、２０１３年まで延命（読売新聞） (1 日 11 時 32 分)
- 太陽観測衛星 「ひので」が初画像 数百万度のコロナ輝く（毎日新聞） (1 日 9 時 53 分)
- ハッブル望遠鏡、シャトルで修理へ＝NASA の計画復活（時事通信） (1 日 1 時 1 分)
- たぎる火の玉…太陽観測衛星「ひので」の初画像公開（読売新聞） (10 月 31 日 22 時 53 分)
- ＜太陽観測衛星＞「ひので」が初画像 数百万度のコロナ輝く（毎日新聞） (10 月 31 日 20 時 47 分)
- 「ひので」が初めて撮影した太陽（時事通信） (10 月 31 日 20 時 9 分)
- 太陽表面、高解像度で撮影＝「ひので」が初画像－宇宙機構（時事通信） (10 月 31 日 18 時 1 分)
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------- 新レーダ１１年度運用 沖縄の拠点化鮮明に 与座分屯基地（琉球新報） (4 日 10 時 7 分)
- 北の核施設攻撃、立案急ぐ＝米、アジア核戦力増強も－保守系紙（時事通信） (4 日 3 時 0 分)
- ＜米国防総省＞北核施設への攻撃計画の立案加速 米紙報道（毎日新聞） (4 日 0 時 52 分)
- 米国防総省、北朝鮮の核施設攻撃計画…米紙報道（読売新聞） (3 日 21 時 9 分)
- ＰＡＣ３の首都圏配備、防衛庁が米に要請…核実験受け（読売新聞） (3 日 11 時 3 分)
- 通信設備、米に提供へ 象のオリ代替施設（琉球新報） (3 日 10 時 30 分)
- イラン 射程２０００キロミサイル発射 軍事演習、国際圧力を牽制（産経新聞） (3 日 8 時 1 分)
- 2、3 年で米軍撤退可能＝イラク大統領（時事通信） (2 日 23 時 1 分)
- ＜北朝鮮ミサイル＞発射実験の際、米海軍が探知・追尾訓練か（毎日新聞） (2 日 21 時 25 分)
- 米国防長官に大統領任期満了まで続投を期待＝ブッシュ大統領（ロイター） (2 日 12 時 22 分)
- ＜米大統領＞国防長官続投の考え強調 中間選挙後も（毎日新聞） (2 日 10 時 57 分)
- ＜韓国・新外交通商相＞米国も一目置く「交渉に強い外交官」（毎日新聞） (2 日 10 時 48 分)
-

＜パキスタン＞イスラム神学校を米軍が攻撃？地元住民ら反発（毎日新聞） (10 月 31 日 22 時 6 分)

- ＜中国＞アフリカ４８カ国首脳一堂に、協力フォーラム開催へ（毎日新聞） (10 月 31 日 19 時 43 分)
- ＜イラク駐留米軍＞小火器１万４千丁が所在不明（毎日新聞） (10 月 31 日 10 時 32 分)
- ＜海上自衛隊＞インド洋補給活動、５月まで延長 閣議決定（毎日新聞） (10 月 31 日 10 時 32 分)
- 米政府、朝鮮戦争当時の民間人射殺方針を否定（YONHAP NEWS） (10 月 31 日 9 時 17 分)
- 北朝鮮、再核実験の可能性＝米軍司令官（時事通信） (10 月 31 日 1 時 0 分)
- ＜イラク＞駐留米兵の死者数１００人に １０月（毎日新聞） (10 月 31 日 0 時 21 分)
- パキスタン軍が神学校空爆、武装勢力約８０人殺害（読売新聞） (10 月 30 日 23 時 23 分)
- 10 月の米軍死者 100 人に＝05 年 1 月以来最悪－イラク（時事通信） (10 月 30 日 21 時 1 分)
- 北朝鮮、中東に弾道ミサイル４０基輸出か…米報告書（読売新聞） (10 月 30 日 20 時 54 分)
- ＜北朝鮮再核実験＞在韓米軍司令官が実施の見方示す（毎日新聞） (10 月 30 日 19 時 56 分)
- 「拡大抑止」は合同参謀本部が提案、軍関係者（YONHAP NEWS） (10 月 30 日 19 時 55 分)
- 10 月のイラクでの米兵死者数が 100 人に（ロイター） (10 月 30 日 19 時 42 分)
- ＜米中間選挙＞イラク駐留の住民投票、１５０の自治体で実施（毎日新聞） (10 月 30 日 18 時 31 分)
- バグダッドのサドルシティーで爆発、25 人死亡（ロイター） (10 月 30 日 18 時 1 分)
------------------------------------------[核兵器]

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

------------------------------------------- ６か国協議「日本は参加するな」…北朝鮮報道官（読売新聞） (4 日 14 時 8 分)
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- 北、日本排除を主張＝「6 カ国協議の効率性高める」（時事通信） (4 日 13 時 1 分)
- ＜６カ国協議＞北朝鮮が日本参加を拒否 拉致逮捕状に反発か（毎日新聞） (4 日 12 時 0 分)
- 核兵器の機密データ持出しか＝ロスアラモス研究所の元職員－米 TV（時事通信） (4 日 11 時 1 分)
- マカオの銀行通じ決済＝北朝鮮から日本企業に送金－兵器開発転用機購入で警察当局（時事通信） (4 日 11 時 1 分)
- 日欧が北非難決議 「拉致、主権国の人権侵害」（産経新聞） (4 日 8 時 1 分)
- マカオ口座「兵器関連」決済、北朝鮮が不正取引（読売新聞） (4 日 3 時 3 分)
- 北の核実験、電離層「ゆらぎ」も…京大グループ確認（読売新聞） (4 日 1 時 43 分)
- ＜中川政調会長＞核保有論議「必要」改めて強調

（毎日新聞） (3 日 21 時 45 分)

- 中川政調会長、核保有議論の必要性また強調（読売新聞） (3 日 21 時 4 分)
- ネット文書に核兵器製造法、米政府サイトを閉鎖（読売新聞） (3 日 20 時 49 分)
- ＜北核実験＞日本上空で大気中の電子数に変動 学会で発表へ（毎日新聞） (3 日 20 時 41 分)
- 北朝鮮、「核保有国」主張へ＝6 カ国協議で－ロシア通信社報道（時事通信） (3 日 19 時 1 分)
- 核実験の振動、高空にも＝300 キロ、電子の「波」観測－京大などのグループ（時事通信） (3 日 18 時 1 分)
- 北朝鮮制裁の継続必要＝核放棄を要求－豪外相（時事通信） (3 日 17 時 1 分)
- ＰＡＣ３の首都圏配備、防衛庁が米に要請…核実験受け（読売新聞） (3 日 11 時 3 分)
- イラン 射程２０００キロミサイル発射 軍事演習、国際圧力を牽制（産経新聞） (3 日 8 時 1 分)
- 「核保有国」と主張せず＝中国との協議で北朝鮮（時事通信） (3 日 7 時 0 分)
- 6 カ国協議の具体的要求で詰め＝米国務次官の日中韓歴訪発表（時事通信） (3 日 7 時 0 分)
- ＜核保有論議＞「国会軽視」と野党が衆院議長に申し入れ（毎日新聞） (2 日 21 時 11 分)
- ＜石原都知事＞中川氏の核発言「議論好ましい」（毎日新聞） (2 日 20 時 29 分)
- ＜イラン＞ペルシャ湾中心に軍事演習 弾道ミサイルも発射（毎日新聞） (2 日 20 時 20 分)
- 「米朝実務グループで違法行為問題解決」駐韓米大使（YONHAP NEWS） (2 日 19 時 41 分)
- 中国・北朝鮮 国境の川で結婚式（1）―遼寧省丹東市（Record China） (2 日 18 時 0 分)
- 10 月の IT 輸出、2 か月連続で 100 億ドル突破（YONHAP NEWS） (2 日 17 時 53 分)
- 韓明淑首相「太陽政策を通じた南北和解が大切」（YONHAP NEWS） (2 日 16 時 17 分)
- 北の核施設解体・査察団受け入れ、米が要求を検討（読売新聞） (2 日 13 時 16 分)
- 安保理委員会、北朝鮮への禁輸リストを加盟国に通知（読売新聞） (2 日 11 時 50 分)
- ＜ブッシュ大統領＞北朝鮮包囲網の維持に全力 特使派遣（毎日新聞） (2 日 11 時 44 分)
- 「6 カ国協議の結果出るまで制裁続く」潘基文長官（YONHAP NEWS） (2 日 11 時 40 分)
- ６か国協議再開へ関係国に国務次官派遣…米大統領表明（読売新聞） (2 日 11 時 29 分)
- ＜韓国・新外交通商相＞米国も一目置く「交渉に強い外交官」（毎日新聞） (2 日 10 時 48 分)
- ＜潘次期国連事務総長＞北朝鮮制裁、６カ国協議結実まで続く（毎日新聞） (2 日 10 時 45 分)
- ＜小池補佐官＞英政府補佐官と会談 北朝鮮問題など協議（毎日新聞） (2 日 10 時 5 分)
- 北朝鮮の核実験後、中国で最も荒稼ぎするホテル―遼寧省丹東市（Record China） (2 日 9 時 20 分)
- 対北制裁委、禁輸リスト通知＝13 日期限に報告求める－安保理（時事通信） (2 日 9 時 1 分)
- 北朝鮮めぐる 6 カ国協議、できるだけ早期の再開を望む＝ブッシュ米大統領（ロイター） (2 日 8 時 19 分)
- 北朝鮮６カ国協議復帰 「核」最大限に活用（産経新聞） (2 日 8 時 0 分)
- 中国、北朝鮮の核武装黙認 米報告書指摘（産経新聞） (2 日 8 時 0 分)
- 北朝鮮への不正資金めぐり金融機関の統制を強化＝中国人民銀行当局者（ロイター） (2 日 7 時 28 分)
- ＜６カ国協議再開＞中国、巧妙仲介で米朝の合意引き出す（毎日新聞） (2 日 3 時 6 分)
- 核放棄、「６か国」再開後早期の表明要求へ…日米方針（読売新聞） (2 日 3 時 4 分)
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- 北朝鮮、「核保有国」と認めず＝6 カ国協議で完全放棄求める－安倍首相（時事通信） (2 日 3 時 0 分)
- ＜対北朝鮮禁輸品目＞生物化学兵器も合意 安保理制裁委（毎日新聞） (2 日 2 時 48 分)
- ＜北朝鮮制裁＞核問題解決と拉致問題の対応改善が解除の条件（毎日新聞） (1 日 23 時 30 分)
- 北朝鮮と中国の国境近くに核工場が？ 情報源は近所のおばあちゃん―遼寧省丹東市（Record China） (1 日 21 時 49 分)
- 対北制裁解除、拉致解決も条件＝安倍首相（時事通信） (1 日 19 時 2 分)
- 安倍首相、制裁解除は拉致解決も条件＝軸足「圧力」は不変－6 カ国協議（時事通信） (1 日 19 時 2 分)
- 核実験・拉致問題解決なければ、北朝鮮制裁解除せず＝安倍首相（ロイター） (1 日 18 時 26 分)
- 北朝鮮国境に作られた鉄条網と、地域の急変―遼寧省丹東市（Record China） (1 日 17 時 27 分)
- 北朝鮮「金剛山観光事業方式に変更あれば措置」（YONHAP NEWS） (1 日 17 時 19 分)
- 対北融和鮮明に＝外相に宋氏、統一相に李氏－韓国で内閣改造（時事通信） (1 日 17 時 1 分)
- 「この時期にこそ議論を」＝核武装論、重ねて言及－中川自民政調会長（時事通信） (1 日 17 時 1 分)
- ＜紙幣偽造＞北朝鮮「一部勢力が関与」認める姿勢に転換 （毎日新聞） (1 日 15 時 4 分)
- ６か国協議再開後も北への制裁継続、米大統領が明言（読売新聞） (1 日 12 時 29 分)
- ＜６カ国協議＞北朝鮮報道官 「復帰」を認める（毎日新聞） (1 日 12 時 2 分)
- 米中朝が６カ国協議再開で合意 ヒル次官補「無条件、月内にも」（産経新聞） (1 日 8 時 1 分)
- 北朝鮮が 6 カ国協議復帰に合意、米国は具体的進展を期待（ロイター） (1 日 6 時 58 分)
- 次回の 6 カ国協議で具体的進展を期待＝ヒル米国務次官補（ロイター） (1 日 6 時 51 分)
- 中国、北朝鮮向け支援や貿易を停止する計画ない＝外務省報道局長（ロイター） (1 日 6 時 36 分)
- 北朝鮮「６か国協議」復帰、無条件で月内にも（読売新聞） (1 日 5 時 50 分)
- 米大統領、６か国協議復帰歓迎するも「制裁は継続」（読売新聞） (1 日 3 時 4 分)
- 6 カ国協議、再開へ＝米朝中が合意、11 月にも－金融制裁問題で作業部会（時事通信） (1 日 1 時 1 分)
- 「6 カ国」再開を歓迎＝北の出方になお警戒も－政府（時事通信） (1 日 1 時 1 分)
- ＜６カ国協議＞韓国「北朝鮮を核保有国と認めない」（毎日新聞） (10 月 31 日 23 時 49 分)
- 唯一の被爆国として使命感＝非核 3 原則堅持－安倍首相・CNN インタビュー（時事通信） (10 月 31 日 23 時 1 分)
- 朝米中が北京で会合、6 カ国協議再開に合意（YONHAP NEWS） (10 月 31 日 22 時 12 分)
- ＜６カ国協議＞米中朝が再開合意 北朝鮮は無条件で復帰（毎日新聞） (10 月 31 日 21 時 43 分)
- 北朝鮮に核兵器開発目的の秘密の村が存在＝韓国野党議員の報告書（ロイター） (10 月 31 日 20 時 15 分)
- ＜北朝鮮制裁＞「原油輸出ゼロ」でも圧力は否定 中国外務省（毎日新聞） (10 月 31 日 19 時 51 分)
- ＜北朝鮮問題＞米ブッシュ政権が一転、外交戦略の成果強調（毎日新聞） (10 月 31 日 18 時 54 分)
- 民主労働党代表「朝鮮半島平和のため平壌訪問」（YONHAP NEWS） (10 月 31 日 17 時 12 分)
- 非核 3 原則は政策上の判断＝法理論上は核保有可能－安倍首相（時事通信） (10 月 31 日 15 時 0 分)
- 核開発は全炳浩党秘書が総轄、複数の秘密都市運営（YONHAP NEWS） (10 月 31 日 13 時 5 分)
- 「中国が北・イランへ核拡散継続」指摘…米議会報告書（読売新聞） (10 月 31 日 13 時 3 分)
- ＜国連安保理制裁委＞禁輸品目リスト、３１日に各国通知（毎日新聞） (10 月 31 日 13 時 2 分)
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

------------------------------------------11/2 「コラム」更新
・朝雲寸言 /// ・集団的自衛権の行使 /// ・スリランカの内戦
10/31 「ニュース」更新
北制裁 日米 緊密に連携 ///

米「同盟の絆」を強調 ///

ライス長官来日 外務・防衛両相と会談
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防空能力向上へ F2、F15 に対応 ///
C-130H 部隊が硫黄島で訓練 ///

小牧に 404 飛行隊を新設 ///

空中給油・輸送機 来年２月にも初号機

地上の脅威に備える

ＮＺ国防相と防衛首脳会談
防衛庁主催 ディフェンス・フォーラム開会
若年定年制や給与体系など ///

改革論議スタート

初任海曹課程１８５人入校 横教
露参謀総長が来日
空幕長が訪米
防衛弘済会 ///

18 年度殉職隊員遺族に 11 柱の肖像画目録贈る

------------------------------------------------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
------------------------------------------2006 年 11 月 2 日 1:26

AIA dailyLead

November 1, 2006

NASA ハッブル宇宙望遠鏡修理にむけ 2008 年シャトルミッション
NASA to repair, upgrade Hubble
NASA will send space shuttle astronauts on a mission to repair and upgrade the Hubble Space Telescope as early as 2008, NASA
Administrator Michael Griffin said Tuesday. A crew of seven will capture the observatory in its 380-mile-high orbit and conduct five
spacewalks to replace its batteries and stabilizing gyroscopes. The mission is expected to last 11 days and cost $900 million. Repairs
will allow the telescope to continue working through 2013.

AP-T/ClipSyndicate (11/1),

The New York Times (11/1)

ブラジルの航空会社 ７７７－３００を４機購入
Brazil's Tam Linhas agrees to buy four 777-300s
Brazilian airline Tam Linhas Aereas SA said Tuesday it is buying four extended-range 777-300 wide-body airliners from Boeing. The
agreement, valued at up to $1.1 billion and still being finalized, includes an option to purchase four additional planes.
Post-Intelligencer/Associated Press (11/1),

MarketWatch (11/1),

Seattle

Bloomberg (10/31), Reuters (10/31)

ＥＡＤＳ エアバス担当主要人事
EADS appoints two managers to key roles at Airbus
EADS has appointed two of its managers to key management positions at Airbus in a move to solidify its control of the jetmaker's
management. EADS named Fabrice Bregier chief operating officer and Hans Peter Ring chief financial officer.
(11/1),

The Wall Street Journal

Reuters (10/31)

ＦＡＡ通信システム改善にハリス社受注
Harris on track to finish FAA contract by late 2007
Harris Corp. says its contract to upgrade the FAA's telecommunications system is on track to be finished by December 2007. The FAA
has taken a cautious approach and pushed the deadline back to December 2008.

Aviation Daily (11/1)

ボーイング 新型貨物機７４７－８ の基本設計終了
Boeing finishes design for new freighter
Boeing has completed the basic design for its 747-8 freighter, a longer, more fuel-efficient version of its 747. The company has booked
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44 orders for the cargo version of the plane. It has yet to receive an order for the passenger version but is in talks with several airlines.
San Diego Union-Tribune/Associated Press (10/31),

Reuters (10/31)

エアライン各社利益改善 専門家は今後下降を警告
Airlines expected to post profits, but analysts warn of downturn
The strong global economy will allow airlines to raise prices and boost profits in 2007, according to some analysts. However, they warn
that the next economic downturn may force some carriers to declare bankruptcy and liquidate.

Reuters (10/31)

------------------------------------------2006 年 10 月 31 日 1:16

AIA dailyLead

October 30, 2006

エミレーツ航空 Ａ３４０発注をキャンセル、Ａ３８０についても調査員を派遣
Emirates cancels A340 order, sends auditors to assess A380
Emirates Airlines has canceled an order for 10 A340-600 airliners and will instead fly Boeing 777s, Executive Vice Chairman Maurice
Flanagan

says.

The

airline

is

Bloomberg/ClipSyndicate (10/30),

also

sending

auditors

The Wall Street Journal

to

assess

Airbus'

problems

with

its

A380

superjumbo

jet.

(10/28)

カンタス航空 エアバス、ボーイングそれぞれから購入
Qantas orders Boeing, Airbus jetliners
Australian airline Qantas has ordered eight more A380s and four A330-200s from Airbus. Qantas has also purchased five more
737-800s from Boeing.

The Seattle Times (10/30)

ヴィアスタット社 ガルフストリーム機にブロードバンド装置搭載受注
ViaStat lands pact to provide broadband equipment
Satellite hardware firm ViaStat is expected to announce a contract for broadband equipment that will go on Gulfstream jets, according
to media reports. Such broadband services for corporate aircraft are gaining momentum partly because they feature lighter and
less-expensive onboard equipment than comparable systems previously targeted at long-range commercial jetliners.

The Wall Street

Journal (10/30)

元宇宙飛行士が定年で、ＦＡＡのパイロット年齢ルールに注目 Retirement of
ex-astronaut draws attention to FAA pilot age rule
Current FAA rules force airline pilots to retire on their 60th birthday. On Friday, ex-astronaut Robert "Hoot" Gibson flew his last flight
for Southwest Airlines. Gibson said the rule amounts to age discrimination. The FAA is exploring a possible change but doesn't want to
act without a mandate from Congress.

Houston Chronicle (10/28)

エアライン 夏時間延長案に反対
Airlines oppose daylight savings time extension
The airline industry opposes a new law that will extend daylight savings time next year. The Air Transport Association says the change
could throw international schedules out of sync.

The Seattle Times/Associated Press/Reuters (10/28)

------------------------------------------2006 年 10 月 28 日 0:48
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October 27, 2006

ボーイング ２００３年に労働組合が航空機を購入する計画があった
Boeing machinists offered to buy commercial unit in 2003
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In 2003, Boeing's machinists union teamed up with an investor and made an attempt to buy Boeing Commercial Airplanes. The idea died
shortly after then-CEO Phil Condit was ousted in a defense procurement scandal.

The Seattle Times (10/27)

ボーイング ７８７－８ ５機 受注
CIT group orders five Boeing jetliners:
Boeing says CIT Group has ordered five 787-8 Dreamliners. Boeing will start delivering the planes in 2012. Chicago Tribune (10/27)

スカイバス航空(オハイオ州在）発足 エアバスＡ３１９を６５機購入
Ohio upstart orders 65 Airbus airliners
A startup based in Columbus, Ohio, has agreed to buy 65 Airbus A319 airliners. Skybus Airlines will start taking delivery of the planes in
2008. The airline will start service from Columbus in April with four leased planes.

Houston Chronicle/Bloomberg (10/27)

ヴァージン航空 Ａ３８０の引渡し４年延期
Virgin Atlantic defers deliveries of superjumbo jet
Virgin Atlantic on Thursday said it is postponing delivery of six A380 airliners for four years so Airbus can iron out problems with the
plane. The airline reached an agreement with Airbus to receive the planes in 2013 rather than 2009.
St. Louis Post-Dispatch (10/27),

Breaking Travel News (10/27),

BBC (10/27)

ＵＳエアウェイ航空 手荷物問題解決のため人員採用
US Airways aims to solve baggage problems
US Airways plans to hire 200 baggage handlers and 60 managers at Philadelphia International Airport to improve baggage service. The
airline has also changed its staffing system to make sure it has enough workers to handle bags from incoming fights. "It is the No. 1
focus of this organization," US Airways President Scott Kirby says. "I think we're going to ultimately get it fixed."
(10/27),

The Philadelphia Inquirer (10/27),

The Street.com

Aviation Daily (10/26)

Ａ３５０開発延期で、ＵＳエアウェイ航空の将来に影響か
A350 delays could affect US Airways expansion, report says: The delay of the
planned Airbus A350 could affect US Airways' expansion plan, according to media reports. Design issues and problems with the
superjumbo A380 have forced Airbus to postpone the mid-sized A350's entry into service to as late as 2015. US Airways President
Scott Kirby says no firm delivery dates have been set for the planes the company has ordered.

CNNmoney.com (10/27)

------------------------------------------2006 年 11 月 2 日 1:26
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「伝統というのは 予想外の事が起こらないようにという 集団的努力である。」
ＮＹアートデザイン美術館館長 バーバラ トーバー
"Traditions are group efforts to keep the unexpected from happening."
--Barbara Tober, chairman, New York's Museum of Arts and Design
------------------------------------------2006 年 11 月 1 日 1:43

AIA dailyLead

October 31, 2006

[編注] この日は三輪さんどういうわけかメールが抜けていましたね、どなたか下記 Smart Quote 和訳いただければ,次回掲載としましょう。
"Any dope with a checkbook can buy a company. It's what you do afterward that matters."
--Henry Silverman, CEO of Realogy Corp.
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------------------------------------------2006 年 10 月 31 日 1:16

AIA dailyLead

October 30, 2006

「人間の本性のひとつは他人から認められることを希求することである。」
心理学者、教授 ウィリアム ジェームス
"The deepest craving of human nature is the need to be appreciated."
--William James, psychologist, professor
------------------------------------------2006 年 10 月 28 日 0:48

AIA dailyLead

October 27, 2006

「ゆっくりでも前へすすむのを懼れるな；動こうとしないことを懼れよ。」

[編注]

「恐れず前進、恐れよ停止」 とでもなるのかな。

中国諺
"Do not fear going forward slowly; fear only to stand still."
--Chinese proverb
------------------------------------------------------------------------------------2006.10

inVIEW

agi.com

[エキスパート紹介] AGI 社 ビジュアライゼーション・ソフト(軌道計算可視化)のエキスパート高校生 Melissa Savage
STUDENT SPOTLIGHT : MELISSA SAVAGE
“I have always dreamt of becoming an astronaut and leaving this

“though the semester came to its end, the opportunities in my

galaxy to explore space. I also have a fascination with piloting—

life continued. I started working at challenger Learning center of

flying at extreme speeds and designing airplanes. I became more

colorado (cLcc) as an intern. I had been working there for just

interested in aerospace during my junior year at Lewis Palmer

one day when I was asked if I could teach the next day’s lesson

High School in Monument, cO, when I elected to take the

with StK! this was a great experience, as I was able to teach the

Introductory Aerospace/Aeronautical engineering course. My

students in an interactive, hands-on environment. I strive to

teacher, John Mann, approached me with a proposal for the next

excel, and I look at every day as a gift to continue my passion for

semester—an independent study on basic orbital principles. I

learning. I took AGI’s week-long advanced training in August

discovered StK software and borrowed a copy during christmas

2006, and I plan to integrate my knowledge into even more

break.

school presentations!”

“For the next five months I became the busiest person I knew. In

Editor’s Note: this story was submitted by Melissa Savage, a

January, I attended AGI’s free, full-day ”Intro to StK” class in

senior at Lewis Palmer High School, Monument, CO.

their
colorado Springs office. It was the launch pad from which I began
researching and setting goals for the semester’s end. Not only
was I interested in gaining knowledge, but I wanted to put it into
a format compatible with middle school students ’ level of
understanding. In May, I visited creekside Middle School (situated
in southern colorado) to give presentations to the students. the
first presentation was for more than 100 sixth graders, while my
second audience was approximately 250 eighth graders. I taught
each group some interesting basic facts about space and orbital

Colorado high school senior Melissa Savage is an STK fanatic

mechanics. I used StK as a visual example for the students of

and shares her own expertise.

the information I was explaining to them.
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