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2007/12/27 14:37 【Technobahn】
ロシア版 GSP が本格的運用を開始、2010 年には全 24 機体制に移行
ロシア連邦宇宙局は 25 日、カザフスタンにあるバイコヌール宇宙基地か

存度を低減させるために独自の GPS 衛星運用計画を進めてきた。ロ

ら プ ロ ト ン （ Proton-M ） ロ ケ ッ ト を 使 っ て 3 機 の ロ 版 GSP 衛 星

の GPS が 2010 年に全世界で利用可能となれば、米に次いで本格的

「GLONASS」の打上げ成功を発表。この打上げにより軌道上で運用

な GPS 衛 星 網 を 完 備 す る こ と と な る 。 画 像 は ロ 版 GSP 衛 星

可能となる GPS 衛星の総数は 18 機となり、ロ全土をカバーする GPS

「GLONASS」の受信機。

衛星網が完備したこととなる。地球全域をカバーする GPS 網を作るた
めには合計 24 機の GPS 衛星が必要となるが、ロ連邦宇宙局では
2010 年中にも 24 機体制にすることは可能だと述べている。世界中で
利用されている GPS は米国防総省が打上げた軍事用の GPS 衛星に
依存している。そのため、ロ、欧、中国では戦略的な見地から米国依
ロ宇宙局、2009 年で宇宙観光旅行事業から撤退の方針

2007/12/28 10:26

【Technobahn】

ロシア宇宙局、2009 年で宇宙観光旅行事業から撤退の方針
ロ 連 邦 宇 宙 局 （ ROSCOSMOS ） の ア ナ ト リ ー ・ ペ ル ミ ノ フ （ Anatoly

年に参加した米人実業家デニス・チトー氏を最初に、2002 年にマーク・

Perminov）長官は 27 日、定例記者会見の席上で 2009 年以降から

シャトルウォース氏、2005 年にグレッグ・オルセン氏、2006 年にアニュー

は日本と欧州宇宙機関の宇宙飛行士が国際宇宙ステーション（ISS）

シャ・アンサリ氏、2007 年にチャールズ・シモニイ氏の計 5 名が参加して

に常駐し、ISS 常駐乗員が 6 名となることに付いて触れ、スペースの都

きた。

合からロがこれまで運用してきた ISS 滞在の宇宙観光旅行継続は困
難になるとの見通しを明らかにした。ペ長官はまた、宇宙観光旅行には
多数から参加希望の打診が来ているが、実施費用が近年上昇し、採
算を合わせることが難しくなり、全ての人の要望を満たすことはできない、
とも述べた。 ロ連邦宇宙局による宇宙観光旅行には、これまで 2001

2007/12/21 11:19

【Technobahn】

F-35 の垂直離着陸型の実証機が完成、テキサス州で完成披露会が開催
ロッキード・マーチン(LM)社が開発を進めてきた F-35B の実証機（F-35

で使われる艦載（CV）型 F-35C の 3 種の機体開発が進められている。

BF-1）が 18 日、製造が進められてきた米テキサス州フォートワースにあ

今回、製造工程が完了した F-35B 実証機は、西側が開発をした機

る LM 社の工場で完成し、関係者を集めて完成披露会が開催された。

体としては 1960 年代に初飛行に成功したホーカー・シドレー社ハリアー

F-35 は米を中心に英、蘭、加、豪、トルコ、伊、ノルウェー、デンマーク

（Harrier）以来となる本格的な垂直離着陸能力を持つものとなる。LM

などの諸国で導入することが前提に総額 2750 億ドル（約 30 兆円）も

社では機体最終調整を進めた上で来年 5 月に初飛行テスト予定。

の巨費が投じられて開発が進められている次世代攻撃戦闘機。用途
に併せて空軍などで用いられる通常離着陸（CTOL）型 F-35A、米海
兵隊や英海軍で使われる垂直離着陸（STOVL）型 F-35B、米海軍
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画像提供：U.S. Navy
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200712211119
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【Technobahn】

米空軍、次世代 GPS 衛星「GPS Block IIR-M」の打上げに成功
米空軍は 20 日、次世代型 GPS 衛星となる「Global Positioning

するため通信電波暗号化や対妨害電波機能などセキュリティ面機能

System Block IIR（GPS IIR-M）」衛星を米フロリダ州ケープ・カナベラ

が追加された。

ル空軍基地からデルタ II 型ロケットを使って打上げに成功。 GPS
IIR-M 衛星は米空軍が進めている GPS 衛星近代化計画に基づいて
ロッキード・マーチン社が開発を行った GPS 衛星。今回、打上げられた
衛星で GPS IIR-M 軌道投入は 5 機目。来年には更に衛星 3 機が打
上げ予定となっており、最終的に合計 8 機体制で運用。 GPS IIR-M
衛星は、測位精度向上に加え、通信衛星に対する妨害工作に対抗
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200712211944

------------------------------------------2007/12/12 17:53

【Technobahn】

ボーイング、実験用高出力レーザの C-130H ガンシップへの実装を完了
ボ社は 10 日、次期戦術レーザ（ATL: Advanced Tactical Laser）計

明によると、例えば、ガソリンを搭載したタンクローリを停止させるため通

画の元で開発を進めてきた高出力化学レーザの C-130H ガンシップへ

常兵器を使用した場合、ガソリンに引火し、タンクローリが爆発を起こ

搭載完了を発表。高出力化学レーザの C-130H 輸送機への搭載作

す可能性が高いが、高出力レーザの場合は、狙ったエンジン機能だけ

業は米ニューメキシコ州のカートランド空軍基地で実施され、4 日まで

を無力化させるといった使用法が可能で、通常兵器では避けられない

に全作業が終了。ボ社では来年からは今回の高出力レーザを実装し

副次的なダメージ（Collateral Damage）軽減が可能と述べている。

た C-130H ガンシップを使って飛行中の機体から地上目標に向けレー
ザ発射実験を行う予定と述べている。ATL は米国防総省が進めてい
る戦術空対地レーザ兵器開発計画の名称。目標破壊能力を持つ高
出力化学レーザを C-130H ガンシップに搭載し、空対地兵器としての
本格的運用を計画している。ATL で採用予定高出力レーザの場合、
目標だけをピンポイントで無力化が可能という特徴を持つ。米軍の説
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200712121753
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清水 貴史

推進分野ユニット

アジアにおける防災衛星システムの構築と国際協力の推進
1．はじめに

我が国は地震による災害が多く、首都直下型地震や海溝型地震で
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ある東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝

我が国以外のアジア地域についても、インドネシア・スマトラ島沖大規

型地震による大災害発生が懸念されている。内閣府が取りまとめ、

模地震およびインド洋津波 4)が記憶に新しい。2004 年 12 月 26 日、

2007 年 6 月 1 日に閣議決定された H19 年版防災白書 1)によると、

スマトラ島沖を震源とし、マグニチュード 9.0 の地震が発生し、さらにこの

さらに、従来、切迫性が指摘されていなかった地域でも地震が発生し

地震により大津波が発生し、インドネシア、インド、タイ等に大規模災

ている。阪神・淡路大震災以来、H16 年新潟県中越地震、福岡県

害を及ぼした。アジア地域は、津波に加え地震、台風、洪水等により

西方沖地震、H19 年能登半島地震等が発生し、さらに 2007 年 7 月

多くの被害を受けている。

16 日には H19 年新潟県中越沖地震が発生。この地震は、海底活断

我が国は地球観測衛星の防災利用に係る研究開発を推進しており、

層が原因と推定されており、この様な断層は日本近海に多数あるが、

我が国のためのみならず、この分野において、自然災害により多くの被

海底のため十分な調査が行われていないとも言われている 2)。

害を受けているアジア諸国との国際協力を推進し、友好関係を維持･

我が国では台風による豪雨･暴風雨災害も多く、近年は、地球温暖

強化することは、我が国の国益にも資する。

化による影響のためか、集中豪雨被害も頻発している。2007 年 6 月

アジア地域で、大型ロケット･衛星の開発および自国領域内からの打

11 日から 7 月 17 日にかけての梅雨前線、台風 4 号による豪雨･暴風

上げを行える国は、現状、我が国、インドおよび中国である。韓国が、

雨災害では、熊本、宮崎、鹿児島各県等に大被害が発生し、政府

衛星開発能力の獲得に続き、自国領域内からのロケット打上げ能力

は 2007 年 8 月 7 日、H19 年新潟県中越沖地震とともに、台風 4 号

の保有に向け活動しており、他の諸国では、欧米等との協力により、

による豪雨･暴風雨災害を激甚災害に指定した 3)。少子高齢化、地

政府が、小型地球観測衛星を開発している段階である。我が国の宇

方の過疎化が進展しているため、災害に対する脆弱性が増しているこ

宙技術を外交ツールとして活用できる可能性は大きく、また積極的に

ともあり、以前にも増して防災・減災に向けた取組みが重要である。

活用すべきである。

原文:

http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt080j/0711̲03̲featurearticles/0711fa02/200711̲fa02.html
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各省庁合計約２,６０６億円で前年度比７３億円増

平成２０年度宇宙開発関係経費政府予算案（１）

文部科学省(MEXT)は２６日開催の宇宙開発委員会(SAC)で、２４

的な開発を迎えるＨ-ⅡＢロケットに同５９億４，６００万円増の９７億

日に閣議決定された各省別の平成２０年度宇宙開発関係経費の政

７，０００万円、準天頂衛星に同４１億２，２００万円増の７４億２，０

府予算案を報告した。総計で、前年度比７３億７，２００万円増（２．

００万円の予算が付いた。一方、概算要求で大幅な予算増を求めた

９％増）の２，６０６億５，０００万円となっており、その内、７割強を占め

ＬＮＧ推進系飛行実証プロジェクトや災害監視衛星に係る研究開発

る MEXT 分は同３６億７，２００万円増（２．０％増）の１，８７６億７，

などは、要求が通らず、ＬＮＧプロジェクトに５６億円、災害監視衛星プ

４００万円と３年連続増加となった（本紙２５日付一部既報）。なお、

ロジェクトに７億５，４００万円の計上で留まっている。詳細は次のとお

衛星データ利用等の宇宙利用関係経費はこの中に含まれていない。

り。

MEXT の宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）への運営交付金額は、同

＜各省庁の主な計画の予算案額＞

３６億７，６００万円増の１，８７４億８，５００万円となっており、本格

参照： 下記貼付表
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注１）情報通信研究機構分を含む参考値、

注２）参考値

なお、上記表には掲載されていないが、Ｈ-ⅡＡロケットや衛星などの

は、「これまで通り、基礎研究やシステム設計を行う。そして、SAC から

信頼性向上プログラムに約３９億円、次期固体ロケットの研究に約２

の宿題となっている推進系の方策（※ブーストポンプ／アブレーション方

億１，０００万円、産学官連携関係予算に約９億２，０００万円が付

式またはターボポンプ／再生冷却方式のどちらか選択して開発する）に

いた。次期固体ロケット、産学官連携の各予算は共に微増、一方、

ついて今年度内に再度、SAC の評価を受け、その評価に従って適切

信頼性向上プログラムは、これまでの取組みが着実に進んでいることも

にその後の取組みを反映させる」と回答した。ＪＡＸＡは来年３月に

あり、前年度に比べて約５億円の減で計上された。

SAC に報告予定。

この他、一部報道で見直し論の出たＧＸロケット関連のＬＮＧ推進系

ＬＮＧ推進系の研究開発は現在、燃焼室壁をアブレータ材の蒸発で

飛行実証プロジェクトについて、宇宙開発委員から質問があり、MEXT

守るアブレーション方式で実現性メドが立っている状態。ＪＡＸＡなどが

4

サブスケールでの燃焼試験に成功した。一方、将来の基幹ロケットの

トがある。しかし、燃焼室からの熱の影響で、管の中を通るＬＮＧが化

第１段エンジンや軌道間輸送機への採用が期待される再生冷却方

学反応を起こして炭を形成。その炭が付着して断熱効果を出し、冷

式は、基礎段階に留まっている。再生冷却方式は、ＬＮＧが通る管を

却性能を落としている。また、ＬＮＧの中の硫黄成分が燃焼室を腐食

束ねて燃焼室を作り、燃焼室の外側から冷やすことで燃焼室を守る

させてしまう症状も見られる。これらの解決策を現在、模索している状

仕組みで、アブレーション方式と異なり、高圧化しても冷却できるメリッ

況。（以下次号掲載予定）

http://jan.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post̲5b9c.html
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三菱重工、衛星開発事業参入へ／３００㎏級狙う

淺田宇宙機器部長、Ｈ-IIＡの展開など語る（上）

三菱重工業航空宇宙事業本部の淺田正一郎・宇宙機器部長は本

めの工夫も必要である。衛星投入時の遠地点高度が６万㎞〜８万

紙の取材に応じ、Ｈ-ⅡＡロケットの商業衛星打上げサービス受注に向

㎞のスーパシンクロナス軌道に投入すれば、ケプラーの第２法則により

けた取組み現況や、今後の事業展開について見解を語った。この中で、

（※）、遠地点高度での軌道変換は少ないエネルギーで行うことができ、

宇宙基本法成立後の宇宙利用拡大を見据え、今後、衛星開発事

燃料消費を抑えられ、より大きな衛星を打上げることが可能になる。

業に本格参入する考えを明らかにし、既に、宇宙航空研究開発機構

既に、月周回衛星「かぐや」（ＳＥＬＥＮＥ）で、第２段エンジンの燃焼時

（ＪＡＸＡ）の小型衛星計画や科学衛星計画などの様々な開発機会

間を増やすことで、遠地点高度２６万㎞という軌道の投入に成功して

を捉えて、提案活動を行っていると述べた。同社は２００１年頃から質

いる。高高度から静止軌道へ下げるのは衛星側の役割だが、海外の

量１００〜３００㎏の小型衛星の市場性を検討し始め、質量１５０㎏

商業衛星では実績があるので、今後の商業衛星打上げでは、このス

程度の衛星標準バスを開発している。既に設計は完了し、宇宙実証

ーパシンクロナス軌道に投入することを提案し、実践していく考えだ。

機会を待っている状況とのことで、早期に宇宙実証し、経験を重ねるこ

また、三菱電機などの国内衛星メーカには、種子島射場に合った衛

とで、質量３００㎏以下の小型衛星市場へ参入を図る考えだ。インタ

星作りをお願いしている。衛星開発段階から、軌道変換に必要な燃

ビューの概要は次のとおり。（鈴木／回答は要約）

料を搭載できるようにしてあれば、ギアナ宇宙センタからの打上げと遜

Ｑ：Ｈ-ⅡＡロケットによる商業衛星打上げサービス受注に向けた体制

色のない打上げ能力を発揮できる。三菱電機の衛星バス「ＤＳ２００

は？

０」には、燃料タンクを備えるスペースがあるので、今後の対応に期待し

１０人足らずで対応している。決して十分な人数ではないが、例えば、

たい。

感触の良い企業、Ｈ-ⅡＡと馴染みの良い衛星を作るメーカなどに絞り

Ｑ：これまでの活動で感じたＨ-ⅡＡの長所は？

込んで関係を深めており、その他の分野では、アリアンスペース社と共に

三菱重工業としては、設計から製造、打上げまで全情報を把握してお

提案活動を行っている状況だ。

り、また、原子力などの事業も行っており、総合力を発揮できる点。こ

Ｑ：Ｈ-ⅡＡロケットと馴染みの良い衛星とはどういうことか？

の他、ロシアなどに比べて、工場が整然としており、例えば、バルブに不

静止遷移軌道に投入された際の質量が４トン未満もしくは２トンクラス

具合を起こすコンタミを発生させないようしっかり管理されている。Ｈ-Ⅱ

の中小型静止衛星を指す。これは、高緯度にある種子島宇宙センタ

Ａロケットに関しては、国の基幹ロケットであり、国が今後も運用し続け

からくる問題だ。

るという意思表示が高い信用度に繋がっている。ファイナンシャルに問

種子島宇宙センタから打上げられる静止衛星は、赤道直下にあるアリ

題を抱える私企業打上げサービスとは信用度が大きく異なる。

アンスペース社のギアナ宇宙センタと比べ、軌道傾斜角を変更するのに

Ｑ：一方、課題は？

より多くの増速量が必要となり、より多くの燃料を消費してしまう。結果、

（上述の通り）射場の問題から打上げ能力が制限されているのが大き

静止遷移軌道投入時点の衛星質量は、Ｈ-ⅡＡ２０４型では４．２ト

い。この他、営業面では、人の繋がりが未だ足りなかったほか、少し出

ン程度、Ｈ-Ａ２０２型では２．４トン程度に抑えられてしまう（ギアナ宇

遅れた感が否めない。というのは、政府との役割分担の議論に多くの

宙センタからの打上げに比べて、２０４型で約３割、２０２型で約４割の

時間を割いたからだ。例えば、解決に至ることができた消費税免税問

ロスとなる）。そこで、このクラスのサイズでもミッション可能な衛星に絞る

題についても、持出しから数えると３年近い歳月がかかった。

必要があり、小型衛星開発を得意とするオービタルサイエンス社などの

Ｑ：顧客との繋がりを強化するため、今後、商社を介在させるのか？

企業と関係を深めている。

ロケットの詳細が分からないと、顧客の質問に答えるのは難しいだろう。

また、高緯度にある発射場から打上げるハンディキャップを克服するた

しかしながら、頻繁に接触し顧客のニーズを掴むことは大事だろうと、最

5

近は考えている。

段を提示しても売れないので、市場価格で商売するしかない。

Ｑ：打上げ費用が課題に挙がっていないが…

※）ケプラーの第２法則：「惑星と太陽とを結ぶ線分が単位時間に描

例えば、工場出荷時と射場到着時に行う重複した試験を、射場での

く面積は一定である」。つまり、太陽に近いところでは惑星は速度を増

み行うなどの省略を試みているほか、国がやるべき事と民間で行うべき

し、遠いところでは速度を落とすことを意味している。これは、太陽と惑

事をしっかり整理するなどしてコスト削減に取組んでいる。こうした取組

星の間だけでなく、地球と人工衛星の間にも成立し、衛星の速度が遅

みが最大限活用されると、Ｈ-ⅡＡロケット打上げコストは決して高くな

い分、軌道変換に係るエネルギーが少なくて済む。

く、赤道直下に持って行けば、相当の競争力がある。それに、高い値

（以下、次号掲載予定）

http://jan.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/ii̲9097.html

------------------------------------------2007.12.04
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防衛

Ｆ−Ｘの早期ＲＦＰ発出／機種選定前の交渉要望

三菱重工戦闘機事業の現状、先進実証機に期待

三菱重工業(MHI)航空宇宙事業本部の小舟隆夫防衛航空機部長

に政府間の交渉を開始する手法ではなく、諸外国の例にもあるように

は１１月２８日、わが国の戦闘機産業基盤が直面する現状と課題等

機種決定前の交渉を重視した機種選定を行うべきであるとの考えを

につき、日本航空新聞社の取材に対し、次期戦闘機（Ｆ−Ｘ）と先進

示すともに、ＲＦＰを早めに発出することで、十分な交渉期間確保が可

技術実証機が大きな鍵を握っていると答えた。

能になるではないかとの見解を述べた。また、小舟部長は、こうしたＦ−

MHI では、Ｆ−２戦闘機の調達が H１９年度の契約をもって終了するこ

Ｘを取巻く国内外の状況を踏まえた上で、Ｆ−Ｘ導入にあたっては、「Ｃ

とで、わが国の戦闘機基盤維持の観点から、Ｆ−４後継機となるＦ−

ａｐａｂｉｌｉｔｙ」、「Ａｆｆｏｒｄａｂｉｌｉｔｙ」、「Ｒｅｌｅａｓａｂｉｌｉｔｙ」の３点を考慮する

Ｘの導入が中期防計画通り H２１年度から開始されることを強く希望し

必要があり、能力・取得性とともに必要な技術開示を受け、ライセンス

ており、Ｆ−Ｘ機種選定が遅れることを懸念している。

国産による国内生産・技術基盤の確保も重要要素の一つであるとの

航空幕僚監部(ASO)のＦ−Ｘ機種選定は、すでにＲＦＩ（情報要求書）

認識を示した。このＦ−Ｘ事業とともに、MHI では、新たに H２０年度予

を欧米メーカへ発出・回答を入手したほか、今年２月には、ASO の次

算概算要求に盛込まれた先進技術実証機の試作は、ステルス性、

期戦闘機企画室がＦ−Ｘ調査対象３機種（Ｆ−１５ＦＸ型機、Ｆ／Ａ

高運動性、先進アビオニクス等をインテグレーションした機体で、同機を

−１８Ｅ／Ｆ型機、ユーロファイタ・タイフーン）に関する海外調査を実施

実飛行させることで、高度な技術を実機に適用可能な水準にまで完

し、現在、ＲＦＰ（提案要求書）発出のための準備作業を進めていると

成させることができ、国内に先進戦闘機技術を維持していく上で大き

される。その一方で、空自の多くの関係者の間には、Ｆ−Ｘにステルス

な前進であると見ている。さらに、同社としては、Ｆ−Ｘや先進技術実

性を備えた米国製「第５世代」戦闘機（Ｆ−２２Ａ型機、Ｆ−３５型

証機のほか、既存戦闘機の関連で、H２０年度概算要求で３２機分

機）は必須との見方は根強いものがあるが、これまでのところ、「第５世

の調達が計画されているＦ−１５近代化改修事業はわが国防空能力

代」戦闘機に関して入手できた情報は限られている模様である。また、

強化の観点から重要視しており、作業体制を整えるための検討を進め

Ｆ−３５型機については海外向けバージョンを開発中であるとのニュース

ている。また、Ｆ−２型機についても、H１６年度本期契約でのＪＤＡＭ

が最近伝えられている。こうした状況から、小舟防衛航空機部長は、

搭載、H１７年度本期契約でのＦＬＩＲ搭載に引続いて、現在、アクティ

わが国のＦ−Ｘ選定に対する方針を早期に明確にし、ＲＦＰを発出して

ブ・電波・ホーミング・ミサイル搭載の研究試作を順調に進捗中である

具体的な提案入手により機種選定作業が進み、計画された時期に

が、今後も、更なる性能向上案を提示していく考えでいる。なお近年

わが国の条件により合致した機種を導入することが可能になるのでは

は、わが国周辺のロ、中、韓、さらには印などで、新世代の戦闘機の

ないかとの考えを示した。MHI では、過去のＦＳＸ（次期支援戦闘機、

研究開発が進められていることを踏まえ、MHI としては、Ｆ−Ｘと先進技

現在のＦ−２型機）の政府間交渉を教訓にすると、日本側の希望通

術実証機を車の両輪にして、およびＦ−２戦闘機やＦ−１５近代化改

りの条件で、これら戦闘機を入手できるか否かは予断を許さない状況

修等で培ってきた技術を活用し、将来の国産戦闘機に備えていく方

にあると見ており、Ｆ−Ｘの選定にあたっては、従来のように機種選定後

針である。

http://jan.cocolog-nifty.com/blog/2007/12/post̲a397.html

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

Dec 21, 2007
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ユーロファイタはデンマークとノルウェーへの Typhoon の販売作業を停止する
Eurofighter stops trying to sell Typhoon to Denmark, Norway
LONDON - Eurofighter has stopped trying to sell the Typhoon to Denmark and Norway. . . .

ボーイングの合意書はインドに新しい航空宇宙の事業をもたらすことに
Boeing agreement to bring new aerospace work to India
NEW DELHI - Boeing has signed a 10-year memorandum of

intended to bring more than $1 billion in new aerospace . . .

understanding (MOU) with Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL)

米海軍はロッキードと Trident D5 ミサイル$849M を契約
Navy awards Lockheed $849M for Trident D5s
TRIDENT AWARD: The U.S. Navy has awarded Lockheed Martin

for the Trident II D5 Fleet Ballistic Missile program. . . .

$849 million for fiscal 2008 production and deployment support

Global Hawk は新しい NASA の Dryden を基地に落着く
Global Hawks settling in at new NASA Dryden home
At long last, NASA has received its two Northrop Grumman-built

Research Center in California, where the aircraft will . . .

Global Hawk unmanned aerial vehicles (UAVs) at Dryden Flight

日本のイージス・テストは赤外線ミサイル・トラッカが満足すべきものであることを証明
Japanese Aegis test proves out infrared missile tracker
Japan's defense research organization successfully conducted

tracking system during the Dec. 17 interception of a ballistic . . .

the second airborne test of its infrared (IR) missile detection and

アリアンスペースは RASCOM-QAF1/Horizons-2 衛星の打上げを延期
Arianespace postpones launch of RASCOM-QAF1/Horizons-2 sats
Arianespace has decided to delay the scheduled launch of the

allow for additional checks on the Ariane 5 GS . . .

RASCOM-QAF1/Horizons-2 satellites 24 hours to Dec. 21, to

文書は米空軍の BCS セキュリティと作戦に関する懸念を示している
PAPER TRAIL: Documents show USAF concerns over BCS security, operations
U.S. Air Force Electronic Systems Command (ESC) said the

standards than the one based on the NORAD Contingency Suite

ThalesRaytheonSystems (TRS) Sentry system met higher testing

(NCS), . . .

米空軍は GPS IIR-M 5 号機を 12 月 20 日に打上げ
USAF launches fifth GPS IIR-M spacecraft Dec. 20
GPS LAUNCH: The U.S. Air Force launched its fifth Global

20 from Cape Canaveral, Fla., aboard a . . .

Positioning System (GPS) IIR-M satellite at 3:04 p.m. EST Dec.
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Dec 20, 2007
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英 Cobham 社は BAE の電子戦事業部門を買収予定
Cobham to buy BAE Systems' electronic warfare operation
LONDON - Cobham is increasing its footprint in the U.S. with a decision to buy parts of BAE Systems' electronic warfare operation. . . .

一括予算は NASA の宇宙探査を若干削減し、科学の予算を増加させる
Omnibus budget makes modest cut to NASA exploration, boosts science
The fiscal 2008 omnibus spending bill Congress plans to send to

modest cut to NASA's request . . .

the White House for final approval by President Bush contains a

NOAA と NASA は GOES-R の雷センサに関してロッキードを選定
NOAA, NASA select Lockheed for GOES-R lightning sensor
WATCH THE SKIES: The National Oceanic and Atmospheric

develop a new instrument for the next-generation Geostationary

Administration and NASA have tapped Lockheed Martin to

Operational Environmental Satellite . . .

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

Dec 19, 2007

燃料タンク試験でシャトルの ECO センサの故障が見つかる
Tanking test pinpoints shuttle ECO sensor fault
Troubleshooting with the space shuttle Atlantis fully fueled has

this month to a connector . . .

narrowed the source of the problem that kept it stuck on the pad

議会とブッシュ政権は FYʼ08 の予算交渉に決着
White House, Hill reach FY '08 spending compromise
Congress and the Bush administration are on their way to fund

- for fiscal 2008 after a . . .

the federal government - outside of the regular Pentagon budget

ラテンアメリカの防衛予算は 2010 年までに$38B のピークになると予測されている
Latin American defense market Predicted to peak at $38B by 2010
The Latin American defense market's spending as a whole is

according to consultancy Forecast . . .

expected to top off at $37.9 billion by 2010 and then ease slightly,

米空軍はより迅速なモバイル防空システムをイラクに配備準備
USAF readies quicker-deploying mobile air defense system for Iraq
Reader's Note: This is the first in an exclusive series of articles

of recent U.S. Air . . .

running this week that will piece together the history and costs

民主党 Udall 議員は Landsat を賞賛する決議を発表
Udall introduces resolution honoring Landsat
HONORING LANDSAT: On Dec. 18, Rep. Mark Udall (D-Colo.),

aeronautics, introduced a bipartisan House resolution to

chairman of the House Science subcommittee on space and

celebrate 35 . . .
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BAMS はさらに大きなプログラムの一部になり得る
BAMS could be part of larger program
The U.S. Navy's Broad Area Maritime Surveillance (BAMS)

after contract award is announced early next year. . . .

unmanned aerial system (UAS) could get a bit more complicated

ロッキードはバルチック諸国向けにさらに多くの航空監視レーダを受注
Lockheed lines up more air surveillance radar for Baltics
BALTIC RADARS: Lockheed Martin has received $44 million from

surveillance radar systems and long-term technical support.

Latvia for two long-range

Included in the contract . . .

AN/TPS-77

transportable

air

日本のイージスのテスト成功は新しい BMD 時代をしるしたと推進者は述べる
Successful Japanese Aegis test marks new BMD era, advocates say
With Japanese naval forces conducting a successful ballistic

forces Dec. 17, BMD and Pacific alliance advocates are . . .

missile defense (BMD) intercept test of Aegis BMD with U.S.

EVA データにより ISS 計画は暫定的優先順位を設定
EVA data let ISS program set tentative priorities
NASA's International Space Station (ISS) program probably will

joints and leave the larger for late next . . .

move quickly to repair the smaller of two rotating solar array

米陸軍は iRobot 社に議論を引起こしている$286M xBot 計画を与える
Army gives contentious $286M xBot program to iRobot
The U.S. Army has awarded iRobot Corp. the $286 million xBot

years, after stripping the . . .

contract for up to 3,000 military ground robots over the next five
-------------------------------------------
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Aerospace Daily & Defense Report

Dec 18, 2007

Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) Update

source: U.S. Navy
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Dec 18, 2007

Urban Aeronautics 社は MULE UAV 向けに Arriel エンジンを選定
Urban Aeronautics selects Arriel engine for MULE UAV
TEL AVIV, Israel - Urban Aeronautics has signed a three-year

MULE unmanned aerial vehicle. . . .

contract with Turbomeca for an Arriel-class engine to power the

ロッキードマーチンは DMSP 18 号機を Vandenberg に出荷
Lockheed Martin ships Flight-18 DMSP to Vandenberg
DMSP SHIPPED: Lockheed Martin Space Systems has shipped

Program satellite to Vandenberg Air Force Base for launch next

the Flight-18 Block FD-3 Defense Meteorological Satellite

July on . . .

NASA は Deep Impact 探査機の新しいターゲットを取上げ
NASA picks new targets for Deep Impact probe
NASA has picked a pair of celestial targets for the Deep Impact

projectile on July 4, 2005. . . .

spacecraft that blasted the comet Tempel-1 with a copper

NASA は今月 2007.12 に J-2X のパワーパック試験を開始予定
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NASA to begin J-2X powerpack testing this month
This month NASA plans to begin testing core components of its

the Ares I and Ares V . . .

Apollo-derived J-2X engine, which will power the upper stage of

米海軍は 39 機の P-3C を飛行停止
U.S. Navy grounds some P-3Cs
Structural problems have prompted the U.S. Navy to ground 39 of its P-3C aircraft, ten of which are deployed to units abroad. . . .

Weldon 共和党議員は Orion がデビューするまではシャトルを飛ばし続けると声明
Weldon announces push to keep shuttle flying until Orion debut
KEEP FLYING: Rep. Dave Weldon (R-Fla.) on Dec. 17 announced

extend space shuttle operations until the Orion vehicle . . .

new legislation proposing adding money to NASA's budget to

米陸軍は伝えられるところでは、$280M xBot プログラムの Robotic FX をはぎとる
Army reportedly strips Robotic FX of $280M xBot program
ROBOT LOSS: The U.S. Army reportedly has stripped Robotic

investigating the Illinois-based contractor in light of a . . .

FX of the $280 million xBot bomb-disposal robot program after
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Dec 17, 2007

NASA トップは国防総省の UAV の会議に出ることを渋る
Top NASA leadership reluctant to attend UAV meeting
UAV MEETING: Dyke Weatherington, head of the Pentagon's

analysts and UAS operators he's trying to organize a high-level

unmanned aerial systems (UAS) planning task force, tells

meeting . . .

Astrobiotic Technology は Lunar X プライズへの応募を発表
Astrobiotic Technology announces Lunar X Prize bid
SECOND COMPETITOR: Astrobotic Technology of Redmond,

competition to put a robotic rover on the . . .

Wash., says it will be an entrant in the Google Lunar X Prize

米海軍とレイセオンは小型 UAS 武装ベースを歓迎
Navy, Raytheon hail small UAS weaponization base
CHINA COBRA: Naval researchers looking to arm small

unmanned aerial systems (UAS) at Naval Air Weapons Station

unmanned aircraft are toying with two Raytheon Cobra

China Lake, . . .

英国は武器輸出オフィスの後継の計画を詳述
U.K. details plans for successor to defense export office
U.K. EXPORTS: Most of the functions of the U.K.'s Defense

the U.K. Trade and Investment (UKTI) department, while . . .

Export and Services Organization (DESO) will be transferred to

ACC 航空戦コマンドはラングレイの F-22 に関し世界規模での作戦能力を宣言
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ACC declares worldwide operational capability for Langley's F-22s
RAPTOR REBIRTH: It's been a good month for the F-22 Raptor.

capability for the 40 F-22s of Langley Air Force . . .

Air Combat Command declared full, worldwide operational

JTRS WNW（共通戦術無線 広帯域ネットワーク波形）は 2008 年早めに 3.0 版の納入に準備完了
JTRS WNW readies version 3.0 for delivery in early 2008
JTRS WNW: The Joint Tactical Radio System (JTRS) program

Waveform (WNW) radios in the February/March 2008 timeframe,

office will deliver version 3.0 of its Wideband Networking

DOD . . .

中国の新しい空中発射巡航ミサイルに関しての詳細が現れてきつつある
Details emerging on China's new air-launched cruise missile
LEAKY

STEALTH:

Details

about

China's

new

stealthy,

indictment of a former Northrop Grumman official. Noshir

air-launched DH-10 cruise missile are coming out of the

Gowadia is accused . . .

議会は予算の決定を来週に延期
Congress postpones spending decisions for another week
YET AGAIN: With time running out and lawmakers still divided

another continuing resolution (CR) to keep . . .

over most of the fiscal 2008 spending bills, Congress has passed

米空軍は市場リサーチと入札参加者の混乱が KPP キー・パフォーマンス・パラメータの変化になったと述べる
AF says market research, bidder confusion led to KPP change
The U.S. Air Force says it changed the deployability key

(CSAR-X) helicopter as a result of its own . . .

performance parameter (KPP) for its combat, search and rescue

シャトルは打上げ日程の変更にもかかわらず、基本的には飛行中止である
Shuttle essentially grounded, despite launch date change
KENNEDY SPACE CENTER, Fla. -- The space shuttle program

cutoff (ECO) sensor problems. . . .

is essentially grounded, at least temporarily, because of engine

共和党 Bartlett 議員は海軍の核を政治法律に記すのに勝利を得る
Bartlett prevails in writing nuclear Navy into policy law
It took almost two years and a handover of Congress to the

succeeded in passing legislation that will try . . .

opposition party, but Rep. Roscoe Bartlett (R-Md.) has

DOD は FYʼ08 に新しく 29 の比較テスト・プロジェクトを見込む
DOD will see 29 new comparative testing projects in FY '08
DOD announced it will fund 29 new-start defense acquisition

this fiscal year under the congressionally mandated program

challenge (DAC) and foreign comparative testing (FCT) programs

designed to . . .

Starsem は Radarsat-2 を Soyuz に搭載打上げ
Starsem launches Radarsat-2 satellite aboard Soyuz
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Starsem launched the Radarsat-2 satellite for MacDonald,

14 from Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. . . .

Dettwiler and Associates (MDA) Ltd., at 7:17 p.m. local time Dec.

議会は 2008 会計年度防衛予算を承認
Congress approves fiscal 2008 defense authorization
REPORT APPROVED: The Senate on Dec. 14 approved the

The

compromise

conference report on the fiscal 2008 defense authorization bill.

negotiators, . . .

worked

out

by

Senate

and

House

ボーイングは AEW&C の初のミッション・システム・フライト・テストを実施成功
Boeing conducts first successful mission system flight-test of AEW&C
PEACE EAGLE: Boeing announced Dec. 12 that it has conducted

Early Warning and Control (AEW&C) aircraft for . . .

a successful first mission system flight-test of a 737 Airborne
------------------------------------------今週の軍事関連ニュース

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

今日の米軍調達 (Contracts 2007/12/21)
・ Boeing Satellite Systems, Inc. (El Segundo, CA) は米空軍から、

((FA8808-06C-0001/P00018, FA8808-06-C-0001/P00019) [この

WGS (Wideband Global Satellite Communication) に関するオプショ

6 号機は RF バイパス機能と 311Mbps の伝送能力を持つブロック II

ン契約を $229,662,401 で受注。価格引上げと為替レート変動の吸

で、豪が資金負担しているもの。2012 年に打上げ予定。地上側の管

収に伴うもの。それとは別件で、WGS の 6 号機(Satellite Vehicle 6)

制システム、ソフト、データベース、衛星シミュレータ、兵站支援業務な

に 関 す る オ プ シ ョ ン 契 約 も $51,664,723 で 受 注 。 HQ Military

ども含めて、一式で 18 億ドル]

Satellite Communications Systems Wing, Los Angeles AFB, CA

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2007/12/21)
・ GPS (Global Positioning System) ブロック IIR-M (GPS IIR-M,

ック IIR-M が 4 機、軌道にいる。なお、GPS 用 NAVSTAR 衛星は

Lockheed Martin 社製)衛星・GPS IIR-18M が、Cape Canaveral

現時点で 30 機ある。ブロック IIR-M はアンテナ・パネルを改良してシ

AFS から ULA (United Launch Alliance) の Delta II ブースタで打上

グナル出力をアップ、さらに精度と耐妨害性を高めた軍用新波×2 種

げられた。Lockheed Martin Navigation Systems 社が手掛けている

類と民間用新波を実装した。(Lockheed Martin)

同型 8 機のうち、5 機目にあたる。すでにブロック IIR が 12 機、ブロ

今日の米軍調達 (Contracts 2007/12/20)
・ Lockheed Martin Corp., Space Systems Company (Sunnyvale,

Northrop Grumman 社が担当するセンサのアップグレードに伴う、イ

CA) は 米 空 軍 か ら 、 DMSP (Defense Meteorological Satellite

ンテグレーションと試験

Program) フライト 19 とフライト 20 を対象として実施する、SLEP

衛星本体のバス・ストレージに関する試験

(Service Life Extension Program) に 関 す る 修 正 契 約 を

ループ・シミュレータを使った技術者の技量維持

$21,208,393 で受注。内訳は以下の通り：

保管状態にある試験機材、電子機器ボックス、回路基盤のチェッ

バッテリ温度を下げ信頼性向上を図るため、バッテリ・ラジエータ・サ

ク ア ウ ト と メ ン テ Headquarters Air Force Space Command, El

イズを変更

Segundo, CA (F04701-02-C-0003/P00081)

DMSP と、Commercial Space Systems facility (Newton, PA) に
ある通信/動力サブシステムに対する追加分メンテナンス作業
信頼性向上のための、地上側機材アップグレード
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・ Marcon Engineering, Inc. (Escondido, CA) は米陸軍から、衛星

で 受 注 。 Vandenberg AFB 向 け 。 Army Engineer District, Los

打上げ施設で使う可搬式データ通信端末 (relocatable in-flight

Angeles, CA (W912PL-08-C-0005)

interceptor communications system data terminal) を $7,093,104

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2007/12/20)
米 Boeing 社と印 HAL (Hindustan Aeronautics Ltd.) 社は、航空

1,000-2,000 万ドル規模でスタートさせ、段階的に規模や製品の複

宇宙分野を対象とし、インド国内で総額 10 億ドル超の製造を行うと

雑さの度合を高めていく考え。それに際し、Boeing 社は人員訓練やノ

い う 内 容 の MoU に 調 印 。 期 間 は 10 年 間 。 当 初 は 年 間

ウハウ提供も行う。(Boeing)

今週の軍事関連ニュース (2007/12/21)
試 射 成 功 (MDA & Raytheon 2007/12/17, DID 2007/12/18,

撃に成功、という内容。その際、衛星からの追跡データ受信を実施し

Lockheed Martin via Defense-Aerospace.com 2007/12/18)

た。

防衛相・海上幕僚監部の河野克俊防衛部長と米ミサイル防衛局

この際、要撃プロセスの一部始終を米海軍イージス巡洋艦、USS

(MDA) 長官の Henry "Trey" Obering III 世空軍中将は、海上自

Lake Erie (CG-70) がイージス・システムでモニタしたほか、さらに

衛隊のイージス護衛艦「こんごう」による弾道弾迎撃試験、JFTM-1

PMRF に陣取った THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)

(Japan Flight Test Mission 1) の成功を発表。

ミサイル試験部隊とデータ交換を実施した由。

Kauai 島の PMRF (Pacific Missile Range Facility, Barking Sands,

米以外のイージス艦、あるいは日本の護衛艦として、弾道ミサイル要

Kauai, HI) から 17 日 12:05 (現地時間) に標的ミサイルを発射、その

撃成功は初事例 (訳注 : 但し 11 月要撃試験で、「こんごう」は

3 分後に AWS (Aegis Weapon System) が SM-3 ブロック 1A を

LRS&T 担当で参加)。イージス BMD 試射は通算 14 回、成功事

発射し、さらに 3 分後、太平洋上・高度 100mile の宇宙空間で要

例は 12 回。かかった試験経費は、5,000 万ドルと報じられている。

今日の小ネタ (DefenseNews 2007/12/18)
Saab 社が売却を検討している Saab Space AB について、売却

収に関心がある」と発言したため。

先として EADS 社が浮上。EADS 社関係者が「Saab Space AB 買

今日の小ネタ (Defense-Aerospace.com 2007/12/18)
DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) Flight-18

60th AMW/21st AS (Travis AFB, CA) の C-17A で、 Moffett

衛星が、メーカの Lockheed Martin Space Systems 社 (Sunnyvale,

Field から空輸。(AFSPC 2007/12/17)

CA) から打上げ拠点の Vandenberg AFB に搬出。輸送担当は
------------------------------------------Space News

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

アリアン 5 は Horizons-2 と RascomStar-QAF1 の打上げに成功
Ariane 5 Rocket Successfully Lofts Horizons-2, RascomStar-QAF1
KOUROU, French Guiana -- Europe's Ariane 5 rocket on Dec. 21

offer telephone and Internet service throughout Africa after a

successfully launched telecommunications satellites for a

decade-long struggle for financing.

U.S.-Japanese joint venture and a startup company that will

関心の衝突により Mars Scout の打上げが 2013 年まで遅れる
Conflict of Interest To Delay Mars Scout Launch to 2013
WASHINGTON - Launch of the next Mars Scout mission will be

delayed by two years to 2013 due to an undisclosed conflict of
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interest with one of two finalists, Doug McCuistion, NASA's Mars

with reporters.

Exploration program director, said in a Dec. 21 teleconference

BSS ボーイングは$695M の TDRS の契約を得る
Boeing Satellite Systems Wins $695 million TDRS Contract
WASHINGTON -- NASA has awarded Boeing Satellite Systems

Dec. 20 press release. Boeing beat out Northrop Grumman Space

Inc. a $695 million contract to provide two new Tracking and

Technology,

Data Relay Satellites (TDRS), the U.S. space agency said in a

Redondo Beach, Calif., for the TDRS contract.

Inmarsat,と MSV は協力してハイブリッド・コミュニケーション・サービスを行なう計画
Inmarsat, MSV To Partner for Hybrid Mobile Communications Service
KOUROU, French Guiana -- Mobile satellite services operators

mobile communications service in the United States. The

Inmarsat and SkyTerra-owned Mobile Satellite Ventures (MSV)

agreement also includes features that could result in a de facto

announced Dec. 21 that they have agreed to mutual-support

merger of the two companies even if they maintain separate

measures to favor deployment of a hybrid satellite and terrestrial

corporate identities.

GPS-2RM 衛星が Delta 2 ロケットで打上げ成功
GPS-2RM Satellite Successfully Launches Aboard a Delta 2 Rocket
BOSTON -- The U.S. Air Force launched the fifth in a series of

Cape Canaveral Air Force Base, Fla., Dec. 20.

eight modernized GPS satellites built by Lockheed Martin from

ボーイングは新しくインテリジェンスとセキュリティ・システムズ事業部門をつくる
Boeing Forms New Intelligence and Security Systems Division
WASHINGTON -- The Boeing Co. of St Louis has formed a new

government customers, the company announced in a Dec. 20

Intelligence and Security Systems division that will provide

press release.

ground-based and other integrated solutions for its U.S.

NASA Griffin 長官は新しい COTS 商業的軌道への輸送システムに議会が課した制限に従うと述べる
Griffin Says NASA Will Abide by New COTS Restrictions
WASHINGTON -- NASA Administrator Mike Griffin said his

(COTS) program, a $500 million demonstration project aimed at

agency would abide by the restrictions the U.S. Congress has

fostering private-sector solutions to NASA's space station

imposed on the Commercial Orbital Transportation Services

re-supply quandary.

UP Aerospace は Spaceport America からのロケットテストを実施
UP Aerospace Conducts Rocket Test from Spaceport America
GOLDEN, Colo. -- UP Aerospace launched a rocket from New

non-public and unannounced prior to the flight.

Mexico's Spaceport America Dec. 19, during a brief test that was

ロッキードは NASA の GOES 雷マッパの契約を得る
Lockheed Wins NASA Contract for GOES Lightning Mapper
BOSTON -- NASA awarded a $96.7 million contract to Lockheed

Martin Space Systems of Palo Alto, Calif., to build a
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lightning-detection instrument for an upcoming series of

company news release.

geostationary-orbiting weather satellites, according to a Dec. 19

オービタルサイエンスの Marchetto 副社長は ATK に移る
Space Systems Group EVP Leaves Orbital Sciences for ATK
WASHINGTON -- Carl Marchetto, executive vice president and

same day. He will be leaving for Alliant Techsystems (ATK)

general manager of Orbital Sciences Corp.'s Space Systems

February, ATK spokesman Brian Cullin confirmed in a Dec. 20

Group, resigned Dec. 14, according to a filing the company made

e-mail.

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

包括予算法案により NASA の COTS 商業的軌道への輸送システムの競合にブレーキがかかる
Omnibus Bill Puts the Brakes on NASA COTS Competition
WASHINGTON -- NASA could be forced to delay its selection of

billion domestic spending measure approved Dec. 17 by the U.S.

a new contender for space station resupply contracts if the $516

House of Representatives becomes law.

------------------------------------------Sat News

http://www.satnews.com/

ロッキードマーチンは雷の光のパターンを検出する計測器を受注
Lockheed Martin Has Lightning Moves
Lockheed Martin Space Systems Company has been selected by

nexgen of weather sats... this instrument is to detect patterns in

the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

lightning flashes so forecasters can have an early indicator of

and NASA to design and develop a new instrument on the

severe thunderstorms and tornados.

GPS IIR-M の今後の打上げでは改善が実現予定
Improvements To Be Realized With Upcoming Launch Of GPS IIR-M
Cape Canaveral... Florida... The fifth in a series of eight

satellites... Lockheed Martin built this vehicle for the U.S. Air

modernized Global Positioning System Block IIR (GPS IIR-M)

Force.

RASCOM-QAF1 が今週打上げ予定
RASCOM-QAF1 Set For Launch This Week
Thales Alenia Space and RASCOMSTAR-QAF (RSQ) are pleased

communications satellite dedicated to Africa.

to announce the upcoming launch of RASCOM-QAF1, the first

カナダの次世代商業衛星が Soyuz でバイコヌールから打上げ成功
Canada Oot and Aboot With New Sat
The nexgen commercial satellite from Canada has been

Cosmodrome in Kazakhstan.

successfully launched aboard a Soyuz rocket from the Baikonur

SpaceX 社のシステム要求審査が完了
Dragon Demo For SpaceX Gets Closer
Systems Requirements Review (SRR) for Space Exploration Technologies, otherwise known as SpaceX, has been completed.
-------------------------------------------
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Lockheed Martin Press Releases
December 20, 2007

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

新しい GPS の信号をもつペイロードが納期前倒しで納入された

NEW PAYLOAD WITH GPS DEMONSTRATION SIGNAL DELIVERED AHEAD OF SCHEDULE TO LOCKHEED MARTIN
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2007/12-20-gps-demo.html

December 20, 2007

ロッキードマーチン製造の近代化 GPS 衛星が Cape Canaveral から打上げ成功

MODERNIZED GPS SATELLITE BUILT BY LOCKHEED MARTIN SUCCESSFULLY LAUNCHED FROM CAPE CANAVERAL
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2007/12-20gps.html

December 19, 2007

NASA の GRAIL ルナ・ミッションに関してロッキードマーチンの宇宙機が飛行予定

LOCKHEED MARTIN SPACECRAFT TO BE FLOWN FOR NASAʼS GRAIL LUNAR MISSION
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2007/1219-grail.html

December 19, 2007

ロッキードマーチンは GOES-R 静止衛星の雷マッパの契約を獲得

LOCKHEED MARTIN AWARDED CONTRACT FOR GOES-R GEOSTATIONARY LIGHTNING MAPPER
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2007/1219-lightning.html

December 18, 2007

ロッキードマーチンにて STOVL 短距離離陸垂直着陸ステルス機 1 号機がお目見え

FIRST SHORT TAKEOFF/VERTICAL LANDING STEALTH FIGHTER UNVEILED AT LOCKHEED MARTIN
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2007/1218ae̲f35b̲rollout.html

December 18, 2007

ロッキードマーチンのイージス弾道ミサイル防衛システムの最初のテストで日本は弾道ミサイルの迎撃に成功

JAPAN SUCCESSFULLY DESTROYS BALLISTIC MISSILE DURING FIRST TEST OF LOCKHEED MARTIN AEGIS BALLISTIC MISSILE
DEFENSE SYSTEM
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2007/121807̲japan̲aegis-bmd.html

------------------------------------------Boeing News Releases
Dec. 21, 2007

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

ボーイングは WGS ワイドバンド・グローバル衛星通信衛星の 6 号機を製造予定

Boeing to Build a Sixth Wideband Global SATCOM Satellite
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http://www.boeing.com/news/releases/2007/q4/071221b̲nr.html

Dec. 20, 2007

ボーイングは NASA の最も新しい TDRS 衛星を製造予定

Boeing to Build NASA's Newest Tracking and Data Relay Satellites
http://www.boeing.com/news/releases/2007/q4/071220e̲nr.html

Dec. 18, 2007

ボーイングは Hughes の Spaceway 3 衛星のハンドオーバを成功裏に完了

Boeing Completes Successful Handover of Hughes' Spaceway 3 Satellite
http://www.boeing.com/news/releases/2007/q4/071218a̲nr.html

Dec. 17, 2007

ボーイングは日本の最初のイージスミサイル防衛システムの試験をサポート

Boeing Supports Japan's First Test of Aegis Ballistic Missile Defense System
http://www.boeing.com/news/releases/2007/q4/071217b̲nr.html

Dec. 17, 2007

ボーイングの TSAT 技術はスパイラル・テスティングを通過

Boeing TSAT Technology Passes 'Spiral' Testing
http://www.boeing.com/news/releases/2007/q4/071217a̲nr.html

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

Janeʼs Defence Weekly

21-Dec-2007

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

ロシアの SSBN 弾道ミサイル原潜が弾道ミサイルのテスト発射

Russian SSBN test launches ballistic missile
The Russian Federation Navy has announced the successful

nuclear-powered ballistic missile submarine (SSBN) of the

firing of a submarine-launched ballistic missile (SLBM) from a

Northern...

21-Dec-2007

F-35B 初号機が生産ラインからお目見え

First F-35B rolls off production line
The first Lockheed Martin F-35B short-take-off/vertical landing

production line at the company's assembly plant in...

(STOVL) Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) rolled off the

20-Dec-2007

米空軍はサイバスペース戦のドクトリン作成準備中

USAF explores development of cyberspace warfare doctrine
US Air Force (USAF) officials involved in the creation of a new

cyberspace warfare....

US Cyber Command have met to start developing a doctrine for

20-Dec-2007

インドの AAD-02 ミサイルは最初の試験でターゲットミサイルを迎撃

India's AAD-02 intercepts target missile during first trial
India's newly designed Advanced Air Defence-02 (AAD-02)

hypersonic interceptor 'hit-to-kill' missile successfully destroyed
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an incoming target missile 15 km over the Bay of Bengal during...

18-Dec-2007

イランはフェイズド・アレイ・レーダを開発

Iran develops phased array radar
Iran's Defence Industries Organisation (DIO) has commenced

defence and surveillance radar systems, according to the...

production of a 'new generation' of medium- and long-range air
------------------------------------------[平山ニュース 2007 年 月 日]

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

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
12/27 STS-122(Atlantis)打上さらに延期(NASA,朝)
12/25 1932GMT 打上成功:測位衛星 Glonass(3 基),Proton,Baikonur
12/23 GX ロケット見直し検討(読,時)
12/23 0712GMT 打上成功:Progress 27P,Soyuz,Baikonur
12/21 2142GMT 打上成功:{通信衛星 Rascom1,通信衛星 Horizons2},Ariane5,Kourou
12/21 かぐや定常運用へ 蛍光 X 線分光計と粒子線計測器に不調(JAXA,時,朝)
12/21 来年 1/30 に火星に接近する小惑星 衝突する確率 1/75(読,朝,時)
12/20 2004GMT 打上成功:測位衛星 GPS 2R-18,Delta2,Cape Canaveral
[予定]
12/25 1932GMT 打上:測位衛星 Glonass(3 機),Proton,Baikonur
[EVENT]
1/31 申込締切:種子島宇宙センタ・スペーススクール,3/18-20,高校-大学院生,50 名
1/5 衛星リモートセンシング漁業水産ワークショップ in 福岡,アクロス福岡
12/26 まで(1/25 休) 東京大学創立 130 周年記念事業特別展示,総合研究博物館 異星の踏査「アポロ」から「はやぶさ」へ
[学会]
1/31-2/2 宇宙を教育に利用するためのワークショップ,Houston
1/28 宇宙輸送シンポジウム,JAXA 相模原
1/25 JSASS 西部支部談話会/第 4 回 QSSF 研究会,九大(伊都)
1/25 第 16 回スペース・エンジニアリング・コンファレンス,JSME 会議室(東京)
1/24-25 第 19 回宇宙太陽発電時限研究専門委員会研究会, 沖縄県男女共同参画センタ
[T V] ディスカバリ・チャンネル他
12/30 1700-1854 BS ジャパン (再)地球!SOS 地球観測衛星"だいち"からの警告
12/29 1900-2000 ヒストリ・チャンネル 時代の響き 毛利衛
12/28 2300-2500 BS11 映画「王立宇宙軍 オネアミスの翼」
12/28 2200-2300,12/29 0300-0400,12/30 1400-1500 ディスカバリ・チャンネル 種子島宇宙センタの挑戦
12/28 0550-0655 WOWOW2 映画「グレーテスト・アドベンチャ 未知なる月への挑戦」
12/25 1000-1100,1600-1700 ヒストリ・チャンネル ザ・ユニバース 星々の生命と死
------------------------------------------[中国宇宙開発]

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

------------------------------------------- 中国情報局発！ 2007 年中国の 10 大ニュース（サーチナ・中国情報局） (31 日 12 時 25 分)
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- 【今日は何の日】2002 年：神舟 4 号の打ち上げ成功（サーチナ・中国情報局） (30 日 8 時 28 分)
- ロケット発射で火事を消せ！ 新疆奥地で演習を実施（サーチナ・中国情報局） (23 日 10 時 52 分)

------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------- 空自機墜落事故、三菱重工社員２人の配線ミスが原因（読売新聞） (31 日 9 時 54 分)
- 流星の月面衝突、閃光とらえた（時事通信） (26 日 20 時 29 分)
- ロシア、独自ＧＰＳ構築に向けた最後の衛星を打上げ（ロイター） (26 日 13 時 23 分)

- 韓国初の宇宙飛行士ら会見、新年から国内で総合訓練（YONHAP NEWS） (24 日 16 時 58 分)

- 女子高校生が無重力実験＝高度 1 万メートル、小型機で−愛知（時事通信） (23 日 20 時 30 分)
- 今年最高の新技術に超大型 LNG 運搬船を選定（YONHAP NEWS） (23 日 19 時 27 分)
- 中型ロケット「ＧＸ」計画、文科省が見直し検討（読売新聞） (23 日 3 時 4 分)
- 再使用型の開発は基礎段階＝宇宙機構の LNG エンジン（時事通信） (23 日 3 時 0 分)
------------------------------------------[ミサイル防衛]

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

------------------------------------------- ＜ＣＳＩＳ報告＞全面核戦争ならイラン側死者２８００万人（毎日新聞） (27 日 17 時 15 分)
- ポーランド・トゥスク政権１カ月 「対米偏重」軌道修正 善隣外交を推進（産経新聞） (27 日 8 時 2 分)
- 露、新型ミサイル実験成功 米ＭＤに対抗（産経新聞） (26 日 20 時 58 分)
- ＜北朝鮮＞日本のミサイル迎撃実験を非難…労働新聞（毎日新聞） (26 日 18 時 5 分)
- ミサイル防衛対処要領を改正＝政府（時事通信） (24 日 11 時 1 分)
- 米新司令部に連絡官 空自、情報共有を強化 ハワイ基地（産経新聞） (23 日 8 時 0 分)

20

------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------- ビンラーディン？がイラクの「覚醒評議会」を非難（読売新聞） (30 日 20 時 53 分)
- フセイン元大統領処刑から１年 進まぬ国民和解（産経新聞） (30 日 20 時 26 分)
- ＜岩国基地＞艦載機移転容認派、市長選に福田衆院議員擁立へ（毎日新聞） (29 日 20 時 33 分)
- 【安全保障読本】中国の“洋務運動”に手を貸す欧州（産経新聞） (29 日 15 時 24 分)
- パキスタンの核管理に懸念＝過激派の手に落ちる恐れも−米専門家（時事通信） (29 日 15 時 0 分)
- 「指示あれば飛べる」 Ｆ１５点検完了（琉球新報） (29 日 10 時 15 分)
- 山火事２０件２．５倍 米軍、訓練過密化影響か（琉球新報） (29 日 10 時 8 分)
- 国防関連法案に拒否権発動へ＝米大統領（時事通信） (29 日 9 時 0 分)
- ブット氏暗殺は国の悲劇＝ムシャラフ大統領（時事通信） (28 日 2 時 0 分)
- ブット氏暗殺で暴動＝支持者が当局に怒り−パキスタン（時事通信） (28 日 2 時 0 分)
- 米国のイスラム教徒とユダヤ教徒、共生の道を模索（ロイター） (27 日 19 時 38 分)
- ＜ＣＳＩＳ報告＞全面核戦争ならイラン側死者２８００万人（毎日新聞） (27 日 17 時 15 分)
- イラク・アフガン戦費８兆円、米で包括予算が成立（読売新聞） (27 日 14 時 11 分)
- ＜アフガン＞カルザイ大統領がパキスタン訪問、関係修復へ（毎日新聞） (27 日 10 時 40 分)
- 対テロ戦で協力―アフガン・パキスタン（時事通信） (27 日 10 時 10 分)
- 沖縄関係は１５８０億円 防衛省予算（琉球新報） (27 日 9 時 58 分)
- 韓米同盟軍事協助本部の創設、一転白紙化へ（YONHAP NEWS） (27 日 9 時 23 分)
- 米軍再編、実現へ努力＝石破防衛相（時事通信） (26 日 21 時 1 分)
- 【湯浅博の世界読解】米政権末期の対中弱腰外交（産経新聞） (26 日 14 時 6 分)
- 朝鮮半島平和は政府の勝手にはできない、統一部長官（YONHAP NEWS） (26 日 13 時 11 分)
- イラク・バグダッドの北で 2 件の自爆攻撃、計 33 人死亡（ロイター） (26 日 9 時 57 分)
- ０８年度予算案沖縄公庫 ６・３％減の１３３９億円（琉球新報） (25 日 9 時 54 分)
- 沖縄予算２５５１億円決定 「普天間」移設に４８億円（琉球新報） (25 日 9 時 39 分)
- 対テロの軍事援助 パキスタンが流用か（産経新聞） (25 日 8 時 0 分)
- 返還される米軍供与地の開発、来年 1 月に本格着手（YONHAP NEWS） (24 日 17 時 0 分)
- 作戦統制権移譲は北朝鮮核廃棄と連係、李当選者（YONHAP NEWS） (24 日 16 時 46 分)
- テロとの戦いより対インド優先？＝パキスタンが米軍事支援流用−NY タイムズ（時事通信） (24 日 16 時 0 分)
- 米軍 F15 戦闘機、8 機に亀裂＝飛行停止、さらに長期化も−米紙（時事通信） (24 日 10 時 1 分)
- イラク流入のアルカーイダ サウジ、リビアの２０代“主力”（産経新聞） (24 日 8 時 1 分)
- 生体認証、米が巨大化 耳の輪郭、瞳の模様…「蓄積急げ」（産経新聞） (24 日 8 時 1 分)
- ウズベク大統領選、カリモフ氏３選確実 強権的独裁、継続へ（産経新聞） (23 日 20 時 17 分)
- 新大統領就任後初の韓米首脳会談はどこで？ （YONHAP NEWS） (23 日 19 時 23 分)
- 在韓米軍放送、ケーブルテレビでの視聴中断へ（YONHAP NEWS） (23 日 19 時 19 分)
- 米情報機関 中国に傍受内容筒抜け 翻訳委託先がダミー会社（産経新聞） (23 日 8 時 1 分)
- 米新司令部に連絡官 空自、情報共有を強化 ハワイ基地（産経新聞） (23 日 8 時 0 分)
- 中国、企業ルートで米軍機密をスパイ（産経新聞） (22 日 19 時 49 分)
- 豪首相がイラク訪問、派遣部隊の３分の１撤退方針表明（読売新聞） (22 日 19 時 2 分)
-------------------------------------------
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[核兵器]

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

------------------------------------------- 北朝鮮の核関連申告の不履行、米国務省が遺憾表明（YONHAP NEWS） (31 日 10 時 21 分)
- カラチを警戒する軍部隊（時事通信） (30 日 20 時 40 分)
- 元支持者らの暴動終息の方向＝主要都市の緊張続く−パキスタン（時事通信） (30 日 20 時 0 分)
- 第 5 回韓日次官級戦略対話、来週初めソウルで開催（YONHAP NEWS） (30 日 10 時 25 分)
- 盧大統領と李明博当選者が初会合、政権引き継ぎ協議（YONHAP NEWS） (30 日 9 時 57 分)
- ブット元首相追悼（時事通信） (30 日 9 時 49 分)
- 祈りをささげるシャリフ氏（時事通信） (30 日 9 時 16 分)
- ブット元首相の遺書、30 日に公表（時事通信） (29 日 22 時 0 分)
- 総選挙延期を検討へ＝治安悪化で緊急協議−パキスタン選管（時事通信） (29 日 20 時 0 分)
- ブット氏暗殺・ブット氏狙う容疑者？（時事通信） (29 日 17 時 25 分)
- パキスタンの核管理に懸念＝過激派の手に落ちる恐れも−米専門家（時事通信） (29 日 15 時 0 分)
- 一瞬の暴力に絶たれた執念…ブット元首相暗殺（産経新聞） (29 日 13 時 16 分)
- 日中首脳会談 ガス田開発具体策決まらず（産経新聞） (29 日 11 時 23 分)
- ガス田、具体策なし 日中首脳会談 早期解決は確認（産経新聞） (29 日 8 時 2 分)
- テロの連鎖拡大も ムシャラフ氏、治安に重い課題 シャリフ派「選挙不参加」（産経新聞） (29 日 8 時 2 分)
- ブット元首相暗殺 米シナリオ崩れる 両首脳、事態収拾を協議（産経新聞） (29 日 8 時 1 分)
- 米、対テロ同盟に衝撃 パキスタン情勢（産経新聞） (28 日 22 時 49 分)
- 印・パ国境厳戒態勢、ブット元首相暗殺で（読売新聞） (28 日 20 時 23 分)
- ブット派の暴動で１０人死亡、下院選実施が困難に（読売新聞） (28 日 18 時 37 分)
- 日中首脳会談 ガス田問題、進展確認 胡主席が来春訪日（産経新聞） (28 日 16 時 29 分)
- ＜日中首脳会談＞科学技術協力など３文書署名 両首相が会見（毎日新聞） (28 日 12 時 57 分)
- ＜日中首脳会談＞ガス田協議加速で一致 環境問題も協力強化（毎日新聞） (28 日 12 時 41 分)
- パキスタン ブット元首相暗殺される 党集会会場で銃撃（毎日新聞） (28 日 10 時 7 分)
- 核融合研究装置の KSTAR、総合試運転に入る（YONHAP NEWS） (28 日 9 時 23 分)
- 核合意履行、北に重ねて要求＝重油提供に問題ない−米政府（時事通信） (28 日 8 時 1 分)
- ＜パキスタン＞米国務省副報道官がブット氏暗殺を非難（毎日新聞） (28 日 0 時 54 分)
- ＜パキスタン＞ブット元首相暗殺される 党集会会場で銃撃（毎日新聞） (27 日 22 時 43 分)
- ＜ＣＳＩＳ報告＞全面核戦争ならイラン側死者２８００万人（毎日新聞） (27 日 17 時 15 分)
- 南北貿易 30％増加、11 月までで 16 億 4 千万ドル（YONHAP NEWS） (27 日 10 時 26 分)
- イスラエル首相が 2 月来日＝11 年ぶり、中東和平・北の核拡散協議へ（時事通信） (27 日 4 時 25 分)
- ＜サウジアラビア＞状況分析…「王様と大統領」著者に聞く（毎日新聞） (26 日 22 時 4 分)
- 露、新型ミサイル実験成功 米ＭＤに対抗（産経新聞） (26 日 20 時 58 分)
- 中央官庁再編か エネルギー部・環境建設部が発足？（サーチナ・中国情報局） (26 日 20 時 40 分)
- ＜クローンマウス＞近畿大生、作成に成功 世界で最年少か（毎日新聞） (26 日 20 時 24 分)
- ＜情報流出＞原子力機構の業務委託先から「ウィニー」通じ（毎日新聞） (26 日 20 時 10 分)
- ２０隻確認 北朝鮮？の木造船、相次ぐ漂着のなぜ（産経新聞） (26 日 19 時 25 分)
- 政府機構改革、運輸・エネルギーなど 3 省新設説流れる！真偽のほどは…―中国（Record China） (26 日 18 時 20 分)
- 原子力機構の業務情報流出＝契約先社員の PC から（時事通信） (26 日 17 時 31 分)
- 大学でも「軍事スパイ」防止策、留学生審査を厳格化へ（読売新聞） (25 日 18 時 3 分)
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- 対テロの軍事援助 パキスタンが流用か（産経新聞） (25 日 8 時 0 分)
- ＜核融合研究＞日中が協力協定締結へ 福田首相訪中時に調印（毎日新聞） (24 日 19 時 10 分)
- 金正日総書記、中国の胡錦涛主席に誕生日の祝電（YONHAP NEWS） (24 日 16 時 56 分)
- 作戦統制権移譲は北朝鮮核廃棄と連係、李当選者（YONHAP NEWS） (24 日 16 時 46 分)
- 【インタビュー】日本の重要度が中国より下がることはない タライ駐日イラン大使（産経新聞） (24 日 12 時 4 分)
- ウラン濃縮の分離器、北朝鮮は「パキスタンから入手」否定（読売新聞） (23 日 13 時 29 分)
- 米新司令部に連絡官 空自、情報共有を強化 ハワイ基地（産経新聞） (23 日 8 時 0 分)
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

------------------------------------------12/25 「ニュース」更新
ＳＭ３発射試験に成功 ///

大気圏外の標的撃墜 ハワイ沖で「こんごう」 ///

衆院の再議決で新テロ法成立へ ///

上・下層迎撃体制整う

国会会期を再延長

輸空隊１４期要員クウェート入り
再発防止の徹底へ ///

イージス秘密情報 ///

文民統制めぐり識者の意見聞く ///
８億円減額の新協定で合意 ///
陸幹候校 ///

抜本対策検討委
在日米軍駐留経費

防大と一般大の候補生 ///

石破大臣 省ＨＰにビデオ出演 ///

流出元の３海佐逮捕

一体教育で初の卒業

「きちんと国益守ろう」

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

冬休みです。

新春１月７日までお休みさせていただきます。
航空宇宙関連ニュースは一日として止まる事はありませんので、出来るだけ直接 AIA Daily Lead へアクセスされることをお願いします。
http://www.aia-aerospace.org
http://www.aia-aerospace.org/Registration/Register/DailyLead.html
------------------------------------------------------------------------------------Globalsecurity.com

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

National Security
Delta II with GPS payload launches AFPN 21 Dec 2007
Industry
Boeing TSAT Technology Passes 'Spiral' Testing Boeing 17 Dec 2007
GPS Receiver Enhancements MUE Program Option L-3 Communications 17 Dec 2007
-- L-3 Communications was awarded a $33 million option on an existing contract with the USAF Space and Missile Systems Center
Atomspheric Imaging Assembly Delivery Lockheed Martin 17 Dec 2007
Newest USAF Weather Satellite Delivered Lockheed Martin 14 Dec 2007
Boeing & Ares I CLV Instrument Unit Avionics Boeing 14 Dec 2007
ATK Test Fires 3,500 lbf Liquid Oxygen/Methane Rocket Engine in Vacuum ATK 12 Dec 2007
-- Alliant Techsystems demonstrated a critical capability of its liquid oxygen (LOX)/Methane rocket engine
MDA GMD Follow-on Effort RFI Northrop Grumman 12 Dec 2007
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-- Northrop Grumman will respond to MDA Request for Information (RFI) for the Ground-based Midcourse Defense Segment Follow-on
Effort.
Boeing Completes Key SBSS System Tests Boeing 11 Dec 2007
Boeing & New U.S. Air Force GPS Ground System Boeing 11 Dec 2007
Reusable Launch Vehicles Tech. Northrop Grumman 10 Dec 2007
-- Northrop Grumman will help the U.S. Air Force develop and demonstrate technologies critical to a future "aircraft-like" reusable
launch vehicle
------------------------------------------[spacetoday.net: military]

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

------------------------------------------Thursday, December 27
Boeing To Build Two More WGS Satellites under $282 Million

Monday, December 24

Contract Option

USAF to buy sixth wideband global SATCOM

Space News (subscribers only) ̶ 3:38 pm ET (2038 GMT)

UPI ̶ 12:49 pm ET (1749 GMT)

USAF To Issue Draft Solicitation for Military Space Sensor

http://www.upi.com/International̲Security/Industry/Briefing/2007/12/2

System

4/usaf̲to̲buy̲sixth̲wideband̲global̲satcom/9801/

Space News (subscribers only) ̶ 3:35 pm ET (2035 GMT)

Sunday, December 23
Wednesday, December 26

Boeing to Build a Sixth Wideband Global SATCOM Satellite

Prospects Fade for Pentagon Satellite Plan

Boeing ̶ 11:25 am ET (1625 GMT)

Wall Street Journal ̶ 9:04 am ET (1404 GMT)

http://www.boeing.com/news/releases/2007/q4/071221b̲nr.html

http://online.wsj.com/article/SB119863273014450055.html?mod=DAR

------------------------------------------------------------------------------------[spacetoday.net: China]

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

------------------------------------------Tuesday, December 25
China's sole satellite conglomerate beams into operation
Xinhua ̶ 8:49 am ET (1349 GMT)
http://news.xinhuanet.com/english/2007-12/25/content̲7311626.htm

------------------------------------------[Missile & Satellite Defense Report]

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------------------------------------------------[Defense Daily]

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------December 21, 2007

Volume 236 Issue 56

* JASSM Cruise Missile Successful In Flight Test, Says Lockheed Martin
* Members of Congress Press For C-17 Funding In FY '09 Budget
* ITT Completes Purchase of EDO
* Boeing Signs 10-Year MoU With Hindustan Aeronautics Ltd.
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* OSD: Leveraging Unmanned Systems For Info Gathering Still A Top Priority
* Northrop Grumman, L-3 Partner On Navy's EPX Solicitation
* Base of National Security Support Aids McCain
* Air Force Fields Communications Device For Air Strike Controllers On The Go
* Raytheon Gets Small Radiation Detection Award
* Virginia-Class Welding Issue Investigation Expanded
* Boeing Forms New Intel Division To Serve Government Customers

December 20, 2007

Volume 236 Issue 55

* Senate Adds $4 Billion In Defense Procurement Funding To Omnibus Package
* BAE SYSTEMS Selling Electronic Warfare Unit To Cobham
* Air Force Poised To Launch GPS Satellite Into Orbit Today
* E-2D Advanced Hawkeye Flies First Mission System Flight
* Huckabee Seeks To Accelerate Growth of Ground Forces
* Army To Extend ATK Operation of Lake City Ammunition Plant
* Switzerland To Spend $535 Million On F/A-18C/D Upgrades
* Morocco Spending $2.6 Billion For Aircraft, Equipment
* Army Receives Approval For 95 More Stryker NBC Reconnaissance Vehicles
------------------------------------------------------------------------------------韓国宇宙産業の動向
--------------------2007.11.14 ソウル経済

静止軌道衛星利用の移動通信サービス来年実施
来年から静止軌道衛星を利用した移動通信サービス（右写真：端末

ービスを始める予定。同社は４月国際衛星通信事業者のトゥラヤサ社

機）が始まる。衛星移動通信用端末機メーカのア太衛星産業は、来

と契約を結び、この会社が打上げるトゥラヤサ３号衛星を利用しサービ

年から国内をはじめ、アジア全域と豪州一帯で衛星携帯電話商用サ

ス提供予定。

--------------------2007.11.20 連合ニュース

月探査衛星２０２０年打上げ、宇宙事業ロードマップ発表
韓国は名実伴う宇宙大国入りを目指し、２０１７年をめどに３００トン

を立て、事業を進めていく方針。

級発射体を独自に打上げ、２０２０年に月探査衛星、２０２５年には

人工衛星分野では、低軌道実用衛星のシステム技術を２０１２年ま

月探査着陸船の打上げを実行する。科学技術部は第４回宇宙開発

でに、本体技術を２０１６年まで国産化する。光学センサ搭載衛星は

振興実務委員会を開き、このような内容を骨子とした「宇宙開発事業

２０１６年までに、合成開口レーダ搭載衛星は２０２０年までに国産技

細部実践ロードマップ」を審議、議決したと明らかにした。（添付の「宇

術を確立する計画だ。小型衛星は２０１０年に科学技術衛星３号を

宙開発事業細部実践ロードマップ」参照）

打上げ後、３〜４年周期で１００キログラム級のマイクロ衛星を発射す

このロードマップは６月に策定した「宇宙開発振興基本計画」に基づ

る。さらに、毎年２機前後の１〜１０キログラム級ナノ衛星とピコ衛星を

くもので、宇宙開発事業の細部目標や推進日程、宇宙技術確保戦

開発し、基礎基盤技術研究と衛星体部品の認証獲得を実現する。

略を具体化したもので、人工衛星、発射体、宇宙探査、衛星活用の

発射体については、来年に１７０トン級の小型衛星発射体（ＫＳＬＶ

４分野で構成されている。向こう１０年以上の宇宙開発事業に関する

−１）を打上げ、２０１７年までに３００トン級の国産発射体を独自に

青写真を盛り込んだ。科学技術部は今後、年度別に細部施行計画

開発する。この発射体を基に２０２６年をめどに宇宙探査用衛星の打
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上げが可能な宇宙運送システムを開発する方針。

テム技術の高度化を図る。

宇宙探査は中長期的に進める方針の下、２０１７年に月探査衛星

宇宙開発事業の産業化に向け、実用衛星の開発はシステムの国

（軌道船）１号の開発事業を開始し、２０２０年に打上げる。翌２０２１

産化が達成される２０１６年から産業体が主管する。発射体の開発は、

年に月探査衛星（着陸船）２号の開発を始め、２０２５年に打上げる

国産技術を開発する２０１７年から、産業体が発射体システム詳細設

計画。

計と組立を主管する。

衛星活用分野では、専門機関を中心に映像資料の普及を拡大し、
需要者中心の活用技術を開発する。衛星航法システムについては、
システム構築に必要な基盤造成と基幹技術の開発を進め、補強シス
--------------------2007.11.27 国政ブリーフィング

韓国初めての宇宙飛行士、来年４月８日宇宙へ
韓国最初の宇宙飛行士（正：コサン氏(３１)、副：イ・ソヨン氏(２８)）の

カザフスタン パイコヌル宇宙基地から打上げられる。帰還は４月１９日

搭乗予定であるソユーズ宇宙船が来年４月８日午後８時(韓国時間)

の予定。（左写真：韓国初の宇宙飛行士のコサン氏）

--------------------2007.11.29 朝鮮日報

垂直離着陸可能無人航空機開発
韓国航空宇宙研究院(KARI)はヘリコプタのように翼を回して垂直で離

ることができる航空機でヘリコプタとプロペラ機の長所を結合した形態だ。

陸し、空中で回転翼を前向きに傾けてプロペラ航空機のように高速で

今回の試験飛行をしたチルト ロータ無人機は、２００９年最終飛行

水平飛行が可能な「チルト ロータ無人航空機（右写真）」を国内初

試験に先立ち４０%の縮小モデル。

開発した。チルト ロータは回転翼(ロータ)を飛行状況に合わせて傾け
------------------------------------------韓国宇宙開発事業細部実践ロードマップ(案)の要約

出典： 科学技術部（2007.11.20）原文を編集

Ⅰ．計画樹立背景および経緯
１．樹立根拠
□ 第 2 回国家宇宙委員会(ʻ07.6.20)で宇宙開発事業別推進日程と目標が明記される宇宙開発事業実践ロードマップ作成を指示
２．推進必要性
□ 宇宙開発事業の実践戦略および日程を具体化し、10 年以上の宇宙開発事業に対する長期的な青写真提示が必要
３．推進方向
□ 独自的宇宙開発力量を確保するための目標と段階的方案提示
□ 「宇宙開発振興基本計画」内容を忠実に,反映し、年次別施行計画樹立時指針資料で活用
□ 宇宙技術産業化で国民経済極大化戦略作成
４．推進経緯
□ 関係専門家 T/F チームを構成し、ロードマップ草案作成(ʻ07.8〜9)
□ ロードマップ樹立のためのワークショップ開催および関係機関意見聴取(ʻ07.10)
□ 宇宙開発振興実務委員会でロードマップ審議・確定(ʻ07.11)

Ⅱ．他宇宙開発関連計画との関係
□ 宇宙開発振興基本計画は国家宇宙開発の方向と枠組みを提示
□ 宇宙開発事業細部実践ロードマップは基本計画の枠組み中で推進日程およびマイルストーンを細部的に提示
□ 年度別施行計画は基本計画と細部実践ロードマップ枠組み中で当該年度宇宙開発事業内容が具体的に提示

Ⅲ．事業別基本目標および推進戦略
1．人工衛星
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＜低軌道実用衛星＞
□ 開発中の多目的実用衛星 3 号(EO: 0.7m、'11)、3A 号(IR/EO,'12)、5 号(SAR: 1m、'10)を計画通りに開発
・3 号、5 号の後続衛星の 6 号(SAR)、7 号(EO)衛星は衛星寿命と国家需要により推進
□ 2020 年まで低軌道衛星開発技術完全自立
・ システム技術は多目的実用衛星 3 号、3A 号および 5 号開発を通して 2012 年まで自立化推進
・ 本体技術は標準バスモジュール(Standard Bus Module)開発を通して 2016 年まで自立化推進
・ 高性能・高解像度光学搭載体(EO)は多目的実用 3 号、7 号で 2016 年、合成映像レーダ(SAR)は多目的実用衛星 5 号、6 号で 2020 年ま
でに自立化推進
＜小型衛星＞
□ 開発中の科学技術衛星 2 号(ʻ08)、3 号(ʼ10)を計画通りに開発
□ 小型衛星システムは 3〜4 年に 1 機の 100kg 級マイクロ衛星、毎年 2 機内外のナノ衛星およびピコ衛星を開発して打ち上げを推進
・ 開発される衛星体単位または部品技術は小型衛星システム開発事業と連係して小型衛星に搭載し、宇宙認証を随行
・ 宇宙探査(月軌道船)のために必要な基礎基盤技術研究および関連技術獲得
□ 中・低解像度および広域観測映像需要に備えて多様な小型衛星を低費用で開発できる技術獲得
＜静止軌道複合衛星＞
□ 開発中の通信海洋気象衛星(ʻ09)を計画通りに開発
□ 通信海洋気象衛星の後続衛星(静止軌道複合衛星)は、通信海洋気象衛星の寿命、自力開発能力、公共需要、予讃等を考慮し推進
□ 2016 年まで静止軌道複合衛星を開発し、独自開発能力構築
・ 低軌道実用衛星で国産化された構造計、熱制御計、ソフトウェアなどサブシステム技術を静止軌道衛星に適用
□ 2022 年まで長距離大口径の広域光学搭載体基盤技術を確保し、国内静止軌道衛星の独自モデル開発
2．宇宙発射体および宇宙センタ
□ 2008 年小型衛星発射体(KSLV-Ⅰ)開発完了および打ち上げ
□ 2017 年まで韓国型発射体(KSLV-Ⅱ)自立化
・ 1.5 トン級の実用衛星発射体の自力開発
- 1 段：液体エンジン 75 トン×4、2 段：液体エンジン 75 トン×1
・ 大型液体推進機関技術(燃焼機、ガス発生器、ターボポンプなど)、構造軽量化技術確保
・ 発射体開発に必要な基盤施設構築
- 2010 年延焼機・ターボポンプ試験設備、2012 年エンジン試験設備、2014 年推進気管総合試験設備構築、2017 年韓国型の発射台
システム変更構築
□ 2026 年まで韓国型発射体信頼性増進により低軌道実用衛星打上げ
□ 2026 年まで韓国型発射体上段システムの性能向上で宇宙探査用(月探査船)衛星発射能力確保
3．宇宙探査
□ 宇宙探査プログラムを中長期的に推進
・ 2017 年から 2020 年まで月探査衛星(軌道では) 1 号開発
・ 2021 年から 2025 年まで月探査衛星(着陸では) 2 号開発
□ 宇宙探査システムと本体技術は国際共同研究を通して習得推進
・ 国際協力宇宙探査を通して技術および予算上の危険を最小化
・ 宇宙都市および宇宙旅行のための宇宙基地建設事業参加検討
□ 国内衛星体開発の基盤技術を宇宙探査関連技術開発として活用
4．衛星活用
＜衛星映像活用＞
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□ 衛星活用(通信,放送,映像情報)を通じて国民の生活の質向上寄与
・ 衛星情報活用専門機構設立(宇宙開発振興法第 17 条)を通じて、衛星映像資料普及拡大
・ 衛星映像資料を活用した災難管理システム構築および国際協力プログラム参加(International charter, Sentinel Asia)
□ 遠隔探査基盤の映像資料処理および需要者中心の活用技術開発
・ 地質・資源、国土管理、農業、林業、気象・海洋、地図製作、位置情報サービス分野に対する座標処理および分析技術開発
□ 総合的な空間情報技術力確保のために映像資料を地理情報システムと位置情報を連係活用できる基盤および活用技術開発
＜衛星航法システム＞
□ 衛星航法システム構築に必要な基盤造成およびコア技術開発など国家需要にともなう衛星航法システム構築推進
※ 衛星航法システムに対する細部事項は「国家衛星航法システム総合発展基本計画」に基づく。
□ 航法および側位測量分野の補強システム技術高度化推進

Ⅳ．宇宙産業化戦略
１．国内宇宙産業界の現況
□ 宇宙分野産業界大部分は政府主導宇宙開発事業の総括主管研究機関の用役（サービス）業者として衛星体,発射体の部品製作に参加
・ 宇宙産業が独自的産業領域に成長するのに規模面で限界
□ 海外輸出の場合、国内では唯一に（株）セトゥレガイ社が小型地球観測衛星を独自に開発して輸出(マレーシア、UAE、シンガポール、トルコ,
仏、台湾など,約 4,000 万ドル)
２．宇宙産業化の目標
□ [多目的実用衛星] 2016 年から実用衛星開発は産業界で主管して,政府外郭(開いた)は次世代衛星開発および宇宙探査機開発を主導
□ [発射体] 2017 年以後、発射体システム詳細設計および組立は産業界で主管し、政府の研究機関は宇宙探査用発射体システム開発推進
□ [衛星映像] 産業界で映像・位置情報連携技術開発などで産業化を主導し、研究界は検補正技術開発などを推進
３．宇宙産業化の推進戦略
□ 宇宙先進国対応競争力が確保された低価格小型衛星の輸出産業化促進およびこれのための政府次元の支援策作成
・ 公開競争を通し、産業界を含めた宇宙システム統合能力を保有した宇宙関連機関を小型衛星開発の主契約者として選定し、中長期的に低
軌道実用衛星を商業化できる契機を作る
□ 政府の研究機関が保有している技術および知識財産権を産業界に移転して,宇宙システムを輸出することができるようにすることによって技術の
好循環追求
□ 国策技術開発結果を産業化で連係するために既存企業体活性化支援、ベンチャー企業(研究所企業)と PPP(Public-Private Partnership)
育成奨励
・ 国策研究機関の宇宙技術を産業化するために「大徳（テドク）研究開発特区などの育成に関する特別法」にともなう研究所企業設立推進
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------------------------------------------------------------------------------------2007.12 Aerospace America 2007 年の技術回顧特集号

[編注]

興味深いところを抜粋

page 86

宇宙とミサイル・システムズ Space and Missile Systems

宇宙での補給 Space Logistics
軌道上での最も最近の実験は Orbital Express 宇宙機を 2007.7 に終了、用途廃止としたことである。DARPA, 米軍及び NASA の共同事業とし
てボーイング社製作の ASTRO(Autonomous Space Transport Robotic Operations)衛星と Ball Aerospace の NextSat はランデブー、捕捉、再給
油、及びコンポーネント交換を含めそれらの全目的を達成した。

ASTRO はロボティック・ランデブー、ドッキング、サービス及び軌道上の宇宙機の再燃料補給を実証するため NextSat に近づいている。

Page 92
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宇宙運用とサポート Space Operations and Support
2007 年はい自動衛星ランデブー、捕捉と軌道上サービスに関して重要な技術的進歩を印した。公共分野に於いても有人宇宙輸送の開発で継続
的成長と進展があり、また、1 件の悲劇的損失もあった。（2007.7.26 の SpaceShip Two の燃料フロー・テストでの死傷事故）

Orbital Express
DARPA と主契約者のボーイング Phantom Works は Orbital Express の打上げと飛行に成功。この実証ミッションは 2007.3 に Atlas V に搭載して
打上げ、(1) サービス及び(2)デポ/クライアント宇宙機である(1)ASTRO と(2)NextSat を軌道投入した。2 機の衛星は歴史上の複数の「初」を達成し
た。ASTRO は打上げロケット上段から離れた後、NextSat から分離できた、その後、7km の距離まで離れ、再度 NextSat と会合（ランデブー）、ドッ
キング（mate）を行い、圧力供給&ポンプ法を用い、デポ/クライアントʼヘʼ（及びʼからのʼ）ﾋﾄﾞﾗｼﾞﾝ燃料の転送を行なった。ロボット・アームを用い
ASTRO は NextSat にバッテリとコンピュータを移送し、次いでそれらコンポーネントの動作を確認した。このことは、3 ケ月のミッションにわたって様々な
自律化のレベルで行なわれた。これらタスクは単一コマンドのみで地上の介在を何ら必要としない初の達成となった。
Orbital Express ミッションはソフト・キャプチャ（捕捉）も初実証した。ロボットアームを使った完全自律モードの中でこの快挙を達成した。ASTRO は複
数のパッシブセンサ・セットで自由飛行している非連携的(noncooperative)ターゲットの位置を見つけ、近接し、停泊した(原文では birth となっている
が、berth のミスプリと考えられる)。
Gemini と Apollo からシャトルと ISS まで過去の全てのミッションで適用されたハード・ドッキング法とは異なり、ʼFuture Vision for Space Explorationʼ
ミッションに使われることになっているソフト・キャプチャは重要なマイルストーンである。
Orbital Express が実証できたもう１件の「初」は、コンポーネント交換/アップグレードと消耗品補充のコンセプトである。通常必需品のデポとクライアン
トの両役割を果す NextSat はバッテリとコンピュータを供給し受取った。一旦、実装されると、これらコンポーネントはオンボード・システム内にインテグレ
ートされ、動作を検証するため点検が行われた。
これらの能力は軌道上の再燃料補給と相俟って、古い技術の宇宙機の寿命を抜本的に延長でき、結果としてミッション・コストを大幅低減できる。
加えて、これらの同じ古い技術でできたシステムに新しい技術を注入し利益が得られる。

ASTRO（右側）は、ロボット・アームを使い NextSAt を捕捉するために移動する
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宇宙システムズ

Space Systems

スペース・システムに関して 2007 年は特に歴史的に意味のある年となった。
重要な開発の中には、ここ 20 年間で初となる衛星破壊のミサイル・テスト、軌道上での初の自律的ロボッティック再燃料補給、第一世代のプラグ＆
プレイ衛星に向けての顕著な進、太陽の初の３次元画像、及び地球から打上げた最速宇宙機による初の惑星フライバイがある。

中国の衛星破壊テスト
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Chinese ASAT test

中国は 2007.1.11,衛星破壊ミサイル・テストを突挙実施し、中国の極軌道気象衛星 FY-1C を KKV(kinetic kill vehicle)で破壊した。
テストは最初に AW&ST 2007.1.17 号でレポートされ、2007.1.23 に中国の外相がテスト実施を認めた。米国が類似のテストを行い SolWind 科学衛
星を破壊したのは 1985 年以来の初衛星攻撃テスト成功の出来事であった。
中国のテストは軌道上の宇宙デブリの発生に関して懸念を生じさせた。その宇宙デブリは何年にもわたって軌道上にとどまり、宇宙活動への支障とな
り得るからである。中国のテストは史上最大の宇宙デブリ発生記録となり、ゴルフボール以上のサイズのデブリを 1,335 個生じた。2007.6.22 に NASA
は中国のテストで生じたデブリを避けるため、Terra 環境研究衛星の軌道変更を余儀なくされた。

Orbital Express
DARPA の Orbital Express はそのテスト目的を全て果し、自律的に軌道上のサービスと再構成を果す能力のある世界初の宇宙機となった。システ
ムは宇宙機２機からなる：ASTRO ビークルと NextSat(プロトタイプ・モジュラ次世代サービス可能衛星)である。ミッションは 2007.3.8 に Atlas V に搭載
し、Cape Canaveral から打上げ開始された。

ASTRO 衛星からみた地球を背景にした NextSat 宇宙機

実証は、異なる照明と接近条件で 8 シナリオが実施された。
第一回目は 2007.4.13 に行なわれ、最後のランデブーとドッキングは 2007.6.29 に行なわれた。NextSat 宇宙機は 2007.7.21 に ASTRO は 2007.7.22
に動作停止された。
米空軍中佐 Fred KennedyDARPA プログラム・マネージャは、「宇宙分野全体において、非常に価値あるものと考える。衛星の寿命に対する要求を
緩和する助けとなろう」と、また「後日、上がって、ップグレードを行い、修理を実施することができるような不完全さのレベルは容認することができるかも
しれない。そして、やるべき事を終らせるためもっと多くの燃料を機上に供給できる。そういうことは、我々の仕事のやり方を著しく変えるものになろう」と
述べた。

TacSat-2
2006.12.16 打上げの TacSat-2 は失われた宇宙能力を迅速に再構成したり、既存システムを補強するために行なわれる将来衛星に関する米軍の
初の実験である。搭載能力の 11 の項目の特徴として、内部/外部指示に基づく動的再タスキング及び高速データ・タウンリンク、自律型軌道上点
検及び運用がある。
TacSat-2 の重要な寄与として戦術通信に関する宇宙ベースの CDL(Common Data Link)の使用がある。CDL によりカリフォルニアにある遠隔戦術
地上局から宇宙機へのタスクを指令するのに成功した。これらの設備はまた、宇宙機からの画像を直接受信する能力を実証した。ORS(運用面で
即応できる宇宙)の目標達成に向けた大きな一歩をしるした。

プラグ&プレイ衛星

Plug-and-Play satellite

AFRL 米空軍研究所の研究者は商用規格に基づく PnPSat と名づけられた第一世代の plug-and-play 衛星を開発中である。この研究の目標は
数日のうちにＰｎＰコンパチブル・コンポーネントのシリーズで組立てられる衛星を実現する技術開発である。これらの規格は AIAA の標準に関する委
員会と連携して開発されている。
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PnPSat の細部設計審査(CDR)は 2007.8 に実施された。システムは 2008.6 までにフライト準備が整う。

*************************
------------------------------------------------------------------------------------[新刊紹介-1]

Unmanned Systems Roadmap 2007-2032

[編注] UAV のみならず、地上、ロボット、水上/水中のシステムが含まれている。

下図は掲載されているものの一例
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------------------------------------------[新刊紹介-2]

不規則(/非正規)戦

Irregular Warfare

Air Force Doctrine Document afdd 2-3

何が主題になっているかを、おおざっぱに用語の頻度から推定してみると：
intelligence 111(+6 counter-), ISR 46 (+8 NTISR), cyberspace 25, psychological 18 といったところか。
因みに ISR = intelligence, surveillance and reconnaissance で NT= non-traditional

------------------------------------------[新刊紹介-3]

月刊誌「軍事研究」2008 年 1 月号

発売中。 定価 980 円。

表紙写真・米海軍曲技チーム ブルーエンジェルス：US Navy

カラー：

巻頭言・一石二鳥の国際緊急援助隊：志方俊之

ソウルエアショー2007：石原肇

》写真ページ《

第 43 回ホーク SAM 年次射撃：芦川淳
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モノクロ：

石川潤一

自衛隊観閲式 07：野口卓也

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

マクレガー ホーク実射訓練：芦川淳

英国 DSEi2007 報告

チェコ空軍のエアショーDENNATO：菊池雅之

海軍兵器最新動向 07

不発弾処理・装備は、自らの慎重さと勇気！：野口卓也

次世代多目的水上戦闘艦 UXV、速力 30 ノットの複合推進方式通

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

常潜水艦 SSGT

ミリタリー・ニュース

多田智彦

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

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

連載：21 世紀の米空軍《次世代航空宇宙戦力》（11）

チャフ／フレアだけではない艦艇自衛法

特殊航空戦力＆『空飛ぶ砲艦 AC-130』

ソフトキルとハードキルの電子戦武器

SOF の主役 AC-130 ガンシップ／EC-130J 心理作戦機＆SOF 用無

注目される高出力マイクロ波エネルギーによるミサイル誘導の無力化や

人機

対人攻撃！

軍事情報研究会

山本紀義

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

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

出動連隊長としての

現地取材：陸自 1 混団第 6 高射特科群

『地下鉄サリン事件』覚え書

ホーク中隊、米軍で実射訓練

サリン無差別テロ、市ヶ谷 32 普通と化学防護隊による決死の除染作

陸上自衛隊高射特科群がマクレガー射場で毎年行っているホーク実

戦、迫真の記録

射訓練に密着

福山隆

芦川淳

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

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

自衛隊が対処した『神経剤サリン』とは何か

ロボットカー・レース

世界各国に拡散する神経剤の特性や作用原理、症状や対抗策を

『アーバン・チャレンジ 2007（予告編）』

今一度検証してみる

今回は人工都市の市内道路を道路交通法に従って、六時間内に完

小林直樹

走するというもの

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

岩狭源晴

米海軍洋上艦隊の運用と油の行方

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

海自のインド洋給油問題

警備は悪名高いアメリカ民間軍事会社

国会で繰り広げられた騒動は、海軍の本質を無視したナンセンス極ま

これが車力×バンド・レーダ基地だ

りないものだ

100 人を超える部隊のほとんどは契約雇用者で軍人は二人だけ。しか

野木恵一

も警備は!?

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

石川巌

日本の安全保障に関わる

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

国際法規と国内法規の狭間

トルコ、スリランカ、そしてソマリア

憲法には国際法と国内法の関係が明確に定められていない、それが

危険な三角地帯 TSS に注目せよ

問題の根源だ！

テロとの戦い、その第二戦線がトルコ〜スリランカ〜ソマリアの三角地帯

賀谷眞悟

である！

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

稲坂硬一

F/A-18E/F ブロック 2 と EA-18G

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

航空優位戦闘機スーパーホーネット

日露戦争で活躍した無線電信機

空戦の勝敗は決定的な迅速精密攻撃を可能とするアビオニクス・搭

日本海海戦の勝利では哨戒艦「信濃丸」がバルチック艦隊を発見し、

載兵器の優劣だ

第一報を打電
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鳥羽利男

って攻撃は頓挫

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

大田嘉弘

21 世紀に日本が生き残るために（第三回）

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

森野軍事研究所

□市ヶ谷レーダサイト・防衛産業は「死の商人」か？

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

□防衛産業ニュース

WORLD・IN・FOCUS

□書評・最強戦闘機 F-22 ラプター／名消防車列伝／北欧空戦史

菊池雅之

／ミリタリーウォッチスペック年鑑

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

□映画・ユゴ 大統領有故／勇者たちの戦場

日本の戦史（162）

□軍事研究バックナンバ

八原大佐と沖繩作戦（七十七）

□顔・神鋼電機株式会社取締役電子精機本部副本部長兼航空

米軍は勝利を確信して陣地に近迫、しかし日本軍の激しい抵抗にあ

宇宙第一営業部部長・木本伸一氏

------------------------------------------2007 年 12 月 20 日 8:09

CNET Japan

「Commodore 64」誕生 25 周年を祝う会
[編注] Jack Tremiel という張本人がまだ健在とは。世界初のパソコンか、僕も買ったものです。続いて Apple でしたか。今なら骨董/懐古趣味。
http://japan.cnet.com/svc/nlt2?id=20363580
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