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[謝辞] SJAC より「航空と宇宙」09.02 寄贈、感謝。
------------------------------------------[イベント案内]

衛星測位に関するパネル討論会

１．時 ： 平成 21 年 2 月 26 日（木） 13:00-15:00
２．所 ： 日本経団連会館 １００２号室 （http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/kaikan/map.html）
３．パネル： ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ ：鈴木 一人 北海道大学 公共政策大学院 准教授
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ

：横田 真
菊池 新

浜田 隆彦 （株式会社デンソー 主任部員） ///

（株式会社ナビタイムジャパン 副社長） /// 坂下 裕明 （株式会社パスコ 社長室長）

４．参加無料。登録制、定員で締切。
５．連絡先 ：

///

（内閣官房宇宙開発戦略本部 参事官）

2 月 25 日(水)までに申し込みをお願い：URL

http://www.eiseisokui.or.jp

（財） 衛星測位利用推進センター パネル討論会事務局 電話：03-5216-5450、E-Mail：spacinfo@eiseisokui.or.jp
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Technobahn

イリジウム衛星衝突事故、衛星電話サービスへの影響度は限定的
今月 10 日に露の衛星と米イリジウム衛星が軌道上で衝突を起こした

33」の衝突を事前に把握できなかったは不明。イリジウム衛星電話通

問題に関連して事故当初、一時的につながり難い状況になるなど同

信サービスは静止軌道衛星を用いた他社のものとは異なり、地球極

社の衛星電話サービスに障害が起きていたことが明らかと。イリジウムで

軌道上に衛星 66 機を配し地球上をくまなくカバーすることができるのが

は、露の衛星と衝突を起こしたイリジウム衛星の喪失宣言を出しており、

特徴。そのため、衛星 1 機を喪失してもサービスに与える影響はほとん

当該衛星は完全機能喪失した模様。今回、衝突事故を起こしたのは

どなく、同社では喪失した「IRIDIUM 33」の前後を飛行する衛星の間

1997 年に打上げられたイリジウムの「IRIDIUM 33」と 1993 年に打上げ

隔を調節し 13 日までに通信サービス回復を行うとしている。その上で、

られたロシアの「Cosmos 2251」の 2 機。「IRIDIUM 33」軌道要素は近

30 日以内にバックアップ衛星を喪失した「IRIDIUM 33」の軌道に配置

点 783.2km と遠点 786.4km、軌道傾斜角 86.4°の極軌道衛星。一

しフルリカバリを行う予定。

方、「Cosmos 2251」は近点 776km と遠点 799km、軌道傾斜角
74.4°の極軌道衛星で以前から制御不能に陥っていた。NASA ではこ
の 2 衛星は 10 日、シベリア上空、約 790 キロのポイントで衝突を起こ
し、2 つの大きなデブリ雲（clouds of debris）が生じたとしている。通常、
軌道上を周回している観測可能な物体（直径 10 センチ以上）は米空
軍による監視対象で、制御不能に陥った衛星であってもトラッキングさ
れ、他衛星に接近する軌道に入った場合は衛星オペレータに対し警
告する仕組みとなっている。にも関わらず今回なぜ「Cosmos 2251」の
ような大型衛星と実質的には米政府向けに運用されている「IRIDIUM
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902122108

------------------------------------------Feb 11, 2009

aviationweek.com

Frank Morring, Jr. morring@aviationweek.com

軌道上の衝突はこれまでで最悪事態
Orbital Collision Was The Worst Ever
A broadside collision between two satellites -- one of them an

Chinese anti-satellite weapon test in the debris cloud it created.

operational Iridium communications relay -- was the worst

The Iridium satellite -- one of 66 in the "Big LEO" low-Earth

orbital accident on record and may wind up rivaling the 2007

orbit constellation -- and the 16-year-old Cosmos 2251 Russian

1

government communications satellite collided at an altitude of

posed by the debris cloud to the International Space Station and

790 kilometers with a closing velocity of about 7 miles per

its three-person crew. Although some debris may have been

second shortly before noon Tuesday EST. "It was a hefty clip,"

thrown down to the ISS orbit, the station flies some 500

said Nicholas Johnson, who monitors orbital debris at NASA's

kilometers below the collision and "we believe the risk to the

Johnson Space Center. The collision was first reported by CBS

station is very small," he said. However, the relatively high

News. The resulting debris cloud is still being characterized, but

altitude of the collision means "every operational satellite in LEO

Johnson said it probably will consist of "hundreds" of pieces and

probably has got some risk" as debris settles toward reentry.

could wind up approaching the huge debris cloud that resulted

"There are a lot of other Iridium satellites out there at the same

when China hit one of its Fengyun weather satellites with a

altitude, and you have a lot of weather satellites at 800 and 850

ground-launched interceptor. "The first day after the Chinese

kilometers," Johnson said. Among them is the NOAA-N Prime

event we didn't know it would be over 2,500 pieces," Johnson

spacecraft just launched into an 860-kilometer orbit. Also at risk

said. "It could be less, or it could be as bad." The event, which

is the so-called "A-train" of civil Earth-observing satellites

occurred over Siberia, was detected when the U.S. Space

following one another in a 705 kilometer orbit. NASA's Orbiting

Surveillance network started seeing the developing debris cloud,

Carbon Observatory is due for launch into the same orbit on Feb.

and Iridium lost contact with the spacecraft. The Bethesda,

23. Johnson said Tuesday's collision was only the fourth

Md.-based operator said its constellation remains healthy, and

detected since 1991, "but it was by far the most severe."

"the company is taking immediate action to address the loss" by
moving in an in-orbit spare within the next 30 days. "While this is
an extremely unusual, very low-probability event, the Iridium
constellation is uniquely designed to withstand such an event,
and the company is taking the necessary steps to replace the
lost satellite with one of its in-orbit spare satellites," the
company said. Johnson said NASA did an assessment of the risk

Iridium satellite artist's concept: Iridium

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/COLLIDE021109.xml&headline=Orbital%20Collision%20Was%20The%20Worst%20Ever&channel=space

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

Strela-2M

1993 June 16 - Cosmos 2251 Program: Strela. Launch Site:
Plesetsk.
Launch
Complex:
LC132/1. Launch Vehicle: Kosmos
3. Mass: 900 kg (1,980 lb). Perigee:
778 km (483 mi). Apogee: 803 km
(498 mi). Inclination: 74.00 deg.
Period: 100.70 min.
Replaced Cosmos 2112.
http://www.astronautix.com/craft/strela2m.h
tm

http://www.bugsweeps.com/info/electronic_harassment.html

-------------------------------------------
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http://www.remotesatellite.com/iridium_coverage_
map.php

2009/2/12 10:34 - Technobahn

軌道上で 2 機の衛星が衝突、半世紀の宇宙開発史上で初の出来事
米の衛星携帯電話用通信衛星「イリジウム」が 10 日、同じ軌道上の

の衛星や国際宇宙ステーションに与える影響度調査を行っているが、

制御不能の露の衛星と衝突事故を起こしたことが明らかと。地球軌道

当面、直ぐに何かしらの影響を及ぼす可能性はないとしている。

上を周回している衛星同士が衝突事故というのは、1957 年 10 月にス

NASA では、かねてから危険視されてきたスペースデブリとの衝突が現

プートニクの打上げで始まり、50 年以上の歴史を持つ宇宙開発史上

実 化 し た と し た 上 で 、 同 等 な 事 故 再 発 を 防 ぐ た め 「 U.S. Space

で初の出来事。別の衛星と衝突し破壊したイリジウム衛星は 1997 年

Surveillance Network」を始めとするスペースデブリ監視網強化を行う。

にモトローラが打上げた重量 500 キロの小型衛星。もう一方の露の衛

図は NASA がまとめた軌道上で観測可能なスペースデブリの数を示し

星は今のところ詳しい情報は明らかにされていないが、1993 年打上げ

た時系列グラフ（出典：The Orbital Debris Quarterly News, Jan.

られた重量 1 トンの大型衛星で衝突時には既に制御不能状態。衝突

2009, Volume 13, Issue 1）。NASA によると軌道上には衛星やロケッ

を起こした 2 機の衛星は高度 780 キロの低軌道上を周回していたもの

トの部品を含め 13000 個近い物体がひしめく状態で、衝突を起こす潜

で、NASA では現在、この衝突事故によって生じたスペースデブリが他

在的危険性は年々、増してきていると警告している。

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902121034

[編注]

ODQN(Orbital Debris Quarterly News), Jan. 2009, ダウンロードは

http://www.space-library.com/ODQN_0901NASA-JSC_v13i1.pdf

------------------------------------------2009.02.06

日刊航空通信ブログ

技本２１年度予算案、試作費８１７億円で９９億円の増 航空機は４件・１３５億円／先進技術実証機の研究着手
防衛省技術研究本部は６日、平成２１年度予算案概要を公表した。

ー研究管理官（先進技術担当）の下に、「宇宙技術計画室（仮称）」

同年度予算案の基本的方針としては、科学技術の進展動向や多様

を新設することが決まった。

な事態への対応を踏まえつつ、事業の選択と集中を行い、国内外の

また、平成２１年度予算案のうち、試作費項目は２４件、８１７億円

関係機関等との技術交流を進めるととともに、引続き所要の体制整

（契約ベース）で、このうち航空機関係は４件、１３５億円となった。中

備、経費の節減・効率化を徹底するとして、＊技術研究開発体制の

でも、平成２１年度から新規に研究着手する「先進技術実証機の研

強化充実、＊弾道ミサイル攻撃への対応、＊新たな脅威や多様な事

究」は、実飛行環境下でのステルス技術を掌握し、将来の防空態勢

態等への対応、＊将来技術他、を主要事項に掲げている。このうち、

の検討を行うための、先進技術を統合した高運動ステルス機に関する

技術研究開発体制の強化充実の一環として、先進技術推進センタ

研究で、同年度予算案で８５億円を確保した。この金額は、昨年夏

3

の同年度概算要求時の１０４億円に対して、約２０億円の減となって

間に変更はない」と説明。（後略）

はいるが、技本では、当初計画の「２１年度から２７年度までの研究期
http://jan.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-571c.html

------------------------------------------Feb 10, 2009

aviationweek.com

Robert Wall/Paris wall@aviationweek.com

仏は欧州ミサイル警戒衛星を打上げ予定
France to Launch Euro Missile Warning Sat
France on Feb. 12 plans to launch missile launch warning

for about 18 months. Ground control of the system is in

satellites, the Spirale system on an Ariane 5, along with a

Toulouse.

HotBird commercial communications spacecraft. The Spirale
program is the first step for what could eventually be a European
equivalent to the U.S. Defense Support Program-Space Based
Infrared System constellation. Spirale is merely a demonstration
system, but will provide France important infrared data on missile
launches that were lacking in Europe. A European military official
points out that up to now, Europeans have had to depend on U.S.

Photo: Astrium

data to model ballistic missile infrared signatures. With Spirale,
that should no longer be the case. The two demonstrator
satellites, built by EADS' Astrium unit, are expected to be used
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_channel.jsp?channel=defense&id=news/SPIR021009.xml&headline=France%20to%20Launch%20Euro%20Missile%20Warning%20Sat

------------------------------------------Monday, February 09, 2009

floridatoday.com

ロケット・オプションの比較チャート Comparison chart of rocket options
http://www.floridatoday.com/content/blogs/space/2009/02/comparison-chart-of-rocket-options.shtml

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - 2009.02.08

floridatoday

hardcopy version

BY TODDHAL VORSON

ロケットの分析 --- 右 2 機種は基本的に有人用でない
Rocket analysis

A look at what could sway Obama’s decision on a new launch vehicle for NASA

Developing an “apples-to-apples” comparison of NASA’s Ares 1

side-by-side look. This much is clear: The existing Atlas V and

and the Air Force’s Evolved Expendable Launch Vehicles, or

Delta IV rockets were designed to loft satellites, not astronauts,

EELVs, is no easy task. The number of factors involved is

and would require significant modification to launch NASA’s

staggering. FLORIDA TODAY examined government reports and

Orion spacecraft. The cost and time required for that are unclear.

interviewed

NASA

and

contractor

officials

to

craft

a

4

ARES 1

DELTA IV HEAVY

ATLAS VHEAVY

COST
Development cost

$4.6 billion

$3.65 billion

$4.2 billion

NASA investment to date:

$2 billion

None

None

Cost per flight:

$120 million

$350 million

$350 million

Cost per pound:

$2,020

$6,364

$6,364

CAPABILITY
Can lift to International Space Station

24metric tons

23 metric tons

27 metric tons

Reliance on foreign capability
None

None

First stage: Russian RD-180 engine

CREW SAFETY
Statistical probability, loss of crew

1 in 1,918

1 in 1,100

1 in 957

By comparison, the space shuttle has a 1 in 423 probability for loss of crew

Max. crew G-forces in launch abort

10.6

18
SCHEDULE
IOC(Initial operating capability)
5

16.5

March 2015

Unclear

Unclear

Prime contractors
Alliant Techsystems
Boeing, Pratt &Whitney

Boeing
United Launch Alliance

Lockheed Martin
United Launch Alliance

Space Coast impact
Significant cuts to existing NASA
Contractor workforce at
Kennedy Space Center

The DeltaIV or Atlas V would augment United Launch Alliance
workforce at Cape Canaveral Air Force Station

[編注] 元の新聞のダウンロード： http://floridatoday.com/assets/pdf/A912809629.PDF
------------------------------------------09 February 2009

newscientist

by David Shiga

イランの宇宙計画は今まで思われていたよりも高度化している？
Is Iran's space programme more advanced than thought?
Iran's first satellite launch aboard a home-grown rocket last

amateur sky watchers have been following the craft's relatively

week has left observers puzzled over just how it was done. Was

low orbit, which is expected to decay over weeks or months due

the satellite launched by a feeble rocket pushed to its limits, or

to atmospheric drag. At first, it was thought that the launch

has Iran's secretive space programme managed to develop a far

vehicle, called Safir-2, was derived from relatively feeble missiles

more powerful launch vehicle without anyone noticing? The

that burn ambient-temperature liquid fuel, which Iran was already

answer will affect how soon the country might achieve its stated

known to have. Two of these missiles stacked one on top of the

goal of sending humans into space. Iran launched its satellite –

other could boost a third, small, solid-fuel rocket that could take

called Omid, or "Hope" – on 2 February. According to Iranian

a lightweight payload like Omid to orbit.

media, it is a 40-centimetre cube weighing 25-kilograms, and is

Two stages

(後略)

equipped with radio transmitters. Foreign tracking stations and
http://www.newscientist.com/article/dn16565-is-irans-space-programme-more-advanced-than-thought.html

------------------------------------------Feb. 09, 2009

NASA

CONTRACT RELEASE : C09-004

NASA は NuSTAR の打上げを Orbital に発注
NASA Awards Launch Services for NuSTAR Mission to Orbital Sciences
CAPE CANAVERAL, Fla. -- NASA has selected Orbital Sciences

launch service for a Pegasus XL rocket, plus additional services

Corp., of Dulles, Va., to launch the Nuclear Spectroscopic

under other contracts for payload processing, launch vehicle

Telescope Array, or NuSTAR, high energy X-ray telescope. The

integration, and tracking, data and telemetry support.

spacecraft will fly in 2011 aboard a Pegasus XL rocket from the

NuSTAR will be the first focusing high energy X-ray telescope in

Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site located at the

orbit. The telescope will conduct a census for black holes, map

Pacific Ocean’s Kwajalein Atoll.

radioactive material in young supernovae remnants, and study

The total cost of the NuSTAR launch services is approximately

the origins of cosmic rays and the extreme physics around

$36 million dollars. This estimated cost includes the task ordered

collapsed stars. (後略)

http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/feb/HQ_C09-004_NuSTAR_contract.html

- - - - - - - - - - Pegasus XL 関連- - - - - - - - - - - -
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http://www.air-and-space.com/L-1011%20N140SC%20Stargazer.htm

http://www.astro.psu.edu/xray/cubic/photos/pegasus.gif.html

------------------------------------------2009/2/9 11:52 -
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NASAの土星観測衛星「カッシーニ」、バックアップエンジンに切替へ
1997 年の打上げ以来、10 年以上に渡って科学宇宙探査活動を継

ード・マーチン（Lockheed Martin Space Systems）社による技術評価

続してきた NASA の土星観測衛星「カッシーニ（Cassini-Huygens）」の

により、バックアップシステムへの早期の切替が提言された。バックアップ・

メインエンジンの疲弊により、3 月中旬にもバックアップ・スラスタ「branch

スラスタは主系統の「branch A」と同一の 8 基のロケットエンジンで構成

B」への切替が計画されていることが 3 日、NASA 発表により明らかと。

されており、燃料となるヒドラジンを系統「branch A」から「branch B」に

スラスタは軌道修正（変更）用の 8 基のロケットエンジンで、探査機本

切替えるコマンド送信で実行の見通し。「カッシーニ」姿勢制御用の

体内の 3 軸制御用のリアクションホール(RW)と共に使われた。しかし、

RW に関しては既に数年前にバックアップシステムへの切替を実行。

打上げから 11 年が経過し、機構の経年劣化が進行。開発元のロッキ

NASA では 3 月には特に主だった科学探査予定は組まれておらず、バ

7

ックアップ・スラスタへの切替日程として最適としている。

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902091152

------------------------------------------2009/2/6 22:14 -

Technobahn

NASA、NOAAの新気象観測衛星「NOAA-N」の打上げに成功
NASA は 6 日 、 米 海 洋 大 気 庁 （ NOAA ） の 新 気 象 観 測 衛 星

用のカートに固定することを忘れたことが倒壊原因であることが判明。

「NOAA-N（NOAA-N Prime）」の打上げ成功を発表。「NOAA-N」は

製造元が金銭負担を行い衛星修理が進められていた。

米太平洋標準時で同日午前 2 時 22 分、カリフォルニア州ヴァンデンバ
ーグ空軍基地から Delta 2 ロケットで打上げ。打上げは当初、4 日が予
定されていたが、発射台の技術的問題により延期されていた。
「NOAA-N」は NOAA が 1960 年から運用を行っている極軌道気象観
測衛星。主に長期予報のための観測データ収集に用いられている。こ
の衛星は 2003 年 9 月、ロッキード・マーチン (LM) 社の施設内で検査
のためにカートに乗せ移動しようとした際に倒壊を起し破損する珍事故
を起こした。その後の調査で、製造元の LM 社が衛星をボルトで移動
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902062214

------------------------------------------2009/2/7 01:32 -

Technobahn

うっかりミスで倒壊したNOAAの気象観測衛星
最近になり、整備中の配線ミスが原因で航空自衛隊のジェット戦闘機

でもない。衛星は検査時には垂直から水平状態にまで傾ける必要性

が離陸に失敗し墜落を起こす事故が発生するなど、現場の技術者に

が生じるが、この日行われた検査では、衛星を 13 度傾けたところで、

よるうっかりミスが大事故につながることも起きている。こういった問題が

根本を固定していたボルトが外れてしまい、倒壊。その後、行われた事

起きる度に「日本はおかしくなり始めた」といった議論が巻き起こるが、

故調査により、LM では手間を惜しんで、恒常的に全ボルトで固定せ

果たしてそれは本当だろうか？画像は 2003 年 9 月にロッキード・マーチ

ずに衛星検査を行っていたことが判明。全ボルト穴を使って固定しなく

ン(LM)で起きた製造中の衛星の倒壊事故の模様。この衛星、米海洋

ても問題が起きたことがなかったため、現場技術者は全ボルトを固定す

大気庁（NOAA）の気象観測衛星「NOAA-N（NOAA-N Prime）」（こ

る必要性はないと思い込んでだのが、この事故を引き起こした。こうした

の記事を書いている数時間ほど前に打上げ実施）で、LM 技術者が衛

杜撰な管理ミスに由来する事故は別に、別に日米の現場技術レベル

星検査のためにプレートに設置し傾けた途端に、固定部分が根本から

低下で起ったのではなく、むしろほっておけば手抜きをする傾向があると

外れてしまい倒れてしたという。数 100 億円の巨額費用を投じ数年が

いう人間の本質的部分に原因がある。

かりで製造開発した衛星である。倒して壊れたでは済まないのはいうま
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http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902070132

------------------------------------------2009/2/9 12:02 -

Technobahn

NASA、スペースシャトルの打上げを再延期
NASA は 6 日、19 日以降に予定していたスペースシャトル「ディスカバ

では「ディスカバリ」打上げは 12 日だった。

リ」打上げを改めて 22 日以降に再延期したことを発表。昨年 11 月に
行われた前回の「ディスカバリ」ミッションに際して地上に帰還して後に行
われた点検作業で、外部燃料タンクと本体のメイン・エンジンを結ぶ液
体水素燃料用の圧力バブルに損傷が生じていることが明らかとなってい
た問題に関し、バルブ損傷が再発しないかどうか、当初 12 日に予定さ
れてきた打上げ日程を延期し検証作業を行ってきたが、予想に反しバ
ルブ検証作業が長引いていることが今回再延期の理由。当初の予定
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902091202

- - - - - - - - -関連ニュース- - - - - - - - - - - Posted: Sat, Feb 7 10:48 AM ET (1548 GMT)

STS-119 打上げ、さらに遅れ
STS-119 further delayed
NASA managers delayed the launch of the next shuttle mission

liquid hydrogen propellant lines in the shuttle's main engines,

by at least three more days on Friday to give workers more time

could crack, creating debris that might damage the lines

to investigate issues with a key set of valves. The launch of

themselves. A "worst case" scenario would require redesigning

STS-119, which was delayed earlier in the week from February

the valve and delaying the launch by up to two months. STS-119

12th to the 19th, is now planned for no earlier than the 22nd.

will install the S6 truss segment on the station and deploy its

The extra time will allow engineers additional time to study the

solar arrays, and also exchange one member of the station's

possibility that flow control valves, which regulate pressure in

crew.

http://www.spacetoday.net/

------------------------------------------2009/2/4 23:28 -

Technobahn

スペースシャトルの打上げ、延期、圧力バルブに潜在的不具合
NASA は 3 日、今月 12 日に予定されていたスペースシャトル「ディスカ

命を危うくする致命的な事故につながる可能性がないか、検証を行う

バリ」打上げを 19 日以降に延期したことを発表。昨年 11 月に行われ

必要性が生じたことが打上げ延期の理由。昨年 11 月のミッションの後

た前回の「ディスカバリ」ミッションに際し地上帰還して後に行われた点

で見つかった圧力バルブ損傷は今のところ、打上げ時の振動

検作業で、外部燃料タンクと本体のメインエンジンを結ぶ液体水素燃

（acoustic vibrations）により生じたものと見られており、NASA では実

料用圧力バブルに損傷が生じていることが明らかとなっていた問題に関

験室内で、同じ状況を再現、圧力バルブに生じた損傷が他の機構部

し、改めて次回打上げ時に同様な損傷が再び生じた場合、乗員の生

分に拡大しないかシミュレーションを行うと説明。この圧力バルブは、外
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部燃料タンク内の液体水素燃料を本体のメインエンジンに供給する際
に適切な圧力を維持するもので、スペースシャトルには 3 つ装備されて
いる。シャトルのメインエンジンは 8 分 30 秒間に渡って燃焼が続き、損
傷圧力バルブに関しては、この間のタイミングで損傷が生じた模様。

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902042328
------------------------------------------2009/2/5 12:57 -

Technobahn

国際宇宙ステーションで異常事態、リブーストで異常振動が発生
先月実施された国際宇宙ステーション（ISS）軌道修正に伴うリブースト

ろ、この振動により損傷を受けた箇所は見つかっていないものの、構築

作業の際、ISS 全体に異常振動が生じていたことが 3 日、NASA 発表

開始から 10 年経過し、老朽化も目立ってきた ISS にとっては看過しえ

により明らかと。関係者によるとリブースト作業は 1 月 14 日に露宇宙局

ない問題と、NASA では神経をとがらせている。リブースト作業にあたっ

主導によりズヴェズダ・モジュールのメイン・エンジンで実施されたもので、

て異常振動を体験した ISS 船長マイク・フィンケ（Mike Fincke）宇宙飛

エンジンは 2 分 22.4 秒に渡って噴射後で突然、停止。その後、ISS 全

行士は地上管制に対し「これまでこんな振動を体験したことはなかった、

体に渡って異常振動が発生。ISS は軌道周回をする際に生じる微弱

しかし、船体が軋む音や、構造破壊音は聞こえなかった」と報告してき

な大気摩擦や、地球引力の影響により軌道周回をする度に軌道高

た。リブースト作業は今月 4 日にも実施予定されていたが、NASA では

度が低下するため、年に数回、進行方向最後部に接続しているソユ

1 月 14 日リブースト作業で生じた異常振動の原因特定及び損傷箇

ーズ宇宙船などのエンジンを使って再加速させ、軌道高度上昇のリブ

所がないかどうか特定するまで当面の間、リブースト作業は延期すると

ースト操作を実施。しかし、1 月 14 日リブースト作業では、これまでのリ

述べている。今のところズヴェズダ・モジュールのメイン・エンジンが 2 分

ブーストでは発生しなかった異常振動が ISS 全体に発生。NASA では、

22.4 秒の噴射後、突然停止したのは、エンジン噴射のコマンド設定に

今回生じた振動は ISS 設計時の許容範囲を上回るもので、ISS 構造

ミスがあったことが原因と見られている。画像は ISS 最後尾に位置する

部分に損傷を与えた可能性もあるとして、調査を進めている。今のとこ

ズヴェズダ・モジュール構造図。

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902051257

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

Feb 9, 2009

MARS SCIENCE LABORATORY （抜粋）
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Top-Level Schedule Strategy

* FY09 – Risk Reduction
+ Retire high risk development issues
+ Finish hardware builds where feasible

* FY10 – Delivery & Test
+ Complete remaining hardware builds
+ Conduct Rover System Environmental Test Program

* FY11 – Test & Margin
+ Complete Launch/Cruise ETP & KSC Operations
+ Maintain > 4 months margin for additional testing

Source: NASA
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Feb 9, 2009

IBM は核兵器庫をスタディするためのスーパ・コンを製作する
IBM Builds Supercomputer To Study Nuclear Arsenal
SUMMING UP: IBM is building a world-beating supercomputer

nuclear arsenal, under a contr...

system to ensure the safety and reliability of the aging U.S.

Biden 副大統領:

オバマ大統領はパキスタン支援法案を復活する計画中

Biden: Obama Plans to Revive Pakistan Aid Bill
BIDEN ON PAKISTAN: Vice President Joe Biden indicates yet

Pakistan amid an expected U....

another way the U.S. is trying to rebuild its relationship with

米空軍はブラジル空軍とさらに強い連携を構築
USAF Builds Stronger Ties With Brazilian Air Force
BUDDING BONDS: The U.S. Air Force is strengthening its

moves forward with plans to b...

relationship with Brazil's air force as the South American nation

米陸軍は無人機に関し補給可能なテストベッドを研究
Army Explores Replenishable Test Bed For Unmanned Aircraft
TEST BEDFELLOWS: The Pentagon's Intelligence, Surveillance

ISR systems into Iraq and Af...

and Reconnaissance (ISR) Task Force - created last year to get

宇宙探査に関する連合は NASA の刺激策予算を防衛
Coalition for Space Exploration Defends NASA Stimulus Spending
SPACE SHOT: A coalition of space industry businesses and

advocacy groups are calling on Congress not to cut back a
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proposed $1.5 billion NASA provisio...

CRS 議会調査局は米空軍の兵器予算は不適切と報告
Congressional Reports Say USAF Weapons Funding Inadequate
The U.S. Air Force may need as much as $6 billion more per year
than

Bush

administration

estimates

for

developing

purchasing weapon systems betwee...

and

中国の J-10 戦闘機向けにさらに多くのロシア製のエンジン
More Russian Engines For Chinese J-10 Fighters
MOSCOW - Russian arms export agency Rosoboronexport

turbofan engines to be delivered to China,...

clinched a deal for more than 120 Lyulka Saturn AL-31FN

米軍は最初の F-35 の飛行隊の計画を詳述
U.S. Armed Services Detail First F-35 Squadron Plans
The first three squadrons of F-35s - with at least 59 aircraft -

the first aircraft a...

will be formed at Eglin Air Force Base, Fla., between 2010, when

NOAA-N Prime は３回目で本打上げ
NOAA-N Prime Launches On Third Try
The NOAA-N Prime polar-orbiting weather satellite was delivered to space early Feb. 6 from Vandenberg Air Force Base, Calif....

6 名搭乗 ISS は先ずシャトルの水が必要になる
Six-Person Space Station Will Need Shuttle Water At First
Continuing problems with the environmental control and life

(ISS) mean the orbiting facility...

support system (ECLSS) on the International Space Station

管制者は「はやぶさ」のイオン・エンジンを再点火
Controllers Restart Hayabusa Ion Engine
Japan's Hayabusa asteroid sample-return spacecraft is active

nudge it toward Earth...

again, after controllers restarted one of its ion engines Feb. 4 to

予算公表の不足は予算の部内者からも情報を遠ざける
Lack of Budget Rollout Keeps Info from Budget Insiders Too
BLACKOUT: The lack of federal budget guidance keeping

those who usually get such inside in...

Washington in a state of anxiety apparently extends to even
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Feb 6, 2009

Arianespace は Ariane 5s を 35 基、打上げ発注、プロジェクトの需要増加
Arianespace orders 35 Ariane 5s; Projects Growth In Demand
PARIS A multibillion dollar order for 35 additional Ariane 5

sustained growth in satell...

boosters will position Arianespace to profit from anticipated
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F-16 用に、より小型、より低価格の先進レーダが登場する
Smaller, Cheaper, Advanced Radars Coming for F-16
Building a cheaper, active electronically scanned array (AESA) radar for the F-16 is the next big program in the airborne radar world....

NOAA-N Prime 打上げ再延期
NOAA-N Prime Launch Scrubbed Again
Precautionary contamination checks have been ordered for the

ground-based air conditioning for it...

Lockheed Martin NOAA-N Prime weather satellite after

Spirit マーズ・ローバが再び動きだす
Spirit Mars Rover Moving Again
Controllers are driving NASA's Spirit Mars Exploration Rover

that help the rover deter...

once more, after a diagnostic test suggested the accelerometers

伊 Finmeccanica は経営者を入替え
Finmeccanica Shuffles Management
GENOA, Italy Finmeccanica is changing several top management

being the replacement of...

positions within its companies, the most relevant change lately

WhiteKnightTwo はフライト・テストを再開
WhiteKnightTwo Resumes Flight-Tests
Virgin Galactic's Scaled Composites WhiteKnightTwo (WK2)

following a six-week hiatu...

carrier aircraft resumed flight-tests at Mojave, Calif., on Feb 5.

NASA と CalTech は急傾斜の地形ローバをテスト
NASA, CalTech Test Steep-Terrain Rover
AXEL EXERCISED: NASA's Jet Propulsion Laboratory and the

small robot that can rappel off...

California Institute of Technology have designed and tested a

上院軍事委員会はオバマ政権の選定候補を承認
Senate Defense Authorizers Approve Nominees
OK BY SASC: The Senate Armed Services Committee (SASC)

high-level Defense Department leadershi...

has approved the Obama administration's nominations for
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Feb 5, 2009

レポートは将来の軍事予算の見通しはうまく行かないと述べる
Reports Say Future Defense Budget Projection Is Out Of Whack
The Pentagon's expected funding needs from now through 2013

Future Years Defense Prog...

are far greater than the Defense Department forecast in its 2009

米海軍の UAS 無人機が CENTCOM に到着する一方で BAMS 広域海上監視が進む
BAMS Proceeds While Navy UAS Arrives In CENTCOM
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The U.S. Navy has slightly altered its schedule for developing and

unmanned aerial system (UAS...

testing the new Broad Area Maritime Surveillance (BAMS)

ワシントンの軍備管理の支持者は国防総省の予算に注視
Washington Arms Control Advocates Eye Pentagon Budget
Center for Arms Control and Non-Proliferation analyst Travis

up on the chopping block -...

Sharp has identified four U.S. weapons systems that could end

AeroVironment 社は Raven UAS の$41.7M オプション契約を受取る
AeroVironment Awarded $41.7 Million Contract Option for Raven UAS
UNMANNED CONTRACT: The U.S. Army has ordered additional

associated services for its fiscal 2009...

RQ-11B Raven small unmanned aircraft systems (UAS) and

新しいイスラエルの情報収集航空機、ガザにおける作戦が出現
New Israeli Intel Aircraft, Ops Emerge In Gaza
Adding to the list of Israeli tactical and operational innovations

ground and airborne inte...

during the Gaza Strip incursion were new conduits for both

Delta II の加圧問題 NOAA-N Prime の打上げを止める
Delta II Pressurization Issue Stops NOAA-N Prime Launch
NASA scrubbed the launch of the Lockheed Martin NOAA-N

pressurization system on the Boeing Delta I...

Prime weather satellite at 2 a.m. PST Feb. 4 when a

ボーイングは WGS 衛星 2 号機を出荷
Boeing Ships Second WGS
WGS SHIPPED: Boeing has shipped the second Wideband Global

military communications network o...

Satcom (WGS) satellite to Cape Canaveral for the expanded

ロシアとベラルーシは共通の対空防衛協定を結ぶ
Russia And Belarus Sign Common Air Defense Pact
MOSCOW Russia and Belarus on Feb. 3 signed an agreement for

force units, 10 air def...

the formation of common regional air defenses, including five air

UAS 無人機の空域のインテグレーションはなお最大のチャレンジと海軍少将述べる
UAS Airspace Integration Still Biggest Challenge, Admiral Says
The most significant challenge facing the unmanned aerial

according to Rear Adm. Wil...

system (UAS) community is integration into the national airspace,

NASA の調達再び GAO のハイリスク・リストで責められる
NASA Acquisition Faulted Again On GAO High-Risk List
NASA acquisition management, first cited as a high-risk

Government Accountability Off...

endeavor by congressional auditors in 1990, is still on the U.S.
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MDA はボーイングと$250M の GMD 地上配備ミサイル防衛のサポート契約を結ぶ
MDA Awards $250 Million GMD Support Contract To Boeing
GMD SUPPORT: The U.S. Missile Defense Agency has awarded

Midcourse Defense (GMD) maintenance...

Boeing a one-year, $250 million contract for Ground-based
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Feb 4, 2009

Aerospace & Defense Earnings Snapshot for Fourth Quarter and Full Year 2008

表

(略)

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

Feb 4, 2009

米海兵隊は新しい UAS 無人機の設計を探究
U.S. Marines Explore New UAS Designs
The U.S. Marine Corps is drafting a wish list of capabilities associated with two future unmanned aerial systems (UAS)....

F-22 Raptor がパリ・エアショーにデビュー予定
F-22 Raptor To Make Paris Air Show Debut
The U.S. Air Force is taking the F-22 Raptor to the Paris Air

executive vice president...

Show for the first time this summer, according to Larry Lawson,

米海軍とボーイングはブラジル空軍にスーパホーネットを装備するよう提案
U.S. Navy, Boeing Propose Equipping Brazilian Air Force With Super Hornets
BRAZILIAN HORNETS: Boeing and the U.S. Navy delivered a

F/A-18E/F Super Hornet as part o...

proposal Feb. 2 to the Brazilian Air Force (FAB) offering the

GMTI の検証が MP-RTIP マルチプラットフォーム・レーダ技術インサーション計画の次のステップ
GMTI Verification Next Step For MP-RTIP
The U.S. Air Force is planning to conduct verification testing of

Program (MP-RTIP) sensor...

its developmental Multi-Platform Radar Technology Insertion

国防総省は最新の無人システムのロードマップを準備中
Pentagon Readies Latest Unmanned Systems Roadmap
The U.S. Defense Department is laying the foundation for its

this year's report....

2011 Unmanned Systems Roadmap, even before it makes public

イランは初の国産衛星の打上げに成功と述べる
Iran Says First Indigenous Satellite Launched Successfully
Iran says it successfully orbited its first homegrown satellite

U.S. Strategic Comm...

using a Safir-2 rocket on Feb. 2. According to Globalsecurity.org,

Corot 衛星は初めての岩状の太陽系外惑星を発見
Corot Satellite Discovers Its First Rocky Exoplanet
PARIS - The French-led Corot planet-finding satellite has

discovered its first Earth-like planet - the first outside our solar
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system to be observed d...

アナリストは次世代の爆撃機に向っての動きを促す
Analyst Urges Moving Forward On Next Generation Bomber
The U.S. Air Force should move forward "as rapidly as possible"

capability, a report by a...

to field a follow-on to the B-2 bomber for long-range strike

AIA 米国航空宇宙工業会は防衛調達改革代替策を提案
AIA Proposes Alternate Defense Acquisition Reform
The Aerospace Industry Association (AIA) has added a slightly

acquisition reform, proposing...

dissenting voice to the growing chorus calling for defense

スペインは Simbol-X ミッションで鍵となる役割に注目
Spain Eyed For Key Role in Simbol-X Mission
PARIS - Officials at French space agency CNES say Spain has

Simbol-X, a high-energy...

emerged as the most likely candidate to take over Italy's role in

米空軍は B-1 アビオニクスのアップグレードでボーイングと$45M の契約
U.S. Air Force Awards Boeing $45 Million Contract to Upgrade B-1 Avionics
BOMBER AVIONICS: The U.S. Air Force awarded Boeing a $45

long-range heavy bomber. The award i...

million contract to upgrade avionics software on the B-1

McCain は防衛副長官の候補への反対を撤回
McCain Drops Objection To Deputy Defense Secretary Nominee
ROADBLOCK LIFTED: Sen. John McCain, senior Republican on

to President Barack Obama's pi...

the Senate Armed Services Committee, is dropping his objection
-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-02-11-Wed

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200902

Spaceflightnow(2/11)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0902/11express/

■[ロケット]露、Proton/Breeze M による通信衛星のデュアル打上げに成功

2009-02-09-Mon

SpaceNews(2/2)

■[ロケット]Arianespace 社、Ariane 5 ECA 35 機を発注
Ariane 5 のプライムメーカである Astrium Space Transportation 社に

40 億ユーロ以上。Arianespace 社は 2009 年及び 2010 年打上げ機

発注。2004 年の 30 機発注分のうち現時点で 14 機残っており、本ロッ

数として 6～8 機を見込む。 コメント： 単純計算すると機体価格とし

トの初打上げは 2010 年末～2011 年初頭になる見通し。契約額は

て一機 145 億円くらいか。

Spaceflightnow(2/6)

http://www.spaceflightnow.com/delta/d338/

■[ロケット]ULA 社、Delta 2 による NOAA-N Prime 気象衛星の打上げ成功
1960 年代から継続して打上げられてきた NOAA の極軌道気象衛星

NPOESS 打上げ予定。

の最終号機。2013 年に次世代の民軍共用の極軌道気象衛星として

Spaceflightnow(2/5)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0902/05hayabusa/

■[深宇宙探査]はやぶさ、地球帰還に向けたイオンエンジン起動に成功
機体状態が現状のまま維持されれば、地球への帰還予定は 2010 年 6 月。
------------------------------------------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 (2009/02/13)
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/11)

* 欧州司法裁判所 (European Court of Justice) は、フィンランド、

ンについては、軍民の両方で利用可能な製品 (dual-use equipment)

スウェーデン、独、伊、ギリシア、デンマークの 6 ヶ国について、兵器輸出

の輸入に際して、関税の取扱いに問題があったとしている。(European

に際し不正に関税を免れたケースがあったと発表。さらに伊とスウェーデ

Court of Justice)

*

欧州委員会 (EC, European Commission) の運輸担当副委員

Galileo 計画に関する委任合意に調印済。今回の措置により、EC と

長を務める Antonio Tajani 氏が、ESA (European Space Agency)

ESA は公式に、Galileo 計画推進について協力していくことになった。

のディレクタ Jean-Jacques Dordain 氏と会談、Galileo 計画への協

プログラムと予算の管理は EC、技術面の管理は ESA、という分担に。

力 に つ い て 、 公 式 な 裏 書 き を 与 え た 。 両 者 は 2008/12/19 に 、

(European Commission)

今日の小ネタ

*

Barack Obama 大統領の安全保障問題担当補佐官を務める

ては、テロや過激派の存在、アフガニスタンとパキスタンの国境地帯にお

James Jones 元海兵隊大将は、独 Munich で開かれた会議の席で

けるテロリストの聖域問題、大量破壊兵器の拡散、化石燃料への過

「米や NATO 諸国は、冷戦時代の脅威に合わせたデザインを改め、

度の依存、民族衝突。貧困問題、麻薬問題、経済問題を挙げた。

21 世紀の脅威に適応する必要がある」と発言。具体的な問題点とし

(AFPS 2009/2/10)

* James Cartwright 米統合参謀本部副議長は、イランによる人工

した上で、この分野での技術の進展をイランが外交カードに使っている

衛星打上げについて「長射程弾道ミサイル開発への道筋をたどってい

と指摘。(DefenseNews 2009/2/10)

る」として懸念を表明。Robert M.Gates 国防長官も同様の見方を示

*

露は 2008 年に兵器輸出 83 億 5,000 万ドルを記録したが、

Dmitry Medvedev 大統領はさらなる新市場開拓に意欲を示している。
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それ以前は、2006 年が 64 億 6,000 万ドル、2007 年が 74 億ドル。

ア、印、インドネシア、マレーシア、ベネズエラからの Su-30 の受注が貢

2008 年の場合、全体の 1/3 を戦闘機輸出で占めており、アルジェリ

献。(DefenseNews 2009/2/10)

*

米 特 殊 作 戦 軍 団 (USSOCOM : US Special Operations

新たな状況認識ツールが必要と発言。このほか、バイオメトリクス技術

Command) 司令官の Eric Olson 海軍大将は、National Defense

活 用 や 空 輸 能 力 強 化 の 必 要 性 に も 言 及 。 (DefenseNews

Industrial Association が 開 催 し た

2009/2/10)

20th Annual SO/LIC

Symposium & Exhibition の席で、敵の位置標定や情報の配信を行う、

*

「F-16 の父」こと Harry J. Hillaker 氏が亡くなった。89 歳。

Dynamics に勤務、John Boyd、Pierre Sprey の両氏とともに「戦闘

Consolidated Aircraft を 経 て 、 44 年 間 に わ た っ て General

機マフィア」の一員として軽量戦闘機構想を推進、F-16 開発に従事。

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/10)

*

英 の 業 界 団 体 ・ SBAC (Society of British Aerospace

設で、景気が後退したからといってテロ脅威が後退するわけではなく、そ

Companies) は、英国内の各種インフラをテロ攻撃から護るために、考

れに対し英防衛産業は優れた製品を持っている。しかし、それが役立

え直す必要があると声明。具体的には電力関連施設や運輸関連施

つためにはインフラ保有側の協力が必要、という主張。(SBAC)

今日の小ネタ

*

ノルウェーの Thorvald Stoltenberg 国防相が、ノルウェー・スウェー

共同運用による海洋監視、安定化任務にあたる合同任務部隊の編

デン・フィンランド・デンマーク・アイスランドの 5 ヶ国を対象として、軍事

成、輸送・演習・装備調達といった分野の共同化の内容。

的・政治的関係を強化するための、13 項目の提案。極軌道衛星の

(DefenseNews 2009/2/9)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/9)

*

Lexington Institute は、通常兵器版の抑止力としての、F-22A

通常兵器による抑止力を形成できるかどうかが重要として、F-22A の

Raptor の有用性に関するレポートをまとめた。敵が強力な防空網を形

調達数を 183 機にとどめることは、その抑止力を危うくすると指摘。

成していると軍事介入が難しくなる可能性があるとして、それに対抗す

(Lexington Institute)

る手段としての F-22A の重要性に言及。また、米が次の 20 年間で、

産業・装備・調達 Aero India 2009 関連

*米軍は Aero India 2009 に、C-17A、C-130J、F-16、KC-135、

(AFNews2009/2/9)

F/A-18 、 Eagle Vision Ground Satellite System を 送 込 む 。

* SELEX Galileo は、監視システム、電子戦システム、電子光学シス

用に Mirach 100/5 のサービス業務契約を受注したばかりの UAV

テム、艦載システムといった分野の製品を出展。具体的には、40 シス

関 連 、 Goa の 海 軍 基 地 に 導 入 が 決 ま っ た Precision Approach

テム以上の実績がある ATOS (Airborne Tactical Observation and

Radar 2080 C など。(SELEX Galileo via Defense-Aerospace.com

Surveillance System) 、 AESA (Active Electronically Scanned

2009/2/9)

Array) レーダ技術、Seaspray レーダ、ITR (Integrated Test Range)

*

英 の 業 界 団 体 ・ SBAC (Society of British Aerospace

務所を開設したと発表。印に進出している英企業サポートが目的。

Companies) は Aero India 2009 の席で、印 Bangalore に現地事

(SBAC via Defense-Aerospace.com 2009/2/10)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/11)

*

Lockheed Martin Corp. と Northrop Grumman Corp. の合同チ

ー ム は 米 空 軍 か ら 、 TSAT

(Transformational

Communications System) のリスク低減/システム定義 (RR&SD :

Satellite

Risk Reduction and System Definition) フェーズについて、期間を 6
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ヶ月延長する契約を 7,500 万ドルで受注。 この 2 社は TSAT

めのアプローチについて検証する。TSAT 計画では 2 チームの中から

Space Segment Team を編成しており、2009 年 4 月に予定してい

2010 年に勝者を選定、その後は第一段階として、ブロック 10 衛星

る熟成度検証イベント・IDR (Interim Design Review) に向けた作業

×5 機と地上側機材を調達し、2019 年に初の衛星を打上げる計画。

を進めることになる。IDR では、要求仕様通りの性能を出せるかどうか、

なお、Lockheed Martin/Northrop Grumman チームに加わっているメ

あるいはライフサイクルコストの算定や量産移行計画、リスク低減のた

ーカは以下：

■ Juniper Networks, Inc. (Sunnyvale, CA) /// ■ ViaSat (Carlsbad, CA)
■ Lockheed Martin Information Systems & Global Services (Gaithersburg, MD)
(Lockheed Martin) [訳注 : これは、競合する Boeing Co. 陣営も同様で、こちらは既に発表済]

今日の米軍調達 (Contracts 2009/2/10)

*

NAVY

Rockwell Collins Government Systems, Inc. (Cedar Rapids,

Generation Tactical Networking Radio, RT-1939(C) に対応させる

IA) : AN/ARC-210 無線機のソフト改修に関する FY2009 分サポー

もの。プログラム管理、システム エンジニアリング、ハード設計を担当。

ト業務を $6,293,181 で。UHF (Ultra High Frequency) 衛星通信

2010 年 9 月 ま で 。 NAVAIR (Naval Air Systems Command),

(SATCOM : Satellite Communication) 機 能 を 改 良 し 、 Next

Patuxent River, MD (N00019-08-G-0016)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/10)
*

Lockheed Martin Corp. は 、 米 空 軍 か ら 受 注 し て い る

を検証するもの。この後は試験結果の分析とインテグレーションの残作

AEHF(Advanced Extremely High Frequency) 通信衛星の 2 号機

業を実施し、2011 年に米空軍にデリバリ、Atlas V ブースタで打上げ

について、カリフォルニア州 Sunnyvale 同社施設にある DELTA (Dual

予定。AEHF 衛星は、単体で現行の MILSTAR 衛星すべてをしのぐ

Entry Large Thermal Altitude) チェンバで熱真空試験が進行中、と

能力を持つ。(Lockheed Martin)

発表。宇宙空間環境下で、14 年間の想定寿命を全うできるかどうか

*

Arianespace は 12 日に、Ariane 5 ブースタによる HOT BIRD

Thales Alenia Space が製造、EADS Astrium がインテグレーションを

衛星と NSS-9 衛星の打上げを予定、その際に Spirale 計画のデモ

担当、将来に登場する早期警戒衛星のデモ機となるもの。

機となる小型衛星 (重量 120kg)×2 機も一緒に打上げる。これらは

(Arianespace)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/9)

*

Lockheed Martin Corp. は 、 POES (Polar Operational

Alliance) の Delta II 7320-10C ブースタで打上げたと発表。全長

Environmental Satellite) 衛星の最新モデル、NOAA-N Prime が

13.75ft、直径 6.2ft、重量 3,130lb。搭載する主な計測機器は以

2/6 に 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 Vandenberg AFB の Western Range

下：

SLC-2 (Space Launch Complex-2) から ULA (United Launch

■ AVHRR/3 (Advanced Very High Resolution Radiometer) /// ■ HIRS/4 (High Resolution Infrared Radiation Sounder)
■ AMSU-A (Advanced Microwave Sounding Unit A) /// ■ MHS (Microwave Humidity Sounder, EUMETSAT 製)
■ SBUV/2 (Solar Backscatter Ultraviolet Spectral Radiometer/2) /// ■ SEM/2 (Space Environment Monitor/2)
■ DCS/2 (Advanced Data Collection System) /// ■ このほか、SARSAT (Search and Rescue Satellite-Aided Tracking) 用に SARR
(Search and Rescue Repeater) と SARP (Search and Rescue Processor) も備える

Lockheed Martin Space Systems Co. (Sunnyvale, CA) が主契約

した一連の気象衛星。打上げは NASA、運用は NOAA (National

社として開発・製造した衛星で、NASA を顧客とする ATN (Advanced

Oceanic and Atmospheric Administration) が担当。POES は衛星

TIROS-N) シリーズの最新型。TIROS は Television and Infrared

2 機で構成、いずれの衛星も南北方向の周回軌道を回る。

Observational Satellite の略で、1960 年 4 月から打上げがスタート

(Lockheed Martin)
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*

Raytheon Co. は NOAA に対し、新型気象衛星 GOES-R

終 提 案 を 実 施 。 Raytheon IIS (Intelligence and Information

(Geostationary Operational Environmental Satellite R) に関する最

Systems, Garland, TX) 担当案件。(Raytheon)

今週の軍事関連ニュース (2009/02/10)
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/6)

*

英では、イラクやアフガニスタンといった戦地以外でも UAV 活用が

を集めデモを実施。スーツケースに入れ持込んだ UAV を数分間で組

進んでおり、Merseyside Police と British Transport Police がすで

み 立 て 、 さ ま ざ ま な ペ イ ロ ー ド を 積 ん で 飛 ば し た 。 GPS (Global

に運用中、さらに MDP (MOD Police) などが UAV 活用研究中。

Positioning Sysyem) を使って飛ぶことも、光学機器映像をノート PC

MDP では Essex の Wethersfield にある本部に UAV メーカ関係

などに映し、それを見ながら飛ばすことも、自律飛行もできる。(MoD

者、MDP OSU (S) (Operational Support Unit (South)) の関係者ら

UK)

今日の小ネタ (DefenseNews 2009/2/5)

*

露の宇宙専門家が、「イランが国産のブースタで衛星打上げに成

とになる」と発言。

功したことで、世界のどこにでも到達できるミサイル技術を手中にしたこ

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/6)

*

Boeing Co. は、SBSS (Space Based Space Surveillance) の宇

の物体を探知する状況認識システムで、使用する衛星は 2009 年春

宙側と地上側機材について、初期段階テストと、エンド・エンドのミッショ

打上げを予定。すでに、ペイロードが所定性能を満たしているかどうか

ン機能実証を実施したと発表。コロラド州 Schriever AFB に設置した

については確認済で、今回は要求事項すべてを満たせているかどうかを

指揮所から管制網経由で、コロラド州 Boulder に設置した衛星に指

確認。このプログラムで Boeing は、Ball Aerospace & Technologies

令を送り、それを受け衛星に搭載したペイロードが画像を撮影・送信す

Corp. と組んでいる。(Boeing)

るという内容。SBSS は天候や昼間・夜間の別に関係なく宇宙空間

*

ス ペインが導入するレーダ偵察 衛 星 Paz に つ い て 、 Astrium

形のカーボンファイバー製プラットフォーム TerraSAR-X に X バンドの合

Espana はオペレータの Hisdesat との間で、2008/11/6 に契約に調

成開口レーダ (SAR : Synthetic Aperture Radar) を搭載した構成。

印 (既報)。その詳細が明らかに。Paz 計画総予算は 1 億 6,000

アンテナは Astrium が Madrid-Barajas の事業所で担当、同技術を

万 ユ ー ロ 、 う ち 1 億 3,500 万 ユ ー ロ が 国 防 省 負 担 で 、 残 り が

用いたアンテナがすでに Envisat、Spainsat、Inmarsat、Galileo といっ

Hisdesat 負担。主契約社 Astrium Espana は、契約から 48 ヶ月

た衛星で使われている。アンテナサイズは 4.8m×0.7m。2012 年打上

以内に衛星を完成させデリバリする。地上側機材は INTA (Spanish

げを予定、高度 505km の軌道で 1 日に地球を 15 周。1 日に

National Institute for Aerospace Technology) 担当で、Madrid 近

200 枚を撮影、30 万平方キロをカバー。Spanish National Earth

くの Torrejon と Gran Canaria の Maspalomas に 1 ヶ所ずつの管

Observation Programme では、この Paz に加えもう 1 機、光学偵

制 施 設 を 設 置 。 運 用 を Hisdesat が 担 当 。 Paz 衛 星 は 重 量

察衛星打上げも計画。(EADS Astrium)

1,200kg、太陽電池出力は 850W、Astrium GmbH が製造する六角

* GA-ASI (General Atomics Aeronautical Systems Inc.) は、Lynx

(Defense Advanced Research Projects Agency) の Dual Beam

合成開口レーダ (SAR) の 2 チャンネル版を使用した、低速移動の

Development Program の下で開発を行い、既存の Lynx に対し

目 標 探知 デ モを 実 施。 デ ュアル ビ ー ム 化 に よっ て GMTI (Ground

STAP (Space Time Adaptive Processing) を盛込むアップグレードを

Moving Target Indicator) 機能強化が目的で、低速移動しているタ

実施。STAP は GA-ASI と BAE Systems が共同開発したクラッタ

ー ゲ ッ ト で も 精 確 に 位 置 を 把 握 で き る と い う 触 れ 込 み 。 DARPA

ー除去技術。(GA-ASI)

*

Thales Alenia Space は Gazprom から 、 通 信 衛 星 × 2 機

げを予定。Gazprom が自前の衛星通信網構築に使用するもので、シ

(Yamal-401 と Yamal-402) と関連地上機材を受注。2011 年打上

ベ リ ア 東 部 の Yamal や 極 東 、 周 辺 諸 国 ま で を カ バ ー 。 バ ス は
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Spacebus 4000C3、予定寿命は 15 年、トラポン構成と軌道位置は

以下の通り。

■ Yamal-401 : 軌道位置は東経 90 度、トラポンは Ku バンド×36 本と C バンド×17 本、露と CIS 諸国をカバー
■ Yamal-402 : 軌道位置は東経 55 度、トラポンは Ku バンド×

Gazprom が 79.8% 、 RSC Energia が 16.16% 、 Gazprombank が

46 本、露と CIS 諸国、欧州、中東、アフリカをカバー。衛星オペレー

4.04% 。既に Yamal-100、Yamal-201、Yamal-202 の 3 機を運用

タは Gazprom Space Systems (旧称 Gascom) で、資本構成は

中。(Thales Alenia Space)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/5)

*

グリーンランドの Thule AB に設置の Raytheon Co. 製 UEWR

て性能向上を図ったもの。ミサイル防衛以外に早期警戒、あるいは宇

(Upgraded Early Warning Radar) が実働体制になり、頭上を周回す

宙監視にも使用できる。ミサイル防衛については、Raytheon 製の

る衛星の追跡に成功。UEWR は UHF (Ultra High Frequency) を使

Pave Paws レーダや Ballistic Missile Early Warning System と組ん

用する 2 面構成フェーズド アレイ レーダで、Raytheon が 2006 年

で動作する。(Raytheon)

4 月に受注した契約の下、電子機器、コンピュータ、ソフトを新型化し

アラブさっと (Astrium via Defense-Aerospace.com 2009/2/4, Arianespace via Defense-Aerospace.com 2009/2/5)

Astrium と Thales Alenia Space は Arabsat から、 衛星 2 機

Thales Alenia Space が Arabsat から受注した衛星 2 機の打上げ

(Arabsat 5C と Arabsat 6B) を受注。バスには Eurostar E3000 を

予定時期は、Arabsat 5C が 2011 年の 3Q、Arabsat 6B が 2012

使用。Arabsat 5C は C バンド×26 本と Ka バンド×12 本のトラ

年後半とのこと。Arabsat 5C については、Ariane 5 ECA ブースタで仏

ポンを持ち、軌道位置は東経 20 度。出力 10kW、予定寿命 15

領ギアナから打上げる。Arabsat は過去 2 年の間に、Badr-4 と

年。Arabsat 6B はテレビ放送用の "Direct-To-Home" 衛星で、Ku

Badr-6 を相次いで打上げており、年内に 1 機、来年初頭にもう 1

バンドのトラポン×36 本を持つ。軌道位置は東経 26 度、出力

機を打上げ予定。

10.5kW、予定寿命 15 年。Arianespace によると、先に Astrium と

今週の軍事関連ニュース (2009/02/06)
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/4)

*

Air Power Australia は、露製の最新防空システム (IADS :

のため、少数のステルス機で防空網に穴を開け、その後から従来型の

Integrated Air Defence System) が中国、イラン、ベネズエラなどの諸

機体を送込む方法をとるしかないが、最新防空システムは位置標定や

国に拡散しており、それに対しこうした強力な防空網を突破できる機体

破壊が困難として、具体例として 1999 年の OAF (Operation Allied

は B-2A と F-22A ぐらいしかない、と指摘。2020 年に新型爆撃機

Force) を挙げた。F-22A ブロック 40 なら最新防空システムに対応

が 実 現 す れ ば 突 破 可 能 な 機 体 が 増 え る 、 し か し F-15 や

できるが、500-600 機は必要としている。(Air Power Australia)

F/A-18E/F といった従来型の機体では多大な損失が出る、とした。そ

今日の小ネタ

*

米国防総省の Geoff Morrel 報道官は、「イランが人工衛星

に対し NATO では、ブルガリア、ギリシア、ルーマニア、トルコをカバーす

Omid (希望の意) を打上げた」とする報道について、「米のみならず周

る ALTMD (Active Layer Theatre Missile Defense) システムを開発

辺諸国も、弾道ミサイル開発につながると懸念している」と発言。イラン

中。米が東欧に配備する計画の MD エレメントでは南東欧諸国はカ

は人工衛星打上げに際し、自国開発した Ambassador-2 ブースタ、

バーできないので、ALTMD との連携を検討中。ちなみに、Omid は重

あるいは Safir-2 ブースタを使用したとされる。この話が事実とすれば、

量 25-40kg 、 軌 道 高 度 は 250-550km と さ れ る 。 (AFPS &

イランはイスラエルを射程内に収める射程 2,000-3,000km 級の弾道

DefenseNews 2009/2/3)

ミサイル技術を有すことになる、というのが NATO 関係者の見解。それ

*

中国の第 2 砲兵を指揮する Jing Zhiyuan 大将が、国の機関

誌で「戦略ミサイルと核戦力の強化」を表明。基本的には、1 月にリリ
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ースした国防白書の方針に沿ったもの。それに対し米は、中国核戦力

良、東風 21 (射程 2,500km、移動式発射機を使用) ベースの

に関する数的増大には懸念しないものの、移動式発射機導入や命

ASBM (Anti-Ship Ballistic Missile)・東風 21C については話が別。

中精度向上、機動式再突入体導入、センサや指揮管制装置の改

(DefenseNews 2009/2/3)

*

北朝鮮が、テポドン 2 弾道ミサイル (最大射程 6,700km) の発

ードという見方も。その北朝鮮は 1/30 に、韓国との間で一切の和平

射を計画しているという情報。日本の情報収集衛星が、中朝国境か

に向けた動きを中断と宣言しており、2/1 には軍事衝突の可能性があ

ら 40km 南方の Tongchang で、ミサイル格納用とおぼしきコンテナを

ると言い出している。(DefenseNews 2009/2/3)

発見したとの話もある。米の新政権を協議のテーブルにつけるためのカ

今日の米軍調達 (Contracts 2009/2/3)

*

ITT Industries Systems Division (Colorado Springs, CO) :

Network Control) のサポートサービス業務を対象とする要件定義を、

DOCS (DSCS (Defense Satellite Communications System)

$7,827,473 で。現場でのサポート業務、デポ・補給業務、兵站支援

Operations Control System) を対象とするサポート サービス業務

業務、通信分析、ハードのメンテ、ソフト・ファームウェア・データベースの

(DOCS4 : DOCS Site Support and Services) と、Army Space

サポート、コンピュータ管理を担当。2011/1/31 まで。SMDC (Armt

Command 向 け に IDOCS の サ ポ ー ト サ ー ビ ス 業 務 と WGS

Space and Missile Defense Command)/ARSTRAT,Director of

(Wideband Gap filler System) ・ CSNC (Commercial Satellite

Contracting, Peterson AFB, CO (DASG62-02-C-0002)

AIR FORCE

*

Johns Hopkins University (Laurel, MD) : Space Superiority

エンジニアリング業務や研究開発を、$50,000,000 で。SMC/SSSP, El

System Wing 向けに実施する、宇宙空間での優越を確保するための

Segundo, CA (FA8819-09-D-0001)

* Northrop Grumman Systems (Linthicum Heights, MD) : 多機能

Receiver Exciter を $7,751,678 で。Det 8 AFRL/RVKS, Kirtland

型で仕様変更が可能な、宇宙空間向け Advance Space Digital

AFB, NM (FA9453-09-C-0334)

*

Ball Aerospace and Technologies Systems Engineering

計測・距離と距離変化率の計測を行うもの。Det 8 AFRL/RVKS,

Solutions (Albuquerque, NM) : レーザ送受信機を $5,718,465 で。

Kirtland AFB, NM (FA9453-09-C-0336) [スペース デブリの探知で

単一、あるいは複数波長の連続波、あるいはパルス波を用いて、低高

もするのか ?]

度周回軌道 (LEO :Low Earth Orbit) に存在する物体の探知・角度

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/3)

*

EADS Astrium は Arianespace から、Ariane 5 ECA ブースタ×

年

35 基を 40 億ユーロで受注。"PB Batch" と呼ばれるもので、2010

今週の軍事関連ニュース (2009/02/03)
今日の米軍調達 (Contracts 2009/1/30)

*

AIR FORCE

BAE Systems Electronic Intelligence Support (Nashua, NH) :

年 間 の 契 約 を 、 $6,275,262 で 。 AFRL (Air Force Research

衛星用の RF (Radio Frequency) 探知・警報システムを開発する 3

Laboratory), Kirtland AFB, NM (FA9453-09-C-0335)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/1/29)

*

Telespazio が設立した e-GEOS と Italian Space Agency は、

という内容の合意をまとめた。対象地域は北アフリカ・中東・東南アジア。

ルクセンブルクの 4C Satellite Images & Technologies SA との間で、

北アフリカ以外のアフリカ全土についても、これから協議し 2009/7/31

Cosmo-SkyMed 衛星が撮影したレーダ画像の独占販売権を与える、

までに独占販売合意をまとめる。(Finmeccanica)

-------------------------------------------
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Latest Headlines

South Korea to Complete Missile Defense by 2012

Iraq to Spend $5 Billion on U.S. Weapons: Deals

China, U.S. to Resume Military Talks, Report Says

Push Renews for 4% GDP Floor on Defense Spending

U.S. Supplies to Transit Russia Soon: FM

Cyprus Confiscates Arms From Suspicious Ship

Joint Missile Defense Offer Still Valid: Russia

Russia Admits China Illegally Copied Its Fighter

South Korea Bolsters Naval Defense in Yellow Sea

N. Korea Assembling Long-Range Missile: S. Korea

------------------------------------------C4ISR Journal

http://www.C4ISRJournal.com/

Headlines

McCaffrey offers defense advice for Obama team

AAI Corp hopes to pleasantly surprise U.S. Navy, Marine Corps

EADS drops recon variant of Advanced UAV

New satellite system launch delayed by 6 years

Navy demonstrator UAV contributes to ISR surge

Failed test delays Russian ICBM introduction

U.S. Air Force plans more wideband satellites

U.S. commission wants better anti-nuke intelligence

Obama opts for outsider atop CIA
------------------------------------------Space News

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

アリアン 5、衛星4 機を打上げ
Ariane 5 Launches Four Satellites

missile warning demonstrator spacecraft into geostationary

PARIS — Europe's Ariane 5 ECA rocket successfully placed two

transfer orbit Feb. 12 in the Ariane 5 rocket's 29th consecutive

commercial telecommunications satellites and two small French

success.

ブロードバンドの予算は下院-上院経済刺激策の交渉で生き延びる
Broadband Money Survives House-Senate Stimulus Negotiations
SAN FRANCISCO — The $789 billion-plus economic stimulus

to rural communities and other underserved areas, a potential

package approved by a congressional conference committee

boon for satellite providers specialized in connecting the

contains $7.2 billion dollars to bring broadband Internet service

hardest-to-reach customers to the information superhighway.

インテルサットは３機の新衛星の発注準備中
Intelsat Preparing to Order Three New Satellites
PARIS — Satellite-fleet operator Intelsat, in an unexpected move,

satellites before they fail, Intelsat officials said. Contract awards

will be ordering three new telecommunications satellites this year

are expected in the coming weeks.

to provide extra assurance that it will be able to replace in-orbit

経済： 刺激策は NASA に関して$1B を含む
Economic Stimulus Contains $1 Billion for NASA
WASHINGTON — NASA stands to receive $1 billion of a $789

Senate conferees and headed for a vote in both chambers as

billion economic stimulus package negotiated by House and

soon as today, congressional sources said.

イリジウム衛星は衝突で失われた
Iridium Satellite Lost in Collision
WASHINGTON — Iridium Satellite LLC confirmed today that one

Russian satellite and that the incident could result in limited

of its satellites was destroyed Tuesday in a collision with a spent

disruptions of service.
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プロトンは通信衛星 2 機を打上げ
Proton Lofts Two Telecom Satellites
PARIS — A Russian Proton-M rocket successfully placed two

capability that was made possible by the fact that both satellites,

Russian telecommunications satellites into geostationary orbit

built by Russian-French teams, are relatively small, according to

Feb. 11 in a rare demonstration of Proton's dual-launch

the companies involved in the launch.

衛星運用の経営者は経済刺激策のブロードバンド・プロビジョンに注目
Satellite Execs Keep Close Eye on Broadband Provisions in Stimulus Bills
SAN FRANCISCO — In what could be a boon for satellite

U.S. Congress contains billions of dollars to bring broadband

broadband providers well positioned to connect hard-to-reach

Internet service to rural communities and other underserved

communities

areas.

to

the

information

superhighway,

the

$800

billion-plus economic stimulus package nearing passage in the

ユーテルサットは売上げ予想を上げる
Eutelsat Raises Revenue Forecast
PARIS — Satellite fleet operator Eutelsat is raising its revenue

southward, and is increasing prices for satellite capacity at its

estimate for the fiscal year ending June 30 as its core Western

most popular orbital positions, Eutelsat officials said Feb. 10.

European satellite-television business expands eastward and

ボーイングはソーラ。パネルの欠陥に関して不注意ではなかったことが判明
Boeing Found Not Negligent for Solar Array Defects
PARIS — Boeing's satellite manufacturing division has won the

early 702-model satellites, and has secured a court judgment

first of two arbitration cases alleging the company committed

forcing Boeing insurers to pay the damages if the company loses

gross negligence in the way it handled solar array defects on the

the second case, Boeing said Feb. 9.

ペガサスはNASAのNuSTAR衛星を打上げることに
Pegasus to Launch NASA's NuSTAR Satellite
WASHINGTON — NASA has awarded Dulles, Va.-based Orbital

telescope into orbit aboard a Pegasus XL rocket, the space

Sciences Corp. $36 million to launch a high energy X-ray

agency announced today.

------------------------------------------Lockheed Martin Press Releases
February 12, 2009

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

ロッキード・マーチン製造の Milstar 衛星初号機が軌道上で 15 年となる

First Lockheed Martin-Built Milstar Satellite Marks 15 Years On Orbit
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/021209ss_milstar.html

February 10, 2009 米空軍はロッキード・マーチンのチームと TSAT リスク低減/システム定義フェイズを契約延長する$75M の契約を行う
U.S. Air Force Awards Lockheed Martin-Led Team $75 Million Contract To Extend TSAT Risk Reduction/System Definition Phase
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/021009ss_tsat.html

February 09, 2009

アドバンスト EHF 通信衛星の 2 号機の主要なテストがロッキード・マーチンで実施中

Major Test Of Second Advanced EHF Military Communications Satellite Underway At Lockheed Martin
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/020909ss_2nd_AEHF.html
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------------------------------------------Boeing News Releases

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

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

Jane’s Defence Weekly

13-Feb-2009

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

ロッキード・マーチンは JSF の近接戦の能力に関して弁護

Lockheed Martin defends JSF's close-in capabilities
Lockheed Martin has defended the air-to-air capabilities of the

the aircraft's performance in combat within...

F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) while conceding that

13-Feb-2009

仏は欧州初の早期警戒衛星デモ機を打上げ

France launches Europe's first early warning satellite demonstrator
France

has

launched

a

demonstrator

of

Europe's

first

satellites into orbit, the defence ministry announced on ...

space-based early warning satellite system, putting two Spirale

10-Feb-2009

ロッキード・マーチンは JSF に関して、それ以上にならない（上限の）価格を設定予定

Lockheed Martin to set 'not to exceed' price for JSF
Lockheed Martin plans to provide the eight international partners

programme with a 'not to exceed'...

in the F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) development

10-Feb-2009

米空軍は Eglin 空軍基地への F-35 の納入予定

USAF prepares for F-35 deliveries to Eglin
The US Air Force (USAF) will begin delivering 59 F-35 Lightning

pilot training...

II Joint Strike Fighter (JSF) aircraft to Eglin Air Force Base for

09-Feb-2009

ロシアは軍事再編を行う

Russia restructures its military
Russian military reform will be complete by 2012-13, the chief of

news service ...

the Russian General Staff said on 9 February. According to state
------------------------------------------[平山ニュース]

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

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
2/12 H2B ロケット MHI 飛島工場で報道公開(時,毎,朝,中日)
2/12 19:46JST 頃 かぐやのリレー衛星「おきな」月の裏側に落下(JAXA,時)
2/12 2209GMT 打上成功:{放送衛星 Hot Bird 10,通信衛星 NSS 9, (仏)早期警戒衛星 2 機},Ariane5/ECA,Kourou
2/12 まいど 1 号が地球の写真撮影(読,朝)
2/11 0003GMT 打上成功:通信衛星{Express AM44,Express MD1}, Proton/Breeze M,Baikonur
2/10 0549GMT 打上成功:Progress 32P,Soyuz,Baikonur
2/10 1655GMT 通信衛星 Iridium33 と通信衛星 Cosmos2251 が衝突(共,毎,時,読,朝)
2/9 いぶき 初観測データ取得(JAXA,共,時)
2/7 STS-119(若田飛行士) 22 日以降に打上延期(JAXA,毎,読,朝)
2/7 KUKAI テザー伸展に不具合か 子機姿勢制御が検証できず 再挑戦へ(読,毎)
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2/6 1022GMT 打上成功:気象衛星 NOAA-N Prime,Delta2,Vandenberg
[予定]
2/12 夜 かぐやのリレー衛星「おきな」月の裏側に落下
2/12 2209-2304GMT 打上:{放送衛星 Hot Bird 10,通信衛星 NSS 9, (仏)早期警戒衛星 2 機},Ariane5/ECA,Kourou
2/11 0003GMT 打上:通信衛星{Express AM44,Express MD1},Proton/Breeze M,Baikonur
2/10 0549GMT 打上:Progress 32P,Soyuz,Baikonur
[EVENT]
3/17-19 平成 20 年度衝撃波シンポジウム,名古屋大学
3/16 申込締切:第 41 回流体力学講演会/航空宇宙数値シミュレーション 技術シンポ 2009,6/18-19,JAXA 調布
3/14 JAXA パブリックイベント「宇宙探査の始動 Inspire the futuer」, パシフィコ横浜,高校生以上 350 名
3/12 きぼう利用フォーラム京都講演会「宇宙とつながる京都 2009」, 同志社大学,先着 300 名
3/7 JAXA 東京シンポジウム 「宇宙と人間」-未来を拓く人類の活動領域の拡大2/28 サイエンスカフェ「アポロは本当に月に行ったの!?」寺薗淳也 郡山市ふれあい科学館,先着 20 名
2/26 申込締切:JAXA 産学官連携シンポ「オールジャパンで取組む宇宙産業の育成」,3/5,グランドプリンスホテル赤坂,400 名
2/20 応募締切:第 10 回種子島宇宙センタ・スペーススクール, 3/17-19,高校-大学院生 50 名
2/18-20 13th ISU Annual International Symposium,Strasbourg,France
[学会]
3/12 申込締切:16th AIAA/DLR/DGLR International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference,10/19-22,Bremen,Germany
3/11-12 JSASS 北部支部 2009 年講演会/第 10 回再使用型宇宙推進系シンポ, 東北大学
2/15 申込締切:4/15-17,Dnepropetrovsk,Ukraine
・2nd IAA Conference on Advanced Space Technologies for Humankind Prosperity
・3rd IAA Space and Society Conference, Space: the Human Dimension
2/10 申込締切:23rd Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, 8/10-13,Utah 州立大
------------------------------------------[中国宇宙開発-1 Morning China]

http://www.wsichina.org/morningchina/topiclist2.asp?id=54

------------------------------------------February 13,

2009

米露の衛星の衝突は中国の宇宙計画を遅らせることはない

Satellite collision not to delay space program
The wreckage of US and Russian satellites that collided over

country's space plan will proceed as scheduled.

Siberia poses a threat to China's satellites in orbit, but the
http://www.wsichina.org/morningchina/article.asp?id=4028

------------------------------------------[中国宇宙開発-2]

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

------------------------------------------日中韓の電波望遠鏡ネットでは「かぐや」を使用せず（サーチナ）14 日 - 21 時 24 分
仏社開発の放送衛星が故障！150ch が 1 時間中断、妨害電波の可能性も―中国（Record China）10 日 - 14 時 27 分
＜大干ばつ＞ついに人工降雨作戦へ、恵みの雨に便乗―安徽省淮北市（Record China）9 日 - 12 時 36 分 *C1
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*C1

*S1

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

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

------------------------------------------「まいど 1 号」雷をキャッチ＝宇宙から観測－大阪大（時事通信）16 日 - 13 時 26 分
【日々是宇宙 ＩＳＳ長期滞在】食事 食文化の融合の場に（産経新聞）15 日 - 9 時 50 分 *S1

*S1

シャトル打上げ ２７日以降に延期（産経新聞）15 日 - 8 時 1 分
小惑星を「えぼし」と命名 茅ケ崎市（産経新聞）14 日 - 18 時 20 分
若田さん搭乗シャトル ３度目の打上げ延期（産経新聞）14 日 - 13 時 5 分 *S2

*S2

*S3

＜スペースシャトル＞若田さん搭乗、打上げをさらに延期（毎日新聞）14 日 - 11 時 59 分
若田さん飛行、また延期＝打上げ、27 日以降に－NASA（時事通信）14 日 - 11 時 44 分
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月はやっぱり円かった＝「かぐや」計測（時事通信）13 日 - 11 時 5 分 *S3
月を周回する「かぐや」の想像図（時事通信）13 日 - 11 時 5 分
かぐや子機のおきな、月裏側に落下へ（時事通信）10 日 - 15 時 24 分 *S1
月の裏側に 12 日落下へ＝かぐや子機のおきな－宇宙機構（時事通信）10 日 - 14 時 55 分
＜人工衛星＞オーロラ観測衛星「かがやき」行方不明に 夢乗せた子供たちやきもき（毎日新聞）10 日 - 12 時 1 分
いぶき、初の観測データ取得＝正常に機能－宇宙機構（時事通信）9 日 - 22 時 37 分
若田さん、打上げ再延期 スペースシャトル「ディスカバリー」（産経新聞）8 日 - 8 時 0 分
＜ＮＡＳＡ＞若田さん搭乗のシャトル ２２日以降に再延期（毎日新聞）7 日 - 10 時 42 分
大阪工大も人工衛星開発＝来春、印ロケットで打上げへ（時事通信）5 日 - 21 時 35 分
【今日は何の日】1971 年：アポロ 14 号が月面着陸（サーチナ）5 日 - 9 時 40 分
若田さん搭乗シャトル打上げ延期（産経新聞）5 日 - 8 時 1 分
はやぶさ エンジン再起動成功 軌道を地球に向け（毎日新聞）4 日 - 21 時 1 分
------------------------------------------[ミサイル防衛]

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

[北朝鮮ミサイル開発問題]

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

------------------------------------------「何が打上がるかいずれ分かる」 ミサイル発射懸念の北朝鮮（産経新聞）16 日 - 12 時 4 分
＜北朝鮮＞人工衛星打上げを示唆 ミサイル説否定（毎日新聞）16 日 - 11 時 59 分
北朝鮮が弾道ミサイル発射を「予告」…テポドン２号か（読売新聞）16 日 - 11 時 49 分
北朝鮮メディア、「人工衛星」打上げ準備を示唆（YONHAP NEWS）16 日 - 11 時 29 分
北朝鮮、「人工衛星」発射を示唆＝ミサイルは「でたらめ」と主張（時事通信）16 日 - 10 時 49 分
北朝鮮に長距離ミサイル発射の権利＝国営通信社（ロイター）16 日 - 10 時 47 分
北朝鮮にミサイル発射自制を要求へ、米韓高官が合意（読売新聞）15 日 - 22 時 1 分
軍が作戦統制所構築を推進、北朝鮮ミサイル探知へ（YONHAP NEWS）15 日 - 12 時 25 分
米ミサイル監視機 展開 テポドン２号牽制へ嘉手納配備（産経新聞）15 日 - 8 時 1 分
米が沖縄に偵察機緊急配備、北朝鮮のミサイルを警戒（読売新聞）15 日 - 6 時 5 分
軍が作戦統制所構築を推進、北朝鮮ミサイル探知へ（YONHAP NEWS）15 日 - 12 時 25 分
米ミサイル監視機 展開 テポドン２号牽制へ嘉手納配備（産経新聞）15 日 - 8 時 1 分
米が沖縄に偵察機緊急配備、北朝鮮のミサイルを警戒（読売新聞）15 日 - 6 時 5 分
テポドン牽制 嘉手納に米軍監視機展開（産経新聞）15 日 - 2 時 22 分
北テポドンの能力、射程６０００キロ以上？（産経新聞）14 日 - 18 時 51 分
米政府、ロシアなど加えてミサイル防衛協議の用意＝通信社（ロイター）13 日 - 21 時 22 分
クリントン長官、「スマートパワー」具体化へ第一歩（産経新聞）13 日 - 19 時 46 分
北朝鮮、月末までに「テポドン 2」発射実験の可能性＝韓国紙（ロイター）13 日 - 12 時 38 分
「テポドン２号」２５日前後に発射可能 韓国紙報道（産経新聞）13 日 - 10 時 37 分
北朝鮮は挑発的な行動の自制を、米国務省が再度要求（YONHAP NEWS）13 日 - 9 時 51 分
北、25 日にもミサイル発射可能か＝特殊貨車で運搬－韓国紙（時事通信）13 日 - 9 時 46 分
ミサイル発射は北朝鮮の利益にならない、柳明桓長官（YONHAP NEWS）13 日 - 9 時 36 分 *MD1
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*MD1

北ミサイル発射、深刻な脅威＝韓国外相（時事通信）12 日 - 16 時 34 分
ミサイル発射、間近か？！海上境界線付近から中国漁船が撤収―北朝鮮（Record China）12 日 - 10 時 10 分
北朝鮮のミサイル発射は 6 カ国協議妨害、米国防総省（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 52 分
米国務長官、北のミサイル発射準備牽制（産経新聞）12 日 - 8 時 5 分
＜米国務長官＞北朝鮮の挑発行為けん制 テポドン発射準備？（毎日新聞）11 日 - 19 時 52 分
テポドン情報で太平洋監視強化＝発射台移動は確認せず－米軍（時事通信）11 日 - 17 時 18 分
北朝鮮、テポドン 2 号発射に必要な設備を運搬中か（YONHAP NEWS）11 日 - 17 時 17 分
北朝鮮、ミサイル発射準備の可能性 米高官が指摘（CNN.co.jp）11 日 - 13 時 18 分
南北海上境界線付近で船舶に動き、北朝鮮のミサイル発射テストの兆候か（ロイター）11 日 - 11 時 2 分
北朝鮮のミサイル発射準備をけん制 クリントン国務長官（産経新聞）11 日 - 10 時 27 分
北朝鮮をけん制＝米国務長官（時事通信）11 日 - 8 時 17 分
再調査合意から半年…「拉致解決」の糸口に 米クリントン長官１６日来日（産経新聞）11 日 - 1 時 0 分
北ミサイルに「対応準備」＝軍事的選択肢も－在韓米軍司令官（時事通信）9 日 - 15 時 39 分
北朝鮮は非核化進展に前向き、ミサイル発射は明言せず＝元米大使（ロイター）8 日 - 10 時 25 分
＜ミュンヘン会議＞米副大統領演説 「協力と協調」よびかけ（毎日新聞）7 日 - 21 時 4 分
“オバマ・シフト”少なからぬ「韓国の憂鬱」（産経新聞）7 日 - 20 時 42 分
弾道ミサイル準備で北朝鮮「否定も肯定もせず」…米訪朝団（読売新聞）7 日 - 20 時 6 分
＜北朝鮮＞テポドン準備、肯定も否定もせず…訪朝の米元大使（毎日新聞）7 日 - 18 時 42 分
ミサイル発射、否定も肯定もせず＝米新政権との交渉に意欲－北朝鮮（時事通信）7 日 - 13 時 22 分
ロシア、ミサイル配備凍結を改めて表明（産経新聞）7 日 - 8 時 58 分
北朝鮮、韓国との海上境界線に向けミサイル発射も＝報道（ロイター）6 日 - 12 時 59 分
中曽根外相「クリントン来日を歓迎」（産経新聞）6 日 - 10 時 28 分
北、テポドン 2 号改良型を発射準備か＝韓国紙（時事通信）6 日 - 10 時 11 分
テポドン発射予想より早まる可能性ある、政府消息筋（YONHAP NEWS）6 日 - 9 時 40 分
外交通商部「北朝鮮ミサイル発射なら国連決議違反」（YONHAP NEWS）5 日 - 16 時 6 分
発射なら安保理決議違反＝北ミサイルで韓国（時事通信）5 日 - 15 時 34 分
------------------------------------------[北朝鮮核問題]
[核兵器]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/north_korea_nuclear_program/?1220428632

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

------------------------------------------米国の 6 カ国協議首席代表にボスワース元駐韓大使（YONHAP NEWS）16 日 - 10 時 18 分
＜６カ国協議＞ヒル次官補と韓国代表会談「共助関係を維持」（毎日新聞）15 日 - 22 時 28 分
ヒル次官補訪韓「北朝鮮非核化を完遂できず残念」（YONHAP NEWS）15 日 - 19 時 44 分
6 カ国協議代表が会談＝米韓（時事通信）15 日 - 18 時 28 分
北朝鮮が核放棄なら関係正常化の用意、米国務長官（YONHAP NEWS）15 日 - 9 時 59 分
クリントン長官「国交正常化は核放棄前提」 北に歩み寄り促す （産経新聞）15 日 - 8 時 4 分
クリントン長官、対北国交正常化に前向き 核放棄前提（産経新聞）14 日 - 23 時 51 分
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*N1

＜北朝鮮＞米国務長官の「核放棄」発言に失望感か（毎日新聞）14 日 - 21 時 44 分
＜米国務長官＞アジア歴訪、中国との「包括的対話」に注目（毎日新聞）14 日 - 21 時 44 分
クリントン国務長官の講演・会見要旨（産経新聞）14 日 - 19 時 35 分
クリントン国務長官、北朝鮮が核の完全廃棄なら関係正常化もと（CNN.co.jp）14 日 - 18 時 30 分
前政権とオバマ政権の北朝鮮政策 ホワン前国務省東アジア太平洋局上級顧問に聞く（産経新聞）14 日 - 16 時 57 分
クリントン米国務長官、アジア歴訪へ（時事通信）14 日 - 15 時 58 分 *N1

*N2

*N3

北朝鮮が核放棄なら「関係正常化の用意」…米国務長官（読売新聞）14 日 - 13 時 42 分
米国務長官 核放棄なら米朝関係正常化 拉致も忘れない（毎日新聞）14 日 - 11 時 27 分 *N2
北核廃棄なら正常化いとわず（時事通信）14 日 - 10 時 24 分
北朝鮮が核計画完全放棄なら国交正常化の用意＝米国務長官（ロイター）14 日 - 9 時 59 分 *N3
北核廃棄なら正常化いとわず＝拉致家族と面会へ－クリントン米国務長官（時事通信）14 日 - 6 時 31 分
米、北朝鮮が核計画を完全放棄すれば国交正常化の用意＝クリントン長官（ロイター）14 日 - 4 時 49 分
クリントン長官、「スマートパワー」具体化へ第一歩（産経新聞）13 日 - 19 時 46 分
北朝鮮、核弾頭製造に着手か＝兵器保有認知に固執－米下院公聴会（時事通信）13 日 - 11 時 9 分
北は体制危機なければ核使用しない、米国家情報長官（YONHAP NEWS）13 日 - 9 時 54 分
米訪朝団「クリントン親書」持参 北側は直接対話を要求（産経新聞）13 日 - 8 時 3 分
北朝鮮と「対話の用意」＝新統一相が就任－韓国（時事通信）12 日 - 18 時 48 分
北朝鮮「核兵器保有」を再度明記、米国家情報会議（YONHAP NEWS）12 日 - 17 時 24 分
北担当特使にボスワース氏（産経新聞）12 日 - 16 時 20 分
米国、モスクワでの 6 カ国協議作業部会に出席へ（ロイター）12 日 - 15 時 8 分
＜米国＞北朝鮮核問題特使にボスワース氏任命か（毎日新聞）12 日 - 12 時 39 分
元駐韓国大使、北朝鮮めぐる 6 カ国協議の米首席代表起用へ＝関係筋（ロイター）12 日 - 10 時 36 分 *N4

*N4

*NK1

北朝鮮特使にボスワース氏＝6 カ国協議の米首席代表か－ロイター通信（時事通信）12 日 - 10 時 27 分
米の北担当特使にボスワース元駐韓大使 ６カ国協議の米首席代表に（産経新聞）12 日 - 10 時 1 分
北朝鮮のミサイル発射は 6 カ国協議妨害、米国防総省（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 52 分
李大統領「対北朝鮮政策、韓日米の協力が必要」（YONHAP NEWS）11 日 - 18 時 55 分
韓日外相会談、国際・両国間懸案を幅広く議論（YONHAP NEWS）11 日 - 16 時 44 分
米クリントン長官「北朝鮮の威嚇行動受け入れない」（YONHAP NEWS）11 日 - 9 時 25 分
対北、米との連携強化確認へ＝アフガン支援で共同事業－日韓外相（時事通信）11 日 - 5 時 48 分
【韓国】中曽根弘文外相、今日夕方韓国訪問（サーチナ）10 日 - 18 時 12 分
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中曽根外相きょう訪韓 北朝鮮問題など意見交換（産経新聞）10 日 - 15 時 46 分
中曽根外相きょう訪韓、11 日に韓日外相会談（YONHAP NEWS）10 日 - 10 時 29 分
「北朝鮮は核保有国として米朝対話を希望」米訪朝団（YONHAP NEWS）10 日 - 9 時 55 分
北朝鮮核統制力喪失などに対策ある、在韓米軍司令官（YONHAP NEWS）10 日 - 9 時 39 分
＜北朝鮮＞「核保有国として米と直接対話を」意思示す（毎日新聞）9 日 - 21 時 25 分
北朝鮮核統制力喪失などに対策ある、在韓米軍司令官（YONHAP NEWS）9 日 - 17 時 59 分
カーン博士軟禁解除 米国務長官、強い懸念（産経新聞）7 日 - 15 時 50 分
核軍縮交渉の推進を＝米政権に呼び掛け－ロ副首相（時事通信）7 日 - 6 時 32 分
＜中曽根外相＞１０日に訪韓 北朝鮮核など協議（毎日新聞）6 日 - 23 時 33 分
「核の闇市場」のカーン博士の自宅軟禁を解除、パキスタン高裁（CNN.co.jp）6 日 - 21 時 34 分
＜パキスタン＞カーン博士の軟禁解除と市民権回復命令 高裁（毎日新聞）6 日 - 21 時 23 分
クリントン国務長官 １６日初来日 北核問題などを協議（産経新聞）6 日 - 16 時 13 分
＜北朝鮮＞未使用核燃料棒１万４８００本…韓国が写真公開（毎日新聞）6 日 - 12 時 29 分
中曽根外相「クリントン来日を歓迎」（産経新聞）6 日 - 10 時 28 分
次期 CIA 長官、北朝鮮の「核兵器爆発実験」認める（YONHAP NEWS）6 日 - 9 時 43 分
------------------------------------------[北朝鮮]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/world/north_korea/?1230275551

------------------------------------------「血筋堅持」が金総書記の意志＝北機関紙（時事通信）16 日 - 15 時 41 分
北朝鮮・中央報告大会主席団に李英浩総参謀長も（YONHAP NEWS）16 日 - 15 時 22 分
来日のクリントン長官「拉致情報、北朝鮮に促す」（読売新聞）16 日 - 14 時 19 分
拉致問題は深刻な懸念、北朝鮮に情報開示を求める＝米国務長官（ロイター）16 日 - 12 時 45 分 *NK1
「何が打上がるかいずれ分かる」 ミサイル発射懸念の北朝鮮（産経新聞）16 日 - 12 時 4 分
＜北朝鮮＞人工衛星打上げを示唆 ミサイル説否定（毎日新聞）16 日 - 11 時 59 分
北朝鮮が弾道ミサイル発射を「予告」…テポドン２号か（読売新聞）16 日 - 11 時 49 分
北朝鮮メディア、「人工衛星」打上げ準備を示唆（YONHAP NEWS）16 日 - 11 時 29 分
北朝鮮・金総書記生誕祝賀報告、韓国との闘争を扇動（YONHAP NEWS）16 日 - 11 時 17 分
北朝鮮、「人工衛星」発射を示唆＝ミサイルは「でたらめ」と主張（時事通信）16 日 - 10 時 49 分
北朝鮮に長距離ミサイル発射の権利＝国営通信社（ロイター）16 日 - 10 時 47 分
金総書記きょう６７歳 健康問題 内外の最大関心事（産経新聞）16 日 - 8 時 1 分
対米交渉・後継問題で試練＝金総書記が 67 歳の誕生日（時事通信）16 日 - 0 時 14 分
北朝鮮・金総書記が６７歳に、後継づくり急ぐ可能性も（読売新聞）16 日 - 0 時 14 分
金総書記６７歳に 健康問題 内外最大の関心事（産経新聞）15 日 - 23 時 2 分
＜北朝鮮＞「正雲氏を後継指名」側近の建議が影響 韓国報道（毎日新聞）15 日 - 22 時 25 分
金総書記の誕生日に合わせ、正男氏帰国と聯合ニュース（読売新聞）15 日 - 21 時 23 分
国内民間団体、金総書記誕生日に北朝鮮紙幣を散布（YONHAP NEWS）15 日 - 19 時 47 分
金正男氏が北朝鮮に帰国、金総書記の誕生日控え（YONHAP NEWS）15 日 - 19 時 43 分
金総書記義弟が決定的影響＝後継体制で「摂政」に－聯合ニュース（時事通信）15 日 - 16 時 15 分
クリントン長官「国交正常化は核放棄前提」 北に歩み寄り促す （産経新聞）15 日 - 8 時 4 分
「一人の母として会う」 米国務長官、拉致家族と面会へ（産経新聞）15 日 - 8 時 3 分
北朝鮮で「張成沢ライン」が権力の前面に浮上（YONHAP NEWS）15 日 - 6 時 53 分
クリントン長官、対北国交正常化に前向き 核放棄前提（産経新聞）14 日 - 23 時 51 分
クリントン長官「一人の母として」 拉致被害者と面会へ（産経新聞）14 日 - 19 時 13 分
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北テポドンの能力、射程６０００キロ以上？（産経新聞）14 日 - 18 時 51 分
北朝鮮が核放棄なら「関係正常化の用意」…米国務長官（読売新聞）14 日 - 13 時 42 分
「めぐみさんが日本語教えた」女スパイ 金賢姫元死刑囚の同僚工作員はどこで何を…（産経新聞）14 日 - 13 時 29 分
米国務長官 核放棄なら米朝関係正常化 拉致も忘れない（毎日新聞）14 日 - 11 時 27 分
北朝鮮が核計画完全放棄なら国交正常化の用意＝米国務長官（ロイター）14 日 - 9 時 59 分
「妻、母として会いたい」＝拉致被害者家族に米国務長官（時事通信）14 日 - 9 時 5 分
北核廃棄なら正常化いとわず＝拉致家族と面会へ－クリントン米国務長官（時事通信）14 日 - 6 時 31 分
米、北朝鮮が核計画を完全放棄すれば国交正常化の用意＝クリントン長官（ロイター）14 日 - 4 時 49 分
労働新聞「祖国平和統一委の声明は法的効力持つ」（YONHAP NEWS）13 日 - 17 時 3 分
「金総書記 昨夏執務不能に」 米情報長官報告書（産経新聞）13 日 - 15 時 47 分
「金総書記、脳卒中から回復」米が脅威評価報告（読売新聞）13 日 - 12 時 47 分
「金総書記は相当回復」米国家情報長官が見解（YONHAP NEWS）13 日 - 9 時 54 分
北は体制危機なければ核使用しない、米国家情報長官（YONHAP NEWS）13 日 - 9 時 54 分
米訪朝団「クリントン親書」持参 北側は直接対話を要求（産経新聞）13 日 - 8 時 3 分
金総書記、「国防相」にタカ派起用 軍事的緊張高める狙い（産経新聞）13 日 - 8 時 3 分
金総書記、一時執務能力失う＝現在は権力掌握－米報告書（時事通信）13 日 - 7 時 25 分
米訪朝団「クリントン親書」持参 北側は直接対話要求（産経新聞）13 日 - 2 時 14 分
北朝鮮、人民武力相にタカ派 軍事的緊張高める狙いか（産経新聞）12 日 - 22 時 11 分
強盛大国建設「孫の代にでも」＝北朝鮮紙が 3 代目世襲示唆か（時事通信）12 日 - 20 時 45 分
田口さん家族面会は韓国で＝金元死刑囚、今月中にも実現（時事通信）12 日 - 16 時 29 分
＜外交文書公開＞70 年代に対ソ接触も米朝接近を懸念（YONHAP NEWS）12 日 - 15 時 55 分
金総書記が軍視察＝北朝鮮（時事通信）12 日 - 12 時 34 分
北朝鮮の金正日総書記、新国防相に金永春氏を任命（ロイター）12 日 - 4 時 49 分
＜北朝鮮＞軍の主要ポスト交代 理由は不明（毎日新聞）11 日 - 22 時 51 分
日本人拉致被害者、韓国人と結婚か（時事通信）11 日 - 21 時 15 分
北朝鮮、人民武力部長に金英春国防委副委員長を任命（YONHAP NEWS）11 日 - 21 時 0 分
拉致家族との面会実現へ―韓国外相（時事通信）11 日 - 19 時 45 分 *NK2

*NK2

*NK3

北朝鮮の金永南委員長「イランと協力関係強化」（YONHAP NEWS）11 日 - 18 時 47 分
韓国大統領と会談する中曽根外相（時事通信）11 日 - 18 時 34 分 *NK3
北朝鮮メディア、韓国の拉致被害者問題解決方針を非難（YONHAP NEWS）11 日 - 7 時 45 分
元世勲氏「拉致被害者・国軍捕虜に最後まで責任負う」（YONHAP NEWS）11 日 - 7 時 42 分
金正日総書記の年初公開活動、例年の 2 倍以上（YONHAP NEWS）10 日 - 16 時 28 分
金総書記に術後のような兆候はなかった、中国消息筋（YONHAP NEWS）10 日 - 10 時 5 分
「北朝鮮は核保有国として米朝対話を希望」米訪朝団（YONHAP NEWS）10 日 - 9 時 55 分
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独「名誉医師」北で厚遇 金政権幹部の心臓治療 莫大な手術報酬、日本料理で接待（産経新聞）8 日 - 8 時 1 分
北朝鮮、独人医師の厚遇ぶり明らかに 報酬や饗宴（産経新聞）7 日 - 19 時 25 分
拉致・脱北者団体ら、北朝鮮紙幣「公開」散布に反対（YONHAP NEWS）6 日 - 17 時 3 分
北「米と良好な関係希望」（産経新聞）6 日 - 8 時 5 分
米国との良好な関係希望 北朝鮮外相（産経新聞）5 日 - 17 時 42 分
米朝関係は米国の態度次第、北朝鮮・平壌放送（YONHAP NEWS）5 日 - 17 時 40 分
＜中国＞金正日総書記の健在ぶり各国に「保証」（毎日新聞）5 日 - 15 時 1 分
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------普天間移設、アセス有名無実化も（琉球新報）16 日 - 10 時 15 分
寄港激増、中国を警戒か 原潜問題シンポ（琉球新報）16 日 - 10 時 10 分
米イージス艦 プレジャーボートと接触（産経新聞）16 日 - 8 時 1 分
米艦と釣りボート接触＝4 人乗り、けがなし－横須賀港（時事通信）16 日 - 1 時 4 分
米イージス艦接触 横須賀港で釣り中のボートに けがなし（毎日新聞）15 日 - 21 時 13 分 *M1

*M1

＜米イージス艦接触＞横須賀港で釣り中のボートに けがなし（毎日新聞）15 日 - 21 時 8 分
宇宙ごみ、1 万 9000 個以上＝米ロの衛星衝突で新たに 700 個－米紙（時事通信）15 日 - 17 時 9 分
横須賀港で米軍艦船がプレジャーボートに接触（産経新聞）15 日 - 16 時 8 分
パキスタン 武装勢力施設２７人超死亡 米無人機爆撃で最大（産経新聞）15 日 - 8 時 3 分
米ミサイル監視機 展開 テポドン２号牽制へ嘉手納配備（産経新聞）15 日 - 8 時 1 分
米が沖縄に偵察機緊急配備、北朝鮮のミサイルを警戒（読売新聞）15 日 - 6 時 5 分
テポドン牽制 嘉手納に米軍監視機展開（産経新聞）15 日 - 2 時 22 分
＜パキスタン＞ミサイル３発着弾、２７人死亡 米越境攻撃か（毎日新聞）14 日 - 21 時 59 分
＜小沢民主代表＞米国務長官と会談へ 対米政策の試金石に（毎日新聞）14 日 - 21 時 8 分
北テポドンの能力、射程６０００キロ以上？（産経新聞）14 日 - 18 時 51 分
米軍無人機が越境ミサイル攻撃か、多数死傷 パキスタン（CNN.co.jp）14 日 - 17 時 3 分
米兵のひつぎ撮影許可検討＝湾岸戦争来、メディア禁止－国防長官（時事通信）14 日 - 15 時 44 分
インド、「中国との戦争」に備え武器の大量購入を計画―米誌（Record China）13 日 - 22 時 7 分 *M2
米軍が購入、アフガンに送った兵器の 3 分の 1 が所在不明（CNN.co.jp）13 日 - 17 時 45 分
米海軍、ソマリア沖で海賊容疑者さらに 9 人を拘束（CNN.co.jp）13 日 - 17 時 39 分
アフガン大統領、米軍増派計画に「明確な目標」求める（CNN.co.jp）13 日 - 11 時 45 分
麻生首相、17 日に米国務長官と会談（時事通信）13 日 - 11 時 40 分
【今日は何の日】1945 年：ドレスデン大空襲始まる（サーチナ）13 日 - 8 時 36 分
＜米国＞国防副長官に元ロビイスト オバマ政権「例外」扱い（毎日新聞）12 日 - 20 時 24 分
元軍事会社ロビイスト、米国防副長官に…「排除令」適用せず（読売新聞）12 日 - 19 時 9 分
米海軍がソマリア沖で海賊 7 人を身柄拘束―活動後初（サーチナ）12 日 - 17 時 54 分
「訓練と関係なし」 米海兵隊が結論（琉球新報）12 日 - 15 時 5 分
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*M2

国会国防委所属議員 5 人、日本の国連軍基地を訪問（YONHAP NEWS）12 日 - 13 時 8 分
米海軍、ソマリア沖で海賊容疑者 7 人拘束（CNN.co.jp）12 日 - 11 時 0 分
米イリジウム社の通信衛星、宇宙空間でロシアの衛星と衝突（ロイター）12 日 - 10 時 36 分
北朝鮮のミサイル発射は 6 カ国協議妨害、米国防総省（YONHAP NEWS）12 日 - 9 時 52 分
米ロの人工衛星が衝突＝シベリア上空、宇宙ごみ発生－CBS（時事通信）12 日 - 8 時 57 分
非核三原則 直前まで迷った佐藤首相（産経新聞）11 日 - 21 時 28 分
テポドン情報で太平洋監視強化＝発射台移動は確認せず－米軍（時事通信）11 日 - 17 時 18 分
ゲーツ国防長官、アフガン増派決定は「数日内」と（CNN.co.jp）11 日 - 11 時 9 分
アフガン増派規模を決断へ＝米大統領が数日中に－国防長官（時事通信）11 日 - 10 時 56 分
＜クリントン米国務長官＞小沢代表に会談打診（毎日新聞）11 日 - 0 時 35 分
米下院軍事委が来週来県（琉球新報）10 日 - 10 時 35 分
北朝鮮核統制力喪失などに対策ある、在韓米軍司令官（YONHAP NEWS）10 日 - 9 時 39 分
アフガン人の約半数、米軍削減要求＝増派支持はわずか 18％－米欧調査（時事通信）10 日 - 5 時 30 分
自爆攻撃で米兵ら 5 人死亡＝イラク（時事通信）10 日 - 5 時 15 分
「朝鮮半島有事にソウル破壊免れず」在韓米軍司令官が指摘（読売新聞）9 日 - 23 時 1 分
北朝鮮核統制力喪失などに対策ある、在韓米軍司令官（YONHAP NEWS）9 日 - 17 時 59 分
イラク撤収とアフガン増派の決定延期 国防総省消息筋（CNN.co.jp）9 日 - 17 時 9 分
爆弾処理作業中に米兵 2 人死亡 アフガニスタン南部（CNN.co.jp）9 日 - 16 時 24 分
北ミサイルに「対応準備」＝軍事的選択肢も－在韓米軍司令官（時事通信）9 日 - 15 時 39 分
在韓米軍アパッチ代替の F－16、今月末に日本から（YONHAP NEWS）9 日 - 14 時 29 分
統制権移譲後も米 8 軍は駐留、シャープ司令官が建議（YONHAP NEWS）8 日 - 6 時 29 分
イラク撤退、「10 年末」も選択肢＝大統領公約より 7 カ月遅れ－米（時事通信）7 日 - 17 時 47 分
殺人発生や低額利用料も要因と、キルギスの米空軍基地閉鎖（CNN.co.jp）7 日 - 15 時 18 分
テロ犠牲者の遺族と面談＝グアンタナモ閉鎖説明－米大統領（時事通信）7 日 - 14 時 39 分
ロシアが非軍事物資輸送の領内通過を容認、米軍のアフガン作戦（CNN.co.jp）7 日 - 14 時 24 分
＜オバマ米大統領＞９・１１遺族らと懇談 収容所閉鎖を説明（毎日新聞）7 日 - 10 時 46 分
在沖縄米軍、グアム移転遅れる見通し（産経新聞）7 日 - 8 時 3 分
＜中東問題担当＞政府代表に飯村駐仏大使で調整（毎日新聞）7 日 - 2 時 30 分
日本兵捕虜 十数人、佐世保で埋葬か 米公文書死者リスト（毎日新聞）6 日 - 21 時 11 分
米空軍基地の閉鎖は最終決定とキルギス、アフガン空輸の拠点（CNN.co.jp）6 日 - 19 時 57 分
米艦爆弾テロ事件容疑者の訴追取り下げ、グアンタナモ特別法廷（CNN.co.jp）6 日 - 19 時 9 分
目的外使用禁止、17 日に協定＝グアム移転費、日米外相会談で同盟アピール（時事通信）6 日 - 18 時 11 分
増加する米兵の自殺、1 月は前年の 6 倍か 戦死者超える（CNN.co.jp）6 日 - 17 時 54 分
F22 生産継続要請＝雇用確保へ米議員（時事通信）6 日 - 16 時 58 分 *M3

*M3

オバマ氏、大統領専用機を初めて利用 ヘリコプターも（CNN.co.jp）6 日 - 16 時 39 分
米国務長官、キルギス基地閉鎖計画に遺憾を表明（CNN.co.jp）6 日 - 13 時 39 分
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*M4

中国潜水艦 米海軍確認 昨年最多１２回 露海軍を抜く 哨戒活動 一気に倍増（産経新聞）6 日 - 12 時 38 分
クリントン米国務長官が１６日来日、横田基地も視察（読売新聞）6 日 - 11 時 18 分
在沖縄米軍グアム移転遅れる見通し 米太平洋軍司令官（産経新聞）6 日 - 10 時 20 分
中国潜水艦 米海軍確認 昨年最多１２回 露海軍を抜く 哨戒活動 一気に倍増（産経新聞）6 日 - 8 時 5 分
中国潜水艦・哨戒活動が過去最多 昨年１２回、ロシア海軍を抜く（産経新聞）6 日 - 0 時 38 分 *M4
＜警察官ひき逃げ＞容疑の米水兵逮捕…長崎県警（毎日新聞）5 日 - 21 時 14 分
オバマ氏のテロ対策批判、米への攻撃成功させると 前副大統領（CNN.co.jp）5 日 - 19 時 48 分
クリントン長官、横田基地視察へ…米軍再編重視を強調（読売新聞）5 日 - 19 時 8 分
米大統領、２４日に施政方針演説（産経新聞）5 日 - 18 時 41 分
警官ひき逃げで米兵逮捕＝盗んだ車、職質受け急発進－長崎（時事通信）5 日 - 18 時 13 分
下ろしていたボートひっくり返り、1 人不明 米軍艦船（CNN.co.jp）5 日 - 17 時 36 分
米海軍旗艦 長崎に入港 抗議の中、４年連続（西日本新聞）5 日 - 15 時 7 分
オバマ政権、国を危険にさらす＝テロ対策を批判－前米副大統領（時事通信）5 日 - 14 時 22 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

------------------------------------------2/16 「ニュース」更新

ソマリア派遣艦艇 来月上旬にも出発へ ///
海賊対処、準備進む ///

特警隊乗せ対処訓練 ///

「さみだれ」「さざなみ」四国沖で射撃など

期待される特警隊の能力 生かせる不審船訓練

２１年度防衛費 重要施策を見る＜２＞ 全般・共通（下） ///
浜田大臣訪独 連携強化を確認 ///

BMD 総合検証に着手 グアム移転事業が始動

ミュンヘン安保会議 英独国防相らと会談

独ミュンヘン安全保障会議 「包括的な戦略重要」 ///

浜田大臣 国際協力強化で発言

無駄ゼロへ 支出総点検チームを設置
タイで「コブラ・ゴールド０９」 医療活動など演練 ///
「コープノース・グアム」 ///

防衛省自衛隊 過去最多の８０人参加

空自 F－２ 今年も実弾対地爆撃 F－２２戦闘機と訓練も

素顔の東ティモール＜15＞ ///

小泉 友子 ///

大統領と首相が対立 ///

治安回復に４カ国出動

2/12 「コラム」更新

・朝雲寸言 /// ・支給近づく定額給付 /// ・タイの政情安定化へ
2/9 「ニュース」更新

海賊対処 ヘリ搭載艦２隻派遣へ
海自「対海賊戦」準備急ぐ ///

///

８護隊「さみだれ」「さざなみ」 ///

特警隊、海保も同乗 国交省に連絡調整室

携行装備や制圧の手順 海保の訓練など参考に

２１年度防衛費 重要施策を見る＜１＞ 全般・共通（上） ///

省改革は実行段階 国際協力の体制も強化

新中央病院が完成 北関東局が鍵引き渡し ４月３日診療開始
F２など現地入り ///

「コープノース・グアム」始まる

輸空隊司令らに２級賞詞を授与
F－２２ラプター公開 ステルスと最新アビオを誇る ///

嘉手納基地

------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
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バイデン副大統領 ミサイル配備計画につきロシアと話合い
Biden offers consultations with Russia on missile defense
Vice President Joe Biden says the U.S. must forge ahead with missile defenses, even as it attempts to "reset" relations with Russia, a
vocal critic of the plan. "We will continue to develop missile defenses to counter a growing Iranian capability, provided the technology is
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proven to work and be cost-effective," Biden said at a conference in Germany, though he offered to consult with Russia and NATO
allies prior to any deployment in Eastern Europe. Aerospace Daily & Defense Report (2/9)
F-22 継続発注こそ、景気刺激策に直結速効とロッキード社
Lockheed: F-22 is "shovel-ready" economic stimulus
Despite the skepticism of Defense Secretary Robert Gates, Lockheed Martin is urging the Obama administration to continue production
of the F-22 Raptor to protect nearly 100,000 jobs nationwide. "Our point is, No. 1, this preserves jobs, and No. 2, it is immediate. You
don't have to develop anything," says Larry Lawson, Lockheed's program manager for the F-22. "This is 'shovel ready.'" Los Angeles
Times (2/11)
インド戦闘機商戦参入にサーブ社グリッペンでインド・タタと提携
Saab finds Indian partner for $12B contract bid
In pursuit of a $12 billion contract with the Indian Air Force, Saab has teamed up with India's Tata Consultancy Services to develop a
variant of Saab's Gripen fighter jet. Lockheed Martin Corp. and Boeing Co. are among the U.S. firms pursuing the same contract, along
with EADS, Dassault and the Russian manufacturer of the MiG-35 and MiG-29. Defense News/Agence France-Presse (2/9)
ボーイング民間機、客先の引取延期を注視しながら 2010 年の生産量を近く決定
Boeing monitors deferrals, eyes production cut for 2010
Though he is "cautiously optimistic" for 2010, Boeing Commercial Airplanes CEO Scott Carson says the company is prepared to cut
production by about 10%, if market conditions warrant. He said customers are now seeking to defer deliveries by only a couple of
quarters, but if that time frame lengthens, cuts could become necessary. "We're engaging with our customers on a weekly and daily
basis to ascertain where they stand," Carson said, noting that production levels for 2010 could be determined as early as May. Air
Transport World (2/11)
民間機次世代は狭胴型にもどる
Plane-makers turn focus to narrow-body jets
Replacements could be on the way for Boeing 737s and Airbus A320s, the narrow-body workhorses of most airline fleets. Airbus has
begun wind-tunnel tests on unconventional new designs, and both CFM International and Pratt & Whitney are testing new engines for
the next generation of aircraft. Aviation Daily (2/10)
リージョナル業界の前途はハイリスクで併合が生き延びる途
Analyst: Regional carriers face greater risk, consolidation
Regional airline operators say mainline carriers are seeking contract concessions as the recession creates a drop in demand for air
travel. Squeezed by capacity cuts and stalled growth, regional carriers' "future growth could come from consolidation or a move towards
more high-risk opportunities," according to an analyst at Raymond James & Associates. Air Transport World (2/11)

SmartQuote
" Personally, I am always ready to learn, although I do not always like being taught."
個人的に私は、常に学ぶ姿勢でいるが、教えられるというのは嫌なものだ。
--Winston Churchill, former British prime minister

元英国首相：ウィンストン・チャーチル
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米国航空宇宙工業の業界は「バイ・アメリカン」に反対
貿易戦争になれば 80 万人の雇用に影響と警鐘
AIA: "Buy American" trade war would threaten 800,000 U.S. jobs
U.S. manufacturers remain wary of "buy American" legislation included in the economic stimulus bills, even after the Senate last week
toned down its protectionist measures. Cord Sterling, vice president of the Aerospace Industries Association, points out the U.S.
aerospace industry enjoys a $61 billion trade surplus, supporting some 800,000 jobs. "If there's a trade war, $61 billion disappears, and
what happens to the jobs it supports?" he asks. Foreign diplomats and defense analysts agree that new "Buy American" laws would
spark tit-for-tat trade regulations around the world, prolonging the global economic downturn. Defense News (2/8)
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ボーイング F/A-18 価格競争力で売込む戦術
Boeing makes price chief selling point for F/A-18
With a price tag of less than $50 million, Boeing Co. believes its aging F/A-18 Super Hornet is the right plane for penny-pinching times.
With a large enough order, the company says it can produce each plane for $4 million less than the Pentagon paid in 2003, the last time
it bought in bulk. Another selling point: Because the F/A-18 is already in production, it is not subject to the price increases that
typically plague new models. The Wall Street Journal (2/9)
ボーイング４Q 業績当初公表よりさらに悪化
Boeing says Q4 loss was larger than reported
Two weeks after reporting a surprise fourth-quarter loss, Boeing Co. has told the Securities and Exchange Commission that the loss
was steeper than first thought. Originally reported at eight cents per share, Boeing now says its loss was 12 cents a share, due to a
decline in the value of aircraft it is financing for customers and an increase in liabilities tied to an arbitration case. The Charlotte
Observer (N.C.)/The Associated Press (2/9) , The Wall Street Journal (2/9)
デルタ航空１７０便分の搭乗口を閉鎖削減の方向
Delta to drop leases on 170 airport gates
Delta Air Lines plans to give up some 170 airport gates nationwide as part of its merger with Northwest Airlines. By reducing the
number of gates it leases, Delta says it will save hundreds of millions of dollars a year. CEO Richard Anderson said Friday that all U.S.
airports will be integrated by the end of 2009. American City Business Journals/St. Louis (2/9)
エアラインの国際便は急激な減少
Airlines cut overseas routes in response to downturn
International travel is in "free fall," according to USA TODAY, and both U.S. and foreign airlines are cutting overseas service in
response to declining demand. By March, some 15,000 fewer seats will be available each day on flights from the Lower 48 states to
international destinations. "This has the signs of being a travel downturn that's deeper and longer than the one after the Sept. 11
attacks," says a British Airways executive. "This is a much more global downturn than that one was." Wary of flying empty planes on
pricey routes, six U.S. carriers have received permission from the Transportation Department to postpone new international service.
USA TODAY (2/10)
カナダはエアラインの所有の自由化
Canada proceeds with liberalized airline ownership rules
A bill allowing increased foreign ownership of Canadian airlines is expected to gain approval in Parliament, despite opposition by several
small parties. Air Canada has welcomed the plan, which would allow foreign investors to buy up to 49% of a Canadian carrier, up from the
current limit of 25%. USA TODAY/Reuters (2/10)

SmartQuote
" The most wasted of all days is one without laughter."
一番無駄な日とは、一つも笑いがなかった日である。
--E.E. Cummings, American poet アメリカ詩人 Ｅ.E．カミンズ
DL(0209)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ILFC（航空機リース最大手） ボーイング、エアバスにとって厳しい見通し
Big plane buyer sees tough times for Boeing, Airbus
Steven Udvar-Hazy, CEO of aircraft leasing giant International Lease Finance Corp., predicted Friday that both Boeing Co. and Airbus
will be forced to make deep production cuts in the coming months. "It would not be surprising to us if there were 30% to 35% cuts over
the next 18 months," he said, noting that "airlines are focused on survival" and won't be ordering new planes. "It could happen that this
will be the year when net cancellations and deferrals actually exceed the number of new aircraft orders," he said. The Seattle Times
(2/7)
1549 便緊急脱出時の状況が明かされる
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US Airways crew breaks silence on final moments of Flight 1549
The crew of US Airways Flight 1549 broke their silence Sunday night in a highly touted 60 Minutes interview with Katie Couric. Flight
attendants revealed previously unreported details from inside the plane, including a confrontation with one passenger who forced open a
rear emergency door, allowing water to rise chest-high. Flight attendant Doreen Welsh said she "started yelling ... and pushing people
and getting people to go over the seats" toward the over-wing exits, where they were safely evacuated. The Charlotte Observer (N.C.)
(2/9) , The News & Observer (Raleigh, N.C.) (2/9) , The Wall Street Journal (2/9)
アメリカン航空 脱出スライドの整備チェック
American Airlines inspects, repairs evacuation slides
American Airlines has moved quickly to inspect and repair rear evacuation slides on some 270 MD-80 aircraft that may have been
damaged when mechanics used the wrong tool to pack the slides into tail cones. An FAA spokeswoman stressed that no in-flight
incidents had been reported, and that the airline's quick checks prevented any safety threats. The Wall Street Journal (2/9)
航空機内のインターネット・サービスの是非 賛否両論
Airborne Wi-Fi raises concerns for passengers, crew
In-flight Internet service may provide a new revenue stream for airlines, but not everyone is on board with the new "convenience."
Some frequent business travelers complain that employers could now require them to work while airborne, a time that was once their
own because e-mail and Web tools were inaccessible. Flight attendants, meanwhile, say that airlines expect them to act as censors,
adding yet another duty to their list of chores. "We want to be respectful of the fact that an airplane is a public place," says an official
with Delta Air Lines, one of the first carriers to implement Wi-Fi access. "You're in close intimacy with other passengers and the cabin
crew." The New York Times (2/6)
防衛予算カットは景気刺激の核となる雇用を危機に
Defense cuts will cost jobs, industry experts warn
As the Obama administration reviews billions of dollars of weapons spending, the defense industry is bracing for battle and gearing up to
remind decision-makers that thousands of jobs are on the line. "The defense industry has a genuine stimulus on the economy," says
Marion Blakey, president and CEO of the Aerospace Industries Association. "If you start shutting down production lines and taking
people off lines, that means a loss of jobs when those people are really contributing to the economy." The Washington Post (2/6)
防衛産業は景気刺激の良策
Defense-industry stimulus is good policy, experts argue
In an op-ed for the Washington Post, two analysts from the American Enterprise Institute argue that $20 billion to $25 billion of
defense-industry stimulus "would be both smart politics and sound policy." Defense dollars create jobs quickly, are easy to track and
can be quickly re-directed when the need for stimulus passes, according to Tom Donnelly and Gary Schmitt. "This is spending that
won't embarrass moderate Democrats and would appeal to conservative Republicans," they write. The Washington Post (2/8)
イラク・アフガン戦争で ボーイング C-17 15 機発注
Boeing lands $3B order for C-17s
Wars in Iraq and Afghanistan have breathed new life into Boeing Co.'s C-17 transport, a model recently on the verge of being scrapped.
Now the Pentagon has ordered 15 more of the long-range transports, in a deal valued at some $3 billion. BBC (2/7)

SmartQuote
"You miss 100% of the shots you never take."
ミスショットは何度やっても考慮されない。
--Wayne Gretzky, Canadian professional ice hockey player

カナダ・プロ・アイスホッケー選手：ウェイン・グレツキー

DL(0206)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

タンカ航空機契約 政権交替で新局面（シカゴ対アラバマ州）
Analysis: Political shifts change outlook for tanker contract
As the battle over a $35 billion aerial tanker heats up again, observers say Boeing could have the political advantage this time around.
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President Barack Obama hails from Chicago, home to Boeing headquarters, and the company has strong support among Democratic
leaders, who now control both houses of Congress. But congressional supporters of Northrop Grumman Corp., which would build its
planes in Alabama, say a sole-source contract with Boeing would only invite further delays in developing the tanker. "You could easily
look into a crystal ball and see more protests," says Rep. Jo Bonner, R-Ala. Bonner. Along with some military experts, Northrop's
backers are urging the Pentagon to share work between the two companies. The Politico (Washington) (2/5)
ボーイング・ウィチタ地区エンジニア組合 会社側提案の条件拒否
Engineers in Wichita reject "final" Boeing contract offer
Despite widespread industry layoffs, union engineers at Boeing Co.'s Integrated Defense Systems plant rejected the company's "best
and final" contract offer by a wide margin. "The layoffs are a concern to us -- we feel the pain of the people. But this still comes down
to what is fair to the engineers," said a negotiator for the Society of Professional Engineering Employees in Aerospace, which
represents about 700 engineers in Wichita, Kan. Though Boeing insisted it had made its final offer, a spokesman said the company was
"willing to meet with SPEEA leadership to discuss and clarify the provisions of our offer." The Boston Globe/The Associated Press
(2/5)
1549 便のキャプテン沈着な計算
Tapes reveal cool calculation in Flight 1549 splash landing
US Airways Capt. Chesley Sullenberger stayed calm as his aircraft glided to a water landing in the Hudson River, according to tapes
released Thursday by the FAA. "Ah, this is, uh, Cactus 1539, hit birds," Sullenberger says in the first distress call, misstating his flight
number amid the initial confusion. "We lost thrust in both engines. We're turning back towards LaGuardia." Controller Patrick Harten
urgently radios two airports to clear an emergency landing. "We can't do it," Sullenberger responds, then moments later: "We're gonna
be in the Hudson." The New York Times (2/5) , The Washington Post (2/5) , USA TODAY (2/5)
欧州空域でのオペレーションには ADS-B 装備義務化が早まる
Europe to speed implementation of ADS-B
The European Commission is recommending that all planes operating in European airspace must be equipped for ADS-B by 2015, at
least five years earlier than the U.S. time frame. Observers say broad resistance to the proposal is unlikely, because users and service
providers both participated in its drafting. Planes weighing less than 12,500 pounds will be exempt from the requirement. AIN Online
(2/5)
ボーイング社 一月の民間機受注台数減少
January jet orders decrease at Boeing
Boeing says year-over-year figures for new jet orders tumbled 72% in January, hurt by a global decline in airline traffic. Boeing booked
just 18 orders last month, compared with 65 in January 2008. USA TODAY/The Associated Press (2/5)
ヴォランタリー航空安全アクションプログラム参加を巡り アメリカン航空とパイロット組合との間で反目
American, pilots at odds over safety program
American Airlines says it wants to rejoin the voluntary Aviation Safety Action Program, but its pilots union has rejected the move until
changes are made. "Fifteen years ago, American Airlines and its pilots helped create ASAP, which now stands as a model for our
industry, providing increased protection to our pilots and dramatically enhancing aviation safety," the carrier said in a statement on
Thursday. But union officials counter that pilots under the old program were punished for self-reported safety violations, and they won't
join a new program until additional protections are implemented. The Dallas Morning News (2/5)

SmartQuote
" It is better to know some of the questions than all of the answers."
答えを全部集めるより、一つ二つの問題を知ることのほうが尊い。
--James Thurber, American author and humorist

アメリカ作家・批評家：ジェームス・サーバー

------------------------------------------[新刊紹介]
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Product Details
Paperback: 450 pages
Publisher: Routledge; 109 edition
(April 1, 2009)
Language: English
ISBN-10: 1857435168

Editorial Reviews
Product Description
The Military Balance is The International Institute for Strategic
Studies' annual assessment of the military capabilities and defence
economics of 170 countries worldwide. It is an essential resource for
those involved in security policymaking, analysis and research. The
book is a region-by-region analysis of the major military and
economic trends and developments affecting security policy and the
trade in weapons and other military equipment. This edition includes
a review feature on European and US defence industries, an essay
entitled 'Unmanned aerial vehicles: current developments and future
utility', a review of developments in Iraq's security forces, among
other regional texts. Its comprehensive list of tables now includes
the air capability of the US and Russia as well as deployment figures,
by country, of personnel United Nations and non-UN peace support
operations.

40

ISBN-13: 978-1857435160
There are maps showing the operational situation in Iraq and
Afghanistan, the Darfur region of Sudan, and developments in
Russia's early warning radar system. Key features of this title
include: region-by-region analysis - major military issues affecting
each region, changes in defence economics, weapons and other
military equipment holdings and the trade in weapons and military
equipment; comprehensive tables - key data on weapons and
defence economics, such as comparisons of international defence
expenditure and military manpower; analysis - significant military
and economic developments; and, wallchart - detailed world map
that shows current areas of conflict, with explanatory tables. "The
Military Balance" is currently noted in the following
abstracting/indexing services: CSA Worldwide Political Science
Abstracts; PAIS: Public Affairs Information Service and Research
Base Online.

Executive Summary
The Military Balance 2009 is a comprehensive and independent
assessment of the military capabilities and defence economics of 170
states; it also functions as a reference work on developments in global
military and security affairs. In addition to textual analysis of defence
and security developments, key features of The Military Balance
include: • Military capabilities: force structures and military equipment
holdings by service, role and equipment type• Defence economics:
analysis of national and international developments affecting defence
budgets and procurement, with selected supporting data and tables•
Comprehensive tables: comparisons of international defence
expenditure and military manpower; selected military operations and
training activity; UN and non-UN deployments• Wallchart: the detailed
Chart of Conflict, showing current conflicts around the world, with
selected supporting tables, updated for 2009 with new detail on
drug-related conflicts.
Iraq and Afghanistan
As in recent editions there is focus on remaining operations in Iraq,
notably the impact of the ‘surge’ of US troops and the Status of
Forces Agreement signed by the US and Iraq in November 2008. The
surge did lead to a reduction in violence in the country, and its impact
was magnified by the formation of ‘awakening councils’ and Moqtada
al-Sadr’s order that the Jaish al-Mahdi should not seek direct
confrontation with US troops. But violence persists, and insurgents
retain the ability to penetrate security screens and launch attacks.
The Iraqi Ministry of Defence and its security forces remain at the
centre of US transition plans in the country, and these forces
expanded recruitment during 2008. The provincial elections that have
been deferred until 31 January 2009 will be a key test of the Iraqi
security forces’ ability to secure urban areas, a task that will assume
greater importance at the end of July 2009 when US forces are due
to pull back from urban areas. This latter move forms part of the
Status of Forces Agreement that was signed between the US and Iraq
in November 2008. The agreement further stipulates that US forces
will have to complete their final withdrawal from Iraq by 31 December
2011.

As 2008 drew to a close, the Coalition was shrinking and a
number of nations had either departed Iraq or had announced
their intention to do so. Foreign military involvement, other than
that by the US, was due to carry on in certain areas through the
employment of training staff working with the Iraqi security
forces. Across the wider Middle East, the global financial turmoil
had by the end of 2008 had relatively little impact. Following a
growing budget surplus over several years, regional defence
spending has been slowly increasing, although as a proportion of
national income total defence spending in 2007 only measured
4.9% of regional GDP, compared to 6.5% of GDP in 2001. But for
2007, this expenditure (as a percentage of GDP) remains the
highest of the regions detailed in The Military Balance. The
Military Balance discusses counter-insurgency efforts in
Afghanistan and the drive to improve the capacity of that
country’s security forces. The activities of the NATO-led
International Security Assistance Force (ISAF) have expanded
in the year, and ISAF troops are now tasked with interdicting
drug traffickers and destroying opium factories. After defeats in
open combat, insurgents established bases in areas where there
was a smaller international presence and have continued to
target perceived areas of weakness, such as the Afghan
National Police. With a presidential election scheduled to take
place in 2009, delivering the security necessary to enable a
credible election process will be of importance for the
international forces. The capacity of Afghanistan’s security
forces remained limited, in spite of some improvement, and the
force’s manpower level of around 60,000 in mid 2008 remained
below the desired total of 80,000, which is now due to be
reached in 2010. Growing pressure from the United States
caused its allies to increase contributions to ISAF, but only
slightly. France sent a battalion to eastern Afghanistan and
Georgia, Poland, the Czech Republic and Azerbaijan pledged
further troops; the UK pledged a further 200 (bringing the total
to around 8,000) and Germany amended its upper limit on
deployments, raising it by 1,000 to 4,500.
Other regional analysis (後略)

[編注] Exec Summary ダウンロード： http://www.contexto.org/pdfs/IISSmilbalance2009.pdf
------------------------------------------[新刊紹介]

Goddard View 09.01

NASA GFSC(Goddard Flight Space Center)

[編注] 全文 ダウンロード： http://www.nasa.gov/centers/goddard/pdf/306124main_GV4_22.pdf
- - - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - [LATE News] 08.10.05 The Discovery Education 3MYoung Scientist Challenge [編注] NASA Goddard View 09.01(2008 Year in Review) p9 参照
優勝した Melissa Rey(14 歳) 賞金 $25,000(cash)相当を獲得、ﾃｰﾏは Doppler Shift
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http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/281578main_ysc_win
ners_HI.jpg

[彼女による原理説明動画]

http://www.youngscientistchalle
nge.com/challengeweek/finalist
bios2008.cfm
www.academyofsciencestl.org

http://www.cblohm.com/news/DiscEd/DE_081007/MelissaRey_Car_300DPI.jpg

http://www.youngscientistchallenge.com/finalistvideo.cfm?entryid=457c0776-51a2-45f2-b455-4b326ffeff59

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

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

National Security

2009

Missile Defense: 'Virtual' Issue Could Get Results RFE/RL 13 Feb

Russian Cargo Ship Heads for Space Station VOA 10 Feb 2009

2009

Progress cargo spacecraft 'buried' in Pacific RIA Novosti 08 Feb

U.S. Offers Moscow Concession On Missile Shield RFE/RL 13 Feb

2009

2009

International

US Signals Flexibility With Moscow on Missile Defense VOA 13

Wreckage of satellites poses serious threat to others RIA Novosti

Feb 2009

13 Feb 2009

Japan's Intent to Develop Early Warning Satellite KCNA 10 Feb

Satellite Collision May Affect US Space Operations AFPS 12 Feb

2009

2009

Clinton Says US Could 'Reconsider' European Missile Defense

Satellites Collide In Space -- A Sign Of Things To Come?

Plan VOA 10 Feb 2009 -- Secretary of State Clinton: Administration

RFE/RL 12 Feb 2009

might reconsider missile defense system if Iran stopped drive for nuclear

Satellite collision debris 'no threat to ISS' RIA Novosti 12 Feb 2009

weapons.

US, Russian Satellites Collide in Orbit VOA 12 Feb 2009

Biden: US to develop missile shield in Europe, consult Russia RIA

Iran: First manned spaceflight by 2021 RIA Novosti 12 Feb 2009

Novosti 07 Feb 2009 -- The US will continue to work on a planned

Iran to manufacture seven other satellites IRNA 12 Feb 2009

missile defense system in Central Europe, but it will consult Russia, VP

Proton-M successfully orbits 2 satellites RIA Novosti 11 Feb 2009

Joe Biden said

Iran working over creation of 4 new satellites RIA Novosti 08 Feb

Polish PM & commitment to U.S. missile shield RIA Novosti 07 Feb

2009

2009

Russia & US readiness to consult on missile shield RIA Novosti 08

Polish PM to discuss missile shield with US VP RIA Novosti 07 Feb

Feb 2009 -- Russian Deputy PM Ivanov welcomed the U.S. readiness to

2009

consult Russia on a planned missile shield system in Europe.

Space Station / Shuttle

Discovery launch postponed until Feb. 27 RIA Novosti 14 Feb 2009
Russian freighter docks with orbital station RIA Novosti 13 Feb
------------------------------------------[軍事宇宙開発 spacetoday.net: military]

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

------------------------------------------Sunday, February 15

DoD Buzz — 6:07 am ET (1107 GMT)

DoD, Intel Mull Higher Rez Sat Shots
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Friday, February 13

Univ. of Minnesota Daily — 8:32 pm ET (0132 GMT)

IAF to have its own eye in space

Tuesday, February 10

PTI — 5:59 am ET (1059 GMT)

France to Launch Euro Missile Warning Sat

Satellite

Collision

Debris

May

Affect

Space

Operations,

Aviation Week — 8:25 pm ET (0125 GMT)

Cartwright Says

U.S. Air Force Awards Lockheed Martin-Led Team $75 Million

Armed Forces Press Service — 5:57 am ET (1057 GMT)

Contract to Extend TSAT Risk Reduction/System Definition

First Lockheed Martin-Built Milstar Satellite Marks 15 Years On

Phase

Orbit

PR Newswire — 7:54 pm ET (0054 GMT)

Lockheed Martin — 5:53 am ET (1053 GMT)

Iran space shot 'rudimentary': US general

Thursday, February 12

AFP — 7:49 pm ET (0049 GMT)

Dedicated satellite for IAF by 2010 to enhance surveillance

NASA Glenn researcher makes headway on cataract prevention

capabilities

Cleveland Plain Dealer — 5:10 am ET (1010 GMT)

IANS — 11:54 pm ET (0454 GMT)

Air Force Space Command puts AFSO 21 to work

NASA wins award for informative Twittering

US Air Force — 5:08 am ET (1008 GMT)

GCN.com — 6:33 pm ET (2333 GMT)

Major Test of Second Advanced EHF Military Communications

Pentagon fails to anticipate satellite collision

Satellite Underway at Lockheed Martin

AFP — 6:32 pm ET (2332 GMT)

PR Newswire — 5:06 am ET (1006 GMT)

Wednesday, February 11

U.S. Air Force selects U team for competition
------------------------------------------[中国宇宙開発-3 spacetoday.net: China]

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

------------------------------------------Friday, February 13

Tuesday, February 10

Tang Dynasty TV takes on China

China, Japan build "sharp eyes" for further space observations

Asia Times — 9:33 am ET (1433 GMT)

Xinhua — 1:10 pm ET (1810 GMT)

Thursday, February 12

Monday, February 9

Satellite collision not to "delay" China's space program

Iran's new satellite challenges China

Xinhua — 11:39 pm ET (0439 GMT)

Asia Times — 12:28 pm ET (1728 GMT)

China alert on US-Russian satellite collision

Satellite malfunction halts Chinese TV programs

Xinhua — 11:36 am ET (1636 GMT)

Xinhua — 12:27 pm ET (1727 GMT)

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

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------February 9, 2009

* Space Shuttle Discovery Suffers Parts Glitch; Feb. 12 Launch Date Now Delayed To No Earlier Than Feb. 22, So Probe Can Proceed
* Iran Launches Satellite Into Space; It Reaches U.S. Airspace In 30 Minutes; North Korea Poised For ICBM Capability
* Analysts Say Czech Republic, Poland Betrayed If Obama Abandons European Missile Shield; U.S. Friendship To Be Seen Worthless
* Editorials Lash North Korea, Iran, See Time Of Testing For Obama
* Obama Should Use Stimulus Funds To Bolster Defense Procurement, Creating Jobs
* China Seen Continuing 12 To 18 Percent Annual Defense Spending Increases: Analyst
* Germany Seeks Secondary MEADS Missile, IRIS-T SL
* Industry Group Proposes Defense Acquisition Reform
* Russia Forms Air Defense Pact With Belarus
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* Obering Joins Missile Defense Advocacy Alliance Board
* GeoEye Begins Commercial Operations Of GeoEye-1 Satellite
* Radar Tracks A Satellite, Heads To Operational Status
* Hispasat Hires Arianespace To Launch Comms Satellite On Ariane 5 Late Next Year
* Ariane 5 Heavy Lifter To Orbit Arabsat 5C, 6B
* NOAA-N Satellite Launched After Postponement
* Ariane 5s To Launch Two Thales Alenia Satellites For Gazprom
* Orbital Comms Satellite To Launch Thursday Atop Ariane 5 Lifter
* NASA's Shuttle and Rocket Missions
* Boeing Garners $250 Million Missile Defense Contract For Ground-based Midcourse System
* Lockheed Gains $31.3 Million Contract For M299 Launchers
* Raytheon Submits Proposal For NOAA Ground Segment Of GOES-R Satellite
* New JSOW Warhead Tested
* Cryocooler To Aid Data Collection On Space Missions
------------------------------------------[Defense Daily]

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------February 17, 2009

February 12, 2009

* Defense Watch

* Senate Confirms Lynn To No. 2 Pentagon Post

* AFSOC Says CV-22 Acceleration a Top POM '10 Priority

* Air Force Chief Signals Major Cultural Shift Within The Service

*

* Acquisition Review Shows For Some Programs Changes Led

CH-53K

Beating

Weight,

Center

of

Gravity

Issues,

Requirements Locked-In

To Cost Growth

* Irregular Warfare Must Become a Core Competency, General

* Boeing, Bharat Electronics Ltd, To Develop Analysis and

Says

Experimentation Center In India

* Congress Wants Homeland Security Stimulus Spending Plans

* GAO Pledges To Look Into DoD Heeding of Industrial Base

Quickly

Rule

* Republicans Revive Push For Setting DoD Funds At 4 Percent

* Obama Orders Cyber Security Review

GDP

February 11, 2009

* Moog Acquires Video Surveillance Manufacturer

* Lynn Confirmation Vote Expected Today

February 13, 2009

* FBI Aims For Initial NGI Capability By Late 2010

* Pentagon Seeks To 'Rebalance' Conventional, Irregular

* NNSA: Sensitive Nuke Materials At Livermore Cut By 55

Capabilities In Future Spending

Percent

* Stimulus Bill Includes $2.8 Billion For DHS

* Lockheed Martin Top DoD Contractor In FY 2008, White House

* Lawmaker Seeks Army Input On Earmarks

Website Says

* Northrop Grumman Navigation System Tapped For FCS Phase

* Boeing Delivers Final Upgraded Missile Guidance Set For

II ANS System

Minuteman III ICBM

* Cartwright Warns Debris From Satellites Colliding May Create

* Rand Beers Appointed Acting DHS Deputy Pending Lute

Space Dead Zone For Years

Confirmation

* DoD Turns Switch On New Biometric Matching Database

* Tauscher: Delay European Missile Defense

* Navy Secretary Winter Signs Out Responsibilities For MDA

* Lockheed Martin-Northrop Grumman Team Receive TSAT

* Navy Awards Four Tech Maturation Contracts For Future

Contract Extension

EA-18G Jammer

February 10, 2009

* AFSOC Still Wants MC-130 Recap And New Gunship

* Coast Guard Ship Funds Axed From Stimulus Bill
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* L-3 Completes Acquisition of ASW Systems Provider

* Qinetic Offers New Talon IV Engineer Robot Suited For

Chesapeake Sciences

Afghanistan, Company Says

* TSA Analysis of Private Screeners Lacked Certain Cost Data

* China Seen Continuing 12 To 18 Percent Annual Defense

* Young For Change In Acquisition Process

Spending Increases: Analyst

* Army's New Battlefield Surveillance Brigades Ramping Up

* BAE Systems Opens New Armor Production Site, Adds Jobs

------------------------------------------[Quote from the Old/New Testament]
Zech.9:9

Mat.21:2-7

Zech.11:12,13

Mat.26:15
Mat.27:3

Mat.27:9

Zech.13:7

Mat.26:31

Zechariah 書に見られる預言と新約の対応する記述

・・・Behold, your King is coming to you; He is just and
having salvation, Lowly and riding on a donkey, A colt the
foal of a donkey.
・・・and immediately you will find a donkey tied, and a colt
with her, Loose them and bring them to Me. ・・・Allthis was
done that it might be fulfilled which was spoken by the
prophet, saying; “・・・” So the disciples went and did as
Jesus commanded them. They brought the donkey and the
colt, ・・・, and set Him on them.
・・・So they weighed out for my wages thirty pieces of
silver. And the Lord said to me, “Throw it to the potter”
–that princely price they set to me. So I took the thirty
pieces of silver and threw them into the house of the Lord
for the potter.
・・・”What are you willing to give me if I deliver Him to
you?” And they counted out to him thirty pieces of silver.
Then Judas, His betrayer, seeing that He had been
condemned, was remorseful and brought back the thirty
pieces of silver to the chief priests and elders,
・・・”And they took the thirty pieces of silver, the value of
Him who was priced, whom they of the children of Israel
priced,
“Awake, O sword, against My Shepherd, Against the Man
who is My Companion.” ・・・ “Strike the Lord of hosts.
Strike the Shepherd, And the sheep will be scattered; ・・・
・・・”Allof you will be made to stumble because of Me this
night, for it is written: ‘ I will strike the Shepherd, And the
sheep of the flock will be scattered.’
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・・・見よ、あなたの王はあなたの所に来る。義なる者であって勝
利を得、柔和であって、ろばに乗る。すなわち、ろばの子である
子馬に乗る。
・・・するとすぐ、ろばがつながれていて、子ろばがそばにいるのを
見るであろう。それを解いてわたしのところに引いてきなさい。・・・
こうしたのは、預言者によって言われたことが、成就するためであ
る。すなわち、「・・・」。弟子たちは出て行って、イエスがお命じに
なったとおりにし、ろばと子ろばを引いてきた。・・・イエスはその上
にお乗りになった。
・・・彼らはわたしの賃銀として、銀三十シケルを量った。主はわ
たしに言われた、「彼らによって、わたしが値積られたその尊い値
を、宮のさいせん箱に投げ入れよ」。わたしは銀三十シケルを取
って、これを主の宮のさいせん箱に投げ入れた。
・・・「彼をあなたがたに引き渡せば、いくらくださいますか」。する
と、彼らは銀貨三十枚を彼に支払った。
・・・ユダは、イエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨三十
枚を祭司長、長老たちに返して、・・・
・・・「彼らは、値をつけられたもの、すなわち、イスラエルの子らが
値をつけたものの代価、銀貨三十を取って、・・・
・・・「つるぎよ、立ち上がってわが牧者を攻めよ。わたしの次に立
つ人を攻めよ。牧者を撃て、その羊は散る。・・・
・・・「今夜、あなたがたは皆わたしにつまずくであろう。『わたしは
羊飼を打つ。そして、羊の群れは散らされるであろう』と、書いて
あるからである。

