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------------------------------------------2008/6/3 14:18

【Technobahn】

新方式の大型天文望遠鏡、国際液体鏡開発計画が開発中の液体鏡を初公開
国 際 液 体 鏡 望 遠 鏡 開 発 計 画 （ International Liquid Mirror

（真上）に向けることしかできない制約があるために実際にこのアイディア

Telescope Projecet）は 1 日までに開発中の液体鏡を公開。今回、

を元にした巨大反射望遠鏡開発を行うとする研究機関はなかなか現

公開された液体鏡はベルギーやカナダの援助で製作が進められている

れてこなかった。国際液体鏡開発計画は開発中の液体鏡望遠鏡を

口径 6m 反射望遠鏡用のもの。6m 以上の大口径反射望遠鏡開発

使い、天体の広い領域を観測することで、超新星など、いつ何時、起

には巨費数百億円がかかり、各国とも開発費拠出をどうするかが、大

きるか判らない天文現象観測に役立てたいとしている。今回公開され

きな問題となっているが、水銀などの金属を使った液体鏡は凹面鏡を

た口径 6m の液体鏡は 2009 年頃に完成予定。国際液体鏡望遠鏡

使ったものに比べ安価に製作可能という利点を持つことから各国で研

開発機構では、この 6m 液体鏡による予備的観測実験が成功した場

究が進められてきた。液体鏡は水銀の元となる素材を入れた巨大な

合は口径 8m 液体鏡開発も予定。

容器を回転させ遠心力を発生させ、容器表面に凹面を形成し、それ

[編注]

を天体観測用鏡面に利用。ただし、この場合、原理上、鏡面は天頂

画像提供：University of British Columbia

画像下左の low reso 版（省略）

http://www.technobahn.com/news/2008/200806031418.html
[編注] その他関連画像

British Columbia 大

Laval 大

http://science.howstuffworks.com/liquid-mirror-telescope.htm/printable
[編注] hi-reso 画像 >>>

http://www.nasa.gov/centers/ames/multimedia/images/2007/liquidmirror.html

Liquid Mirror の解説 >>> http://www.math.iupui.edu/m261vis/LMirror/LMirror.html

------------------------------------------2008/6/3 16:32

【Technobahn】

米海軍でもっとも早い船が初走行
画像は 5 月 29 日、米シアトル市に面したワシントン湖に降ろされる「ス
ピリット・オブ・ネイビー号（The Spirit of the Navy）」の勇姿。この後、
同号は同湖で市民多数に見守られながら初走行に成功。この船、見
たとおりのスピードボート。もちろん、軍艦ではない。（後略）
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http://www.technobahn.com/news/2008/200806031632.html

------------------------------------------2008/6/2 20:34

【Technobahn】

アリアンスペース、次世代軍事通信衛星「スカイネット 5C」の打上げを中止
アリアンスペースは 5 月 30 日予定されていたアリアン 5-ECA 型ロケット

る装置を備えている。英国防省ではスカイネット 5 衛星 3 機を打上げる

を用いた英軍事衛星「スカイネット 5C（Skynet 5C）」打上げ中止を発

ことを計画。既にスカイネット 5A と 5B は打上げに成功、運用状態

表。打上げ数時間前までカウントダウン状態で、ロケットに異常検出さ
れたことが、打上げ中止理由。ア社では問題箇所を特定した上で、今
週中にも改めて打上げ実施としている。スカイネット 5 は 32 億ポンド（約
6600 億円）を投じ開発された次世代デジタル通信衛星。打上げ重量
5 トン、給電部総出力は 5kw で日本が打上げた通信技術試験衛星
「きく 8 号」と並ぶ世界最大級の通信衛星。これまで用いられてきた軍
事通信衛星の 5 倍の通信処理能力を持つ他、通信妨害にも対抗す
http://www.technobahn.com/news/2008/200806022034.html

------------------------------------------2008/6/2 15:33

【Technobahn】

ボーイング、弾道ミサイル迎撃用高出力レーザの地上発射実験に初成功
ボーイングは 5 月 28 日、米ミサイル防衛庁と共同で開発を進めてきた

目が集まっている。

弾道ミサイル迎撃用「エアボーン・レーザ（A/L, Airborne Laser）」の地
上発射実験成功を発表。ボ社発表によると A/L 発射実験は今月、
カリフォルニア州エドワード空軍基地で実施され、A/L は初めて高出力
レーザ発射に成功として いる。A/L は B747 を改造 した専用機
「YAL-1A」に搭載し、飛行中の航空機から弾道ミサイル迎撃を行うた
めに開発が続けられている戦略レーザシステム。ボ社では A/L を使えば
理論上、加速中(boost phase of flight)のあらゆる種類の弾道ミサイ
ル迎撃が可能と説明。弾道ミサイル迎撃システムに代わるものとして注
http://www.technobahn.com/news/2008/200806021533.html

[編注] LM のサイトにある下記 Turret Ball Conformal Window と同じようなものと見ましたが：

http://www.lockheedmartin.com/data/assets/8059.jpg
http://www.lockheedmartin.com/products/AirborneLaser/index.html

------------------------------------------2008/5/29 19:57

【Technobahn】

エンジンテストが終了した垂直離着陸型 F-35 の実証機「BF-1」
画像は今月 16 日頃、実施された F-35 統合打撃戦闘機の垂直離着

陸機「F-35B」の実証機（F-35 BF1）によるエンジンテストの模様。エン
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ジンテストは今月から実施され、「F-35B」の特徴となる、垂直離着陸

実験を行ったロッキード・マーチン社ではエンジンテストは全て成功裏に

用の補助リフトファン（画像上でコックピットの後に開いている部分）やメ

完了とも述べており、早ければ今月中、遅くとも来月初頭にも初飛行

インエンジン推力を下向きに偏向可能なベクター・クルーズ・ノズル（画

テ ス ト が 実 施 さ れ る 見 通 し 。 画 像 提 供 ： F-35 JOINT STRIKE

像下右）などの機能が全て設計通りに機能することが確認された。

FIGHTER PROGRAM

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200805291957

------------------------------------------2008/5/29 19:23

【Technobahn】

米空軍の次世代爆撃機開発計画、ノースロップ・グラマンが受注？
ボーイング−ロッキード・マーチンの 2 社による企業連合と、ノースロップ・

航可能で、B-2 のステルス性を持ち、更に、最新の電子戦装備を備え、

グラマン(N/G)の間で受注獲得競争が繰り広げられてきた B-2 ステルス

日中でも運用可能な機体開発を計画し、航空各社に対して開発計

爆撃機に代わる米空軍の次世代爆撃機開発計画に関して、米空軍

画提案を求めていた。

が開発企業として N/G を選定していた可能性が高いことが 28 日まで

[編注]

画像下の low reso 版（省略）

に英航空情報専門誌「アビエーション・ウィーク(AW&ST)」掲載記事に
より明らかとなった。AW&ST ではこの次世代爆撃機の開発は、秘密裏
に行われることが決まったとしており、米国防総省および企業側のどちら
からもこの件に関する正式発表はない見通し。N/G には初期開発費
用として約 20 億ドル（約 2100 億円）が支出される模様。ボ社は米空
軍の次期空中給油機の選定においても N/G と EADS の企業連合の
KC-45 に敗れており、もし今回報道が事実であれば、米空軍の戦略
的な航空機開発競争で連続して N/G 勢に敗退したこととなる。米空
軍が計画している次世代爆撃機は 2018 年実戦配備予定から通称

AFM 記事と写真

「2018 爆撃機」と呼ばれる。米空軍では現在、古い順に B-52、B-1、

http://www.afa.org/magazine/oct2006/10062018.asp

B-2 の 3 種の爆撃機を運用しているが、B-52 は半世紀も前の機体、

USAF plans to field a true next generation long-range strike weapon

B-1 は超音速飛行は可能なものの、ステルス性能が B-2 に比し脆弱、

(seen here in an artistʼs conception) in 2035. The “exotic” bomber may

最新型 B-2 はステルス能力を持ちレーダには映らないが、目視撃墜さ

be a traditional bomber or a system of systems with capabilities such as

れる可能性があり、運用は夜間に限られるなど、いずれも低生存能力

hypersonic speed. (Artistʼs conception by Erik Simonsen)

が欠点として挙げられてきた。そのため、米空軍では B-1 の超音速巡
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200805291923&page=2

[編注-2] その他の関連記事： Aviation Week's DTI Bill Sweetman May 27, 2008 ほか,

Concept Image（下左）: Jozef Galtial for DTI

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story̲generic.jsp?channel=dti&id=news/DTI-Bomber.xml&headline=Ultra%20Stealth
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The Next Bomber?

NorGrum's Secret X-Bomber /// Northrop Grumman's Secret X-Bomber

The Air Force has offered up a few more clues about its next bomber,
set to join the service in 2018.

http://www.defensetech.org/archives/2008̲05.html

///

Northrop-Grumman concept illustration of the Air Force's next

http://www.military.com/features/0,15240,168613,00.html

long-range strike aircraft
http://formerspook.blogspot.com/2007̲05̲01̲archive.html

------------------------------------------2008/5/29 16:39

【Technobahn】

米空母「キティ・ホーク」が横須賀を出港、退役のための最後の航海
画像は今月 28 日、退役準備のため最後の航海で横須賀港を出発

力方式の「ジョン・F・ケネディ（CV-67）」を充てることも考慮されたが、

する米海軍空母「キティ・ホーク（CV 63）」。米海軍は「CV63」の目的

「ジョン・F・ケネディ」も 2007 年で退役処分が決定。通常動力方式空

地などは明らかにしていないが、艤装解除を行うため米本土に向け最

母は「CV63」1 隻だけとなり、結果的に後継は原子力空母を選ばざる

後の航海に就いたものと見られている。今のところ、横須賀基地を母

を得なくなっていた。 画像下右は「CV63」にお別れを告げる横須賀基

港とする後継空母は原子力推進「ジョージ・ワシントン（CVN 73）」が

地駐留米人兵士の子女が通う外国人学校「ヨコスカ・ミドル・スクール

予定されている。当初、唯一の被爆国という日本の国民感情を考慮

（Yokosuka Middle School）」生徒たち。画像提供：U.S. Navy

し、米海軍は「CV 63」後継にはキティホーク級空母 4 番艦で通常動

[編注] 甲板に人文字で「SAYONARA」を描いた写真もありましたね。
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http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200805291639

下右 photo:

http://www.navy.mil/view̲single.asp?id=59456

------------------------------------------2008/5/30 18:30

【Technobahn】

監視対象は日本？ オーストラリア税関が導入したイスラエル製無人偵察機
画像は今月 23 日、豪税関が試験導入を発表したイスラエルの大手

決めたいとしている。豪北東部というと、その先にに広がるのは南極海

軍需メーカ、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI, Israel

で、常識ではこうした最先端無人偵察機まで導入しなくても問題はな

Aerospace Industries）社製無人偵察機「Heron」。翼幅 16.6m、全

いのではと思うが、豪政府によると、この水域は外国籍漁船による違法

長 8.5m、航続距離 1800 キロと、米軍がイラクなどで多用している

操業が相次いでおり、もっとも厳しい監視対象が必要とされている海域

MQ-1「Predator」よりも一回り大きく、航続距離は倍以上もあるなど、

としている。そういえば、日本の調査捕鯨団もこの辺の水域で活動を行

高性能が特徴。豪税関では 6 週間に渡ってクイーンズランド州を中心

っていた。

とした豪北東部国境警備に試験導入した上で本格的導入を行うか、

画像提供：Australian Customs Service
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200805301830

------------------------------------------2008/6/5 13:52

【Technobahn】

火星探査機「フェニックス」でまた障害、今度は通信中継衛星がダウン
先月 25 日に火星に着陸、今週からは土壌採取・分析作業に着手し

センタは「フェニックス」に対し、一切の交信を行うことができない状況に

た火星探査機「フェニックス（Phoenix）」にまた障害が発生し、土壌分

陥ってしまった。「フェニックス」との交信を巡っては別の火星探査衛星

析作業が一時、中断状態に追込まれたことが 4 日、NASA 発表によっ

「マーズ・リコネッサンス・オービタ（Mars Reconnaissance Orbiter）」に

て明らかと。今回、障害発生は、「フェニックス」と地球との交信中継に

生じた障害で一時的に、コマンド送信ができなくなる障害が発生したば

利用されている火星探査衛星「オデッセイ（Odyssey）」。4 日に発生し

かり。「オデッセイ」に関しては宇宙嵐などの影響により一時的に非常に

た何らかの問題により「オデッセイ」は全運用を停止し、衛星機器の最

強力な宇宙線（放射能）照射を受けたことによりコンピュータが「セーフ

低限度の維持だけを行う「セーフモード」入り、その結果、地球の管制

モード」に入ってしまったのではないかとみられている。火星探査衛星は
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これまでも度々、非常に強力な宇宙線の影響で「セーフモード」に入っ

燥感を募らせている。

てしまうことが度々、発生。NASA では「フェニックス」には障害は発生し

[編注]

画像下の low reso 版（省略）

ていないとしながらも、何度となく見舞われる「フェニックス」の障害に焦
http://www.technobahn.com/news/2008/200806051352.html

[編注] 関連画像 davidc@atmos.washington.edu

http://www.atmos.washington.edu/~davidc/

Artistʼs concept of Phoenix on Mars

[編注]

hi reso ２MB 画像 >>>

http://www.scitech.ac.uk/PMC/PRel/images/PhoenixMars.jpg

------------------------------------------2008/5/31 18:43

【Technobahn】

NASA の火星探査機「フェニックス」、分析器機器に回路短縮の障害が発生
今月 25 日に火星に軟着陸した火星探査機「フェニックス（Phonenix）」

起きたのは分析機器の中で、採取した土壌サンプルに熱を加え分析を

の分析機器の一部に回路短絡が発生したことが 30 日までに NASA

行う回路」とした上で「ミッション全体に与える影響は重大なものではな

発表により明らかとなった。今回、回路短絡が起きたのは地表から採

い」との見方を示している。ボイントン教授はまた「回路短絡が起きた原

取した土壌を分析するための機器。土壌採取を行う段階になり、予備

因は既に判っており、問題解決方法に関しても検討が加えられている」

実験として分析機器の状態を再確認した際に、回路の一部に短絡発

と述べている。

生が明らかとなった。「フェニックス」計画を主導しているアリゾナ大学のウ

[編注]

画像下の low reso 版（省略）

ィリアム・ボイントン（William Boynton）教授は今のところ、「回路短絡が
http://www.technobahn.com/news/2008/200805311843.html

[編注] 関連画像

http://www.fanboy.com/2007/08/

;

http://blogs.guardian.co.uk/science/2008/05/phoenix̲prepares̲to̲deploy̲its.html

----------------------2008/5/29 15:22

【Technobahn】
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NASA の火星探査機「フェニックス」、通信障害が復旧
25 日に火星に軟着陸した火星探査機「フェニックス（Phonenix）」の通
信機器に障害が発生した問題に関し NASA は 28 日、障害復旧を発
表。通信障害は「フェニックス」データを地球に送信する通信中継衛星
の役割を果たしている別の火星探査衛星「マーズ・リコネッサンス・オー
ビター」で起きたもので、同日発表された声明で NASA は「問題は解決
した」とした上で、「フェニックス」は土壌採取のための探査活動を開始し
たこと明らかにした。ただし、今のところ「マーズ・リコネッサンス・オービタ
ー」中継用通信機能になぜ問題が発生したのか、原因特定までには
到ってはいない模様。
[編注]

写真 時事

画像右の low reso 版（省略）

http://www.technobahn.com/news/2008/200805291522.html

--------------------2008/5/28 15:44

【Technobahn】

火星に着陸した「フェニックス」探査機、通信系に障害が発生
25 日に火星に軟着陸した火星探査機「フェニックス（Phonenix）」の通

NASA では今のところ問題が生じたのは「マーズ・リコネッサンス・オービ

信機器に障害が発生し、予定探査ミッション開始が遅れていることが

タ」側ではないかと見て、故障箇所の調査・分析を進めている。

27 日、NASA 発表によって明らかとなった。「フェニックス」は火星周回

画像は「フェニックス」が火星着陸後に送信してきた探査機足の部分。

軌道上にある火星観測衛星「マーズ・リコネッサンス・オービタ（Mars
Reconnaissance Orbiter）」を経由で地球と交信を行っているが、今
回、問題発生が判明したのは「フェニックス」と「マーズ・リコネッサンス・オ
ービタ」の間の UHF 通信経路部分。「フェニックス」は 27 日から、搭載ロ
ボットアームを使って土壌採取作業が予定されていたが、この通信障
害のため、今のところ全探査作業実施が延期される事態となっている。
http://www.technobahn.com/news/2008/200805281544.html

------------------------------------------2008/6/5 14:04

【Technobahn】

国際宇宙ステーション乗員に朗報、やっとトイレが直りました
先週からポンプの故障によって利用不可状態となっていた国際宇宙ス

も、今回のスペースシャトル「ディスカバリ（STS-124）」の最大のミッショ

テーション（ISS）のたった一つしかないトイレの故障箇所修理が実施さ

ンとなる日本実験モジュール「きぼう」を ISS に取付ける作業も実施され

れ、修理後の確認作業によりトイレ故障が直ったことが 4 日、NASA 発

たが、この両作業後に行われた NASA 定例記者会見では記者質問

表により明らかと。5 月 21 日、ISS 乗員がトイレ利用した際に排泄物を

はトイレ問題に集中。さすがの NASA も「こういった席上で、トイレの話

吸引するポンプが故障。以来、乗員は袋に用を足したり、ISS にドッキ

ばかりなのは心苦しいが、生活にはトイレは欠かせないのも事実」とやや

ングしているソユーズ宇宙船の簡易トイレを利用し用を済ませるなど、

諦めながら記者のトイレに関する質問攻めに丁寧に応えた。

極めて不便な状況を強いられてきた。3 日にはトイレ修理作業の他に
http://www.technobahn.com/news/2008/200806051404.html

------------------------------------------2008/5/29 15:45

【Technobahn】

NASA、スペースシャトル「ディスカバリ」にトイレ修理用部品を搭載へ
国際宇宙ステーション（ISS）に設置されている唯一のトイレが故障し、

予定で現在、準備を進めているスペースシャトル「ディスカバリ

利用できない状況が続いていることに関し NASA は、5 月 31 日打上げ

（STS-124）」に急遽、地上訓練用に利用している宇宙用トイレのポン

7

プ部品を搭載し、「ディスカバリ」でトイレ修理ミッションを実施する方針

レータ機能復旧には至らず、小さな袋に用を足し、機能しているトイレ

を明らかとした。無重力空間の場合、物質は自然落下することがない

の排泄部処理装置に直接入れて処理する不便な状況を強いられて

ため、ISS のトイレには排泄物を強制吸引し、内部で空気と水分を分

いる。28 日に行われた会見で NASA アラード・ボウテル（Allard Beutel）

離するための機能が備えられている。今回、故障を起こしたのはこのエ

報道官は「客人を自宅に招いたところ、たった一つしかないバスルーム

ア・ウォータ・セパレータ（air/water separator）と呼ばれる機構部分。

が壊れていることに気づいたとします。早急になんとかしなければならな

今のところ、中核の排泄物処理装置自体には障害は発生していない

いと考えるのは自然のことでしょう」と述べて、NASA としても今回のトイ

とみられている。今月 21 日、ISS 乗員がトイレを利用した際に突然、ト

レ故障問題は最優先事項として問題解決にあたるとする方針を明ら

イレから大ノイズが発生し、そのまま、トイレのエア・ウォータ・セパレータが

かに。

機能しなくなったとしている。その後、乗員はトイレのエアフィルタの交換

[編注]

画像下の low reso 版（省略）

を行うなど、その場でできる限りの修理を試みたが、エア・ウォータ・セパ
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200805291545

http://www.popsci.com/files/imagecache/article̲image̲large/files/articles/isstoilet̲485.jpg

------------------------------------------2008/5/28 15:30

【Technobahn】

国際宇宙ステーションで問題が発生、唯一のトイレが故障
国際宇宙ステーション（ISS）のロシアモジュールに設置されている只一

能回復には至っておらず、乗員は ISS にドッキングしているソユーズ宇

つしかないトイレが故障し、利用できない状況に陥ったことが 27 日まで

宙船の簡易トイレで用を足すことを迫られるなど非常に不便な状況を

に明らかと。NASA によると、今月 21 日、ISS 乗員がトイレを利用した

強いられている。NASA では、5 月 31 日打上げ予定で現在、準備を

際に、トイレ排泄物吸引用機構一部が故障を起こしたと説明している。

進めているスペースシャトル「ディスカバリ（STS-124）」に急遽、地上訓

無重力空間の場合、物質は自然落下することがないため、ISS トイレ

練用に利用している宇宙用トイレを積込むことも検討しているが、スペ

には排泄物を強制吸引し、内部で空気と水分を分離するための機能

ースシャトルはペイロードの重量バランスなどが厳密に調整された上で、

が備えられている。今回、故障を起こしたのはこのエア・ウォータ・セパレ

打上げが実施されるということもあり、トイレ故障問題にどう対処すれば

ータ（air/water separator）と呼ばれる機構部分。故障が起きた直後

良いのか、対応に苦慮している。

から、トイレのエアフィルタ交換の修理作業を実施したが、その後も機
http://www.technobahn.com/news/2008/200805281530.html

------------------------
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International Space Station toilet breaks down

http://www.mirror.co.uk/news/topstories/2008/05/29/international-space-station-toilet-breaks-down-89520-20433549/
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AMC 航空輸送コマンド司令官は KC-45 の納入の前倒しを望む
AMC chief wants KC-45 deliveries faster
FASTER, FASTER: U.S. Air Force Gen. Arthur Lichte, Air Mobility

KC-45A tanker. He hopes to get... . . .

Command chief, wants to accelerate purchases of the new

今週、STOVL JSF 1 号機 飛行できるかも
First STOVL JSF could fly this week
STOVL FLIGHT: Lockheed Martin's first short take-off and

week. Aircraft BF-1 complete... . . .

vertical landing (STOVL) F-35B could fly for the first time this

NASA は創造的月面コンセプト・スタディに向け BAA ブロード・エージェンシー・アナウンスメントを発行予定
NASA issuing BAA for innovative lunar surface concept studies
LUNAR STUDIES: NASA plans to issue a Broad Agency

concept studies. The agency is seeking innovat... . . .

Announcement (BAA) on June 6 for Lunar Surface System

米陸軍の JAGM ジョイント空対地ミサイルにロッキードとレイセオンの２社が提案
Lockheed, Raytheon duel over JAGM
JAGM SHOWDOWN: Raytheon and Lockheed Martin are the only

Air-to-Ground Missile (JAGM),... . . .

two companies proposing options to the U.S. Army for its Joint

仏空母の決定は 2011-12 まで延期になる見込み
Decision on French carrier to be delayed until 2011-12
CARRIER DEFERRED: France's decision on whether to build a

likely to be pushed back unti... . . .

second aircraft carrier to complement the Charles de Gaulle is

Rockot 社、次の打上げは 9 月に
Next Rockot to fly in September
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ROCKOT READY: Khrunichev-Astrium joint venture Eurockot

Rockot had been sidelined si... . . .

says its Rockot light launcher is ready to return to service. The

オランダは Raven 小型 UAS 無人機を運用予定
Netherlands to operate Raven small UAS
DUTCH RAVEN: The Netherlands Ministry of Defense soon will

under a $7.7 million contract wit... . . .

be operating Raven small unmanned aircraft systems (UAS),

米空軍宇宙コマンドは新しい ICBM のアップグレードを検討
USAF Space Command considers new ICBM upgrades
MODERN MINUTEMAN: While nuclear deterrence is not front and

Force Maj. Gen. Thomas D... . . .

center in the headlines today as it was in the Cold War, U.S. Air

ロッキードマーチンはミサイル防衛庁の MKV に関して新アルゴリズムをデモ
Lockheed Martin demos new algorithms for MDA's MKV
MKV MATH: The U.S. Missile Defense Agency's (MDA) Multiple

management algorithms to perf... . . .

Kill Vehicle-L (MKV-L) carrier vehicle will employ engagement

ボーイングから GPS III に関する抗議は何もなかろう
No Protest Expected from Boeing on GPS III
NO PROTEST: Boeing has informed the U.S. Air Force it will not

contract for the nex... . . .

protest the service's decision to award a $1.5 billion development

米下院の手段がタレスの衛星事業をおびやかす
House measure threatens Thales satellite work
The U.S. House of Representatives has passed a measure tucked

permanent freezing... . . .

into its fiscal 2009 defense authorization bill that could lead to a

ボーイングは米空軍の次期 UAS 競争に関するオプションに目を光らせる
Boeing eyes options for USAF Next-Gen UAS competition
Boeing says it plans to explore proposals for the U.S. Air Force's
forthcoming

Next-Generation

Unmanned

Aerial

(NG-UAS) program, which aims to... . . .

System

MP-RTIP Global Hawk 無人機に使われるように設計された AESA 電子走査型レーダ Proteus 1 号機のまとめを予定
MP-RTIP testing on Proteus continues
The U.S. Air Force plans to wrap up testing of its first active

Hawk unmanned aerial... . . .

electronically scanned array radar designed for use on the Global

Phoenix の画像は氷を示しているかも、しかし、問題に直面
Phoenix pictures could show ice, but lab faces problem
Phoenix Mars Lander mission controllers say the latest images

from the spacecraft show that it could have blown away top soil
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when it landed to reveal... . . .

研究者はスペース・ステーションを使いサルモネラ菌のワクチンを追究予定
Researchers to pursue salmonella vaccine using space station
A coalition of researchers is partnering with NASA to perform

hope will lead to a vacc... . . .

research aboard the International Space Station (ISS) that they

Hispasat 社は新しい小さな通信衛星を購入予定
Hispasat to purchase new small telecom satellite
BERLIN - Hispasat will buy and operate the first of a new family

foothold in the grow... . . .

of spacecraft intended to give the European satellite industry a
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report
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Unmanned Aerial Systems (UAS) Integration

他の国における無人機の空域への統合作業の例

Country
United
Kingdom

Australia /
NewZealand

Japan

Canada

Germany

Examples of UAS Integration Efforts in Other Countries

UAS integration efforts
“The Autonomous Systems Technology Related Airborne Evaluation and Assessment” project is focusing on the
technologies, systems, facilities, and procedures that will allow UASs to operate safely and routinely in United Kingdom
airspace. The project has received funding from the British government, industries, and universities and work has
commenced to address topics such as communications, collision avoidance, operating rules and procedures, and
integration with the operating environment.
An Australian aerospace firm has commissioned a program, Unmanned Aircraft Technology Applications Research, to
organize efforts to address UAS issues. The program has, in turn, established an Australian/New Zealand working
group to use demonstration programs to solve the critical issues currently inhibiting commercial UAS operations. The
working group includes global, regional, and Australian UAS manufacturers and operators, researchers, military
aviation, and an international insurance underwriter.
In 2004, a consortium of Japanese manufacturers and a government ministry completed formulation of safety
guidelines for using unmanned helicopters for commercial purposes over unpopulated areas. This consortium became
an association that includes additional manufacturers and individuals from universities and research agencies and
plans to develop safety guidelines for UASs. Japan currently uses unmanned helicopters for pesticide spraying.
In 2007, Transport Canada issued the Final Report of its Unmanned Air Vehicle Working Group. The working group
developed a plan to safely integrate unmanned air vehicles into the Canadian airspace system. The working group
included representation from government, defense, and private-sector entities.
Germany has established a working group called “UAS-Deutschland” to facilitate the operation of UASs in German
airspace. The working group is tasked with developing a national opinion concerning enabling the integration of UAS
operations in non-segregated airspace and preparing for and fostering international harmonization. Another working
group called “UAV DACH” has been established for German-speaking countries̶Austria, Germany, the Netherlands,
and Switzerland̶to develop standards for national and international regulations for civil and military UAS flights. The
group is also charged with finding solutions for UAS technical challenges such as sensing and avoiding other aircraft.

Source: FAA documents, Internet Web pages, a press release, and a UAS expert.

Illustration of UAS Use for Hurricane Data Collection
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Source: Government Accountability Office (GAO)
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最新のアップグレードされた AMRAAM の開発に遅れ
Development on latest upgraded AMRAAM slips
The U.S. Air Force is again extending Raytheon's contract to

Advanced Medium-Range Air-to... . . .

design and produce a significant upgrade to its radar-guided

ロシア MiG は次の 10 年に 300 機以上の新しい戦闘機の販売を見込む
MiG sees more than 300 new fighter sales over next decade
BERLIN - MiG General Director Antaloy Belov is confident his

for its full fleet of MiG... . . .

company will sell the Russian air force a modernization package

MEADS は復帰計画を準備中
MEADS preparing recovery plan
MBDA chief executive Antoine Bouvier says partners in the

are reviewing technical difficulti... . . .

trans-Atlantic Medium Extended Air Defense System (MEADS)

フォンブラウンの右腕と呼ばれた Ernst Stuhlinger 博士,. 94 歳で亡くなる
Space science pioneer Ernst Stuhlinger dead at 94
Ernst Stuhlinger, a space-science pioneer and leading member of

von Braun to the U.S., died... . . .

the team of German rocket experts who accompanied Wernher
[編注]

写真の中の人物 Dr.Wernher von Braun(右端から２人目)

2004

1958?
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Dr. Ernst Stuhlinger（右端）

1957?

the Explorer I 衛星プロトタイプの審査
左端写真： http://www.usatoday.com/money/industries/technology/2004-12-07-rocketeers̲x.htm
中央写真：

http://www.jamd.com/search?assettype=g&assetid=76375222&text=Ernst+Stuhlinger+

右端写真：

http://www.scientistsandfriends.com/rockets1.html

Phoenix のロボットアーム展開成功
Phoenix robotic arm successfully unstowed
PASADENA, Calif. - The robotic arm of NASA's Phoenix Mars

critical milestone for the mi... . . .

lander has been successfully unstowed, marking the second most

シャトル・ディスカバリ予定通りの打上げにフロリダ天候は良好
Shuttle Discovery, Florida weather looking good for on-time launch
NASA is pushing toward an on-time launch of the space shuttle Discovery May 31, with no constraints in sight.... . . .

THAAD は弾頭分離のテストを準備
THAAD prepares for test against separating warhead
The Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) program is

target next month at the Paci... . . .

gearing up for an intercept test against a separating missile

クルニチェフは ILS の筆頭株主に
Khrunichev Buys Out ILS Majority Shareholder
MAJORITY SHARES: Space Transport Inc., majority shareholder

its shares to Khrunichev... . . .

in Proton operator International Launch Services (ILS), has sold

米陸軍改革の鍵は連携に、RDECOM 司令官述べる
Key to Army innovation is collaboration, RDECOM chief says
CAMBRIDGE, Mass. - If the U.S. Army wants to field newer

Gen. Fred Robinson, chief of... . . .

technologies faster, the key is collaboration, according to Maj.

仏議会は防衛白書の議論に入る
Assembly enters French defense white paper debate
PARIS - The French Assembly defense committee says it will

reorient France's defense priorit... . . .

move to amend some provisions in a white paper planned to

伊と英は衛星ベースの民間防護システムをテストする
Italy, U.K. test sat-based civil protection system
Thales Alenia Space, Telespazio and the Italian Fire Brigade have

civil protection activi... . . .

teamed up to demonstrate a location-based service to enhance

ロッキードマーチンは Scalpel 初フライトテストに成功
Lockheed Martin has success with first Scalpel flight-test
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SCALPEL, PLEASE: Lockheed Martin successfully conducted

the Naval Air Warfare Cente... . . .

the first Scalpel weapon system release in a recent flight-test at

NASA は SMEX 小型探査機の最終候補者 6 つを選定
NASA picks six finalists for SMEX
SMEX FINALISTS: NASA has selected six finalists in its Small

mission proposals in the spring... . . .

Explorer (SMEX) Program. The agency will pick two of the
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report
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スペースシャトル・フライトと ISS 組立シーケンス

Launch

Space Shuttle Flights and ISS Assembly Sequence

Source: NASA

Assembly
Flight

Launch Vehicle

1J

Discovery STS-124

Oct. 8, 2008

N/A

Atlantis STS-125 (HST-SM4)

Nov. 10, 2008

ULF2

Endeavor STS-126

･ Multi-Purpose Logistics Module (MPLM)

Dec. 4, 2008

15A

Discovery STS-119

Under Review

3R

Russian Proton

Under Review

2J/A

Endeavour STS-127

･ Fourth starboard truss segment (ITS S6)
･ Fourth set of solar arrays and batteries
･ Multipurpose Laboratory Module with European Robotic Arm
(ERA)
･Kibo Japanese Experiment Module Exposed Facility (JEM EF)
･ Kibo Japanese Experiment Logistics Module Exposed Section
(ELM ES)
･ Spacelab Pallet - Deployable 2 (SLP-D2)

Under Review
Under Review

HTV-1
17A

H-IIB
Discovery STS-128

Target
May 31, 2008

Element(s)
･ Kibo Japanese Experiment Module Pressurized Module
(JEM-PM)
･ Japanese Remote Manipulator System (JEM-RMS)
･ N/A

･ Japanese H-II Transfer Vehicle
･ Multi-Purpose Logistics Module (MPLM)
･ Lightweight Multi-Purpose Experiment Support Structure
Carrier (LMC)
･ Three crew quarters, galley, second treadmill (TVIS2),
Crew Health Care System 2 (CHeCS 2)

Establish Six Person Crew Capability
Under Review

ULF3

Endeavour STS-129

･ EXPRESS Logistics Carrier 1 (ELC1)
･ EXPRESS Logistics Carrier 2 (ELC2)

Under Review

19A

Discovery STS-130

Under Review

*ULF4

Endeavour STS-131

･ Multi-Purpose Logistics Module (MPLM)
･ Lightweight Multi-Purpose Experiment Support Structure
Carrier (LMC)
･ EXPRESS Logistics Carrier 3 (ELC3)
･ EXPRESS Logistics Carrier 4 (ELC4)

Under Review
Under Review

20A
*ULF5

Discovery STS-132
Endeavour STS-133

Under Review

9R

Russian Proton

･ Node 3 with Cupola
･ EXPRESS Logistics Carrier 5 (ELC5)
･ EXPRESS Logistics Carrier 1 (ELC1)

ISS Assembly Complete
･ Research Module

* Two shuttle-equivalent flights for contingency
Notes:

Additional Progress and Soyuz flights for crew transport, logistics and resupply are not listed.
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Phoenix は通信回復でアームを伸ばす準備を行なう
Phoenix prepares to flex arm with comms restored
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PASADENA, Calif. - NASA is preparing to unstow the robotic
arm

on

the

Phoenix

Mars

Lander

after

restoring

communications via the Mars Odyssey orb... . . .

full

IED 手作り爆弾の脅威への解はナノ・スケールのところにあるかもしれない
Solution to IED threat may lie in the nano scale
CAMBRIDGE, Mass. - Despite U.S. Army vehicles becoming

improvised explosive devices (IED)... . . .

heavier with armor in response to the ever-present threat of

EADS は ILA 国際会議でインドに甘言
EADS woos India at ILA conference
BERLIN - Participating as a partner country in the International

being wooed by the... . . .

Aerospace Exhibition and Conferences for the first time, India is

ISN 戦闘兵士ナノテク協会の展望視野により良い兵士のヘルメットが
Better soldier helmets on horizon at ISN
CAMBRIDGE, Mass. - The U.S. Army Research Lab (ARL) is

Institute of Soldier Nanotechnolog... . . .

working with the Massachusetts Institute of Technology (MIT)

中国は Fengyun-3 風雲 3 号 気象衛星を打上げ
China launches Fengyun-3 weather satellite
China plans to use its newest, most advanced weather satellite

Beijing, and the dual-use spac... . . .

to forecast conditions for the upcoming Olympic Games in

ボーイングとフィンメカニカは国際練習機でチームを組む
Boeing, Finmeccanica to team on international trainers
INTERNATIONAL TRAINERS: The Boeing Company and Alenia

agreement to cooperate on marketing, s... . . .

Aermacchi, a company of Finmeccanica, announced May 26 an

米陸軍、最初の THAAD の砲兵隊運用を Ft.Bliss で開始
U.S. Army activates first THAAD battery at Ft. Bliss
THAAD BATTERY: The U.S. Army activated the first battery of

a May 28 ceremony at Ft. Bli... . . .

the Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) system during
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report
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ノースロップ・グラマンは機密次期爆撃機プロトタイプの契約を決着したように見える
Northrop Grumman appears to have landed classified next-gen bomber prototype
Northrop Grumman received contracts totaling more than $2.5

strongly supporting rep... . . .

billion for secret aircraft programs in the first quarter of 2008,

NASA は Phoenix ミッションで最初のトラブルに

15

NASA has first glitch on Phoenix mission
PASADENA, Calif. - NASA has hit its first hiccup with the

Mars Reconnaissance Orbiter (M... . . .

Phoenix Mars Lander mission following a radio shutdown on the

ノースロップのスタディによりネットワークしたジャミングの有効性が証明された
Northrop study verifies networked jammer systems' effectiveness
NETWORK JAM: A Northrop Grumman study has demonstrated

efficient when networked and en... . . .

that airborne electronic jammer aircraft are more effective and

ロッキード・マーチンの EQ-36 レーダは細部設計審査を完了
Lockheed Martin EQ-36 radar completes critical design review
EQ-36: Lockheed Martin's Enhanced AN/TPQ-36 counter-fire

(CDR), the company announced... . . .

acquisition (EQ-36) radar made it through critical design review

Saab 社は Gripen 戦闘機プロトタイプの初デモフライトを行なう
Saab conducts first flight of Gripen Demo
Saab has begun flight-testing the Gripen Demo prototype for the next-generation Gripen multirole fighter.... . . .

ノースロップ・グラマンは GPS OCS 統合ベースライン審査を無事完了
Northrop Grumman team successfully completes GPS OCS integrated baseline review
MAJOR MILESTONES: The Northrop Grumman team announced

U.S. Air Force Next-Generation G... . . .

May 27 the completion of the integrated baseline review for the

ロッキード・マーチンはミサイル警戒システム用の新しいフライト・ソフトを納入
Lockheed Martin delivers new flight software for missile warning system
SPACE SOFTWARE: Lockheed Martin has delivered the first of

and control of the Space Ba... . . .

two major blocks of flight software designed to provide command

ボーイングは射場計測システムの契約を得る
Boeing awarded Common Range Integrated Instrumentation System contract
TEST RANGE: The U.S. Air Force has awarded Boeing a contract

range-upgrade program, the Common R... . . .

to deliver the first phase of the next-generation DOD

両党防衛議員はブッシュ大統領と Gates 国防長官を F-22 に関して混乱させる
Defense authorizers on both sides flummox Bush, Gates on F-22
Defense Secretary Robert Gates may be challenging future
military

leaders

to

avoid

promoting

questionable

acquisitions over less-expensive defen... . . .

major

AeroVironment は DARPA の Nano Air Vehicle 開発のフェイズ II の契約を獲得
AeroVironment wins Phase II contract from DARPA for Nano Air Vehicle development
LITTLE WING: AeroVironment (AV) announced May 27 its win of

a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Phase

16

II contract to design and build... . . .

Corot 惑星探査ミッションは岩の多い太陽系外惑星を見つけたかもしれない
Corot may have found rocky exoplanet
The Corot planet-finding mission has identified two more

reported at an International Ast... . . .

exoplanets and an unknown celestial object, mission managers
------------------------------------------2008 年 6 月 2 日 23:00

NEDO 技術開発機構

【委員会】
研究評価委員会「次世代輸送系システム設計基盤技術開発プロジェクト」（中間評価）第 1 回分科会の開催について
https://app3.infoc.nedo.go.jp/gyouji/events/BE/Project̲Evaluation/Project/JF097/nedoevent.2008-05-28.8848574665/

------------------------------------------2008 年 5 月 16 日 23:00

NEDO 技術開発機構 <nedomail@su.infoc.nedo.go.jp>

NEDO 成果報告書 73 冊を技術情報データベースに追加
http://www.nedo.go.jp/database/newlist/new̲list20080516.html

平成 18 年度成果報告書 平成 17 年度第 2 回採択産業技術研究助成事業 05A40701a
超小型衛星によるテザー宇宙ロボット搭載カメラによる検査技術の実証

国立大学法人香川大学能見公博

概要 (平成 18 年度中間)

Summary

本年度は，打上げロケットを選定できたことから，ロケット搭載インターフェースとなる分
離機構の研究開発を中心に進めた．STARS は動作部分の多い衛星であることから，
分離機構は箱型のものを用い衛星全体を覆うものとした．分離機構およびアンテナ展
開機構は，これまでに宇宙実績のあるロックワイヤをヒータカッタで切断することにより固
定解除する方法を用い，親子固定は通電により剥離する接着剤を用いることとした．
これらの評価試験を実施し，その特性を明らかにした．

The STARS has been selected for the H2A rocket
launch in 2008. Hence, mechanical interface system
with the H2A rocket has been developed. The STARS
stowed in the separation box completely under
docking condition of the mother and the daughter
satellites.

[編注] 報告書原文ダウンロード >>> http://www.tech.nedo.go.jp/WWWROOT/HOKOKUSYO/DOWNLOAD/10001141687.pdf
------------------------------------------2008 年 5 月 9 日 23:00

NEDO 技術開発機構 <nedomail@su.infoc.nedo.go.jp>
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NEDO 成果報告書 81 冊を技術情報データベースに追加
http://www.nedo.go.jp/database/newlist/new̲list20080509.html

平成 18 年度成果報告書 国際共同研究助成事業 2005IS084
衛星搭載太陽電池アレイの帯電・放電試験法の ISO 標準化プロジェクト 平成 18 年度 2 年目（英文）
趙 孟 佑 豊 田 和 弘 今 泉 充 高 本 達 也 野 崎 幸 重 Denis PAYAN Ｌ eon LEVY Bernard BOULANGER Boris VAYNER Dale
FERGUSON 小圷秀明 Virginie INGUIMBERT Patrice PELISSOU
概要 平成 18 年度 2 年目（英文）

Summary

90 年代末以降、商用衛星の大型化に伴い高電圧化した太陽
電池アレイで放電事故が頻発している。放電事故は最悪の場合
衛星機能の全損を招き、金銭的損失のみならず、衛星利用ビジ
ネスへの投資家の信頼を損なって、宇宙利用拡大を阻んでいる。
太陽電池アレイは衛星電源系に直結した部品を宇宙プラズマに
露出しており、電気絶縁の観点からは最も脆弱な部位である。ア
レイ表面絶縁体がプラズマ帯電により放電発生することは、現在
の通常の設計では不可避である。たとえ放電が発生しても回路
短絡等の重大事故に至らないことを、打上げ前に地上試験確認
が必要であるが、試験方法の国際標準が存在せず、各国独自
条件で試験が実施されている。現在も止まない軌道上不具合
連続により、衛星メーカ･衛星サービス提供会社･保険会社から
は、帯電･放電現象の物理的機構に基づいた「正しい」そして「共
通の」試験実施が求められている。本研究プロジェクトは、衛星搭
載太陽電池アレイの帯電･放電試験の国際標準機構（ISO）規
格策定を目的とし、以下の項目を実行する。同一設計供試体
などを使った国際ラウンドロビン実験により、宇宙空間の帯電･放
電現象を地上で物理的に正しく再現できる効果的な試験方法
を見いだす。研究施設の相互訪問を通じ専門家間の意見調整
を行なう。ワークショップ(W/S)等を通じ ISO 規格案作成を行う。2
年目はラウンドロビン試験を実施した。供試体は以下の 3 種があ
る。Type-A：太陽電池アレイのカバーガラスの帯電電荷が一次ア
ークに注入される過程を調べるために、できるだけ多数の太陽電
池をフライト品と同等の基板の上にしきつめたもの。Type-B：繰返
しの一次アークによる太陽電池セルの電気出力性能劣化を調べ
るため、フライト品相当の電気性能を有した太陽電池を一枚ずつ
アルミ基板上に貼ったもの。Type-C：二次アーク試験における帯
電環境の影響を評価するために、太陽電池回路の陽極端と負
極端間のギャップを多数模擬したもの。Type-A は、カバーガラス
電荷をとりこみながら拡がり一次アークに電荷を供給していくプラズ
マの伝搬速度を測定、速度が時間の 2 分の 1 乗で減衰していく
ことを明らかに。Type-B は、三重接合太陽電池とシリコン太陽電
池にて劣化発生のエネルギー閾値を明らかに。Type-C は、異な
る試験機関にても、試験結果に大差がないことを確認。日本と米
の実験施設訪問を行った。2006 年 11 月に第 1 回の国際 W/S
を北九州で開催、5 日間の W/S と九工大でのデモ実験に日本、
中国、欧、米から 40 人が参加。参加者は最新研究成果に触れ
ると共に、ワーキングドラフト第 1 版を逐条討議。2007 年 5 月の
北京での ISO 総会において、新規作業提案承認。6 月 22 日に
は仏ビアリッツにて第 2 回 W/S を開催、42 人の参加者がワーキン
グドラフト第 3 版を討議。9 月 28 日には米クリーブランドにて第 3
回 W/S を開催、ワーキングドラフト第 4 版を討議。

Since the late 1990s, size of telecommunication satellites has increased
drastically as demand of more communication capacitance and satellite
TV channels increased. To save launch cost by keeping the number of
launches low, the number of transponders per satellite increased.
Satellite power levels also increased. Nowadays, major commercial
telecommunication satellites consume power larger than 10kW. To
manage the large power efficiently, photovoltaic generation and
transmission voltage also increased. Satellite bus voltage increased to
100V from 50V that was used commonly for previous satellites. As the
satellite voltage increased, accidents on solar array have occurred very
frequently. The accidents mostly due to arcing and subsequent
short-circuit of array circuit cause at the worst-case total loss of
satellite functions. Such events cause not only substantial financial loss
but also distract investorʼs attention, jeopardizing expansion of space
business. Solar array exposes parts directly connected to satellite power
system to space plasma. It is the weakest point in terms of electrical
insulation. With conventional design of solar array, we cannot avoid
arcing that occurs as insulator surface of the array is charged by space
plasma. It is necessary to validate that a given solar array design can
withstand repeated arcing in space before the launch via ESD ground
tests. Test conditions, however, differ among countries, as there is no
international standard to define the conditions. As satellites continue to
fail even nowadays, satellite makers, satellite service providers and
insurance companies demand a correct test that is based on physical
mechanisms of charging and arcing phenomena in space. The purpose of
this research project is to establish ISO standard on ESD test. We carry
out the following research items. Find an effective test method that
simulates the charging and arcing phenomena in space in a physically
correct manner via internationally coordinated experiments using
international round-robin test coupons. Exchange information via mutual
visit exchange of test facility. Write ISO documents via international
workshops. In the second year, the international round robin tests have
been carried out. The coupons consist of the following three types.
Type-A: Many solar cells are laid down on flight-quality substrate to
investigate injection of energy and current via charge stored on
coverglass. Type-B: Single flight-quality solar cell is laid down on
aluminum substrate to investigate degradation of electrical performance
due to repeated primary arcs. Type-C: Many parallel strings made of two
series solar cells are laid down on flight-quality substrate to investigate
effect of charging environment on secondary arc test. For the type-A,
we succeeded in measuring the plasma propagation speed over solar
array coverglass as it neutralizes the coverglass charge and provide the
energy to the primary arc.
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[編注] 報告書原文ダウンロード >>> http://www.tech.nedo.go.jp/WWWROOT/HOKOKUSYO/DOWNLOAD/10001147727.pdf
------------------------------------------2008 年 5 月 21 日 23:25

NEDO 技術開発機構

最新の NEDO 海外レポート（1022 号）ナノテクノロジー特集
海外レポート 1022 号目次

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/index.html?nem

海外レポート 1022 号一括ファイル pdf(1608kB): http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022.pdf?nem
I. <<テーマ特集：ナノテクノロジー特集>>
1. 米化学会年会（New Orleans）におけるナノ材料研究の動向(米国)(NEDO ナノテク部)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-01.pdf?nem

2. 欧州ナノテクノロジー行動計画（2005-2009）進捗報告書(EU)(NEDO ナノテク部)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-02.pdf?nem

3. 第 7 次欧州フレームワーク画ナノテク関連の進捗(EU)(NEDO ナノテク部)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-03.pdf?nem

4. ドイツのナノ・イニシアティブ?2010 行動計画(ドイツ)(NEDO ナノテク部)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-04.pdf?nem

5. 米国ナノテク政策 PCAST 会議(米国)(NEDO ナノテク部)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-05.pdf?nem

6. エネルギー貯蔵用途へのナノテクノロジー利用の動向(米国)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-06.pdf?nem

7. 米国と欧州のナノエレクトロニクス技術の最近の商業化動向(EU)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-07.pdf?nem

8. 環境技術へのナノテクノロジー利用の動向(米国)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-08.pdf?nem

9. エレクトロニクスデバイス用有機分子の誘導自己組織化(米国)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-09.pdf?nem

10. ナノチューブを長さで選別する新しい技術(米国)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-10.pdf?nem

11. ナノテクノロジー技術を啓発する「ナノトラック」(ドイツ)
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1022/1022-11.pdf?nem

------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2008-06-02-Mon

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200805

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200806

SpaceRef(5/30)

■[深宇宙探査]NewHorizon、89 日ぶりに定期休止解除、土星軌道を通過
定期的な姿勢変更と動作確認を行うため 10 日間休止状態を解除し、その後再度 91 日間の休止に入る。この休止解除期間に太陽から 10AU
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を通過する予定で、冥王星までの飛行期間の 1/4 が過ぎたことになる。冥王星到着は 2015 年。

2008-05-30-Fri

Yomiuri Online(5/30)

■[ロケット]宇宙開発委員会、ＧＸロケット開発中止を勧告へ
自民党内には防衛関連の打上げ用として計画続行を強く求める声も

こと。民間負担分の取扱いを巡る官民の調整が焦点の一つになる見

あるが、技術面、開発費などの問題があまりに大きいと判断されたとの

通し。

SpaceNews(5/29)

■[ロケット]米国防省、Falcon 1 の 3 号機のペイロードとして SpaceDev 社の衛星を選定
Operationally Responsive Space (ORS) プログラムで開発している３

月前に選定した。第１候補と考えられていたのは空軍研究所の衛星だ

個の衛星(残りの２個は、空軍研究所の衛星、及び、空軍とコーネル

ったが、準備状況から SpaceDev 社の衛星が選定されることになった。

大学共同開発の衛星)から選定。ORS の考え方に従い、打上げ 1 ヶ
SpaceRef(5/29)

■[機関]Khrunichev 社、ILS 株式の過半数を取得

2008-05-29-Thu

SpaceNews(5/28)

■[実用衛星]ESA、ITAR フリー可能な 3ton 級 GEO 衛星バスを開発
ESA(主に独とスペイン)は、米の ITAR 規制対象外となるバージョンを選

ージョンは若干コストが上がるが、Thales Alenia Space 社によると価

択可能な小型静止衛星(打上時 3ton 級)用バスを開発し、これを使っ

格上昇分は全体価格の 5%以下。

た初の衛星 Hispasat は 2012 年打上げ予定。 ITAR 規制対象外バ
------------------------------------------今週の軍事関連ニュース

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

今週の軍事関連ニュース (2008/05/30)
核施設被害に注目が集まってるけど (JDW 2008/5/28)

中 国 の CISTIND (Commission of Science Technology and

点も地震の影響を受けている。そのため、COSTIND は 5/19 に、救

Industry for National Defence) が、四川省で発生した地震によって、

済の緊急支出を決定。航空宇宙・防衛産業に対する財務的インパク

現 地 航 空 宇 宙 ・ 防 衛 産 業 に 打 撃 が あ っ た と 認 め た 。 AVIC I/II

トは、まだ不明。一方、人民解放軍の方は「軍施設について確認した

(Aviation Industries of China I/II) や、その下請け、ハイテク兵器開

が、すべて安全」と発表。

発に携わっていた組織が影響を受けている。J-10 や JF-17 生産拠

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2008/5/28)

EDA (Satellite Communication) 関係者によると、現在は欧州各

2010 年までに稼働開始させたい考え。仏、ルクセンブルク、オランダ、

国がバラバラに運用、あるいは利用している衛星通信 (SATCOM :

ポ ー ラ ン ド 、 英 が 主 導 す る 形 で 話 を 進 め て い る 。 (DefenseNews

Satellite Communication) についてのプール化構想が持上がっており、

2008/5/27)

5/30-6/1 にかけてシンガポールの Shangri-La Hotel で、第 7

ア、カナダ、中国、東ティモール、仏、独、印、インドネシア、日本、ラオ

回目となる Shangri-la Hotel を開催する。英 IISS (International

ス、マレーシア、モンゴル、ミャンマー (ビルマ)、NATO、ニュージーランド、

Institute of Strategic Studies) が後援する、アジア諸国による防衛・

パキスタン、フィリピン、ロ、シンガポール、韓、スリランカ、タイ、英、米、

安全保障関連の討議。今年は豪、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジ

ベトナムが参加する。(DefenseNews 2008/5/27)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2008/5/28)

EADS Astrium 社

(Friedrichshafen, Germany) は

ESA

(European Space Agency) か ら 、 地 表 観 測 衛 星 EarthCARE

20

(Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer) 開発・製造を 2

instrument) 、 MSI (Multi-Spectral Imager) 、 BBR (Broadband

億 6,300 万ユーロで受注。パッシブ式とアクティブ式のセンサを 2 基ず

Radiometer)、CPR (Cloud Profiling Radar) の 4 種類。この衛星は、

つ 装 備 す る 。 ア ク テ ィ ブ レ ー ザ 式 セ ン サ ATLID (active laser

Earth Explorer ミッションで 6 機目にあたる。(EADS Astrium)

米 Lockheed Martin 社 は 、 米 海 軍 NAWC-WD (Naval Air

Round) を流用することで、機体へのインテグレーションにかかる手間や

Warfare Center Weapons Division) の China Lake 射場で実施した

コストを抑えており、技術面・スケジュール面のリスクも少なくしている。

SCALPEL の試射が成功と発表。VX-31 所属の AV-8B Harrier II

搭 載 機 は F-16 、 F/A-18 、 AV-8B 、 中 ・ 大 型 の UAV な ど 。

×2 機から、高度やターゲットまでの距離を変えつつ SCALPEL のイ

Lockheed Martin 社の Northeastern Pennsylvania 工場では、この

ナート弾×3 発を投下、誘導システム命中精度を検証。SCALPEL

SCALPEL に加えて Paveway II レーザ誘導爆弾の訓練弾 (Laser

は海軍・海兵隊と共同で進めているプログラムで、市街戦における付

Guided Training Round)、誘導キット (Laser Guided Bomb kit)、デュ

随的被害の局限を目指して、小型精密誘導兵器として開発している。

アルモード誘導キット (Dual Mode Laser Guided Bomb kit) も手掛け

既存レーザ誘導兵器訓練弾 (Enhanced Laser Guided Training

ている。(Lockheed Martin)

米

AeroVironment 社 は 、 DARPA (Defense Advanced

使用する小型 UAV を開発するプログラムで、ペイロードは 2g。

Research Projects Agency) から NAV (Nano Air Vehicle) 計画の

AeroVironment 社 の NAV チ ー ム で は 、 DARPA 向 け に Black

フェーズ II 契約を 6 ヶ月・636,000 ドルで受注したと発表 (2008 年

Widow や Wasp MAV と い っ た 機 体 も 手 掛 け て い る 。 同 社 製 の

3 月スタート)。170 万ドルで受注したフェーズ I 契約の最後に予備設

Raven や Wasp III は、すでに基地の周辺警戒・前路偵察・任務計

計審査 (PDR) を済ませており、フェーズ II では 3in の原始的な羽

画・戦闘損害評価 (BDA : Battle Damage Assessment)・フォース

ばたき翼 (rudimentary, three-inch flapping-wing を持つプロトタイプ

プロテクションといった任務で使用中。Raven は 2007 年だけで合計

を使ってデモを実施する。デモがうまくいけば、オプション契約となっている

15 万時間のフライトを行っている。 (AeroVironment)

18 ヶ月間の期間延長契約が実現する。NAV は屋内外で偵察用に

米 Lockheed Martin 社 は 、 SBIRS (Space Based Infrared

験に使用する。また、SBIRS GEO Simulation 機能があり、衛星と地

System) GEO (geosynchronous orbit)用の飛行制御ソフトを納入し

上間のインターフェイスを対象とするチェックアウトにも使用する。もうひと

たと発表。SBIRS 主契約社、Lockheed Martin Space Systems

つのブロックは 8 月にデリバリ予定で、ソースコードは 35,000 行、衛

(Sunnyvale, CA) が手掛けているもので、衛星への指令、データ ハン

星の電力・温度・姿勢・航法関連の制御と異常時対応の機能を担

ドリング、故障対応の機能を提供。最初のブロックは 25,000 行のソー

当。(Lockheed Martin)

スコードからなり、GEO-1 衛星を対象とする指令・テレメトリ関連の試

Aviation Week 誌では、米 Northrop Grumman 社が米空軍のブ

及したことがある。昨年の Scaled Composites 社の買収も、NGB に

ラック プロジェクトとして、次世代爆撃機 (NGB : Next Generatoin

関係あるのではないかというわけ。プロトタイプ機は、技術的には米海

Bomber) 開発を進めていると報じている。DTI (Defense Technology

軍向けの X-47B Unmanned Combat Air System Demonstrator を

International) のレポートによると、Northrop Grumman 社の財務報

ベースとしている、というのが DTI の見方。このほか、2010 年にコンペ

告書に 20 億ドルの "restricted programs" に関するバックログが記

ティションを実施、2011 年から SDD (System Development and

載されていたとのこと。米空軍予算案では 2008-2010 年にかけて

Demonstraton) フェーズ開始、という予定でメーカと空軍が協議中、と

NGB 関連の予算を計上していないが、Northrop Grumman 社で航

も 報 じ て い る 。 ち な み に 、 記 事 を 書 い た の は 2007 年 に Jane's

空関連プログラムを担当している Integrated Systems 部門が関わっ

Information Group から DTI に移った Bill Sweetman 氏。(Aviation

ているブラック プログラムについて、同社 CEO の Ron Sugar 氏が言

Week)

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

UPDATED: 1 Jun 2008 10:16 EDT (06:16 GMT)
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http://www.defensenews.com/

Latest Headlines

Australia Ends Combat Mission in Iraq
Egypt Seizes Weapons Believed Destined for Gaza
Stronger Defense Ties with Lebanon Needed: DoD
N. Korea Fires Short-Range Missiles
No U.S. Plans to Sell Aging Carrier to India
DRS-Finmeccanica Deal May Hinge on Clearances
USAF Wants Satellites That Can See Attackers
India to Buy 22 Attack Helos for $550M
U.S. Pans Cluster Bomb Ban, Cites 'Disagreements'
Reed Sells ITEC, DSEi Trade Shows
------------------------------------------Space News

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

中国は地震の評価分析に台湾の衛星を使っている
China Using Taiwanese Satellite for Quake Assessment
PARIS ̶ Chinese authorities coordinating post-earthquake

and the threat of sanctions against France, whose industry built

emergency response are making use of a Taiwanese satellite that,

it,

when it was ordered and launched, provoked protests from China

international organization providing disaster response imagery.

according

to

European

government

officials

and

an

クルニチェフが経営権を取るにつれ ILS の飛行再開は間近かに
ILS Close to Return to Flight as Khrunichev Takes Control
PARIS ̶ The builder of the Proton-M launch vehicle has begun

updated manifest by the end of June, according to the president

tests of a newly designed gas duct to replace the model that

of the company that sells Proton launch services worldwide.

failed March 15 and will announce a return to flight date and an

SpaceDev のペイロードが Falcon-1 の 6 月の打上げに選定された
SpaceDev Payload Selected for June Falcon-1 Launch
BOSTON ̶ The Pentagon announced May 29 that its

payloads for the upcoming launch of Space Exploration

Operationally Responsive Space (ORS) program office has

Technologies' Falcon-1 rocket.

selected a SpaceDev-built spacecraft over two other candidate

Orbital への告訴に対し無罪の判決
No Criminal Charges to be Filed Against Orbital
WASHINGTON ̶ The U.S. Department of Justice has notified

violations of government contracting laws, according to a May 27

Orbital Sciences Corp. that no criminal charges will be filed

Orbital filing with the U.S. Securities and Exchange Commission

against the company as the result of an investigation into alleged

(SEC).

ITAR フリー版の小型 GEO 衛星が計画される
ITAR-Free Version of Small GEO Planned
BERLIN ̶ European governments have agreed that a new

financing will permit customers to order a version without

commercial

U.S.-built parts covered by the now-infamous U.S. technology

telecommunications

satellite

design

they

are
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export regime known as ITAR, government and industry officials

said here May 27.

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

http://www.satnews.com/

Top Stories

Phoenix 無事火星着陸
Phoenix Lands Safely!
The Phoenix Lander has arrived at its destination̶Mars.

Kay Sears が Intelsat の社長に
Moving On Up... At Intelsat General...
Congratulations are in order to sat industry vet Kay Sears... she has just been named the new President of Intelsat General.

Astrium は EarthCARE 地球観測衛星のプライムに
Astrium Is Going To CARE A Great Deal
Astrium will now be involved as the prime to develop and build

(EO) satellite.

the European Space Agency's EarthCARE Earth observation

Astrium の Skynet-5C を打上げ、予定通りを目指す
SkyTime Set For Next SkyNet By Astrium
Astrium is on target for the third Skynet-5 satellite launch with

May 30th 2008 on an Ariane 5 launch vehicle.

Skynet-5C scheduled for launch from Kourou, French Guiana on

ILS とクルニチェフはさらに親密になる
ILS + Khrunichev Become Even Better Friends
ILS

International

Launch

Services

Inc.

just

announced

acquired the shares of ILS owned by majority shareholder, Space

Khrunichev State Research and Production Space Center has

Transport Inc.

電離層を観測する宇宙飛行 Pegasus 衛星の打上げ成功
Space Flying Pegasus Eyes The Ionosphere For Problems
Air Force Space Command's Space Development and Test Wing

System satellite and accepted the spacecraft from the

has successfully concluded the launch and early orbit portion of

contractor, General Dynamics.

operations for the Communication Navigation Outage Forecasting

かつて衛星、通信企業のセキュリティのアナリスト Musey 氏はチャリティ目的のエベレスト登頂に成功
The Musey Trek Reaches The Summit Of Mt. Everest!
What a glorious accomplishment! J. Armand Musey and his

of Mt. Everest, capping an arduous six-week expedition over the

climbing team have successfully reached the 29,028-foot summit

most challenging terrain in the world.

http://www.satnews.com/cgi-bin/display̲story.cgi?number=1838585542

Phoenix の ATK 製フレキシブル太陽電池展開成功
ATK's Phoenix Empowerment
Alliant Techsystems' (NYSE: ATK) Ultraflex Solar Arrays deployed successfully and now provide power to NASA's Mars Phoenix Lander.
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Stephen Wilson 氏 Globecomm Systems の副社長に
Moving On Up... at Globecomm Systems...
Globecomm Systems Inc., a worldwide provider of satellite-based

that Stephen Wilson has been appointed Vice President of

communications infrastructure solutions and services announced

American Sales for Globecomm.

SS/L は ProtoStar を納入
ProtoStar Pumped... SS/L Delivers...
Space Systems/Loral (SS/L), has now shipped the ProtoStar I

launch as early as June 24th aboard an Ariane 5 launch vehicle.

satellite to Kourou, French Guiana, where it is scheduled to
------------------------------------------Lockheed Martin Press Releases

May 29, 2008

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

ロッキード・マーチンのチームは MDA の MKV-L のエンゲージ・マネジメント・ソフトのデモ

Lockheed Martin Team Demonstrates Engagement Management Algorithms For MDAʼs Multiple Kill Vehicle-L
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2008/529̲ss̲mkv.html

May 29, 2008

ロッキード・マーチンの F-35B は STOVL の推進系の地上テストに成功

LOCKHEED MARTIN F-35B SUCCEEDS IN STOVL PROPULSION GROUND TEST
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2008/052908ae̲f35bstovltest.html

May 28, 2008

ロッキード・マーチンは新しい GPS 支援型の射撃管制システムをもつ HIMARS から GMLRS 多連装ロケットシステムを発射成功

Lockheed Martin Successfully Launches GMLRS Rocket From HIMARS With New GPS-Aided Fire Control System
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2008/MFC̲052808GMLRSRocketHIMARSGPS-AidedFireControl.html

May 28, 2008

THAAD ウェポン・システムの最初の部隊が Fort Bliss で運用開始

First Battery Of THAAD Weapon System Activated at Fort Bliss
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2008/MFC̲052808FirstBatteryTHAADWeaponSystem.html

May 28, 2008

ロッキード・マーチンは日本向けに付加的生物エアロゾル警報システムを提供予定

Lockheed Martin To Provide Additional Biological Aerosol Warning Systems For Japan
BAWS = Biological Aerosol Warning Systems
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2008/052808̲BAWS̲Contract̲Japan.html

May 27, 2008

ロッキード・マーチンの EQ-36 レーダは細部設計審査を無事終了
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Lockheed Martin EQ-36 Counterfire Target Acquisition Radar Successfully Completes Critical Design Review
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2008/052708̲EQ-36̲Army.html

May 27, 2008

ロッキード・マーチンのチームは米国の新しいミサイル警戒衛星のフライト・ソフトを納入

Lockheed Martin Team Delivers Flight Software For Nation's New Missile Warning Satellite
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2008/527̲ss̲sbirs.html

[編注]

Space Based Infrared System (SBIRS) geosynchronous orbit (GEO) spacecraft.

May 27, 2008

ロッキード・マーチンは SCALPEL 初フライト・テストに成功

Lockheed Martin Successful in First SCALPEL Flight Test
http://www.lockheedmartin.com/news/press̲releases/2008/MFC̲052708̲LMSuccessfulinFirstSCALPEL.html

SCALPEL
SCALPEL™ offers a precise, small weapon system with low

risk, and affordable unit cost. SCALPEL can be fitted on F-16,

collateral damage in urban environments. SCALPEL is a spiral

F/A-18, AV-8B, medium and large UAV aircraft and other

development

and

domestic and international platforms. Combined with the

aircraft-certified paveway II Enhanced Laser Guided Training

Lockheed Martin Sniper XR navigation pod or other FLIR

Round (E-LGTR) technology. With its E-LGTR infrastructure

systems, SCALPEL offers a high-value, low-risk solution for

already in place, SCALPEL offers minimal aircraft integration

special operations.

program

leveraging

the

qualified

costs, minimal development effort, low technical and schedule

http://www.lockheedmartin.com/products/SCALPEL/index.html

[編注]

解説資料

>>>

http://www.lockheedmartin.com/data/assets/SCALPEL-Product̲Card.pdf

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

May 28, 2008

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

ボーイングのエアボーン・レーザ・チームはレーザの活性化テストを開始

Boeing's Airborne Laser Team Begins Laser Activation Tests
http://www.boeing.com/news/releases/2008/q2/080528b̲nr.html

May 28, 2008

ボーイングは米空軍に宇宙状況認識プログラムの提案を行なう

Boeing Submits Bid for Space Situational Awareness Program to U.S. Air Force
SASSA = Self-Awareness Space Situational Awareness
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http://www.boeing.com/news/releases/2008/q2/080528a̲nr.html

May 21, 2008

ボーイングは A160T Hummingbird 無人ヘリを 18 時間飛行させる

Boeing Flies A160T Hummingbird Unmanned Rotorcraft for 18 Hours

http://www.boeing.com/news/releases/2008/q2/080521c̲nr.html

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

Janeʼs Defence Weekly

30-May-2008

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

クラスタ爆弾協定は最上の得られる妥協を達成

Cluster munitions treaty is 'best available compromise'
For many of the 109 nations that formally adopted it in Dublin on 30 May, the official view of the Convention on Cluster Munitions ...

30-May-2008

ORS は衛星の迅速な打上げ能力を実証する準備中

ORS prepares to demo satellite rapid launch capability
The US military's Operationally Responsive Space (ORS) office

during the office's first space launch, scheduled...

will send a micro-satellite known as Trailblazer into outer space

30-May-2008

GA-ASI ジェネラル・アトミックスは Predator C の開発をスタート

GA-ASI commences Predator C development
General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) has begun

but it has not divulged any aircraft details...

development of the Predator C unmanned aerial vehicle (UAV),

29-May-2008

ボーイングは ABL テストの新しい段階に入る

Boeing commences new phase of ABL testing
Boeing began a new phase of ground testing in May for its

mounting a high-energy laser...

Airborne Laser (ABL): a USD5.1 billion project that involves

29-May-2008

オピニオン： グルジアに関し、とびかっているメッセージを得る

Opinion: Getting the message across about Georgia
On 20 April a Russian fighter aircraft destroyed a Georgian

UN on 26 May. ...

unmanned aerial vehicle (UAV), according to a report from the
-------------------------------------------
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[平山ニュース 2008 年 月 日]

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

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
STS-124
・6/4 トイレ修理
・6/4 船内実験室の取付
・6/3 ISS とドッキング,入室
6/2 Phoenix が土壌採取(時,毎)
5/31 2102GMT 打上成功:Discovery,STS-124(ISS 1J),KSC
5/30 Phoenix 着陸地点に氷のような物(時,共,読,朝)
5/30 GX ロケット開発中止勧告へ(読)
[予定]
6/8 1545-1740GMT 打上:γ線望遠鏡 GLAST,Delta2-Heavy,Cape Canaveral
STS-124
・6/7 船外保管庫の移動
・6/5 船内実験室入室
・6/4 船内実験室の取付開始
・6/3 0254JST ISS とドッキング
[EVENT]
6/3 申込締切:第 7 回君が作る宇宙ミッション,7/28-8/1,ISAS 相模原,高校生 20 名程度
[学会]
6/10-12 26th International Communications Satellite Systems Conference(ICSSC),San Diego
6/6 申込締切:International Symposium "To Moon and beyond", 9/15-17,Bremen,Germany
6/5-7 ロボティクス・メカトロニクス講演会 2008,ビッグハット(長野)
6/4 申込締切:47th AIAA Aerospace Sciences Mtg.(include.The New Horizons Forum&Aerospace Exposition), 2009/1/5-8, Orlando
6/1-8 26th ISTS,アクトシティ浜松
[T V] ディスカバリ・チャンネル他
6/7 1600-1615 Science Channel Rocket!ぼくらを月へつれてって 新・月世界旅行(5)月面の誓い
[etc.]
7/4 募集締切:第 6 回航空機による学生無重力実験コンテスト
6/2 応募締切:JSASS 北部支部 第 11 回「Lifting-Off Young Birds」 学生の航空宇宙関連活動に関する支援事業
------------------------------------------[中国宇宙開発]

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

------------------------------------------2008 年 6 月 5 日

人民網日本語版

嫦娥一号の関連データ公開へ 8 月にまた月食の試練
中国月探測衛星総設計師である叶培建総指揮（院士、アカデミー会

年の元宵節（旧暦の 1 月 15 日、今年は 2 月 21 日）に、嫦娥一号は

員）は先日、中国地質大での報告発表にて、月周回衛星「嫦娥一

1 回目の月食試練に遭った。その時、嫦娥一号は衛星指針による運

号」月探測関連データは、月周回探測工程科学応用委員会が公表

転をしていた。月食後、嫦娥一号運行指数は異常なく、貯蓄エネルギ

する日を決定後、社会公開され、多くの学界研究に必要なデータを提

ーも残。8 月、嫦娥 1 号は、再び月影に隠れるが、叶培建総指揮は、

供する、と述べている。「長江日報」が伝えた。叶総指揮によると、今

「今回の月食も問題なくクリアできると信じている」と述べている。（編集
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WM）
http://j.peopledaily.com.cn/2008/06/05/jp20080605̲89292.html

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

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

------------------------------------------- ＜星出彰彦さん＞引っ越し“現場監督”に 「きぼう」へ装置など移設（毎日新聞） (6 日 14 時 17 分)
- 「きぼう」実験室の作業終了 空調トラブルも （産経新聞） (6 日 10 時 45 分)
- ＜星出彰彦さん＞「きぼう」実験室が完全起動 作業を担当（毎日新聞） (6 日 9 時 11 分)
- きぼう実験室にラック搬入＝筑波から予備制御系も起動−作業順調（時事通信） (6 日 8 時 31 分)
- 「きぼう」始動（産経新聞） (6 日 8 時 0 分)
- ＜星出彰彦さん＞「きぼう」実験室が完全起動 作業を担当（毎日新聞） (6 日 7 時 25 分)
- きぼう実験室に各種ラック搬入＝星出さんら、保管室から（時事通信） (6 日 1 時 0 分)
- 故障していた宇宙ステーションのトイレ、修理完了（ロイター） (5 日 16 時 40 分)
- 「きぼうモジュール オープン！」 星出さん、待望の入室（産経新聞） (5 日 16 時 13 分)
- 星出彰彦さん ＪＡＸＡ、大きな拍手わく…「きぼう」入室（毎日新聞） (5 日 12 時 18 分)
- ＜星出彰彦さん＞ＪＡＸＡ、大きな拍手わく…「きぼう」入室（毎日新聞） (5 日 12 時 9 分)
- 「きぼうへようこそ」＝星出さん入室に管制チーム−筑波宇宙センター（時事通信） (5 日 10 時 31 分)
- 仲間と喜ぶ星出さん（時事通信） (5 日 9 時 59 分)
- 「ＷＥＬＣＯＭＥ」星出さん、きぼうに入室 船内実験室を起動（産経新聞） (5 日 9 時 58 分)
- きぼう実験室を出る星出さん（時事通信） (5 日 9 時 57 分)

- 宇宙飛行士を募集する星出さん（時事通信） (5 日 9 時 54 分)
- 星出さん、夢の「きぼう」前であいさつ（時事通信） (5 日 9 時 49 分)
- 配管作業中に笑顔を見せる星出さん（時事通信） (5 日 9 時 31 分)
- 星出さん、きぼう実験室に＝起動成功、のれん掛け入室（時事通信） (5 日 9 時 1 分)
- きぼう船内実験室設置成功 星出さん任務“完璧”（産経新聞） (5 日 8 時 1 分)
- ＜星出彰彦さん＞「きぼう」実験室に入室 「新たな一歩」（毎日新聞） (5 日 7 時 16 分)
- ＜きぼう＞「いらっしゃ〜い」 星出さんら実験室に入室（毎日新聞） (5 日 7 時 15 分)
- きぼう実験室との配線作業実施＝星出さん、入室へ（時事通信） (5 日 3 時 0 分)
- “宇宙研究所”稼働へ日本人リレー 「完璧な作業」若田さんも称賛（産経新聞） (4 日 16 時 2 分)
- 星出さん“神業” 国際宇宙ステーション（産経新聞） (4 日 16 時 2 分)
- きぼう実験室無事設置に、担当者ら笑顔（時事通信） (4 日 11 時 45 分)
- 「完璧な作業」若田さんも称賛 宇宙研究室取り付け（産経新聞） (4 日 10 時 16 分)
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- 星出さんアーム巧みに操作 「きぼう」船内実験室取り付け成功（産経新聞） (4 日 9 時 50 分)
- きぼう実験室、宇宙基地へ（時事通信） (4 日 9 時 40 分)
- きぼう実験室、宇宙基地へ（時事通信） (4 日 9 時 36 分)

- きぼう実験室、宇宙基地に（時事通信） (4 日 9 時 33 分)
- きぼう実験室、宇宙基地へ（時事通信） (4 日 9 時 30 分)
- 「きぼう」実験室、宇宙基地へ（時事通信） (4 日 9 時 28 分)
- ディスカバリー 星出さん「きぼう」実験室の設置に成功（毎日新聞） (4 日 9 時 28 分)
- 星出さん、きぼう実験室の設置作業成功（時事通信） (4 日 9 時 22 分)

- ＜ディスカバリー＞星出さん「きぼう」実験室の設置に成功（毎日新聞） (4 日 9 時 7 分)
- 星出さん さぁ準備ＯＫ 「きぼう」船内実験室の設置（産経新聞） (4 日 8 時 1 分)
- 星出さん、設置作業成功＝きぼう実験室、宇宙基地に（時事通信） (4 日 6 時 30 分)
- ＜ディスカバリー＞星出さん、同級生が作った歌で起床（毎日新聞） (3 日 21 時 5 分)
- 星出さん、笑顔で国際宇宙ステーションに（産経新聞） (3 日 15 時 31 分)
- 火星 土に白い物質「氷か塩」（毎日新聞） (3 日 12 時 46 分)
- ディスカバリ 国際宇宙ステーションにドッキング（毎日新聞） (3 日 10 時 58 分)
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- ＜ディスカバリ＞国際宇宙ステーションにドッキング（毎日新聞） (3 日 10 時 47 分)
- ＜ディスカバリ＞国際宇宙ステーションとドッキング成功 星出さんら笑顔（毎日新聞） (3 日 10 時 39 分)
- ＜火星＞土に白い物質「氷か塩」（毎日新聞） (3 日 10 時 17 分)
- 星出さんら、宇宙基地入り＝きぼう実験室、5 年かけて到着−シャトルがドッキング（時事通信） (3 日 10 時 1 分)
- 星出さんも活躍 ディスカバリがドッキング（産経新聞） (3 日 9 時 22 分)
- 氷か塩か、火星の土採取＝NASA（時事通信） (3 日 9 時 0 分)
- 星出さんら、宇宙基地入り＝きぼう実験室、5 年かけて到着−シャトルがドッキング（時事通信） (3 日 6 時 31 分)
- ＜ディスカバリ＞星出さん持参の「そろばん」出番ないが…（毎日新聞） (3 日 4 時 1 分)
- 宇宙基地にドッキングへ＝星出さん搭乗のシャトル（時事通信） (2 日 22 時 1 分)
- 火星の地表に「初タッチ」＝探査機ロボットアーム−NASA（時事通信） (2 日 18 時 0 分)
- 火星の地表に初タッチ＝ロボットアーム（時事通信） (2 日 17 時 38 分)

- 宇宙 2 日目の星出さん、笑顔（時事通信） (2 日 10 時 46 分)

- ＜ソユーズ＞野口さん搭乗予定 安全性をＪＡＸＡも検討（毎日新聞） (2 日 10 時 33 分)
- 宇宙 2 日目の星出さん、笑顔＝シャトル、ISS とドッキング準備（時事通信） (2 日 10 時 31 分)
- ＜ディスカバリ＞星出さん初仕事 ドッキングを準備（毎日新聞） (2 日 10 時 26 分)
- ディスカバリ 星出さん夢実現 「ガンバッテクダサイ」（毎日新聞） (2 日 9 時 56 分)
- 夢飛行旅立ち 宇宙へ応援歌…星出さんの活躍願い（産経新聞） (2 日 8 時 1 分)
- 「きぼう」に第２便 いよいよ“心臓部” 星出さん手腕期待（産経新聞） (2 日 8 時 0 分)
- 「ヤマト」「９９９」熱中少年の星出さん、宇宙で夢実現（読売新聞） (1 日 22 時 38 分)
- ＜ディスカバリ＞星出さん夢実現 「ガンバッテクダサイ」（毎日新聞） (1 日 21 時 55 分)
- 抱き続けた夢実現した星出さん（時事通信） (1 日 20 時 49 分)
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- 星出さん宇宙へ 打上げ成功に現地の友人らも沸く（産経新聞） (1 日 18 時 38 分)
- 新たな成果に意欲＝宇宙機構（時事通信） (1 日 16 時 40 分)

- 新たな火星画像公開＝NASA（時事通信） (1 日 16 時 40 分)

- きぼう建設「5 合目」＝新たな成果に意欲−宇宙機構（時事通信） (1 日 16 時 30 分)
- 「氷」の可能性期待＝新たな火星画像公開−NASA（時事通信） (1 日 15 時 0 分)
- シャトル打上げ成功 「きぼう」大きく前進（産経新聞） (1 日 12 時 44 分)
- 搭乗直前の星出さん＝きぼう（時事通信） (1 日 10 時 4 分)
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- きぼう実験室、打上げ成功（時事通信） (1 日 10 時 4 分)
- 星出さん搭乗の「ディスカバリ」、打上げ成功（ロイター） (1 日 9 時 49 分)
- 星出さん宇宙へ ＮＡＳＡ「ディスカバリ打上げ成功」（産経新聞） (1 日 7 時 3 分)
- ＜ディスカバリ＞打上げ成功 星出さん、宇宙へ（毎日新聞） (1 日 6 時 54 分)
- きぼう実験室、打上げ成功＝星出さん、シャトルで初飛行（時事通信） (1 日 6 時 31 分)
- 星出さん宇宙へ ディスカバリ打上げ（産経新聞） (1 日 6 時 28 分)
- ＜ディスカバリ＞星出さんが搭乗、無事打上げ成功 いざ宇宙へ （毎日新聞） (1 日 6 時 14 分)
- 「ディスカバリ」打上げ準備着々（産経新聞） (5 月 31 日 22 時 46 分)
- 星出彰彦さんの応援歌 中・高の同級生ら製作、母校で披露（産経新聞） (5 月 31 日 22 時 41 分)
- 星出さん、初飛行へ（時事通信） (5 月 31 日 20 時 18 分)
- 星出さん母校で激励会（時事通信） (5 月 31 日 19 時 1 分)
- 星出さん、初飛行へ＝6 月 1 日シャトル打上げ「きぼう」第 2 便、宇宙基地に（時事通信） (5 月 31 日 18 時 0 分)
- シャトル後継機 「オリオン」初飛行２年遅れ…ＮＡＳＡ（毎日新聞） (31 日 16 時 27 分)
- 新宇宙船の耐熱シールド試作品＝NASA が公開（時事通信） (31 日 13 時 0 分)
- 火星地表に氷が露出？（時事通信） (5 月 31 日 12 時 5 分)

- 新宇宙船「オリオン」の想像図（時事通信） (5 月 31 日 11 時 51 分)

32

- 打上げ前夜のシャトル（時事通信） (5 月 31 日 11 時 51 分)
- ＜シャトル後継機＞「オリオン」初飛行２年遅れ…ＮＡＳＡ（毎日新聞） (31 日 10 時 36 分)
- 星出さんのシャトル公開＝1 日朝打上げへ（時事通信） (31 日 10 時 1 分)
- 新宇宙船の耐熱シールド試作品＝NASA が公開（時事通信） (31 日 9 時 1 分)
- 火星地表に氷が露出？＝カラー接写で画像識別へ−米探査機（時事通信） (31 日 9 時 1 分)
- 星出さん初飛行、シャトルあす打上げ（産経新聞） (31 日 8 時 2 分)
- ＜宇宙ステーション＞星出さん搭乗シャトル トイレ修理のため積荷変更（毎日新聞） (30 日 22 時 50 分)
- ＜ディスカバリ＞３１日打上げへ 星出さんが搭乗（毎日新聞） (30 日 21 時 52 分)
- ＜宇宙飛行士＞星出さんに応援歌 同級生と松本零士さん（毎日新聞） (30 日 15 時 1 分)
- 日本初官民共同開発・ＧＸロケット中止へ…コストなど問題

5 月 30 日 14 時 50 分配信 読売新聞

文部科学省の宇宙開発委員会は、日本が初めて官民共同で推進している中

しかし、産業支援策としてこの計画に参加している経済産業省は「ここで事業

型ロケット「ＧＸ」について、開発中止を勧告する方針を固めた。

ができなければ、投資を回収できない」と主張。民間側が「官側の担当する新

民間側はすでに投じた５００億円弱が回収不能になると反発し、自民党内に

型エンジンの開発が遅れ、それを待っている間も米国企業に支払いを続けねば

は偵察衛星などの防衛関連の打上げ用として計画続行を強く求める声もある

ならなかった」としていることなどから、民間負担分の取り扱いを巡る官民の調整

が、技術面、開発費などの問題があまりに大きく、現行計画のＧＸは中止に追

が焦点の一つになる見通し。

い込まれる公算が大きくなってきている。

ＧＸ中止に伴い、宇宙委では、官側が担当している新型エンジンの開発も中止

宇宙委では、２月からＧＸの見直しを進めてきたが、〈１〉民間側が事業との関

する。将来に役立てるために、基礎的な研究は継続する方針だが、宇宙委内

係で強く要望している２０１１年度の初打上げは不可能〈２〉１機あたりの価格

には「厳しい財政状況の中、不急の研究を行う余裕はない」という指摘もあるこ

が高く、民間側が目指す世界の打上げ市場参入は困難〈３〉民間側の提案す

とから、別途検討する。

る米国での打上げは、日本が安全確認などに携われないのに、打上げ失敗時

ＧＸには、官民合わせて７００億円から８００億円近くを投じている。官民の試算

には日本政府が損害賠償を求められる可能性がある−−などの問題点を挙

によると、少なく見積もってもさらに国の負担が、９００億円弱から１４００億円以

げている。

上必要で、総開発費は、当初計画の４５０億円の３倍から５倍になるという。

- 300 年前届いた光観測（時事通信） (30 日 9 時 40 分)

- ＜ＩＳＳ＞トイレが故障 星出さんらに新たな「ミッション」（毎日新聞） (30 日 1 時 22 分)
- シャトル 星出さん、小学４年の作文で描いた夢実現へ（毎日新聞） (29 日 17 時 44 分)
- 星出さん「小４の夢」かなう 「笑顔と努力」で宇宙飛行士（産経新聞） (29 日 16 時 26 分)
- シャトル 星出さんら、ケネディ宇宙センターに到着（毎日新聞） (29 日 16 時 11 分)
- 宇宙ステーションのトイレが故障、修理部品はシャトルで（ロイター） (29 日 13 時 41 分)
- ＜シャトル＞星出さん、小学４年の作文で描いた夢実現へ（毎日新聞） (29 日 13 時 39 分)
- 今週末打上げの「ディスカバリ」、トイレの修理部品を優先搭載（ロイター） (29 日 12 時 47 分)
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------------------------------------------[ミサイル防衛]

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

[北朝鮮ミサイル開発問題]

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

------------------------------------------- 短距離ミサイル迎撃試験成功＝スカッドなど想定−米海軍（時事通信） (6 日 11 時 2 分)
- 弾道ミサイル 中国、黄海で発射実験か 南方拠点の原潜搭載へ（産経新聞） (4 日 8 時 4 分)
- 故ブット元首相が北に核情報提供？ ワシントン・ポスト紙（産経新聞） (2 日 8 時 1 分)
- 故ブット元首相が北に核情報？ ワシントン・ポスト電子版（産経新聞） (1 日 19 時 58 分)
- 故ブット氏が北に核情報？＝最近出版の伝記で暴露−米紙（時事通信） (1 日 15 時 0 分)
- 北朝鮮が黄海で短距離ミサイル発射（産経新聞） (5 月 31 日 18 時 52 分)
- 北朝鮮が 30 日に黄海で短距離ミサイルを 3 発発射＝韓国聯合ニュース（ロイター） (31 日 12 時 55 分)
- 北朝鮮、黄海上でミサイル発射…韓国で報道（読売新聞） (31 日 11 時 44 分)
- ＜北朝鮮＞艦対艦ミサイル３発を発射…対韓けん制か（毎日新聞） (31 日 11 時 22 分)
- 北朝鮮、また短距離ミサイル発射＝黄海上で 3 発−韓国通信社（時事通信） (31 日 11 時 0 分)
- 北朝鮮が黄海にミサイル３発を発射 韓国メディア報じる（産経新聞） (31 日 10 時 56 分)
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------- 米空軍の長官と参謀長を更迭、核兵器取扱いミス監督責任で（読売新聞） (6 日 11 時 42 分)
- 短距離ミサイル迎撃試験成功＝スカッドなど想定−米海軍（時事通信） (6 日 11 時 2 分)
- 米空軍トップを解任＝核兵器管理めぐる不祥事で−国防長官（時事通信） (6 日 9 時 0 分)
- イラクに恒久基地求めず＝協定交渉で「主権尊重」−米大使（時事通信） (6 日 6 時 0 分)
- ミャンマー・サイクロン被害救援 待機の米艦艇が撤収（産経新聞） (5 日 20 時 39 分)
- ＜ミャンマー＞救援の米艦船引揚げ 軍政が拒否姿勢変えず（毎日新聞） (5 日 19 時 37 分)
- 在韓米軍司令部、２０１２年めどにハワイ移転…韓国紙報道（読売新聞） (5 日 18 時 37 分)
- ソウルの米司令部、ハワイ移転へ＝2012 年めどに−韓国紙（時事通信） (5 日 11 時 0 分)
- 朝鮮有事の密約文書発見＝在日米軍基地使用に事前協議不要（時事通信） (4 日 22 時 0 分)
- ミャンマー沖待機の米艦艇、撤収へ…軍政拒否で出番なく（読売新聞） (4 日 20 時 33 分)
- 「アパッチヘリの海外派遣はない」ゲーツ米国防長官（YONHAP NEWS） (4 日 9 時 27 分)
- 弾道ミサイル 中国、黄海で発射実験か 南方拠点の原潜搭載へ（産経新聞） (4 日 8 時 4 分)
- 韓米連合司令官にシャープ陸軍大将が就任（YONHAP NEWS） (3 日 16 時 43 分)
- ゲーツ米国防長官、北朝鮮を「深刻な敵」と表現（ロイター） (3 日 16 時 40 分)
- 韓米国防相会談、在韓米軍兵力維持順守で合意（YONHAP NEWS） (3 日 14 時 21 分)
- イラク米兵戦死者 過去最少 ５月（産経新聞） (2 日 16 時 25 分)
- 原子力空母を漫画本でＰＲ、横須賀の駅で配布へ…在日米軍（読売新聞） (2 日 14 時 35 分)
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- 大地震は中国を変える？ 強権の「あの人」もういない（サーチナ・中国情報局） (2 日 13 時 42 分)
- 米軍死者数過去最少 イラク民間団体調べ（産経新聞） (2 日 9 時 21 分)
- 5 月の米軍死者、過去最少の 19 人＝イラク人の死者も大幅減少（時事通信） (1 日 22 時 0 分)
- 依存脱却の将来像を 基地と経済自立考える討論会（琉球新報） (1 日 10 時 45 分)
- ファントム機墜落４０年 シンポジウム開催 九大（西日本新聞） (1 日 7 時 7 分)
- 次期政権でもアジア関与続ける 米国防長官、ミャンマー軍政非難（産経新聞） (5 月 31 日 21 時 57 分)
- ミャンマー政府の支援受け入れ妨害、米国防長官が批判（読売新聞） (5 月 31 日 19 時 26 分)
- 米国防長官が防衛相と会談、普天間移設案修正に改めて反対（読売新聞） (5 月 31 日 19 時 15 分)
- 再編計画、着実に実行＝経費負担で情報提供−日米防衛首脳（時事通信） (5 月 31 日 19 時 1 分)
- ＜日米防衛会談＞在日米軍再編１４年完了を再確認（毎日新聞） (5 月 31 日 18 時 44 分)
- ＜石破防衛相＞米国防長官と在日米軍再編の完了目標を協議（毎日新聞） (31 日 13 時 44 分)
- 合意通り 14 年までに実現＝沖縄海兵隊のグアム移転−米国防長官（時事通信） (31 日 12 時 0 分)
- ＣＩＡ長官、アル・カーイダは「敗北寸前」との見方を表明（読売新聞） (31 日 10 時 56 分)
- ＜米陸軍＞兵士の自殺１１５人 ０７年・３年連続の増加（毎日新聞） (30 日 18 時 51 分)
- ベル司令官、在韓米軍の海外派遣の可能性を示唆（YONHAP NEWS） (30 日 17 時 22 分)
- 県議選告示７４人立候補 「普天間」「医療」問う（琉球新報） (30 日 16 時 5 分)
- 昨年の米陸軍自殺 115 人＝90 年以降最悪、4 割が帰国後（時事通信） (30 日 12 時 2 分)
- 臨港道路、橋梁方式に変更 浦添市、国と調整へ（琉球新報） (30 日 10 時 35 分)
- ＜クラスター爆弾＞禁止条約案に米国は反対の方針（毎日新聞） (30 日 10 時 29 分)
- 所属部隊側が謝罪 米海兵隊員の器物損壊事件（琉球新報） (30 日 10 時 10 分)
- 石破防衛相、30 日にシンガポールへ＝米国防相と会談（時事通信） (29 日 23 時 1 分)
- ＜米原子力空母＞Ｇ・ワシントンがサンディエゴ基地到着（毎日新聞） (29 日 20 時 31 分)
- ＜沖縄県議選＞ＣＭ放映や幹部投入など与野党が総力戦（毎日新聞） (29 日 20 時 28 分)
- 四川大地震：韓国軍からの支援物資 成都に到着（サーチナ・中国情報局） (29 日 18 時 2 分)
- 海兵隊、被害病院に謝罪＝少年米兵の器物損壊−沖縄（時事通信） (29 日 16 時 31 分)
- ファントム事件“再考” 九大に墜落から４０年 シンポとフォーラム 基地問題を問う（西日本新聞） (29 日 15 時 6 分)
- 今夏のイラク訪問検討＝「出口戦略」の具体化目指す−オバマ氏（時事通信） (29 日 15 時 0 分)
- 支援拒否のミャンマー軍政批判（時事通信） (29 日 14 時 56 分)
- ゲーツ米国防長官が来月 2 日訪韓、李国防長官と会談（YONHAP NEWS） (29 日 14 時 48 分)
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- 支援拒否のミャンマー軍政批判＝艦船引き揚げを示唆−米太平洋軍司令官（時事通信） (29 日 12 時 2 分)

- ＜ミャンマー＞米軍、支援活動許可出ないなら艦船を撤収（毎日新聞） (29 日 11 時 6 分)
------------------------------------------[核兵器]

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

------------------------------------------- ＜ＩＡＥＡ＞イランに自制求める…核疑惑で理事会（毎日新聞） (6 日 12 時 38 分)
- 米空軍の長官と参謀長を更迭、核兵器取扱いミス監督責任で（読売新聞） (6 日 11 時 42 分)
- 核申告の早期履行に向け協力、韓日次官級戦略対話（YONHAP NEWS） (6 日 10 時 30 分)
- 米空軍トップを解任＝核兵器管理めぐる不祥事で−国防長官（時事通信） (6 日 9 時 0 分)
- ＜トルコ大統領＞イランのウラン濃縮活動軍事転用をけん制（毎日新聞） (5 日 19 時 51 分)
- 6 カ国協議エネルギー部会に先立ち南北代表が協議（YONHAP NEWS） (5 日 14 時 52 分)
- 北朝鮮「核保有は米朝関係正常化の妨げにならない」（YONHAP NEWS） (5 日 14 時 1 分)
- 警視庁 サミットテロ備え竹橋で訓練 東京（毎日新聞） (4 日 20 時 45 分)
- 震災報道、核施設は禁止＝四川省綿陽市（時事通信） (4 日 19 時 1 分)
- ＜イラン＞「ウラン濃縮活動停止できない」大統領（毎日新聞） (4 日 1 時 10 分)
- ウラン濃縮「やめない」とイラン大統領＝福田首相、活動停止を説得（時事通信） (4 日 1 時 1 分)
- IAEA が韓国の核透明性認める、査察回数縮小へ（YONHAP NEWS） (3 日 14 時 44 分)
- ＜ＩＡＥＡ＞理事会始まる イラン核問題など討議へ（毎日新聞） (2 日 21 時 38 分)
- 露、イランに懸念解消を要求（産経新聞） (1 日 8 時 2 分)
- 「核兵器は廃棄せず」と北朝鮮代表、米元特使に見解（読売新聞） (30 日 23 時 12 分)
- 北、解体施設を限定＝完全な核放棄、実現困難に−元米高官・6 カ国協議（時事通信） (30 日 16 時 1 分)
- 核廃棄 3 段階認識に米朝間で隔たり、米専門家が指摘（YONHAP NEWS） (30 日 14 時 59 分)
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

------------------------------------------6/4 「コラム」更新
・朝雲寸言 /// ・防衛省改革の行方 /// ・独の通信記録侵害
6/2 「ニュース」更新
事件・事故要因 検討会議で分析 ///
大地震発生時 ///

根本に幹部不足 社会環境変化も影響

都内に１１活動拠点 自衛隊が都に提供 ///

19 年度災派実績 ///

国交省と情報交換も

派遣規模は大幅増 不発弾処理は減少

日米など１０カ国で 「リムパック０８」
グアム移転で配置計画 ///

米が公表 来春にはアセス素案
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統幕長が「アジア安保会議」出席へ
38 市町村に 61 億円 ///

米軍再編 受け入れ自治体に交付

防衛省改革などで２政党が論戦 ///

戦略研究フォーラム

空中給油機の両翼損傷小牧
宇宙基本法成立
多国間共同訓練 ///

「コブラ・ゴールド 08」（タイ）終わる

------------------------------------------------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
------------------------------------------DL(0603)

ボーイング ワシントン州の雇用上昇に貢献
Boeing continues to hire more workers in Washington
Boeing's payroll in Washington state continues to grow. At the end of April, the company employed 74,971 in the state, up 875 from the
end of January. The company attributed the increase to the steady pace of aircraft orders. The News Tribune (Tacoma, Wash.) (6/3)

エアラインの整備作業を外注することが増えて労使問題化
Outsourcing maintenance raises labor issues
The decision by several U.S. carriers to outsource maintenance has raised questions about union representation. United Airlines
mechanics recently changed unions to avoid more outsourcing at the carrier. Forbes (6/3)

エアラインの古い機材は燃費が悪いこと問題
Higher fuel costs pose challenges for carriers with older fleets
Many U.S. carriers are flying older jetliners that require more fuel than new, fuel-efficient jetliners. Observers note that older planes also
require more maintenance to meet FAA directives. Forbes (6/3)

燃費上乗せ航空運賃で航空需要へ影響
Fuel surcharges could curb demand for travel, executives say
Airline executives are concerned that higher fuel surcharges could curtail demand for travel. They note that higher prices could deter
some discretionary travel. The Wall Street Journal (subscription required) (6/3)

SmartQuote
"You have to have confidence in your ability, and then be tough enough to follow through."
--Rosalynn Carter, former first lady
自分の能力に自信をお持ちなさい、そしてそれに徹するタフさを持たなければなりません。
前大統領夫人 ロザリン・カータ
------------------------------------------DL(0602)

エアライン、ボーイング及びエアバスの開発遅れで キャパシティ限度いっぱいで運賃値上げができる
Airlines benefit from delays at Boeing, Airbus
Production problems at jet makers Airbus and Boeing have helped airlines restrain capacity. As a result, carriers have the ability to
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maintain or raise ticket prices. "For the industry, it's great that the 787 and the A380 are late because it means less capacity," noted
Robert Milton, chairman of ACE Aviation Holdings, the parent company of Air Canada. The Wall Street Journal (6/2)

ユナイテッド航空ーコンチネンタル航空合併は早くて 2009 年後半以降
United-Continental alliance may not happen until late 2009, reports say
Regulatory and contractual challenges could delay an alliance between United Airlines and Continental Airlines until late next year. The
two airlines are negotiating a bilateral marketing alliance, according to media reports. The Wall Street Journal (5/31) , Reuters (5/31)

ボーイング 燃料費危機を冷静に乗り越えるべきとの観測
Boeing will weather fuel crisis, executive says
Boeing Commercial Airplanes President Scott Carson said the company can manage the airline fuel crisis without much impact. "It is all
consistent with patterns we have seen in the past and we have provided for those patterns," Carson said. The Seattle Times (6/1)

中古機市場 （新機種開発遅れを待てない客層）新展開
Market for used jets heats up among new moguls
The market for used large jets is growing, driven by demand from wealthy individuals unwilling to wait for new planes. Observers note
that some people are making money selling their rights to purchase planes. The Wall Street Journal (6/2)

原油 135 ㌦が続くと世界のエアラインは 61 億ドルの損失を蒙る
Global airlines could post $6.1B loss if oil stays at $135 a barrel
A group that represents airlines said carriers around the world could lose $6.1 billion if oil prices remain at $135 a barrel for the rest of
the year. The Wall Street Journal (6/2) , Bloomberg (6/2)

SmartQuote
"Frankly, I don't mind not being president. I just mind that someone else is."
--Edward M. Kennedy,

U.S. senator

正直 私は大統領になれなくとも気にならない。ただ他の人がなることが気がかりだ。
米国上院議員 エドワード・M・ケネディ
------------------------------------------DL(0530)

FAA のエアラインをお客扱いする姿勢、非難を招く
FAA program that treats airlines like customers draws criticism
The FAA's decision to ground thousands of flights last month because of maintenance concerns has raised questions about a
government safety program that sought cooperation from carriers and treated them like "customers." Lawmakers are criticizing the
Customer Service Initiative, but the FAA maintains that it was designed to make the agency more responsive to airlines' legitimate
complaints. USA TODAY (5/30)

航空管制改善が、輸送協会から強く突き上げられる
Travel group pushes for air traffic control upgrades
A group representing businesses dependent on the travel industry says travelers are becoming more frustrated by airline delays,
security checkpoints and new fees. The Travel Industry Association is calling a summit for next month as part of an effort to push for
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air traffic control modernization and to improve air travel. The Air Transport Association supports air traffic control modernization, but it
criticized a proposal by the group to add a $10 fee to be paid by foreign travelers. The fee is "an unsuitable solution to an already
overtaxed industry," ATA President and CEO James May said. "We hope that we can work cooperatively with TIA to reduce, not raise,
the cost of travel." The Wall Street Journal

(5/30) , USA TODAY (5/29) , St. Petersburg Times (Fla.) (5/30) , The Wall Street

Journal/Dow Jones Newswires (5/29) , Sun-Sentinel (Fort Lauderdale, Fla.) (5/29) , CBS (5/30)

ユナイテッド航空の合併相手、コンチネンタルがより近く、US エアウェイズは保留
United closer to Continental alliance, puts US Airways talks on hold
United Airlines is close to forming an alliance agreement with Continental, and its plans to merge with US Airways are on hold for now,
according to media reports. United and US Airways have held merger negotiations for nearly two months. United CEO Glenn Tilton
raised concerns about the plan at a meeting Thursday, according to media reports. The Wall Street Journal (5/31) , The New York
Times (5/30) , The Washington Post/Reuters (5/30) , USA TODAY (5/30)

最新型 C-130J がベルリン・エアショウで発表
Lockheed unveils latest C-130J in Berlin
Lockheed Martin unveiled the latest version of its C-130J Hercules at the Berlin air show. The aircraft is intended to replace all of the
older versions now used by the Air Force's Special Operations Command. Flight International.com (5/29)

米空軍スペース司令 高速ヘリコプタの需要を指示
Air Force Space Command pushes for new helicopters
The Air Force Space Command says its current helicopters are not fast enough to handle nuclear weapon support missions and is
pushing for replacement aircraft. AFSPC officials said a new helicopter must have improved speed, armor protection and a greater range.
Aerospace Daily & Defense Report (5/29)

JSF イスラエル政府購入を許可するように米国に申請、オランダは JSF 決定を白紙へ
Israel requests permission to buy JSF
Israel has asked the U.S. for permission to purchase 25 Lockheed Martin F-35 Lightning II joint strike fighters. Meanwhile, the
Netherlands has backed off its commitment to the plane and will now evaluate alternative aircraft to replace its current fleet of fighter
jets. Star-Telegram (Fort Worth, Texas) (5/30)

ボーイング インドの戦闘機決定は 2010 年まで延期との見通し
Boeing exec says India won't decide on fighter jet before 2010
India will not decide which fighter jets it will purchase for its air force before 2010, according to Boeing defense chief Jim Albaugh.
Boeing and Lockheed Martin were among the companies that submitted bids on the contract last month. The order could be worth up to
$11 billion. Bloomberg (5/30)

SmartQuote
"I was so naive as a kid I used to sneak behind the barn and do nothing."
--Johnny Carson,

American comedian

子供のころの私は、納屋の裏に隠れてボーっとしているような引っ込み思案な子供だった。
アメリカのコメディアン ：ジョニー・カーソン
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------------------------------------------DL(0529)

WTO 航空機開発助成に関するルール 近く発表
WTO expected to rule soon on aircraft subsidies
The World Trade Organization is expected to rule soon on aircraft subsidies. Jetmakers Airbus and Boeing have been at odds over
subsidies for aircraft for years. Boeing opposes loans for development that Airbus has received from European countries; Airbus
contends that research and development aid that Boeing has received from the Pentagon amounts to a state subsidy. Observers say
the ruling will affect countries that are building up their aircraft industry. International Herald Tribune (5/29)

ボーイング CEO 航空燃料費問題で、より効率の良い航空機への需要が強くなろう
Boeing CEO: Fuel prices create more demand for efficient jetliners
The high cost of fuel has a double-edged impact on Boeing, CEO James McNerney said in a Q-and-A with BusinessWeek. He said
soaring fuel costs have created demand for new planes that are up to 20% more efficient. McNerney also said he has a "high level of
confidence" that Boeing will meet its targets for the 787. BusinessWeek (5/28)

エアバス 原油高騰によりエアラインからのキャンセルが懸念されると
Higher oil prices could force carriers to cancel orders, Airbus says
Airbus sales executive John Leahy said soaring oil prices could prompt more airlines to cancel orders for jetliners. He noted that the
jetmaker will continue to stick with production plans for its A320 jetliner. The Wall Street Journal/Dow Jones Newswires (5/28)

デルタ航空の乗員は、非組合員であるという伝統を維持したい
Delta flight attendants vote against union representation
Delta Air Lines flight attendants have voted to remain union-free. "We are pleased that Delta's flight attendants clearly believe that our
unique culture and direct relationship are worth preserving," Delta CEO Richard Anderson said. The Association of Flight Attendants
said it plans to file interference charges with the National Mediation Board, alleging that Delta discouraged the workers from voting.
AviationWeek.com (5/28) , The Street.com (5/28) , The Wall Street Journal/Dow Jones Newswires (5/28)

ユナイテッド航空と US エアウェイズの合併で両社トップが会談
United, US Airways CEOS will meet to discuss merger
US Airways and United Airlines chief executives are expected to continue to discuss a possible merger today, according to media
reports. The carriers have not agreed on who would run the merged airline or on an exchange rate for a share swap. If the companies
make progress, they could approach their boards in June for permission to proceed with the merger. The Wall Street Journal (5/29) ,
The New York Times/Associated Press (5/29) , Chicago Tribune (5/29)

FAA 航空管制方式近代化が遅れているもの、予算期間延長だけでは改善できない
Opinion: FAA needs more than extension of authorization
A bill that would reauthorize the FAA for five years and provide funding to overhaul the nation's aging air traffic control system is stalled
in the Senate, the Washington Post editorial board writes, stating also that a four-month extension of authorization is "no way to
regulate air travel." "By maintaining the funding levels of previous years, lawmakers are putting off the hard decisions that would bring
the air traffic control system into the 21st century and bring relief to a long-suffering flying public," the board writes. The Washington
Post (5/28)
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米国最大の輸出産業である 航空宇宙産業 昨年の貿易収支も 記録的な黒字
Aerospace trade balance surges
Increased exports of aerospace products in the final quarter of 2007 sent the aerospace industry's trade balance into record territory
last year, with a final tally of $60.4 billion. "The sustained growth in aerospace trade is a good sign not only for our industry, but the U.S.
economy as a whole," AIA President and CEO Marion Blakey said. "Our industry's track record as a major net export earner for the
United States helps to offset the nation's chronic trade deficit." Read more here.

SmartQuote
"My husband gave me a necklace. It's fake. I requested fake. Maybe I'm paranoid, but in this day and age, I don't want something around
my neck that's worth more than my head."
--Rita Rudner, writer and comedian
夫がくれたネックレスは、贋物。わたしがニセモノを頼んだのよ。おかしいんじゃないって言われるかもしれないけど、この歳になると、自分の頭より高価な
ものが首の周りについているのが嫌なだけなのよ。
作家・コメディアン リタ・ラドナー
------------------------------------------Globalsecurity.com

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

National Security

Retiring satellite & space situational awareness AFPN 29 May 2008
Industry
SAIC & $500 Million US Army SMDC Contract SAIC 29 May 2008
MDAʼs MKV-L Engagement Management Algorithms Demo Lockheed Martin 29 May 2008 -- Lockheed Martin demonstrated engagement Multiple
Kill Vehicle-L management algorithms in a software test bed environment

Boeing's ABL Team Begins Laser Activation Tests Boeing 28 May 2008
Boeing Submits USAF SASSA Program Bid Boeing 28 May 2008
Astrium wins satellite contract worth €263 million EADS 27 May 2008
SBIRS GEO Flight Software Delivery Lockheed Martin 27 May 2008
GPS OCX Integrated Baseline Review Northrop Grumman 27 May 2008
ATK Ultraflex Solar Arrays & Mars Phoenix Lander ATK 26 May 2008
Phoenix Spacecraft Lands On Mars Lockheed Martin 25 May 2008
International

Amended Glonass program to be approved this year RIA Novosti 30 May 2008 -- The amended federal Glonass program will be approved this year,
the general designer of the global navigation system said on Friday.

Czech president: missile shield not Russia's business RIA Novosti 30 May 2008 -- The Czech govt will make its own decision on the U.S. missile
defense shield, based on the country's interests, not on how Russia feels

Russia radar offer & US missile shield RIA Novosti 27 May 2008
Russia & Europe to build manned spacecraft RIA Novosti 27 May 2008
------------------------------------------[spacetoday.net: military]

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

-------------------------------------------
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Friday, June 6

Top two Air Force leaders resign
US Air Force ̶ 12:04 am ET (0404 GMT)
Thursday, June 5

Wynne and Moseley Forced to Resign; Defense Secretary Cites Lax Controls Over Nation's Nuclear Arsenal
Space News (subscribers only) ̶ 11:56 pm ET (0356 GMT)

China takes on the US - in space
Asia Times ̶ 9:37 am ET (1337 GMT)
Tuesday, June 3

Reliable space assets needed for an independent European Security and Defence Policy
European Parliament ̶ 1:51 pm ET (1751 GMT)
Monday, June 2

U.S. Air Force Decommissions MSX Today
Space News (subscribers only) ̶ 7:36 pm ET (2336 GMT)

China experts warn of expanding space arms race
Reuters ̶ 7:56 am ET (1156 GMT)
Friday, May 30

Skynet military launch postponed
BBC ̶ 4:35 pm ET (2035 GMT)

'Peaceful' space putting on Khaki
RIA Novosti ̶ 8:29 am ET (1229 GMT)
Thursday, May 29

SpaceDev Satellite Chosen for Inaugural U.S. Defense ORS Jumpstart Mission
Market Wire ̶ 11:17 pm ET (0317 GMT)

SpaceDev Payload Selected for June Falcon-1 Launch
Space News (subscribers only) ̶ 11:10 pm ET (0310 GMT)

Countdown to UK military launch
BBC ̶ 10:51 pm ET (0251 GMT)

Boeing Submits Bid for Space Situational Awareness Program to U.S. Air Force
Boeing ̶ 5:45 am ET (0945 GMT)

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

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

------------------------------------------Thursday, June 5

China likely to beat U.S. to moon: Current schedule margin is 2-3 years
McClatchy Newspapers ̶ 9:38 am ET (1338 GMT)

China takes on the US - in space
Asia Times ̶ 9:37 am ET (1337 GMT)
Monday, June 2

China and Taiwan together on the space station
The Space Review ̶ 8:15 am ET (1215 GMT)
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China experts warn of expanding space arms race
Reuters ̶ 7:56 am ET (1156 GMT)
Saturday, May 31

Is China's Space Program Armed for Apollo 2.0?
Popular Mechanics ̶ 12:49 am ET (0449 GMT)
Thursday, May 29

China Launches Weather Sat
Aerospace Daily ̶ 12:16 pm ET (1616 GMT)

------------------------------------------[Space & Missile Report]

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------June 2, 2008

*

Griffin: Commercial Crew Transportation Is Unlikely During Five Years When NASA Is Grounded, So Americans Must Depend On

Russian Soyuz Spacecraft
*

Space Shuttle Discovery Docks With Space Station After Flawless Countdown; Ascent To Orbit Saw Few Chunks Of Foam

Insulation; No Danger To Orbiter
* Aegis Missile Defense Test Set For Thursday In Pacific
* NASA Seeks Ideas This Week For Lunar Surface Systems; Industry, Academia, Institutions Invited To Conference
* Is Iran Moving Beyond Uranium Enrichment To Attempt Building Thermonuclear Bomb?
* First THAAD Unit is Activated, Becomes An Army Battery
* Critic: NASA Should Abandon Moon Missions, And Develop Means To Fend Off Killer Comets, Meteoroids Instead
* Phoenix Mars Lander Gets Just What It Wanted: An Icy Reception; Lander Operates Robotic Arm
* Airborne Laser Missile Defense System Begins Activation Tests
* Launches /// * Contracts
* Chinese General Says People's Liberation Army Weapons Buildup Merely Defensive, Not Offensive
* Local Plumber Can't Help When Broken Toilet Is 200 Miles Above Earth
* Progress Reported For Multiple Kill Vehicle-L Missile Defense System
------------------------------------------[Defense Daily]

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------June 5, 2008

* Young Claims Inaccuracies, Assumptions In Navy Destroyer Cost Comparison
* DHS Planning Information Fusion Demonstration Using Stand-off Sensors
* DoE's Livermore Lab Lays Off 440 Scientists
* Small Massachusetts Company Finds Niche In Navy Composite Work
* Navy Takes Delivery of First EA-18G Growlers
* Spain Spending $156 Million For Tomahawk Cruise Missiles
* Raytheon, Blackwater Team Up For JLTV Competition
* Young Keeping Close Eye On Air Force's Next-Generation Bomber Plans
June 4, 2008

* DoD Eyes Stretching Out Coming MRAP Order, Unclear if MRAP II Will Be Part
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* Navy SBIR Effort Developing UAV To Be Deployed From P-3C, P-8
* Gimbaled Camera Coming This Month For FCS Class I UAV
* BAE Systems Awarded $2.2 Billion For FMTV Work
* SAIC Awarded Contract To Support SPAWAR Systems Center
* Lockheed Martin Chief: NATO Partners Must Boost Industry Investment
June 3, 2008

* Hill Continues To Push White House To Allow Israel To Deploy Powerful Radar
* Harris Says It's Not Pursuing Sale
* DRS Posts Higher Earnings, Sales In Fourth Quarter
* Opportunities For Firms Focus On Current Navy Threats, Official Says
* Honeywell Receives Third Option On Abrams TIGER Program
* Ascent Joint Venture In Billion-Dollar U.K. Flight Training Pact
* Lockheed Martin To Support Army, Marine MLRS Launchers
* Global Maritime Security--Defined?
June 2, 2008

* Defense Watch
* Marine Corps' Joint Strike Fighter Expected To Make First Flight This Month
* Netherlands MoD Selects AeroVironment's Raven UAS
* ICx Acquires Small Firm With Expertise In Bio-Aerosol Collection, Analysis
* DHS Renews Bid To Consolidate Disparate Financial Systems
May 30, 2008

* Lockheed Martin Submits Its Bid For The Navy's LCS
* Pentagon Gathering TACAIR Input From Industry
* Progress Reported For Multiple Kill Vehicle-L Missile Defense System
* Lockheed Martin Universal Fire Control System Successfully Launches GMLRS
* Australia Sees Collaboration As Key To Future S&T
* Boeing Bids For Space Situational Awareness Contract
* Thompson Says TWIC Help Desk Under Performing
May 29, 2008

* Without War Supplemental, Pentagon Asks Congress To Reprogram Funds
* Pentagon to Weigh Future of Expeditionary Fighting Vehicle Contract Tomorrow
* GAO Sees Improvements In Trade Security Program, Continuing Challenges
* FCS Capabilities: Expanding, Focusing, Soldier Power
* DoD Closely Examining Roles And Implications of UAVs
* First Army THAAD Unit Activates
* Airborne Laser Missile Defense System Begins Activation Tests
------------------------------------------[新刊紹介]

Air & Space

Smithsonian July 2008
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Orion page 60

Orion Asteroid Mission page62-63

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

AW&ST 080602
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[編注]

page 2-3 の記事と関連

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

2008/6/3 16:16

【Technobahn】

米 OCX テクノロジー、脳波で操作するブレインマウスを出荷開始
脳波を使ってコンピュータ操作を可能とする「ニューラル・インパルス・アク

製品で、2007 年 3 月開催された家電製品総合見本市「CeBIT」で初

チュエータ（Neural Impalse Actuator）」出荷開始が 2 日までに明らか

発表。脳波を読取るヘッドセットと、脳波コンピュータシグナル変換セッ

と。「ニューラル・インパルス・アクチュエータ」は米 OCX テクノロジー開発

トアップボックスから構成、脳波を使ったゲームへの応用が期待されてい
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たが、脳波のような非線形データ構造をゲームに応用することは考えて
いた以上に困難で、実販売にあたって脳波を線形的データ構造抽出
するドライバ開発に予想以上の時間がかかった。製品添付ドライバは
汎用ゲームコントローラ機能をもっているため、慣れれば、市販 PC 用 3
次元アクションゲームを脳波操作といったことも可。ドライバの他、脳波
PC 操作に慣れるための単純なテーブルテニスゲームソフトも添付。北
米市場販売価格は 200 ドル前後となる見通し。
http://www.technobahn.com/news/2008/200806031616.html

------------------------------------------2008/6/3 15:30

【Technobahn】

あなたの考えていることは全てお見通し！ 米研究機関が人の心を読む機械を開発
米カーネギーメロン大が人が考えていることを読取り可能なシステムの

「建物」「食物」といった 58 種の単語のどれを考えているのか、精度

開発をしていたことが 2 日までに同大の発表により明らかと。この研究・

90％で当てることに成功。同グループは「マインド・リーディング・マシン」

開発を行ったのは同大で人工知能研究を行っているトム・ミッチェル

研究を進め、ヒトがどういった過程で物を考えているのか、脳内における

（Tom Mitchell）教授を中心とする研究グループ。同グループは核磁気

思考アルゴリズム解明につながるとしている。

共鳴スキャナを用いてヒトの脳活動パターンリアルタイム解析により、今、
どういったことを考えているのかを読取ることが可能なシステムを開発に
成功。この「マインド・リーディング・マシン」がヒトの心を読取るためには、
予め、被験者が特定単語の意味することを連想した際の脳活動パタ
ーンを解析しておく必要があるが、ボランティア 9 名を使った実験では、
http://www.technobahn.com/news/2008/200806031530.html

------------------------------------------2008/5/30 16:38 【Technobahn】

脳波を使ってロボットアームを操作、米研究機関がサルを使った実験に成功
米研究機関がサルの脳から直接取出した脳波を利用し、サルの意図

利用するのは非常に困難だった。今回、当グループはサルから取出した

する通りに自在にロボットアームを操作させる実験に成功したことが 29

脳波を同時に開発したプログラムで処理することにより、非定常的、非

日までに、英科学雑誌「ネイチャー」に掲載された論文により明らかとな

線形的な要素を取除き、特定の動作に適したシグナルだけを抽出する

っ た 。 こ の 実 験 を 行 っ た の は 米 ピ ッ ツ バ ー グ 大 学 （ University of

ことに成功。当グループでは今回の成果はまだ、研究初期段階に過ぎ

Pittsburgh）アンドリュー・シュワルツ（Andrew Schwartz）教授を中心と

ないとしており、今後、より精緻な操作が可能となるように研究を続け

する研究グループ。当グループは脳波を使ってロボットアームを動かす実

るとしている。

験装置を開発。その上でサルの脳に取付けた電極をその実験装置に
接続し、サルが自分の考える通りにロボットアームを操作できるように訓
練。その結果、サルは自分が考えるだけで、ロボットアームを使って食べ
物を掴み、それを口に運ぶ動作が可能になったとしている。脳波を使っ
て外部に接続された機械を操作するという研究は他の研究機関でも
続けられているが、脳波は非線形的性質を持つため、機械を操作に
http://www.technobahn.com/news/2008/200805301638.html

------------------------------------------[既刊紹介]

「脳が心を生みだすとき」、「心はどこにあるのか」 草思社
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------------------------------------------[新刊紹介] 月刊誌「軍事研究」2008 年 6 月号別冊「海自汎用護衛艦と世界の戦闘艦技術」発売中。定価 1,600 円（消費税込み）
表紙／裏表紙写真：護衛艦「むらさめ」／「いかづち」…撮影：花井健朗

【カラー特集】
海上自衛隊のワークホース『汎用護衛艦（DD）』///世界の新水上戦闘艦−ステルス型船体構造艦−///護衛艦「すずなみ（DD-114）」の建造
［海自の汎用護衛艦（DD）］ -1 …野木恵一〈軍事評論家〉
海自汎用護衛艦の役割・機能と部隊運用

“8 艦 8 機体制”における各型護衛艦と艦載ヘリの役割、そして冷戦後の任務と課題

第 1 世代 DD「はつゆき」型／「あさぎり」型

“八八艦隊”の主力構成艦として作られた、最初の汎用護衛艦の特徴とウエポン

第 2 世代 DD「むらさめ」型／「たかなみ」型 ステルス、VLS、国産艦対艦ミサイル。長足の進歩を遂げた新たな護衛艦
［海自の汎用護衛艦（DD）］-2
5000 トン型新汎用護衛艦（19DD） 30 年の歳月をかけて正常進化した第 3 世代 DD …岡部いさく〈軍事評論家〉
海自艦載哨戒ヘリ SH-60K の能力 半減する調達数をカバーする高性能ヘリ・兵装と部隊の整理統合 …石川潤一〈航空評論家〉
［技術者解説］
『護衛艦設計外論』 設計手順（配置・寸法）／建造技術変遷（機関配置） …安生正明〈元防衛庁技術研究本部主任設計官〉
汎用護衛艦のガスタービン主機 舶用機関としての特徴（長所・短所）／併用方式（COGOG/COGAG） …岩狭源晴〈兵器研究家〉
護衛艦用国産レーダの開発・発展 捜索型／追尾型／多機能型（開発史・原理・運用・技術特徴） …多田智彦〈防衛技術研究家〉
水上艦用ソーナーシステムの動向 欧州の曳航式低周波ソーナー／我国の遠距離用 OQS-XX…水野鉄臣〈（財）防衛技術協会客員研究員〉
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［世界の水上戦闘艦＆ウエポン・システム］ …多田智彦
米海軍の沿海戦闘艦 LCS ///仏伊海軍共同開発の FREMM///英海軍の 45 型デアリング級駆逐艦 ///仏海軍のフォルバン級次世代駆逐艦
伊海軍のアンドレア・ドリア級次世代駆逐艦 /// 独海軍のザクセン級防空フリゲート /// 蘭海軍のプロヴィンシェン級防空指揮フリゲート
ロシア・中国海軍の新鋭主力戦闘艦 /// ズムウォルト級次期駆逐艦に見る 米海軍の最先端水上戦闘艦技術
------------------------------------------------------------------------------------[Quote from the Old Testament]

Ecc. 3::21 & 12:7

Who knows the spirit of the sons of men, which goes upward, and

Then the dust will return to the earth as it was, And the spirit

the spirit of the animal, which goes down to the earth?

will return to God who gave it.

だれが知るか、人の子の霊は上に昇り、動物の霊は地にくだるかを？

そこで、塵はもとのように地に戻り、霊はそれを授けた神に戻る。
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