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衛星打上げのための空中発射システム （初夢の続き）

友人から紹介があって、nikkeibpの09.02.26に出ている松浦氏執筆の

いでしょうかね。ということで、改修規模が大きくなって現実的ではない。

記事http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090226/135004/?P=1

また、SS-520はそもそも母機適合性を要求事項に入れて開発された

を少し読んだ。僕のイメージと大きく異なる点に気付いたので記す。彼

ものではないので搭載できないでしょう。機体から発射することを前提に

は母機にC-130H輸送機を、発射ビークル(ロケット)にSS-520を推奨し

組合せ形態の空力試験を初期開発段階でやったものをベースにしな

ている。C-130Hはミサイル警報装置の搭載やチャフ/フレア投下機能

いと予算が無駄になるでしょう。つまり、批評家の専門範囲を超えた記

は良いでしょうが、ハードポイントにパイロンを介してミサイルを搭載する

事になっている気がします。この方面は機体とミサイル開発の経験のあ

ような仕組みやSMS(Stores Management System)と機内インターフェ

る方に議論してもらうのが良いと考えます。

イスやコクピットのコントロールパネルのようなものはついていないのではな
------------------------------------------2009 年 2 月 25 日

人民網日本語版

朝鮮の通信衛星打上げ予告に韓日メディアが注目
朝鮮中央通信によると、「朝鮮宇宙空間技術委員会」報道官は 24

への軍事的脅威と判断する」との声明を発表。李国防相はまた、朝鮮

日、実験通信衛星「光明星 2 号」を打上げると発表。朝鮮は国家宇

は衛星打上げ準備である明確な証拠を示し、打上げ後にも関係情

宙開発展望計画に基づき、第一段階として、通信・資源探査・気象

報を公開すべきとの考えを表明。日本メディアも関連情報を迅速に報

予報など国家経済発展に必要な実用衛星を数年内に打上げ、衛星

道。24 日深夜の時点では、日本政府からの反応や声明はまだない。

運用の正常化を図るとしている。韓国主要メディアは、この声明に注

訪米中の麻生首相とオバマ大統領の初会談でもこの問題を取上げる

目。聯合ニュースによると、韓国李相熹国防相は「それがミサイルであ

と分析するメディアもある。（編集 NA）

れ衛星であれ、両者利用技術は基本的に同じであり、いずれも韓国
http://j.people.com.cn/94474/6600723.html

------------------------------------------2009-02-24 10:35:19

www.chinaview.cn

北朝鮮は衛星をテスト発射予定
DPRK to test-fire satellite
http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/24/content_10883031.htm
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オバマ政権、NASA 予算を増額・前政権の有人月旅行計画を踏襲
オバマ政権は 26 日までに NASA の 2010 年度（2009 年 10 月―2010

万ドル超の裕福層の所得増税、法人税率の引上げ、住宅控除の引

年 9 月）予算を前年比 24 億ドル増の 187 億ドル（約 1 兆 7000 億円）

下げなどの増税で対処。

とする予算教書を議会に提出。今回、オバマ政権が議会に提出した
2010 年度予算教書は総額 3 兆 6000 億ドル（約 324 兆円）にも及ぶ
もので、大統領選を通じ公約として掲げてきてグリーンディール政策によ
る景気刺激策の他に、NASA ミッションを通じた地球温暖化分野科学
研究の推進や、宇宙探査促進なども盛り込んだ。オバマ政権は当初、
前ブッシュ政権が打ち出していた第二の有人月旅行計画を廃棄し、
NASA 予算の縮小を図るのではないか、とも見られていたが、予算増
額とすることが確実となったことを受け、オバマ政権下でもこれまで通り
に有人月旅行計画実現に向けたロケットや宇宙船開発が継続される
ことが確実となった。オバマ政権では積極財政の財源としては年収 25
http://www.technobahn.com/news/200902270816

-------------------------------------------
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NASAの温室効果ガス観測衛星、衛星は南太平洋上に落下
24 日、カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地から「Taurus XL」ロケッ

化炭素などの温室効果ガスが具体的に地球上のどの地点から多く排

トによる打上げが実施されたものの、軌道投入の最終段階で衛星の

出されているのか、温室効果ガスの濃度分布を観測する能力を持つも

ペイロードフェアリング分離に失敗し、打上げは失敗した NASA 温室効

の。地球温暖化対策には不可欠の基礎データを収集するものとして、

果ガス観測衛星「Orbiting Carbon Observatory（OCO）」は南極に

科学界では一刻も早い運用開始を望む声が高かっただけに、打上げ

近い南太平洋上に落下したことが打上げ失敗後に行われた記者会

失敗という予想外の事態に、関係者は落胆を隠せない状況。NASA

見で明らかと。NASA によると、「Taurus XL」ロケットは衛星分離最終

では引続き、打上げ失敗に至った詳細原因調査を進める。

段階まで正常に打上げが実施されたものの、衛星を格納したペイロー
ド・フェアリングが正常に開かず衛星はペイロード・フェアリングに格納され
た状態のままで軌道に投入。ペイロード・フェアリングの分だけ衛星重量
は過大となったため、軌道に乗ることができずに衛星はそのまま弾道軌
道を描き、南極に近い南太平洋上に落下した。「Taurus XL」ロケット
及び、衛星本体ともにオービタル・サイエンシズ（[Orbital Sciences]）社
が製造を担当、この温室効果ガス観測衛星計画に要した費用は 2 億
7800 万ドル（約 270 億円）にも上る。温室効果ガス観測衛星は 2 酸
http://www.technobahn.com/news/200902251938
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打上げに失敗した Taurus ロケットとは？
NASA は 24 日、カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地から「Taurus

スシャトルの固体ロケットブースタの生産メーカとなる ATK ローンチ・シス

XL」を使って温室効果ガス観測衛星「Orbiting Carbon Observatory

テムズ・グループ（旧シオコール）が生産を行っている ICBM「ピースキー

（OCO）」の打上げを実施したが、軌道投入の最終段階で衛星ペイロ

パ」1 段目を使用。2～4 段目は自社の Pegasus ロケット用固体ロケッ

ード・フェアリング分離に失敗し、打上げは失敗。「Taurus XL」はオービ

トブースタを使用している。ロケットは構成により 4 桁の識別名称が付け

タル・サイエンシズ（Orbital Sciences）社が運用する全段固体ロケット

られており、今回失敗したものは「Taurus XL 3110」。頭の 3 は第一段

方式という非常に珍しい方式の固体ロケット。メインエンジンにはスペー

の推力を増加させた XL 仕様。次の 1 はフェアリング・サイズが 63 インチ、

2

以下は 3 段目以降のモータの種別を表わす。4 段目の衛星フェアリング

離ボルトは機構的に単純で、信頼性は高いということもあり、信号が送

（画像下参照）はかなりの重量があるため、衛星フェアリングが切離され

られたのにも関わらず、爆発が起きなかったとは考え難く、状況から判

ると、衛星を積んだ 4 段目部分は自重が軽くなった分だけ加速が付き

断し、ロケット内での分離信号処理に問題が発生という可能性が高そ

「ジャンプ」した状態となる。しかし、今回の打上げでは衛星フェアリング

う。事故原因調査は主に、打上げに際し地上に送られてきたテレメトリ

分離ができなかったため、4 段目の衛星フェアリングはジャンプすることが

データを解析して進められるが、衛星フェアリング分離失敗という予想

できず、重量超過の状態で弾道コースを描いて太平洋上に落下。この

外の事故の発生に、宇宙先進国であるはずの米の威信は大きく傷つ

衛星フェアリングはカーボンファイバ製で、分離ボルト（Explosive Bolt）

いた。日本で同種事故が起きたとすれば、恐らく、墜落した衛星フェアリ

を使って左右が固定されており、地上から信号が送られると分離ボルト

ング回収を試みることになるだろうが、今回、衛星フェアリングは南極に

が爆発を起こし連結部分が分離、左右に外れる形となる。フェアリング

近い南太平洋上に落下した模様で、気象条件等から考えて、回収は

分離は、既に空気抵抗はほとんどない宇宙で実施されること、また、分

難しそう。

http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902252119

------------------------------------------February 23rd, 2009

nasaspaceflight.com

by Chris Bergin

Orbital’s Taurus XL fails during Orbiting Carbon Observatory spacecraft launch

http://www.nasaspaceflight.com/2009/02/orbitals-taurus-xl-launch-orbiting-carbon-observatory/
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米「炭素観測衛星」打上げ失敗
大気中の二酸化炭素を観測する米国初の「炭素観測衛星」が 24 日、

その他の物質を積んだロケット残骸は南極近くの海域に落下。人への

打上げ後に衛星を保護するケースが予定通りにロケットから分離しない

被害はないという。航空宇宙局（NASA）などによると、2 億 7800 万ド

というアクシデントに見舞われ、打上げは失敗した。大量の有毒燃料と

ルかけて開発されたこの衛星は太平洋時間 24 日午前 1 時 55 分（北

3

京時間の午後 5 時 55 分）、カリフォルニア州のバンデンバーグ空軍基
地からロケット「トーラス」で打上げられ、ロケット点火から第一、二、三
段階の分離は順調に進んだものの、打上げから約 15 分後 NASA はケ
ースがロケットから分離できないという情報を明らかにした。各メディアに
よると、「炭素観測衛星」の主任務は大気中の二酸化炭素の濃度分
布図を作成し、気候変動の研究により多くの科学的根拠を提供する
ことが期待されていた。NASA によると、この衛星は重さ 400kg で、高度
600km の軌道を飛行し、16 日ごとに約 800 万の地球の二酸化炭素の
正確な測量データを収集できるという。（編集 KA）
http://j.people.com.cn/95952/6600615.html

英語版： http://news.xinhuanet.com/english/2009-02/25/content_10888821.htm
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Technobahn

英政府、国産ロケット開発でバージンギャラクティク社との提携を検討
英 政 府 が 国 産 ロ ケ ッ ト 開 発 で 英 バ ー ジ ン ・ ギ ャ ラ ク テ ィ ク （ Virgin

ールド・コンポジッツ社では既に「WhiteKnightTwo」の開発を終え、現

Galactic）社に対し資金提供を行う方向で本格的検討段階に入った

在は飛行試験を実施中。両社は有人宇宙船「SpaceShip One」を使

ことが 19 日までに明らかと。仮に決定した場合、英政府はバージン・ギ

った空中発射型ロケットの実績もあり、実現可能性は高く、また極めて

ャラクティク社を通じ国産ロケット開発、打上げ運用を行う見通し。英

低予算で開発を進めることができると見られている。この空中発射型ロ

政府は独自の宇宙機関「英国立宇宙センタ（British National Space

ケットシステム、実用化された際には「SpaceShip Three」と命名されて、

Centre）」を有しているが、職員数は 50 名程度と少なく、独自の宇宙

主に科学衛星などマイクロ衛星の打上げ用に予定。

開発計画はほとんど行っていない。また、別に政府予算から欧州宇宙
機関（ESA）に資金供与も行っているが、資金分担率は ESA 加盟国
の中でも最低水準で、サッチャ政権で行われた政策転換以降は、国
を挙げての宇宙開発には消極的な姿勢を示してきた。バージン・ギャラ
クティク社が提案中の資料によれば、新国産ロケットは低軌道に 200kg
の物資を投入可能な小型ロケット。専用射場はもたず、バージン・ギャ
ラクティク社とスケールド・コンポジッツ社が宇宙観光旅行用に開発中の
有人宇宙船用母船「WhiteKnightTwo」に釣り下げ空中で離脱、発
射されるというオービタル・サイエンス社のペガサスロケットと似た方式の
空中発射型小型ロケットとなる見通し。バージン・ギャラクティク社とスケ
http://www.technobahn.com/news/200902261913
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ESA、ATV2 号機を「ヨハネス・ケプラー」と命名
欧州宇宙機関（ESA）は、2010 年の打上げを予定している補給機 2

Verne）」と命名されていた。

号機の（ATV-002）名称を 17 世紀に活躍したドイツ人天文学者にち
なんで「ヨハネス・ケプラー（Johannes Kepler）」と命名することを決定。
2008 年 3 月 9 日に打上げられ、国際宇宙ステーション（ISS）における
5 ヶ月間に渡るミッションを遂行した上で、2008 年 9 月 29 日に太平洋
上に破壊的再突入を行い焼却処理された ATV1 号機（ATV-001）は
19 世紀のフランス人 SF 作家にちなんで「ジュール・ベルヌ（Jules
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902201631
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中国、ユーテルサットの商用通信衛星の打上げ受注に成功
中国がユーテルサット（Eutelsat）の通信衛星の打上げ受注をしたこと

サットの衛星はこれまで ESA のロケットで打上げていた。

が 25 日、米ウォールストリート・ジャーナル紙報道により明らかと。ユーテ
ルサットは欧州、アフリカ、中東を対象とした商業通信サービス提供を
行っている衛星通信会社。米は「国際武器取引規制（ITAR）」で米
国製部品を使って製造された衛星を中国ロケットを使って打上げること
は禁じているが、今回、中国が打上げ受注に成功したユーテルサットの
商用通信衛星は米国以外の部品を使って製造を行い、中国での打
上げを可能とした。中国がユーテルサットの衛星打上げ受注したことは
既に、米議会では波紋を呼んでおり、米ロケットの国際競争力を維持
するため ITAR の規制緩和を行うべきとする声も上がっている。ユーテル
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902262114
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中国 2013 年に探査機の月面軟着陸目指す
月探査衛星｢嫦娥一号｣総設計師・葉培建氏は 2 日、中国無人月

衛星として、軌道・観測制御・軟着陸など 5 分野の基盤技術の検証

探査第 2 期計画として進められている｢嫦娥三号｣打上げが遅くとも

を行い、第 2 期計画の技術的リスクを引下げる。同時に、月への科学

2013 年に行われることを明らかに。月面軟着陸と巡行探査の任務が

探査を深めるため、嫦娥 2 号には解像度が 120m だった嫦娥 1 号を

課せられている。新華社伝。葉培建氏は、中国月探査計画は 3 段階

上回る解像度 10m のカメラを搭載。嫦娥四号は、嫦娥三号を基盤に

で進めていくと紹介。嫦娥一号は 3 月 1 日に月面への衝突に成功し、

改良が施されるが、宇宙空間における飛行時間は数ヶ月と、比較的

第 1 期計画は円満に終了。第 2 期計画では探査機を月面に軟着陸

短い。第 2 期計画は 2017 年までに終了見通し。月探査計画の進展

させ、月面実地観測を実現する。嫦娥二号は遅くとも 2011 年、三号

はロケット開発と密接な関係にある。第 2 期計画では現在開発中の

は 2013 年打上げ予定。そして嫦娥三号には主に月面への軟着陸と

長征 5 号ロケットが使用される予定。「第 3 期計画の段階になると、大

巡回探査の任務が課せられている。第 1 期計画のバックアップ衛星に

型ロケットよりも積載量がさらに大きい重型ロケットが必要」と葉培建氏

対して技術的な改造を加えたのが嫦娥二号で、第 2 期計画の先導

は話す。（編集 KA）

http://j.people.com.cn/95952/6604998.html
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嫦娥一号衛星 月面への衝突に成功
「嫦娥一号」衛星が 3 月 1 日 16 時 13 分、コントロール下で月面への

蓄積を増やすこととした。「嫦娥一号」衛星の月面衝突について欧陽

衝突に成功。最終確認によると、嫦娥一号の衝突地点は東経 52 度

自遠院士は以前に「月面衝突は国際的な宇宙分野で月探査衛星

36 分、南緯 1 度 5 分の位置。「嫦娥一号」衛星は 2007 年 10 月 24

の『ミッション』終了の際に採用される一般的方法」と述べている。また

日に打上げ、設計寿命は 1 年。「嫦娥一号」衛星の作動状態が良好

「探査衛星が燃料切れから月面に落下するよりは、月面への衝突を

で燃料が十分なことを踏まえ、関係方面は衛星の利用価値を十分に

選び、人類が月球を理解するためのデータの蓄積を増やす方がよい」と

拡大し、軌道関連のテストを行って今後の月球探査のための技術的

している。（編集 YH）

5

月面衝突の瞬間のシミュレーション図
http://j.people.com.cn/95952/6604051.html

http://j.people.com.cn/96160/6604067.html
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「嫦娥一号」任務終え月に衝突 3Ｄ映像による解説
任務を終えた月探査衛星「嫦娥一号」は 1 日午後 4 時 13 分 10 秒、

表面（東経 52.36 度、南緯 1.50 度）の「豊かの海」と呼ばれるエリアに

北京宇宙飛行中心の技術スタッフらの正確なコントロールにより、月の

衝突。中国の月探査 1 期プロジェクトは円満に終了。（編集ＳＮ）

http://j.people.com.cn/95952/6604036.html

------------------------------------------2009 年 2 月 27 日

人民網日本語版

中国軍需企業 国内外で経営管理者募集
中国航空工業集団は 26 日北京で、グループ傘下の 12 の子会社と

者を国内外で公募予定。軍需企業の機密保護をいかに行っていくか

事業部、研究院の副総経理（副院長）13 人を国内外から募集すると

について、高建設氏は、「国の法律法規を厳格に遵守し、国家の利

発表。担当者によると、中国軍需企業が「ベール」を脱ぐのは今回が

益に決して損害を出さないと保障した上で、外国籍の人であろうと、中

初で、国籍や人種を問わず、国内外から経営管理者を公募。今回の

国人であろうと個別の対策を講じ、機密保護に向けた作業を確実に

公募担当の同社、高建設・副総経理は、世界経済産業チェーンや地

実行していく」と話す。中国航空工業第一集団と中国航空工業第二

域発展経済圏に加わり国際的な開拓を進め、年収 1 兆元を目指す

集団が合併して設立された中国航空工業集団には中国航空製造

ため、各種産業のニーズを融合できる国際的でプロフェッショナルな経

業の核心が集まっている。この新集団は国防事務、輸送機、発動機、

営者を多く必要としていると話した。今回の公募活動では、国際的に

ヘリ、航空機搭載設備とシステム、マルチロール機、航空研究、飛行

一流人材であることを基準とし、世界最先端の経営理念や総合的な

実験、貿易・物流、資産管理の十大産業を手がけ、傘下に 200 の子

資質と能力をもつ、各ポストに見合ったハイレベル経営管理者を採用

会社、20 以上の上場企業があり、総資産は 2900 億元以上、従業員

していく方針。中国航空工業集団は経営管理をはじめ、生産管理、

は 40 万人近くにのぼる。(編集 KA)

市場販売、技術研究開発、資本運営など様々な分野の経営管理
http://j.people.com.cn/94475/6602491.html

------------------------------------------2009 年 2 月 26 日

人民網日本語版

またも衛星信号中断事故 今月 2 回目
キン諾 1 号衛星に 25 日午前 7 時頃故障が発生、信号中断が数時

上局の担当者は同日、今回故障が発生したのはキン諾 1 号であり、

間続き、中国国内の多くのメディア・通信会社が影響を受けた。今回

同社が衛星メーカと連絡を取り、故障原因を調査中と述べた。地上

の事故は今月に入り 2 回目の衛星信号中断事故。中国大陸部で唯

局担当者によると、検査および遠隔操作の結果、衛星信号は同日

一の衛星事業企業である中国直播衛星有限公司の担当者が 25 日

午後 3 時頃に回復、一部メディアの情報送信が正常に回復。（編集

午後、同社が管理する衛星のうち 1 機の故障を報告、同衛星は自動

HT）

的に安全モードに入り、衛星上の全ての中継器を自動閉鎖。同社地

6

http://j.people.com.cn/94475/6601686.html

------------------------------------------2009 年 2 月 26 日

人民網日本語版

月探査研究開発プロジェクト、民間開放へ
中国の月探査研究開発プロジェクトが今後民間にも開放され、市場

学技術集団公司宇航部はこのほど共同で、月探査プロジェクト技術

競争が導入される。月探査プロジェクトのうち、市場競争が優先される

交流会を開催、月探査 2 期プロジェクト探査機システム専門家が国

プロジェクトについては、今後入札方式により研究開発機構を確定す

内 30 校以上の重点大学から参加した 130 人余りの専門家と、90 件

る。現在進められている月探査 2 期プロジェクト、および探査機システ

以上の研究項目につき交流を行った。交流を通じ、大学側は月探査

ムに関して研究が必要とされる、着陸機・巡視探査機関連の重点技

プロジェクト研究開発機構に対する関連技術に関する要求と需要を

術 90 件あまりにつき、民間機構との協力が急務となっている。「光明

把握した一方、プロジェクト研究開発部門側は国内大学の備える能

日報」伝。 国防科学技術工業局月探査・航空宇宙プロジェクト・セ

力および関連技術の掌握レベルについて理解。（編集 HT）

ンタは、教育部科学技術司、工業・情報化部科学技術司、航天科
http://j.people.com.cn/95952/6601672.html

------------------------------------------2009 年 2 月 24 日

人民網日本語版

中国の衛星データ 豪の森林火災消火に貢献
駐豪州中国大使館の報道官は 19 日、豪ビクトリア州で今月 7 日発

たり貴重な衛星データを提供しており、豪州側の効果的な消火活動

生した森林火災を受け、豪州関連当局の要請に基づき、中国国家

に貢献。（編集 HT）

減災センタが豪州側に提供した衛星観測データが、速やかな消火活
動に大きな貢献を果たしたと述べた。
報道官によると、豪州は現在環境災害支援衛星を保有していないこ
とから、森林大火災が数十カ所に延焼した後、豪州側の要請を受け、
中国国家減災センタ、中国科学院対地観測デジタル地球科学セン
タ、中国資源衛星データ応用センタなどの科学者および技術者がただ
ちに中国が保有する衛星を調整し、昼夜を問わずデータ収集を行い、
豪州側に対し速やかに火災現場に関する大量の高精度衛星画像デ
ータおよび分析資料を提供、豪州側の消火活動に貴重な貢献を果
たした。17 日現在、中国国家減災センタは豪州側に対し計 5 回にわ
http://j.people.com.cn/94475/6599777.html

------------------------------------------2009/2/26 20:24 -

Technobahn

オーストラリア政府機関、印刷機で太陽電池セルを印刷する新生産方式を確立
豪州連邦科学産業研究機構（CSIRO）の研究グループが、豪で紙幣

住宅用建材として耐久性を持ち、印刷によって大量生産可能な太陽

印刷機を用い太陽電池セルを印刷するという、太陽電池セルの新生

電池セル新生産方式を確立に成功した。この方式の場合、1 日あたり

産方式の開発に成功したことが同機構発表により明らかと。この研究

100km 分の太陽電池セルの印刷生産が可能となり、生産効率を大

開 発 に 成 功 し た の は CSIRO 未 来 製 造 研 究 グ ル ー プ （ Future

幅に高めることが可能。また、セルには柔軟性のあるポリマ素材が用い

Manufacturing Flagship）を率いるゲリー・ウィルソン（Gerry Wilson）博

られ、既存住宅での設置にも柔軟性があり、従来型太陽電池セルの

士を中心とする研究グループ。研究グループは豪州の紙幣は厳密には

欠点が大幅に改善された。研究グループでは太陽電池のエネルギー

紙ではなく、化学繊維の一種のポリプロピレン (polypropylene) を使っ

変換効率を 10％前後にまで向上させ、この生産方式実用化を図る。

ていることに着目、素材となるポリマに太陽電池セルを紙幣印刷機を
使って印刷できないか、研究に着手。その上で太陽電池大手 BP ソー
ラおよび建設資材大手ブルースコープ・スチールの協力を得ることで、
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http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200902262024

------------------------------------------2009/2/27 07:56 -

Technobahn

使わなければ蘇る不思議な乾電池
一見すると何の変哲もないこの乾電池、ノルウェーKnut Karlsen さんが

Karlsen さんによると、使用した太陽電池セルの発電仕様上は実用上、

実験目的で作った太陽電池で再充電可能な乾電池。古いニッケル水

問題なく再充電ができるはずと述べているが、今のところ自宅周囲は雪

素電池（NiMH）の周りに太陽電池セルを巻き付け、日の当たる所に放

が降っていて試せないでいると述べている。 確かに、面白いアイデアな

置しておけば、太陽電池で再充電ができるというアイデア。もちろん、電

のだが、これで本当に充電ができるか？続報が楽しみ。

池として使用中に電流が逆流しないようなメカニズムを組込んでいる。

http://www.technobahn.com/news/200902270756

------------------------------------------2009/2/24 16:35 -

Technobahn

米連邦政府の関連サイトに侵入者、ウィルス汚染で閉鎖の事態に
米連邦政府職員が出張旅行を行う際に利用が義務づけられている

企業ノースロップ・グラマンということもあり、一部ではハッキング手段は相

政府機関専門旅行サイト「GovTrip.com」に何者かが侵入し、連邦

当に巧妙だったのではないか、といった声もでている。今のところ侵入犯

職員がサイトにアクセスすると連邦職員 PC にウィルスが感染するように

が誰なのか、特定には至っていないが、関係者によるとサイト改ざんは

仕組まれていたことが明らかと。これまでのところ、サイト改ざんは今月

台湾からハーバード大学のネットワークを通じ行われたとしている。

11 日頃に行われた模様。連邦政府の方では 11 から 12 日にかけてサ
イト改ざんに気づき、サイト利用を中止すると共に、サイト運用元のノー
スロップ・グラマンに通報し、サイトの一時閉鎖を実施した。 911 同時
多発テロ事件以降、米連邦政府関連サイトは厳しいセキュリティ・チェ
ックの対象となったが、今回の侵入が明らかとなったサイトは、米連邦政
府が管理していたものではなく、外部企業に運営委託していたもの。し
かし、外部企業といってもサイト運営を担当していたのは米大手軍需
http://www.technobahn.com/news/200902241635

------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report
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Office of Management and Budget Fiscal 2010 Budget Request (抜粋)
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NASA (National Aeronautics and Space Administration)

Discretionary budget authority in billions of dollars

Source: Office of Management and Budget

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

Mar 2, 2009

Donley 空軍長官は Gates 長官と同様、新政権で留任
Donley Being Retained As Air Force Secretary
USAF HOLDOVER: The Barack Obama White House is retaining

Defense Secretary Gates, who w...

another senior political appointee at the Pentagon, along with

予算プレビューで F-22 の行方の手がかりなし
No Clues To F-22 Fate In Budget Preview
OBAMA DILEMMA: So far there are no clues in the fiscal 2010

official says. Planning is...

defense budget about the F-22 program, a senior U.S. Air Force

英国防衛研究計画は無人システムに力点
U.K. Defense Research Plan Emphasizes Unmanned Systems
PLANNING ASSUMPTIONS: The unclassified version of the

intended to provide industry with...

British Defense Ministry's new Defense Technology Plan (DTP) -

Avic 中国航空工業集団公司は海外からの経営者を求めている
Avic Looks For Foreign Executives
HELP WANTED: Chinese aerospace conglomerate Avic is seeking

global aircraft builder. Fo...

foreign executives as its next step toward becoming a top-tier

ESA は次の ISS への貨物輸送ビークルを Johannes Kepler と命名
ESA Names Its Next Cargo Ship Johannes Kepler
ATV NAMED: Workers at EADS Astrium in Bremen, Germany,

Transfer Vehicle (ATV) for its la...

and elsewhere are hard at work preparing the second Automated

豪州は EA-18 電子攻撃機の派生型を求める

9

Australia Seeks Growler EA Fighter Variants
The Royal Australian Air Force could be the first non-U.S.

aircraft under a deal announced...

military service to operate EA-18 Growler electronic attack

NASA は Kepler 惑星ファインダの打上げ 1 日遅れ
NASA Slips Launch of Kepler Planet-Finder One Day
NASA has slipped the launch of the Kepler observatory for

Canaveral Air Force Station, Fla....

finding Earth-like planets by one day to March 6 at Cape

国防総省はアフガニスタンへの代替供給ルートを探索
Pentagon Exploring Alternate Afghanistan Supply Routes
Pentagon planners are looking at alternatives to overland routes

of the U.S. Transport...

through Pakistan to supply U.S. troops in Afghanistan, the head

F-22 は最終的に中東での訓練に参加するかもしれず
F-22 May Finally Take Part In Middle East Exercise
SANDY RAPTOR: U.S. Air Force Lt. Gen Gary North, combined

wants to get the F-22 there for...

air operations center commander in the Middle East, says he

インドは防衛技術の商業化に動く
India Moves To Commercialize Defense Technologies
NEW DELHI India's Defense Research and Development

Indian defense ministry – is moving...

Organization (DRDO) - the research and development arm of the
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Feb 27, 2009

オバマ政権の防衛予算は精査を正面中央に据える予定
Obama Defense Budget To Place Scrutiny Front and Center
The Obama administration will move toward forcing all

congressionally authorized lawmaking...

non-warfighting related defense spending under the regular,

余分の Ares のテストが NASA の経済刺激予算のための候補に
Extra Ares Test A Candidate For NASA Stimulus Spending
Managers at NASA are pulling together options for spending the

for human exploration un...

roughly $400 million in extra funds that have become available

LRO/LCROSS 月ミッションが 5 月 20-24 の打上げの計画
LRO/LCROSS Missions Slated For May 20-24 Liftoff
NASA has targeted a launch window of May 20-24 for the Lunar

impacter on an United Launch Alli...

Reconnaissance Orbiter and piggybacked the LCROSS lunar

NASA、シャトル・ミッション再延期
NASA Slips Shuttle Mission Again
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SHUTTLE SLIP: NASA may try to launch the space shuttle

pending progress on an evaluation of...

Discovery to the International Space Station on March 12,

ロッキード・マーチンは STOVL F-35B 2 号機の飛行を行う
Lockheed Martin Flies Second STOVL F-35B
TWO'S

COMPANY:

The

second

known as BF-2, made its first flight from Lockheed Martin's F...

short-takeoff-and-vertical-landing F-35B Joint Strike Fighter,

議員はミサイル防衛の試験の適切性を論じる
Lawmakers Debate Adequacy Of Missile Defense Testing
The

U.S.

Missile

Defense

Agency's

(MDA)

tests

of

a

but the head of DOD's test and eva...

ground-based ballistic missile interceptor system have improved,

インドは有人宇宙飛行の予算を待望
India Awaits Funds For Human Spaceflight
NEW DELHI - A $2.5 billion plan to prepare and launch a human

before the program can ta...

spaceflight mission is awaiting India's union cabinet approval

ロッキード・マーチンは VUIT 無人機インオペ・チーミングをキットの形態で提供する
Lockheed Martin Offers VUIT Technology In Kit Form

from Unmanned Aircraft Systems for Interoperability Teaming

FT. LAUDERDALE, Fla. - Lockheed Martin is offering its Video

(VUIT) program as an add-on k...

陸上打上げ Zenit は Telsat 11N を軌道投入
Land Launch Zenit Sends Telsat 11N To Orbit
LAND LAUNCHED: Telesat's Telstar 11N communications

Ocean following launch Feb. 26...

platform is en route to its operational position over the Atlantic
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Feb 26, 2009

FY 2009: Comparative Testing Office New Projects (宇宙関連のみ抜粋)

Defense Acquisition Challenge (DAC) and Foreign Comparative Testing (FCT) Programs
Defense Intelligence Agency (DIA) FCT:

[編注] 米軍は毎年、海外のシステムを自国のシステムと技術比較する予算を持ち評価を実施している。

COSMO SkyMed Constellation Evaluation – Italy
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Feb 26, 2009

オバマ政権はブッシュ政権の月探査計画を継続遂行
Obama Will Stick With Bush Moon Plan
The fiscal 2010 NASA budget outline to be released by the

out-year figure proposed in the...

Obama Administration Feb. 26 adds almost $700 million to the

キルギスの Manta 空軍基地から米軍撤退予定 （キルギスとロシアの接近で、対米政策に変更）
Manta Air Base To Be Evacuated
commander of the 12th Air Fo...

LEAVING MANTA: U.S. officials are preparing to evacuate Manta
Air Base, Ecuador, by July, says USAF Lt. Gen. Norman Seip,

11

ILS 社の Proton が AsiaSat 5 を今夏打上げ予定
Proton To Boost AsiaSat 5 This Summer
An International Launch Services Proton will boost AsiaSat 5

the companies announced....

into orbit from Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan this summer,

多国籍のレーダ・プログラムが麻薬の取引を取締ることを目指す
Multinational Radar Program Aimed At Countering Drug Traffic
MIAMI - U.S. officials are crafting a plan to cooperatively help

and, eventually, moderniz...

Central American nations and the Dominican Republic network

ロッキード・マーチンは STOVL F-35B

2 号機の飛行を行う

Lockheed Martin flies second Stovl F-35B
TWO'S COMPANY: The second short takeoff and vertical landing

flight from Lockheed Ma...

(Stovl) F-35B Joint Strike Fighter, aircraft BF-2, made its first
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

(上位のみ抜粋)

Feb 25, 2009

2008 Pentagon
Fixed-Wing Aircraft Expenses
Contractor
Lockheed Martin
Boeing
Bell Boeing Joint Project
Northrop Grumman
Hawker Beechcraft Corporation
L-3 Communications
AAI Corp
Rockwell Collins
Gulfstream
General Atomics Aeronautical
Alliant Lake City Small Caliber
Ammunition Company LLC
Aerovironment, Inc
The Cessna Aircraft Company (5256)
PMI
Raytheon
Flir Systems-Boston, Inc

Number Of
Total Amount Of Average Per
Contracts Or Contracts And
Contract Or
Modifications
Modifications
Modification
506
543
93
298
47
25
20
37
47
19
12

$7,866,956,899
$6,419,761,464
$2,103,150,994
$847,118,303
$756,482,921
$206,177,893
$145,206,336
$112,617,390
$50,504,197
$41,484,714
$33,356,248

$15,547,346
$11,822,765
$22,614,527
$2,842,679
$16,095,381
$8,247,116
$7,260,317
$3,043,713
$1,074,557
$2,183,406
$2,779,687

26
12
2
21
20

$27,547,418
$23,666,891
$10,950,664
$7,508,636
$5,409,536

$1,059,516
$1,972,241
$5,475,332
$357,554
$270,477

Source: Aerospace Daily Analysis Of Data Supplied By The National Institute For Computer-Assisted Reporting

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

Feb 25, 2009

国防省予算の割合低下につれ、固定翼の航空機の価格も下がる
Fixed-wing Aircraft Costs Shrinking As Percentage Of DOD Spending
Fixed-wing spending accounted for 14 percent of the top 21

in 2007 and 22 percent in 2001.

Defense Department expenses in 2008, compared to 16 percent

12

ロケット・フェアリング事故が NASA の炭酸ガス観測ミッションを致命的に
Rocket Fairing Failure Dooms NASA Carbon Monitoring Mission
NASA’s first mission to monitor the effects of humanity’s input

the payload fairing on...

of greenhouse gas-causing carbon dioxide was lost Feb. 24 when

北朝鮮はミサイル打上げの意図を発表
North Korea Announces Missile Launch Intention
FUELING TENSIONS: North Korea said it is looking to launch a

warnings from U.S. and Sou...

supposed “communications satellite” for space research despite

Ashton Carter が国防省の調達の責任者に指名された
Ashton Carter Nominated To Become DOD Acquisition Czar
President Barack Obama is nominating Ashton Carter to be the

logistics....

next undersecretary of defense for acquisition, technology and

SpaceX は PICA アブレータ（耐熱）材料を検証
SpaceX Qualifies Its PICA Ablator Material
Space Exploration Technologies (SpaceX) will be able to shield

Impregnated Carbon Ablator (PICA...

its planned Dragon space capsule with its own Phenolic
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Feb 24, 2009

次期シャトルフライトは 4 月までずれ込むかも
Next Shuttle Flight Could Slip Until April
NASA managers are assessing the danger if a tiny space shuttle

gaseous hydrogen in the...

engine valve were to crack and cause a leak of highly flammable

米のイスラエルへの JSF 売却はもっと複雑化
U.S. JSF Sales to Israel Getting More Complicated
Selling Lockheed Martin's F-35 Joint Strike Fighter (JSF) to

the most difficult fundin...

Israel continues to be an uncertainty-plagued proposition, with

豪は米でのレッドフラグ空戦訓練演習に参加する
Australians Gear Up for Red Flag Air Combat Training Exercise
FLYING THE FLAG: The Royal Australian Air Force (RAAF) says its aircraft
and personnel are preparing to deploy to Nellis Air Force Base, Nev.,
for the...

米 JSOC(Joint Space Operation Center)は衛星衝突のデブリ 700 片を追尾
Trackers Following 700 Pieces Of Debris From Satellite Smashup
SATELLITE DEBRIS: The Joint Space Operations Center is now

collision of a decommissione...

tracking about 700 pieces of debris resulting from the Feb. 10
-------------------------------------------
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ボーイングは多任務エアボーン・レーザ・スタディ結果を説明
Boeing briefs multi-role Airborne Laser study results
LIGHT WORK: Boeing is briefing defense officials on the initial

747-based Airborne...

results of internally funded studies into expanding the role of the

オービタル社とボール社は 2009 年の売上げ増加見込めぬ
Orbital, Ball Predict No Growth in 2009
MANAGING EXPECTATIONS: Orbital Sciences Corp. and Ball

expected downturn in U.S. governme...

Aerospace both predict growth in 2009 will be impacted by an

NASA は月表面システム・ワークショップの日程を計画
NASA Schedules Lunar Surface Systems Workshop
MOON TALK: NASA and the Space Enterprise Council will hold a

and robotic exploration on the...

workshop on lunar surface system concepts to support human

米は原子炉は航空機の衝突に耐える必要があると述べる
U.S. Says Reactors Must Withstand Aircraft
NO RELEASE: Any new U.S. nuclear power reactor will have to

Regulatory Commission (NRC...

be designed to withstand the impact of an airliner. The Nuclear

アストリウムはアフガニスタンでの仏 UAV をサポートする
Astrium Supports French UAVs in Afghanistan
UAV COMMS: Astrium Services will supply Ku-band up- and
–downlink

bandwidth

for

France's

SIDM

long-endurance unmanned aerial vehicles...

medium-altitude

Aero Vodochody 社はポーランドの Swidnik 社を買収交渉中
Aero Vodochody Negotiating To Take Over Swidnik
IN NEGOTIATIONS: Aero Vodochody says it is the sole

maker Swidnik. Both companies are m...

remaining bidder in the running to take over Polish helicopter

Sirius XM 社への倒産回避の資金提供が買収合戦に向う可能性
Sirius XM Rescue Opens Door To Possible Bidding War
BANKRUPTCY AVERTED: Liberty Media's $530-million rescue

satellite radio provider to c...

last week to help Sirius XM avoid bankruptcy leaves room for the

ESA の地球観測 2 号機 SMOS ミッションは Rockot を使った打上げ OK
SMOS Mission Deemed OK on Rockot
A GO: The European Space Agency says it has been assured by

ESA's second Earth Explorer,...

Eurockot that the Rockot launch vehicle will be able to orbit

新政権は旧政権と同様、得体の知れない北朝鮮に四苦八苦
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New Washington Struggles Like Old with Enigmatic North Korea
READING KOREA: Washington may be full of new leaders and

changed and neither has its stan...

new policies, but its mystification with North Korea has not

Ares I-X の Frustum 錐台部分がケネディ宇宙センタに到着
Frustum For Ares I-X Arrives At Kennedy
PIECE BY PIECE: The last newly manufactured section of the

Facility of NASA's Kennedy S...

Ares I-X test rocket arrived at the Assembly and Refurbishment

アラバマの企業が J-2X の高度シミュレータを製作予定
Alabama Firm Will Build Altitude Simulator for J-2X
A Mobile, Ala., firm will install a test cell diffuser on the new A3

high-altitude tests...

test stand at NASA's Stennis Space Center to permit simulated

F-22 に関しオバマ大統領の決断がせまる
Presidential Decision Looming For F-22
On the eve of a major Washington decision on the fate of

Lockheed Advisor Loren Thompson...

Lockheed Martin's F-22 Raptor, Lexington Insitute Analyst and

国防総省は「エレクトロニクスを撃つマイクロ波」を含め JCTD(技術能力実証)の 15 計画を公表
Pentagon Unveils JCTDs, Including Microwaves To Hit Electronics
The Defense Department will pursue 15 Joint Capability

and five rolling starts, for fisc...

Technology Demonstrations (JCTDs), including seven new-starts

ノースロップの経営首脳はさらにサイバー・レンジ(サイバー戦演習場)の開発を要求
Northrop Exec Calls For More Cyber Range Development
BITING NEED: The U.S. Air Force estimates that an unidentified

information from unclassified mil...

foreign government has "stolen" 10 to 20 terabytes of

Spacehab、社名を Astrotech に変更
Spacehab Changes Its Name To Astrotech
Spacehab Inc., which made its name renting pressurized cargo

name to Astrotech Corp....

modules to NASA for space shuttle missions, is changing its
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report
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シャトル・フライトと ISS 組立

Launch
Target

Ass’y
Flight

Launch
Vehicle

No earlier than
Feb. 27, 2009

15A

Discovery STS-119

May 12, 2009

NA

Atlantis STS-125
(HST-SM4)

May 15, 2009

2J/A

Endeavour STS-127

Space Shuttle Flights and ISS Assembly Sequence

Element(s)
･ Fourth starboard truss segment (ITS S6)
･ Fourth set of solar arrays and batteries
N/A
･ Kibo Japanese Experiment Module Exposed Facility (JEM EF)
･ Kibo Japanese Experiment Logistics Module Exposed Section (ELM ES)
･ Integrated Cargo Carrier (ICC)

15

Establish Six Person Crew Capability
Aug. 6, 2009

17A

Atlantis STS-128

5R

Russian Soyuz

HTV-1

H-IIB

Nov. 12, 2009

ULF3

Discovery STS-129

Dec. 10, 2009

20A

Endeavor STS-130

Feb. 11, 2010

19A

Atlantis STS-131

Apr. 8, 2010

*ULF4

Discovery STS-132

May 31, 2010

*ULF5

Endeavour STS-133

Targeted for
Dec. 2011

3R

Russian Proton

Targeted for
Aug. 2009
Targeted for
Sept. 2009

･ Multi-Purpose Logistics Module (MPLM)
･ Lightweight Multi-Purpose Experiment Support Structure Carrier(LMC)
･ Mini Research Module 2 (MRM2)
･ Japanese H-II Transfer Vehicle
･
･
･
･
･
･
･
･
･
･

EXPRESS Logistics Carrier 1 (ELC1)
EXPRESS Logistics Carrier 2 (ELC2)
Node 3 ･ Cupola
Multi-Purpose Logistics Module (MPLM)
Lightweight Multi-Purpose Experiment Support Structure Carrier(LMC)
Integrated Cargo Carrier (ICC)
Mini Research Module (MRM1)
EXPRESS Logistics Carrier 3 (ELC3)
EXPRESS Logistics Carrier 4 (ELC4)
Multipurpose Laboratory Module with European Robotic Arm(ERA)
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米海軍は無人機の空中給油用のスタビライズド・ドローグ（給油先端部のコンポーネント）を所望
Navy Wants Stabilized Drogue For Unmanned Aircraft Refueling
The U.S. Navy is dusting off its interest in improving its

demonstrate an actively stabilized...

probe-and-drogue aerial refueling method, with plans to

Kepler 惑星探索ミッションが打上げパッドに到着
Kepler Planet-finding Mission Arrives At Launch Pad
Kepler, NASA's wide-field, planet-hunting orbiting observatory,

Feb. 19 in preparation for...

was moved to Pad 17 at the Cape Canaveral Air Force Station

ノースロップは GPS 地上セグメントのシステム設計審査を完了
Northrop Completes System Design Review for GPS Ground Segment
GPS OCX: Northrop Grumman announced it has completed a

Next Generation Operational Contro...

system design review for the Global Positioning System (GPS)

スコットランドの企業が火事見張りの衛星コンステレーションで投資家を募る
Scottish Firm Fundraising For Fire-watch Constellation
Clyde Space, a Glasgow-based firm specializing in components

constellation of tiny satellites...

for cubesats and other small spacecraft, is at work on a

Sukhoi スホイ社は Su-35 テストは予定通りに進んでいると述べる
Sukhoi Says Su-35 Trials on Track
Sukhoi is reporting its Su-35 multirole fighter test program is on

first year of test...

schedule, with 87 flights performed by two prototypes during the

米 ONR 海軍研究局は BAE とレールガンの契約を結ぶ
U.S. Office Of Naval Research Awards BAE Railgun Contract

16

RAILGUN PROTOTYPE: The U.S. Office of Naval Research has

advanced electromagnetic railgun for...

awarded BAE Systems a $21 million contract to develop an

仏の NATO への復帰は承認される見込み
French Return To NATO Likely To Be Approved
PARIS - French legislators say that despite deep misgivings

integrated command structure, they...

about President Nicolas Sarkozy's plan to rejoin NATO's

豪州は防衛調達の企業専門家を求める
Australia Searches for Industrial Expert for Defense Acquisitions
NOW HIRING: The Australian parliamentary secretary for defense

"commercial director" fo...

procurement, Greg Combet, says the government is looking for a

次世代自動生体認証システムが到来
Next Generation Automated Biometric Identification System Coming
BIOMETRIC BRIEFING: The Pentagon is unveiling the Next
Generation

Automated

Biometric

Identification

(NG-ABIS), which will include "multimodal...

System

フェルミ・ガンマ線宇宙望遠鏡がもっとも強力なガンマ線バーストを観測
Fermi Spies Most Powerful Recorded Gamma-Ray Burst
BIG BURST: NASA's Fermi Gamma Ray Space Telescope has

witnessed. The explosion, designate...

imaged a gamma-ray burst with the greatest total energy ever
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report
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木星の衛星へのミッションで NASA と ESA は協力
NASA, ESA Join Forces On Mission To Jovian Moons
NASA and the European Space Agency (ESA) have agreed to

separate U.S. and European spacecra...

jointly pursue a new outer planets mission that would send

国防省は C2 コマンド&コントロールのプログラム開発で失敗を報告
DOD DOT&E Reports Faults In Development Of C2 Programs
Two key command and control (C2) systems being developed by

polishing, according to a re...

the U.S. Marine Corps and Air Force still need quite a bit of

Sicral 1b 打上げ再度遅れ、Sicral 2 の仕様最終版に近づく
Sicral 1b Launch Deferred Again As Sicral 2 Nears Finalization
Sea Launch has postponed the launch of Italy's Sicral 1b military

unspecified payload issues....

communications satellite until further notice because of

インドの防衛予算増加で企業に活気
Indian Defense Budget Hike Brings Little Cheer To Contractors
NEW DELHI India will increase its defense spending by about 24

percent percent to $28.9 billion for its fiscal year starting in April,
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according to t...

UAE アラブ首長国のブロードバンド衛星の企業が形成されつつある
UAE Broadband Satellite Venture Forming
SMARTSAT: A Jordanian Internet service provider, SmartLink,

company in the United Arab Emirate...

and an unnamed Kuwaiti investment firm plan to create a

ロッキードは 37 の国々に$37B の企業支援を行っていると主張
Lockheed Claims $37B in Industrial Support in 37 Nations
GLOBAL PURCHASING: Lockheed Martin - the world's largest

industrial "benefits" in more tha...

defense contractor - has completed more than $40 billion in

Snecma,と Avio は Ariane 5 のクライオジェニック(極低温)推進システムを受注
Snecma, Avio Get Ariane 5 Batch PB Award
Snecma and Europropulsion, a joint venture of Snecma and

cryogenic propulsion system and soli...

Italy's Avio, have been awarded a contract to supply the
------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report
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NASA Missions

Kennedy Space Center/Cape Canaveral Air Force Station, Fla. (KSC/CCAFS)
Vandenberg Air Force Base, Calif. (VAFB), Reagan Test Site (RTS) Wallops Flight Facility/Goddard Space Flight Center (WFF)

Date
/
2009
Feb.
24
Feb.
27 *
March
5*

April
1*

April
24 *

April
28 *

May 5

Mission

Vehicle

OCO
Taurus
The Orbiting Carbon Observatory is a new Earth orbiting mission sponsored by NASA’s Earth
System Science Pathfinder Program.
STS-119
Space
Space Shuttle Discovery launching on assembly flight 15A, will deliver the fourth starboard truss
Shuttle
segment to the International Space Station.
Discovery
Kepler
The Kepler Mission, a NASA Discovery mission, is specifically designed to survey our region of the
Delta II
Milky Way galaxy to detect and characterize hundreds of Earth-size and smaller planets in or near
the habitable zone.
STSS Demonstrators Program - MDA
STSS Demonstrators Program is a midcourse tracking technology demonstrator and is part of an
Delta II
evolving ballistic missile defense system. STSS is capable of tracking objects after boost phase and
provides trajectory information to other sensors and interceptors. To be launched by NASA for the
Missile Defense Agency.
LRO/LCROSS
LRO will launch with the objectives to finding safe landing sites, locate potential resources,
Atlas V
characterize the radiation environment and test new technology. The Lunar CRater Observing and
Sensing Satellite mission is seeking a definitive answer about the presence or absence of water ice in
a permanently shadowed crater at either the Moon’s North or South Pole.
GOES-O
NASA and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) are actively engaged in a
Delta IV
cooperative program, the multimission Geostationary Operational Environmental Satellite series N-P.
This series will be a vital contributor to weather, solar and space operations, and science.
STS ATRR - MDA
STSS ATRR serves as a pathfinder for future launch and mission technology for the Missile Defense
Agency. To be launched by NASA for the MDA.
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Delta II

Laun
ch
Site
VAFB
KSC
/CCA
FS
KSC
/CCA
FS
KSC
/CCA
FS

KSC
/CCA
FS

KSC
/CCA
FS

VAFB

May
12 +
May
15 +
July
11 +
Aug.
6+

Feb.
24
Feb.
27 *
March
5*

April
1*

April
24 *

April
28 *

May 5

May
12 +
May
15 +
July
11 +
Aug.
6+
Legend:

STS-125
Space Shuttle Atlantis will fly seven astronauts into space for the fifth and final servicing mission to
the Hubble Space Telescope. During the 11-day flight, the crew will repair and improve the
observatory’s capabilities.
STS-127
Space shuttle Endeavour will deliver the exposed facility of Japan’s Kibo laboratory to the
International Space Station.
Ares I-X Test Flight
The Ares I-X test flight is NASA’s first test flight for the Agency’s new Constellation launch vehicle
-- Ares I. The Ares I-X flight will provide NASA with an early opportunity to test and prove flight
characteristics, hardware, facilities and ground operations associated w/ the Ares I..
STS-128
Space shuttle Atlantis will use a Multi-Purpose Logistics Module to carry experiment and storage
racks to the International Space Station.

Space
Shuttle
Atlantis

KSC
/CCA
FS

Space
Shuttle
Endeavor

KSC
/CCA
FS

Ares I-X

KSC
/CCA
FS

Space
Shuttle
Atlantis

KSC
/CCA
FS

OCO
The Orbiting Carbon Observatory is a new Earth orbiting mission sponsored by NASA’s Earth
Taurus
System Science Pathfinder Program.
STS-119
Space
Space Shuttle Discovery launching on assembly flight 15A, will deliver the fourth starboard truss
Shuttle
segment to the International Space Station.
Discovery
Kepler
The Kepler Mission, a NASA Discovery mission, is specifically designed to survey our region of the
Delta II
Milky Way galaxy to detect and characterize hundreds of Earth-size and smaller planets in or near
the habitable zone.
STSS Demonstrators Program - MDA
STSS Demonstrators Program is a midcourse tracking technology demonstrator and is part of an
Delta II
evolving ballistic missile defense system. STSS is capable of tracking objects after boost phase and
provides trajectory information to other sensors and interceptors. To be launched by NASA for the
Missile Defense Agency.
LRO/LCROSS
LRO will launch with the objectives to finding safe landing sites, locate potential resources,
Atlas V
characterize the radiation environment and test new technology. The Lunar CRater Observing and
Sensing Satellite mission is seeking a definitive answer about the presence or absence of water ice in
a permanently shadowed crater at either the Moon’s North or South Pole.
GOES-O
NASA and the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) are actively engaged in a
Delta IV
cooperative program, the multimission Geostationary Operational Environmental Satellite series N-P.
This series will be a vital contributor to weather, solar and space operations, and science.
STS ATRR - MDA
Delta II
STSS ATRR serves as a pathfinder for future launch and mission technology for the Missile Defense
Agency. To be launched by NASA for the MDA.
STS-125
Space
Space Shuttle Atlantis will fly seven astronauts into space for the fifth and final servicing mission to
Shuttle
the Hubble Space Telescope. During the 11-day flight, the crew will repair and improve the
Atlantis
observatory’s capabilities.
STS-127
Space
Space shuttle Endeavour will deliver the exposed facility of Japan’s Kibo laboratory to the
Shuttle
International Space Station.
Endeavor
Ares I-X Test Flight
The Ares I-X test flight is NASA’s first test flight for the Agency’s new Constellation launch vehicle
Ares I-X
-- Ares I. The Ares I-X flight will provide NASA with an early opportunity to test and prove flight
characteristics, hardware, facilities and ground operations associated w/ the Ares I..
STS-128
Space
Space shuttle Atlantis will use a Multi-Purpose Logistics Module to carry experiment and storage
Shuttle
racks to the International Space Station.
Atlantis
+ Targeted For --

* No Earlier Than (Tentative) --

Note: All times shown are Eastern Time Zone

** To Be Determined

Source: NASA
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VAFB
KSC
/CCA
FS
KSC
/CCA
FS
KSC
/CCA
FS

KSC
/CCA
FS
KSC
/CCA
FS
VAFB
KSC
/CCA
FS
KSC
/CCA
FS
KSC
/CCA
FS
KSC/
CCAF
S

米空軍 Schwartz 大将は F-22 が必要なことに言及
USAF Chief Notes F-22s Are Needed, Defends Capabilities
U.S. Air Force Gen. Norton Schwartz, the chief of staff, says

requirement touted by the ser...

more stealthy F-22s are needed - though fewer than the 381

米空軍はイレギュラ(不規則)戦の戦略を詳細に計画
USAF To Map Out Irregular Warfare Strategy
COLLEGE PARK, Md. - U.S. Air Force senior leadership will be

Task Force to help them beg...

briefed this week by the year-old Air Force Irregular Warfare

火星のスピリット・ローバは棚ぼたを得る
Spirit Rover Gets A Windfall
Controllers driving the Spirit Mars Exploration Rover will get

search for silica deposits,...

some extra mileage in the coming weeks as it continues the

DSCS 軍事通信衛星コンステレーションは長期運用の記録を樹立
DSCS Constellation Sets Record
BRAGGING RIGHTS: The U.S. Air Force's Defense Satellite

the longest-serving on-orbit mi...

Communications System III constellation has set the record for

専門家はどのように英仏原潜が衝突したかを思案
Experts Ponder How U.K., French Nuclear Subs Collided
PARIS - British and French naval experts are attempting to

submarines collided early this...

determine how two nuclear-powered ballistic missile-carrying

パートナは RFID, GPS タグを統合
Partners Offer Combined RFID, GPS Tagging
Atlanta's Numerex and Sunnyvale, Calif.-based Savi have

frequency identification (RFID) exper...

combined their Global Positioning System (GPS) and radio

米空軍はノースロップと自動空中給油のフォローオン契約を結ぶ
USAF Awards Northrop Follow-on Contract For Automated Refueling
AUTO FUEL: The U.S. Air Force has awarded Northrop Grumman

for the Automated Aerial R...

a follow-on contract for its inertial navigation system designed
-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-02-28-Sat

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

Spaceflightnow(2/26)

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200903

http://www.spaceflightnow.com/news/n0902/26landlaunch/

■[ロケット]LandLaunch 社、Zenit 3SLB による Telstar 衛星打上げに成功
本打上げは、LandLaunch 社の 2 機目のミッション
2009-02-26-Thu

SpaceToday(2/25)

http://www.spacetoday.net/

■[ロケット]中国、Eutelsat の打上げを受注
Wall Street Journal 紙によれば、中国は Eutelsat 衛星打上げを受注。同衛星は米 ITAR 制約にかからない（米国製コンポーネント不使用）。
2009-02-24-Tue

Spaceflightnow(2/24)

http://www.spaceflightnow.com/taurus/oco/failure.html

■[ロケット]Orbital Science 社、NASA の OCO 衛星を搭載した Taurus XL ロケット打上げに失敗。 フェアリング分離に失敗
2009-02-20-Fri

SpaceDaily(2/19)

http://www.space-travel.com/reports/Boeing_Submits_Proposals_For_Ares_V_Rocket_Design_Support_999.html

■[ロケット]Boeing 社、Ares V の RFP に応募したと発表
応募したのは、フェアリング・EDS・コアステージ・アビオニクス機器＆ソフトで、RFP 対象 5 分野のうち固体モータ以外の 4 分野に応募。
2009-02-19-Thu

Spaceflightnow(2/18)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0902/18outerplanets/index2.html

■[深宇宙探査]NASA、次期惑星探査ミッションとしてエウロパ探査機を第一候補に
エウロパ探査機とタイタン探査機の計画評価の結果、次期惑星探査

ロパ周回軌道に入る計画。ESA はこれと同時期にガニメデオービタ

としてエウロパ探査機を第一候補に選定。同ミッションは地下海洋があ

"Laplace" を Ariane 5 で打上げる構想を持っているが、同ミッションは

ることが判明している木星の衛星エウロパをまわるオービタで、2020 年

他ミッションと競争しており、まだ未選定。また、日本は木星磁気圏観

に Atlas V 55x 型(5m フェアリング,SRB 5 本)で打上げ、2025 年末～

測衛星を Laplace と相乗りで打上げることに「大きな関心」を表明して

2026 年初頭に木星到達後、4 つの衛星をフライバイ後、2028 年にエウ

いるが、オフィシャルな合意はできていない。

------------------------------------------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 (2009/02/27)

* イスラエルの ImageSat International が運用する Eros A 衛星と

べく交渉中」といった報道が出ている。しかし、当の UAE 政府は「そう

Eros B 衛星の画像データにつき、「UAE はすでに、Eros A 衛星の画

し た 報 道 は 間 違 い で あ り 、 根 拠 は な い 」 と 否 定 。 (DefenseNews

像データにアクセスしている」「Eros B 衛星の画像データにアクセスする

2009/2/24)

今日の小ネタ (DefenseNews 2009/2/23)

*

韓国国防省がリリースした国防白書に「北朝鮮が、SS-N-6 をベ

北朝鮮には、核弾頭をここまで小型化する技術はないとしている。

ー ス に し た 、 射 程 3,000km 級 の IRBM (Intermediate-Range

2007 年の軍事パレードで同種ミサイルが登場しているが、オフィシャル

Ballistic Missile) を保有」という記述が。弾頭重量は 650kg、ただし

に具体的言及があったのは初。

*

Clinton 政権下で、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシからの核兵器撤

Barack Obama 米大統領は、John Young 氏に代わる調達部門

責 任 者 と し て 、 Ashton Carter 氏 を 指 名 。 1993-1996 年 に か け

去支援作業に関わったことがある。
Expert on National Defense, Terrorism, and Weapons of Mass
Destruction. Dr. Ashton Carter is Co-Director (with former
Secretary of Defense William J. Perry) of the Preventive Defense
Project, a research collaboration of Harvard's Kennedy School of
Government and Stanford University, and he teaches national
security policy at the Kennedy School where he is Ford
Foundation Professor of Science and International Affairs. Dr.
Carter served as Assistant Secretary of Defense for International
Security Policy during President Clinton's first term.

http://www.nato.int/pictures/review/9605/9605-3b.jpg

http://www.leadingauthorities.com/23693/Ash_Carter.htm

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/23)

*

POGO (Project On Government Oversight) は、国防総省筋か

上を費やしている」という話を引合いに出し、「F-22A はもっとも高価な

ら出てきた「F-22A はステルス コーティング維持に整備時間の半分以

だけでなく、もっとも気難しい戦闘機だ。しかも、まだ実戦経験はない」
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と難詰する声明を出した。既に John Young 氏が「ステルス性維持の

っているが、それだけが原因で稼働率を引下げているわけではない」とも。

ためメンテに手間がかかり、稼働率が低い」と発言しているが、POGO

また、米空軍では「他のいずれの戦闘機よりも、F-22A は信頼性と保

ではこの発言を援用し、「さらに F-22A 追加調達は、税金の無駄遣

守性の面で優れる」と主張。(POGO)

いだ」と主張。もっとも、情報源は「ステルス性維持のために手間がかか

*

2008/9/6 にカリフォルニア州の Vandenberg AFB から打上げら

NGA との間で 2008 年 12 月に SLA (Service Level Agreement)

れ た GeoEye, Inc. の GeoEye-1 衛 星 に つ き 、 NGA (National

を締結しており、これは月間 1,250 万ドルの売上につながる。民間用

Geospatial Intelligence Agency) は「GeoEye-1 衛星から受信した

衛星を使って画像データを収集する、NextView プログラムによるもの。

画像が、所要の品質・精度・解像度を備えていることを確認した」と通

(GeoEye)

告。これで同衛星はフル稼働体制入りが宣言された。GeoEye は
今日の米軍調達 (Contracts 2009/2/25)

*

AIR FORCE

Boeing Satellite Systems (El Segundo, CA) : WGS (Wideband

修正契約を $8,000,000 (not-to-exceed) で。HQ SMC/MCSW/PK,

Global SATCOM) ブロック I の 2-3 号機で使用する太陽電池パネ

El Segundo, CA (F04701-00-C-0011/P00172)

ルについて、熱サイクル試験 (Thermal Cycling Testing) を実施する
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/25)

*

Elbit Systems Ltd. は 、 傘 下 の Elbit Systems Land and

(1996) Ltd.を 1,600 万ドルで買収完了したと発表。Shiron が持つ製

C4I-Tadiran Ltd. が、衛星ブロードバンドの InterSKY を初めとするブ

品や技術を、軍用通信製品に取込むのが狙い。(Elbit Systems)

ロードバンド関連製品を手掛ける Shiron Satellite Communications

*

ILS (International Launch Services) は

AsiaSat (Asia

機で、軌道位置は東経 100.5 度の赤道上静止軌道。トラポンは C

Satellite Telecommunications Co. Ltd.) から、AsiaSat 5 衛星の打

と Ku バンドで、東～南アジアをカバー。今年 3Q に ILS Proton ブー

上げ契約を受注。衛星は Loral Space Systems (Palo Alto, CA) が

スタを使って、カザフスタン Baikonur Cosmodrome から打上げ予定。

製造中で、バスは同社の 1300 シリーズ。現用中 AsiaSat 2 の後継

(ILS)

*

を実施したが、失敗したと発表。ペイロード搭載部フェアリングが正常に

Orbital Sciences Corp. は、同社の Taurus XL ブースタを使って

Vandenberg AFB から Orbiting Carbon Observatory 衛星打上げ
今週の軍事関連ニュース (2009/02/24)

*

分離しなかった模様。(Orbital Sciences)

今日の小ネタ

キルギスタン外務省は米政府に対し、閉鎖を決めた Manas AB

今後も Manas AB 利用を続けるために交渉を続ける意向を示してい

からの撤収に必要な時間を確保するため、180 日間の猶予期間を設

る。その一方で、代替施設探しも進める。(AFPS 2009/2/20)

定すると通告。ただし、閉鎖方針そのものは不変。これに対し米側は、

*

Jane's Information Group の 分 析 担 当 が 20 日 、 Jane's

した衛星写真分析結果による、との説明。計測・レーダ関連機材が据

Defence Weekly (電子版) で、「北朝鮮が近いうちに、Taepodong 2

え付けられているほか、トラックや支援車両多数も加わっており、発射

ミサイル、あるいは Paektusan 2 衛星打上げ用ブースタ発射を行う」と

準備に向けた活動が活発化している。そのほか、エンジン試運転場が

の予測を示した。舞水端里 Musudan-li 発射基地を 18 日に撮影

以前より拡張されている由。(DefenseNews 2009/2/20)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/20)

*

米ミサイル防衛局 (MDA : Missile Defense Agency) は、アラスカ

た。2005 年には、米空軍輸送機から模擬弾道ミサイル標的を空中

の Shemya 島に設置している Cobra Dane レーダを、MDA から米空

投下・発進させ Cobra Dane で追跡しているが、これはミサイル飛翔

軍に移管したと発表。今後の運用は空軍宇宙軍団 (AFSPC : Air

経路データを地上側のシステムに送込む試験の一環。アラバマ州

Force Space Command) が担当。このレーダは 2004 年に、弾道ミ

Huntsville のインテグレーション ラボで実施している作業のサポートも

サイル防衛に対応のためアップグレード改修を実施。これまで、核兵器

担当。(MDA)

関連の条約遵守監視や、上空を周回する人工衛星監視にも使われ
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今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/19)

*

豪州の Dennis Jensen 議員が、同盟国に対し F-22A 輸出を

を支持してきたとして、具体例として電子情報収集分野を挙げた上で、

拒んでいる米の姿勢について非難。豪州、英国、日本、そしてイスラエ

かかる同盟国に対しては双方向の尊重が必要としている。また、アジア

ルの名を挙げ、これらの同盟国は輸出版で能力が見劣りする F-35

太平洋地域における米軍プレゼンスは限定的なものであり、それを補う

で我慢させられようとしている、と糾弾。また、F-22A 輸出を禁じている

ためにも同盟国への F-22A 輸出が必要と主張。(Dennis Jensen

のは機密漏洩を気にしているためだろうが、豪州に輸出しても米本国と

MP)

同等の危険しかない、と主張。そして、豪州は過去に長きにわたって米
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/20)

*

仏空 軍 の MALE (Medium Altitude Long Endurance) UAV

る。SIDM は 20 時間滞空可で、得られたデータは衛星通信リンク経

SIDM (Systeme Interimaire de Drone Moyenne) がアフガニスタンの

由で送信。衛星通信リンクは Ku バンドが 2 系統、低速リンクは機

Bagram AB に到着し、17 日から運用を開始。このため、Bagram で

体の遠隔制御に、高速リンクは動画や静止画データ送信に使用。この

は 1/31 から SIDM 分遣隊用建物新設作業を実施、2/3 に運用

衛星通信リンクは EADS Astrium の製品で、関連するエンジニアリン

チームが到着し入居した。SIDM 運用に際しては、整備要員と操縦要

グやサポートも同社担当。(French MoD, EADS Astrium)

員に加え、リアルタイム・データ処理を担当するデータ分析要員を要す

*

Northrop Grumman Corp. は、ABL (Airborne Laser) 用に開発

わたって繰返した。熱量計に向けてレーザ照射を行い、所要ビーム出

した高出力レーザ COIL (Chemical Oxygen Iodine Laser) 地上試験

力を発生しているかを確認。(Northrop Grumman)

を 2/12 に実施したと発表。1 回の照射は 3 秒間、これを複数回に
今週の軍事関連ニュース (2009/02/20)
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/18)

*

昨年 11 月に米国防総省の調達責任者・John Young 氏が

は Norton Schwartz 参謀総長の話を引用し、「実稼働率は 70% 台

「F-22A の稼働率は、ステルス性を維持するためにかかる整備作業の

後半」「83 億ドルの追加費用が必要なのは空対地能力向上のため

せいで 62% しかない」「同機の能力向上のために、さらに 80 億ドルの

で、空対空能力の瑕疵を改善するためではない」と反論を展開。空対

費用がかかる」と発言しているが、これにつき Air Force Magazine で

空については十分な能力を有すると主張。(Air Force Magazine)

今日の小ネタ (DefenseNews 2009/2/17)

*

韓国の新聞が匿名情報筋の話として、「北朝鮮が寧辺

用途は核兵器製造用。米韓両国とも、その話を知っている」と報じた。

Yongbyon に秘密のウラン濃縮施設を建設しており、すでに稼働中。

* Boeing 幹部は 17 日の記者会見で、米空軍向けに核兵器搭載

ないとの見通しを示した。同社は Lockheed Martin と組んでこの件に

可能な新型爆撃機を 2018 年までに送出せるし、技術的ハードルは

あたることになっており、Northrop Grumman と競合。

*

米空軍参謀総長の Norton Schwartz 大将は 17 日、Robert

以下」とだけ話している。これについては統合参謀本部議長の Mike

M.Gates 国防長官に対して F-22A の追加調達を申し入れると表

Mullen 海軍大将が昨年 12 月に、「Schwartz 大将との間で、60

明。ただし、具体的な数については明らかにせず、「トータルで 381 機

機の追加調達について協議した」と話している。

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/17)

*

Lexington Institute の Lauren Thompson 博士は、3 月に予定

物は「制空権」であるとした上で、F-22A は制空権を獲得できる機体

の FY2010 国防予算教書提出を控えている Barack Obama 大統

であり、空陸軍が損失を受けずに作戦行動をとることができ、核に頼ら

領が、最初の重大決定として F-22A 生産を続行するかどうかを決断

ない抑止を実現できると指摘。そして、他の機体で同様機能を実現す

する、との見通しを示した。同博士は、米軍兵士に対する最良の贈り

ることはできないとした。(Lexington Institute)

*

一方、豪州では Air Power Australia が、「米がグローバル戦略

かかっている」というリリースを出している。それは、現時点で生産されて

を維持できるかどうかは、十分な数の F-22A を揃えられるかどうかに

いる戦闘機のうち、想定される脅威の中で生き残れる唯一の機体だか
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ら、という理由。また、F-22A について「存在しないソ連の脅威を突破

ができなければ高い代償 (パイロットや航空機の多大な損失) を支払

するための機体」という非難があるが、それについては方便に過ぎないと

うことになる、さらに米経済にとってもマイナスになる、とまとめている。(Air

して、世界各地に露製の高性能な防空システムが輸出されている現

Power Australia)

状を指摘。そして、500-600 機の F-22A を揃える必要があり、それ
韓国の BMD 関連 (DefenseNews & DID 2009/2/17)

韓国の Lee Sang-hee 国防相が、「朝鮮半島情勢と予算状況に照

AMD-Cell で 使 用 す る レ ー ダ に つ い て は 、 Raytheon の FBX-T

らして、米弾道ミサイル防衛網への参加検討時期が来た」と発言。日

(Forward-Based X-Band Radar-Transportable) は米が輸出を拒

米韓が共同で弾道ミサイル防衛システムを整備する必要がある、という

否 し た た め 、 候 補 リ ス ト か ら 落 ち た 。 そ の 上 で DAPA (Defense

考えによるもの。前政権までは、この話については抵抗が強かった。

Acquisition Program Administration) で は 、 イ ス ラ エ ル 製 の

韓国は 2012 年までに、北朝鮮からの弾道ミサイル攻撃・巡航ミサイ

EL/M-2080 Green Pine (レンジは 500km とされる) と、仏製の M3R

ル 攻 撃 を 探 知 ・ 追 跡 す る た め の AMD-Cell (Air and Missile

の名を挙げている。この件については、改良型で 800km のレンジを持

Defense-Cell) を整備する計画だが、これには 3,000 億ウォン (2 億

つ Super Green Pine (または Super Pine) を希望しているという話も。

1,400 万ドル) かかると見込まれる。それと組合せる要撃手段としては、

さらに、Korea Times 紙では Green Pine×2 基を調達すると報じて

独から中古で調達しアップグレードする PAC-2 改修型と、建造を進

いる。

めているイージス艦×3 隻がある。
SSBN 衝突事故 (DefenseNews 2009/2/16-17, French MoD & UK MoD via Defense-Aerospace.com 2009/2/17)

英 海 軍 の SSBN ・ HMS Vanguard と 仏 海 軍 の SSBN ・ FS Le

に報じたようで、国防省発表も両紙記事に対するレスポンスとなってい

Triomphant が、2/4 に大西洋で、潜航中に接触事故を起こしたこと

る。

が判明。両艦とも低速航行中で、原子炉関連の事故や放射能漏れ

一方、仏国防省では 6 日の時点で、Le Triomphant が海中に沈ん

の 危 険 性 は な い と の こ と 。 な お 、 仏 国 防 省 発 表 に よ る と 、 Le

でいたコンテナに接触しソナー付近を損傷、と説明していた。しかし 16

Triomphant は自力航行で Brest に帰港できた由。HMS Vanguard

日になって、潜水艦同士の接触だったと訂正。広報担当官の

の方も、14 日に Faslane に帰港。英国防省は、「潜水艦の作戦行

Jerome Erulin 大尉は「過去 400 回あまりのパトロールを実施してい

動についてはコメントしない。なお、今回の事故によって英核抑止力に

るが、この種の事故は初」と話している。Jane's Information Group の

影 響 が 出 る こ と は な い 」 と 発 表 。 ま た 、 英 海 軍 第 一 海 軍 卿 ・ Sir

Stephen Saunders 氏は、考えられる可能性として以下の 3 点を挙

Jonathon Band 大将は「通常パトロール中に発生した事故」と説明。

げた：

英ではこの件について、The Daily Mirror 紙と The Sun 紙が真っ先

1. こうした事態を避けるために "NATO waterspace management" というものがあるが、それに関連する運用手順のミス
2. 艦が静粛すぎて、互いに相手の存在を聴知できなかった /// 3. 運が悪かった (simple bad luck)

実際、Herve Morin 仏国防相は「相手は聴知できないぐらい静かだっ

こと。なお、この件を、仏が予定している NATO 軍事機構への復帰に

た」と話している。匿名の仏海軍関係者によると、攻撃型原潜について

対する反対と結びつける向きもあるが、実際には影響しない見込み。

は哨戒海域の調整を行う仕組みが既にあるが、ミサイル原潜は別との
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/18)

*

Boeing Co. (El Segundo, CA) は、米海軍の MUOS (Mobile

たと発表。これにより、MUOS は現用中の UHF 衛星通信機と通信

User Objective System) 通信衛星で使用する従来型通信機材

できるようになる。2004 年に、ペイロード本体とデジタル チャネライザを

(Legacy Communications) 向けペイロード初号機を、主契約社の

3 セットずつ納入する契約を受注している。MUOS 衛星初号機は

Lockheed Martin Space Systems Co. (Newtown, PA) にデリバリし

2010 年打上げ予定。(Boeing)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/17)

*

Northrop Grumman Corp. は 、 GPS (Global Positioning

ンターフェイス、オペレーションで構成するアーキテクチャにつき、包括的

System) で 使 用 す る 次 世 代 管 制 セ グ メ ン ト (OCX : Next

な評価を行うもの。これで OCX 計画のフェーズ A にあたる作業はす

Generation Operational Control Segment) について、SDR (System

べて完了、フェーズ B に移行する。現在、OCX については 2 チーム

Design Review) が完了と発表。システムを構成するハード/ソフト、イ

が受注を争っているが、その中から 1 チームを選定し、年末に空軍か
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らフェーズ B 契約を発注予定。OCX は GPS ブロック II/III の両方

ナ、監視ステーション、衛星の指揮・管制機能で構成する。この件で

を対象とする管制システムで、任務計画、衛星の管制、地上側アンテ

Northrop Grumman とチームを組んでいるのは、以下の面々：

■ Harris Corp. (Melbourne, FL) /// ■ Integral Systems Inc. (Lanham, MD)
■ Lockheed Martin Information Systems and Global Services (Gaithersburg, MD)
■ Infinity Systems Engineering (Colorado Springs, CO) (Northrop Grumman)
今週の軍事関連ニュース (2009/02/17)

*

一般ニュース 今日の小ネタ

韓国軍の関係者は、北朝鮮によるミサイルの脅威に対抗するため、

北朝鮮は Scud や NoDong といった、最大で射程 1,300km 程度

2012 年までに自前の弾道ミサイル防衛システムを構築する計画であ

のミサイルに加え Taepo-Dong シリーズも開発しており、いずれも韓国

ると表明。3,000 億ウォン (2 億 1,400 万ドル) を投じ、1,000km 先

を射程内に収めている。(DefenseNews 2009/2/15)

からミサイルを探知・追跡、要撃できるシステムを整備するとしている。
今日の小ネタ (DefenseNews 2009/2/14) 今日の小ネタ

*

韓国の朝鮮日報紙が韓国政府関係者の話として、「北朝鮮が 1

立てているという話。組み上がった後で発射台に移動するが、韓国当

月末から長射程弾道ミサイル組立を開始した」と報じている。まだミサイ

局では、発射は

ル本体は姿を現していないが、第 1 段目と第 2 段目のロケットを組

2009/2/13)

2/25 と 予 測 し て い る 由 。 (DefenseNews

自業自得 (DefenseNews 2009/2/13)

Russian Aircraft Corp. の Mikhail Pogosyan 副社長が Aero India

については露製 AL-31F のままで、代替目処が立っていない (J-11A

2009 の席で、「中国がコピー生産した Su-27SK」の話を持出し、「現

のうち 1 機については、自国で開発した WS10A Tai Hang エンジンを

在、この問題について中国側と協議中である」と発言。昨年暮れ、同

搭載)。

氏は Anatoly Serdyukov 国防相とともに中国に赴き、両国間の年

露としては、中国が質の悪い "Su-27 コピー機" を売出す事態を懸

次定例会合の席で知的所有権の侵害につき指摘、違法コピー生産

念しており、実際、Pogosyan 氏は「中国製 Su-27 はオリジナルより

を止めるよう申し入れたとのこと。

も出来が悪い」と発言。また、それがパキスタンの手に渡れば、露と関

中国は露との間で 1995 年に、Su-27SK×200 機ライセンス生産契

係が深いインドを脅かす事態になってしまう。一方、中国は、Su-33 な

約を締結 (25 億ドル)、Shenyang Aircraft Corp. が J-11A という

どの売却を露が拒否する事態を懸念。

名称で生産することになった。ただし、アビオニクス・レーダ・エンジンは露
製を使用するという条件付き。
ところが中国側は 2006 年になって、95 機を生産したところで契約を
キャンセル、自国製アビオニクスを装備する "国産機" J-11B 生産を
開始した次第。現在は試験用に 6 機を製造したところだが、エンジン
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/13)

*

米統合参謀本部副議長 James E. Cartwright 海兵隊大将は、

る範囲が広いのは悪いニュースで、それだけ利用不可能な宇宙空間が

先に米と露の通信衛星が軌道上で衝突しスペース デブリを多数ばら

できる。その結果、使いたい空間を使えなくなって、財政的、あるいは

まいた件につき、「残骸は 1 年間は残る。影響範囲やデブリの大きさ

作戦面の影響が生じると予測。その上で、他国との間で状況認識や

について把握するには 1-2 ヶ月はかかる」という見通しを示した。軌道

情報共有体制を作る必要性に言及。以前と比べると宇宙空間が混

高度が 491 マイルと高いために残骸はしばらく残るとみられるが、朗報

み合ってきているため、迅速な対応が必要になったと指摘。(DoD)

は、いったん安定すれば予測しやすいという点。ただし、デブリが散らば
今日の小ネタ

*

Barack Obama 大統領が国防副長官に指名していた William J.

除外することになり、上院が同氏の国防副長官就任を 93:4 で可決、

Lynn III 氏について、ロビイスト排除について定めた大統領令の適用を

承認。このほかにも以下の人事が承認されている：

■ 監察担当国防次官 (undersecretary of defense (comptroller)) : Robert F. Hale
■ 政策担当国防次官 (undersecretary of defense for policy) : Michele Flournoy
■ 法律顧問 (general counsel) : Jeh Charles Johnson (AFPS 2009/2/12)
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*

NATO の Mikhail Babich 事務総長は 12 日、仏が NATO 軍

機構への復帰を正式発表するものとみられているが、国内には根強い

事機構に復帰したからといって、同国の主権を損ねるようなことはない、

反対もある。(DefenseNews 2009/2/12)

と発言。Nicolas Sarkozy 仏大統領は数週間以内に、NATO 軍事
今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/13)

*

Thales Alenia Space が製造した Spirale 計画の小型衛星実

イロード合計は 7,420kg、さらに衛星分離システムなどを合わせると

証機 (重量 120kg)×2 基が、無事に Ariane 5 ブースタによって打

8,511kg に達する。Arianespace と Eutelsat の付き合いは長く、1983

上げ。CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) 向けに Myriade

年に打上げた ECS-1 衛星以来のもの。前回は 2008/12/20 に

バスを用いて製造した衛星で、赤外線早期警戒衛星の実証機となる

HOT BIRD 9 と W2M を打上げた。SES Group の方も過去 24 年

も の 。 セ ン サ部分 は カ ー ボ ン ファ イ バ で 補 強 した シ リ コ ン カ ーボ ン

間に合計 36 機を打上げており、最初は 1984 年に Ariane 1 で打

(C/SiC) 素材、いわゆる Cesic を使用。なお、この衛星 2 機は

上 げ た SPACENET 1 衛 星 だ っ た 。 (Thales Alenia Space,

Eutelsat の HOT BIRD 10 と SES NEW SKIES の NSS-9 を打上

Arianespace)

げるミッションに相乗りし、そちらの打上げも成功裏に行われた。これらペ

* 印空軍参謀総長の Fali H Major 大将が、印空軍の装備近代化

援分野では、IMMOLS (Integrated Materials Management Online

に関し Aero India 2009 の席で発言。退役する MiG-25R の代わり

Services) が完全に実働可能になったと説明した。そのほか、2010 年

については、もっと優秀かつ効率的な ISR ((Intelligence, Surveillance

には軍民両用の情報収集衛星を打上げるとしており、この件について

and Reconnaissance) 資産を導入すると説明したほか、UAV 戦力

は Thiruvananthapuram に 拠 点 を 置 く Southern Command が

増強が進んでいるとした。戦闘機戦力については、2017 年に 34 個

ISRO (Indian Space Research Organization)と協力している由。

飛行隊体制を実現、それを 2020 年まで維持したいと表明。兵站支

(Press Information Bureau of India, ddi Indian Government news)

*

MILSTAR 衛 星 は

Lockheed Martin Corp. は、同社が製造して打上げた米空軍向

5 機があり、空軍の

Military Satellite

けの通信衛星・MILSTAR が、軌道上で運用期間 15 年を達成した

Communications Systems Wing (SMC (Space and Missile

と発表。当初予定よりも 5 年長い数字だが、今でも 100% の能力を

Systems Center, Los Angeles AFB, CA) と Lockheed Martin

発揮できている由。1994/2/7 に Titan IV ブースタで打上げたもので、

Space Systems (Sunnyvale, CA) によって製造・運用が行われている。

125,000 時間分の通信サービスを提供、信頼性は 99.5% という高率。

(Lockheed Martin)

今日の報道発表 (Defense-Aerospace.com 2009/2/12)

*

Goodrich Corp. は 、 日 本 の 先 進 的 宇 宙 シ ス テ ム

Toshiba Space Systems, Ltd.) が発注元。ASNARO は、先進的な

(ASNARO :Advanced Satellite with New system ARchitecture for

小型衛星用バスを開発、重量 400kg 級で分解能 0.5m を持つ地球

Observation) プログラムで使用する光学サブアセンブリを受注すること

観測衛星の実現を目指すプログラム。(Goodrich)

になった、と発表。日本電気 (NEC) と NTSpace (NEC and NEC
------------------------------------------DefenseNews.com

UPDATED: 6 Mar 2009 17:02 EST (22:02 GMT)

http://www.defensenews.com/

Latest Headlines

Russian FM: Missile Defense Detente is Possible

Georgia Vows to Boost Capabilities: DM

U.S. House Panel Joins Scrutiny of Procurement

Officials: India Missile Intercept Test Succeeds

3rd U.S. Navy LCS to be Named Fort Worth

Singapore to Keep up, Repair Chinook Transmissions

6 EU Nations To Develop Satellite System by 2015

S. Korea To Establish Plane Airworthiness System

U.S. Criticizes Latest Stance by North Korea

S. Korea, Australia Adopt Security Pact

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

Headlines

http://www.C4ISRJournal.com/

Mantis UAV makes 1st appearance in foreign market

EADS drops recon variant of Advanced UAV

McCaffrey offers defense advice for Obama team

Navy demonstrator UAV contributes to ISR surge
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U.S. Air Force plans more wideband satellites

New satellite system launch delayed by 6 years

Obama opts for outsider atop CIA

Failed test delays Russian ICBM introduction

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

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

欧州と中国は航法システムに関し意見の食違いを続ける
Europe, China Remain at Odds over Navigation Systems
MUNICH, Germany — China and Europe "have made no concrete

conflict as each tries to protect its ability to jam the other's

progress" in negotiating how to harmonize their planned satellite

military frequencies in a time of war without jamming its own,

navigation systems despite two years of effort, setting up a

Chinese and European officials said March 5.

オバマ政権 NASA の予算を 5%増加
Obama's Budget Boosts NASA 5 Percent
WASHINGTON — U.S. President Barack Obama is proposing to

global climate change research while endorsing his predecessor's

increase NASA's budget by 5 percent in 2010 as part of a

goal of returning Americans to the Moon by 2020.

five-year plan that highlights the U.S. space agency's role in
------------------------------------------Lockheed Martin Press Releases

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

------------------------------------------Boeing News Releases
Mar. 4, 2009

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

ボーイングの CubeSat は 10 万回軌道を回る、先端ナノサット技術

Boeing CubeSat Completes 10,000th Orbit, Advances NanoSat Technologies *B1
http://www.boeing.com/news/releases/2009/q1/090304b_nr.html

*B1
http://www.boeing.com/news/releases/2009/q1/090304b_pr.html

Mar. 4, 2009

ボーイングは次世代気象衛星GOES-Oを射場に出荷

Boeing Ships Next-Generation Weather Satellite GOES-O to Launch Site

*B2

http://www.boeing.com/news/releases/2009/q1/090304a_nr.html

Mar. 2, 2009

ボーイング-Insitu の ScanEagle 無人機はシンガポール海軍と海上運用試行を実施

Boeing Insitu ScanEagle UAS Completes Sea Trials With Singapore Navy
http://www.boeing.com/news/releases/2009/q1/090302a_nr.html
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*B3

*B2

Feb. 26, 2009

*B3

ボーイングは品質と性能に関して NASA の George M. Low 賞を受賞

Boeing Receives NASA's George M. Low Award for Quality and Performance
http://www.boeing.com/news/releases/2009/q1/090226c_nr.html

Feb. 25, 2009

ボーイングは FAB-T エンジニアリング開発モデル初号機を米空軍に納入

Boeing Delivers 1st FAB-T Engineering Development Model to US Air Force
http://www.boeing.com/news/releases/2009/q1/090225c_nr.html

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

Jane’s Defence Weekly

06-Mar-2009

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

中国は防衛予算で２ケタの増加を維持

China maintains double-digit rise in defence spend
China plans to increase its Fiscal Year 2009 (FY09) defence

government spokesman said ...

budget by 14.9 per cent to CNY480.7 billion (USD70.2 billion), a

06-Mar-2009

MDA ミサイル防衛局は長期にわたる ABL エアボーン・レーザの試験を行う

MDA conducts long-duration ABL tests
The US Missile Defense Agency (MDA) successfully fired

(ABL) during ground tests, the company announced on ...

multiple long-duration blasts of the high-energy Airborne Laser

06-Mar-2009

中国はまもなく空母建造の計画を発表予定

China 'soon to announce carrier plans'
A senior Chinese military commander has said that plans to

shortly. Vice-Admiral Jin Mao, a former ...

indigenously construct an aircraft carrier will be announced
------------------------------------------[平山ニュース]

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

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
3/3 油井氏 空自で最終飛行(毎,時,読)
3/3 イトカワの地名 IAU で承認(JAXA,共,毎,時)
3/1 0813GMT 嫦娥 1 号が計画通り月に落下(読,産)
2/28 0410GMT 打上成功:軍事通信衛星,Proton,Baikonur
2/26 1830GMT 打上成功:通信衛星 Telstar11N(加),Zenit3SLB,Baikonur
[予定]

3/26 1149GMT 打上:Soyuz TMA-14(ISS 18S),Soyuz,Baikonur
3/24 0834-0849GMT 打上:測位衛星 GPS 2R-20,Delta2,Cape Canaveral
3/16 0700-0855JST 打上:CAMUI ハイブリッドロケットを利用したエジェクタ飛行実験,大樹町
3/16 1421GMT 打上:海洋循環観測衛星 GOCE,Rockot,Plesetsk
3/14 0125-0207GMT 打上:通信衛星 WGS2,Atlas5/ECA,Cape Canaveral
3/13 0054GMT 打上:Discovery,STS-119(ISS 15A),KSC 若田飛行士搭乗
3/7 0349-0352GMT 打上:天文衛星 Kepler,Delta2,Cape Canaveral
[EVENT]
4/1-2010/3/31 全天周映像「HAYABUSA -BACK TO THE EARTH-」,大阪市立科学館
4/1-5/29 参加登録受付:第 17 回衛星設計コンテスト>JSF
3/17-19 第 10 回種子島宇宙センタースペーススクール
3/14-15 JAMSAT シンポ,日本科学未来館
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
3/11 日本航空協会定例講演会,土井隆雄「宇宙を目指せ-有人宇宙時代の到来」 航空会館(新橋),先着 200 名
3/7 JAXA 東京シンポ 「宇宙と人間」－未来を拓く人類の活動領域の拡大－
3/5 JAXA 産学官連携シンポ「オールジャパンで取り組む宇宙産業の育成」, グランドプリンスホテル赤坂
[学会]
4/1 申込締切:2009 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference,8/9-13,Pittsburgh,Pennsylvania
3/17-19 平成 20 年度衝撃波シンポ,名古屋大学
3/17 第 4 回宇宙医学生物学ワークショップ,JSF
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
3/13(延長) 申込締切:第 51 回構造強度に関する講演会, 7/22-24,和歌山県立情報交流センタ
3/12

申 込 締 切 :16th

AIAA/DLR/DGLR

International

Space

Planes

and

Hypersonic

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
3/11 第 6 回 HASTIC 学術講演会 兼 第 18 回短時間無重力利用に関する講演会,北海道大
3/9 第 28 回宇宙エネルギーシンポ,ISAS 相模原
3/8-9 (かぐや)RISE 研究会,奥州宇宙遊学館
3/5-6 第 49 回航空原動機・宇宙推進講演会,ロワジールホテル長崎
3/5 2008 年度スペースプラズマ研究会,ISAS 相模原
3/3 月着陸探査技術ワークショップ,東大(本郷)
3/2 申込締切:60th IAC(国際宇宙航行会議),10/12-16,大田(韓国)
[etc.]
4/22 締切:IAC 学生派遣プログラム参加者募集>JAXA
3/6 締切:ISU スペース・スターディーズ・コース(SSP2009)奨学生募集>JAXA
------------------------------------------[中国宇宙開発-2]

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

------------------------------------------＜米特別代表＞北京入り 北朝鮮問題で意見交換（毎日新聞）3 日 - 20 時 45 分
人工衛星「嫦娥 1 号」が任務終了 月に衝突させる（サーチナ）2 日 - 16 時 48 分
中国初の月探査機「嫦娥一号」、月に「着陸」し使命完了（CNN.co.jp）2 日 - 16 時 24 分

Systems

and

Technologies

「嫦娥 1 号」、月面衝突して任務終了―中国（Record China）2 日 - 14 時 43 分 *C1

*C1

*C2

中曽根外相が温首相と会談 「北ミサイル発射は国連決議違反」と表明（産経新聞）1 日 - 18 時 33 分
中国首相と会談＝中曽根外相（時事通信）1 日 - 14 時 27 分 *C2
＜地球の腎臓＞湿地面積が 100 年で急減―中国科学院（Record China）2 月 26 日 - 9 時 2 分
＜中韓外相会談＞北朝鮮のミサイル準備の動きで意見交換（毎日新聞）2 月 25 日 - 0 時 37 分
北朝鮮発表：「2 回目」の人工衛星打上げを準備中（サーチナ）2 月 24 日 - 12 時 50 分
------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------シャトル打上げ 11 日に仮設定＝1 日繰り上げ、若田さん搭乗－NASA（時事通信）5 日 - 10 時 34 分
北朝鮮がテポドン 2 号 20 基生産、米議会調査局（YONHAP NEWS）4 日 - 9 時 44 分
“中年の星”空自でラストフライト（産経新聞）3 日 - 22 時 39 分
油井さん、空自最終飛行（時事通信）3 日 - 21 時 46 分 *S1

*S1

小惑星「イトカワ」 日本ゆかりの地名９カ所に（毎日新聞）3 日 - 19 時 49 分 *S2

*S3

*S2

宇宙飛行士候補 油井さん、空自でラストフライト（毎日新聞）3 日 - 19 時 28 分

*S3

小惑星イトカワの地名など承認＝IAU（時事通信）3 日 - 18 時 56 分 *S4

*S4

＜小惑星・イトカワ＞日本地名が地形名称に 「フチノベ」「オオスミ」など承認（毎日新聞）3 日 - 15 時 53 分
魔法のじゅうたん、乗れる？＝「おもしろ宇宙実験」選定－若田さん長期滞在で挑戦（時事通信）1 日 - 14 時 32 分
「宇宙飛行士の夢は挫折」 クリントン米国務長官対話集会 質疑応答（その１）（産経新聞）1 日 - 13 時 43 分
北、イランと連携強化 テポドン２、長射程化へ技術獲得か（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 6 分
シャトル打上げ、4 度目の延期（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）2 月 26 日 - 12 時 23 分 *S5

*S5

＜若田光一さん＞シャトル打上げ、３月１２日を目標（毎日新聞）2 月 26 日 - 11 時 53 分
若田さんシャトル、３月１２日めどに打上げ（産経新聞）2 月 26 日 - 11 時 33 分
若田さんシャトル、3 月 12 日に＝変更の可能性も－NASA（時事通信）2 月 26 日 - 10 時 1 分
宇宙へテークオフ ９６３人から２飛行士選抜（産経新聞）2 月 26 日 - 8 時 9 分 *S6
輝く“中年の星”に １０年ぶりの日本人宇宙飛行士候補者（産経新聞）2 月 26 日 - 8 時 5 分
パイロット宇宙へ 全日空 防衛省（産経新聞）2 月 26 日 - 8 時 4 分
１０００人から選ばれた２人 宇宙飛行士、日本初のパイロット出身（産経新聞）2 月 26 日 - 1 時 3 分 *S7

*S7

宇宙への夢描く“輝く中年の星” 大西さん、油井さん（産経新聞）2 月 26 日 - 0 時 59 分 *S8

*S8

１０００人から選ばれた２人 宇宙飛行士、日本初のパイロット出身（産経新聞）2 月 26 日 - 0 時 59 分
宇宙への夢描く“輝く中年の星” 大西さん、油井さん（産経新聞）2 月 26 日 - 0 時 59 分
＜宇宙飛行士候補＞「いつか月に」「子どもに夢を」（毎日新聞）2 月 25 日 - 21 時 53 分
「中年の星に」「地球眺めたい」＝新宇宙飛行士候補が会見（時事通信）2 月 25 日 - 20 時 24 分
宇宙飛行士候補、新たに 2 人（時事通信）2 月 25 日 - 19 時 49 分

*S9

*S6

*S9

ＪＡＸＡ 大西卓哉、油井亀美也さん、宇宙飛行士候補に（毎日新聞）2 月 25 日 - 18 時 56 分

*S10
*S10

NASA の衛星、分離失敗で落下（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）2 月 25 日 - 18 時 43 分

*S11

*S11

＜ＪＡＸＡ＞大西卓哉、油井亀美也さん、宇宙飛行士候補に（毎日新聞）2 月 25 日 - 16 時 3 分
宇宙飛行士候補に新たに２氏 全日空社員と自衛官（産経新聞）2 月 25 日 - 14 時 27 分
日本人飛行士候補、新たに 2 人＝10 年ぶり、ISS 長期滞在へ－宇宙機構（時事通信）2 月 25 日 - 14 時 14 分
＜北朝鮮＞衛星準備の談話、「平和利用」で国際批判かわす？（毎日新聞）2 月 24 日 - 22 時 47 分
「北朝鮮流」日米韓揺さぶり 人工衛星発射準備の談話

（産経新聞）2 月 24 日 - 22 時 33 分

北朝鮮ミサイル発射兆候ないが鋭意注視、青瓦台（YONHAP NEWS）2 月 24 日 - 17 時 48 分
かぐや観測の月の赤道半径訂正＝国立天文台と宇宙機構（時事通信）2 月 24 日 - 15 時 6 分
北朝鮮 「衛星発射準備」ミサイルの可能性も（毎日新聞）2 月 24 日 - 14 時 48 分
「光明星 2 号の発射準備、本格的に進行中」北朝鮮（YONHAP NEWS）2 月 24 日 - 13 時 13 分
＜北朝鮮＞「衛星発射準備」ミサイルの可能性も（毎日新聞）2 月 24 日 - 12 時 14 分
再送：北朝鮮、人工衛星の打上げを準備中と表明＝ＫＣＮＡ（ロイター）2 月 24 日 - 11 時 54 分
＜魚ロボット＞ギョッ 見事なタイ、実は… 北九大教授が開発、幅広い海洋調査可能に（毎日新聞）2 月 21 日 - 18 時 44 分

*S12

*S12

------------------------------------------[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/

------------------------------------------北朝鮮担当米代表が来日（時事通信）5 日 - 17 時 11 分
軍縮、イラン核など協議へ＝6 日米ロ外相会談（時事通信）5 日 - 16 時 14 分
北朝鮮が中東にスカッドミサイル千基輸出、米研究所（YONHAP NEWS）5 日 - 10 時 2 分
＜韓国＞ミサイル発射差し迫っていない 統一相（毎日新聞）4 日 - 21 時 59 分
北のミサイル発射に反対＝中国外相と会談－米代表（時事通信）4 日 - 21 時 11 分
北朝鮮弾道ミサイル「発射したら制裁強化」…外務省幹部（読売新聞）4 日 - 21 時 5 分
米大統領「露がイラン問題協力ならＭＤ計画撤回と提案」報道を否定（ロイター）4 日 - 14 時 35 分
李大統領「北朝鮮のミサイル発射は有益ではない」（YONHAP NEWS）4 日 - 14 時 30 分
＜オバマ大統領＞ＭＤ計画の撤回提案報道を否定（毎日新聞）4 日 - 13 時 18 分
米大統領、MD めぐるロシアへの取引提案報道を否定（CNN.co.jp）4 日 - 12 時 45 分
北朝鮮がテポドン 2 号 20 基生産、米議会調査局（YONHAP NEWS）4 日 - 9 時 44 分
MD 断念の取引を否定＝イラン核でロシアに書簡－米大統領（時事通信）4 日 - 8 時 13 分
米大統領、露に秘密書簡 「イランの核阻止なら東欧ＭＤ計画撤回」 米紙報道（産経新聞）4 日 - 8 時 4 分
＜米大統領＞「東欧ＭＤ撤回も」露に書簡か（毎日新聞）3 日 - 20 時 24 分
北朝鮮発射ならロケットでも「迎撃」…浜田防衛相が強調（読売新聞）3 日 - 19 時 45 分
オバマ大統領がロシアに書簡、イランとＭＤ配備で提案＝報道（ロイター）3 日 - 17 時 12 分
イラン核阻止なら MD 断念＝米がロシアに秘密書簡－NY タイムズ（時事通信）3 日 - 14 時 56 分
「人工衛星」でも迎撃＝防衛相（時事通信）3 日 - 12 時 7 分
テポドン２号 今月中旬発射を警戒 米韓演習に照準か（産経新聞）3 日 - 8 時 1 分
テポドン２号、今月中旬発射を警戒（産経新聞）3 日 - 2 時 14 分
「衛星」でも安保理決議に違反＝麻生首相（時事通信）2 日 - 22 時 41 分
＜日韓外相＞ミサイル発射は決議違反…電話会談で確認 （毎日新聞）2 日 - 22 時 9 分
「衛星」でも国連決議違反＝日韓外相（時事通信）2 日 - 21 時 42 分
北朝鮮軍と在韓国連軍、6 年半ぶりに会談（CNN.co.jp）2 日 - 20 時 27 分
韓日外相が電話協議、北朝鮮ミサイル問題で（YONHAP NEWS）2 日 - 17 時 21 分
＜麻生首相＞「安保理で討議」とけん制 北朝鮮ミサイル（毎日新聞）2 日 - 14 時 9 分
北ミサイル発射なら「国連安保理で討議」 麻生首相（産経新聞）2 日 - 13 時 2 分
北朝鮮ミサイル発射準備、米は引き続き情勢注視（読売新聞）2 日 - 10 時 50 分
弾道ミサイル発射で北朝鮮の動向注視 マレン米統合参謀本部議長（産経新聞）2 日 - 10 時 12 分

北朝鮮の動きをより綿密に観察、米統参議長（YONHAP NEWS）2 日 - 10 時 6 分
長距離弾道 闇の連携 北・イラン 衛星打上げ協力（産経新聞）2 日 - 8 時 4 分
韓国大統領も北ミサイル自制呼びかけ（産経新聞）2 日 - 8 時 4 分
北朝鮮の動きを注視＝イランに十分な核物質－米統参議長（時事通信）2 日 - 0 時 56 分
＜韓国＞北朝鮮は対話再開を…大統領が独立運動式典で演説（毎日新聞）1 日 - 20 時 44 分
「人工衛星発射でも安保理決議違反」中曽根外相が見解表明（読売新聞）1 日 - 20 時 17 分
中曽根外相が温首相と会談 「北ミサイル発射は国連決議違反」と表明（産経新聞）1 日 - 18 時 33 分
中国首相と会談＝中曽根外相（時事通信）1 日 - 14 時 27 分
北ミサイル発射は国連決議違反＝中国首相と会談－中曽根外相（時事通信）1 日 - 13 時 52 分
北朝鮮は核・ミサイル放棄を＝「3・1 運動」の 90 周年式典で－韓国大統領が演説（時事通信）1 日 - 12 時 38 分
北朝鮮ミサイル発射場で組み立て開始、政府情報筋（YONHAP NEWS）1 日 - 7 時 35 分
ミサイル発射の動き…北に自制求める 日中外相会談（産経新聞）1 日 - 0 時 59 分
北にミサイル自制促す＝楊氏、「尖閣」言動に懸念－日中外相が会談（時事通信）1 日 - 0 時 47 分
＜日中外相＞北朝鮮にミサイル自制求める 解決に緊密協力（毎日新聞）2 月 28 日 - 23 時 33 分
北にミサイル自制促す＝日中外相（時事通信）2 月 28 日 - 21 時 6 分 *MD1
北にミサイル自制促す＝刑事司法 2 条約の交渉開始へ－日中外相（時事通信）2 月 28 日 - 18 時 53 分
F22 と B2 爆撃機が合同訓練＝北朝鮮ミサイルけん制か－太平洋上（時事通信）2 月 28 日 - 15 時 33 分
＜北朝鮮＞ミサイル組み立て開始？ 韓国報道（毎日新聞）2 月 28 日 - 11 時 45 分
テポドン迎撃用意 米司令官「大統領に試練」（産経新聞）2 月 28 日 - 8 時 5 分
テポドン迎撃の用意ある 米太平洋軍司令官（産経新聞）2 月 27 日 - 18 時 41 分
北ミサイル迎撃準備整っている、米太平洋軍司令官（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 17 時 22 分
韓米外相が電話協議、北朝鮮ミサイル問題で（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 16 時 5 分
テポドン２号の迎撃示唆（産経新聞）2 月 27 日 - 15 時 48 分
北ミサイル迎撃の用意＝大統領が命令なら－米太平洋軍司令官（時事通信）2 月 27 日 - 12 時 52 分
北朝鮮ミサイル、ＭＤシステムで迎撃「前から検討」と防衛相（読売新聞）2 月 27 日 - 11 時 50 分
北のミサイル、ＭＤでの迎撃示唆 防衛相（産経新聞）2 月 27 日 - 11 時 9 分 *MD2

*MD1

ミサイル迎撃「前から検討」＝北朝鮮をけん制－防衛相（時事通信）2 月 27 日 - 11 時 1 分
ミサイル発射は国連決議違反、米国務省朝鮮部長（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 10 時 36 分
北朝鮮国連代表部公使「（ミサイル）発射は予定通り」（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 10 時 35 分
北、ミサイル発射準備本格化か＝レーダーなど稼働－韓国紙（時事通信）2 月 27 日 - 9 時 42 分
北、イランと連携強化 テポドン２、長射程化へ技術獲得か（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 6 分

*MD2

北に兵器転用可能装置 不正輸出図る 迂回と偽装…北活発（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 5 分
防衛省 北ミサイル迎撃検討 ＭＤ導入後、初の実運用へ（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 3 分
米軍、撃墜に自信 北朝鮮・弾道ミサイル（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 3 分
ミサイル発射は「予定通り」＝北朝鮮（時事通信）2 月 27 日 - 0 時 40 分
北朝鮮 発射隠し？地下に液体燃料注入施設 韓国紙報道（毎日新聞）2 月 26 日 - 21 時 41 分
＜北朝鮮＞発射隠し？地下に液体燃料注入施設 韓国紙報道（毎日新聞）2 月 26 日 - 19 時 3 分
外交通商部「衛星打上げでも国連決議違反」（YONHAP NEWS）2 月 26 日 - 17 時 21 分
北へ兵器関連物資、不正輸出疑い 東京の貿易商社捜索（産経新聞）2 月 26 日 - 16 時 11 分
統一部「北ミサイル、南北関係安定管理基調に対策」（YONHAP NEWS）2 月 26 日 - 14 時 53 分
「宇宙進出は正当」北朝鮮がミサイル懸念に反論（YONHAP NEWS）2 月 26 日 - 14 時 49 分
弾道ミサイル迎撃に自信＝北朝鮮をけん制－米国防総省（時事通信）2 月 26 日 - 14 時 36 分
米中、軍事交流を本格再開へ＝27 日から国防対話（時事通信）2 月 26 日 - 14 時 20 分
北朝鮮ミサイル迎撃実験 3 度実施、米国防総省（YONHAP NEWS）2 月 26 日 - 14 時 11 分
北朝鮮ミサイル燃料タンク識別されず、軍情報筋（YONHAP NEWS）26 日 - 10 時 10 分
金正日総書記が支配続ける ＣＩＡ長官（産経新聞）26 日 - 9 時 34 分
ミサイル関連物資、北朝鮮に不正輸出 都内の商社強制捜査（産経新聞）26 日 - 9 時 29 分
北、地下にミサイル燃料施設＝注入 1、2 日で完了も－韓国紙（時事通信）26 日 - 8 時 45 分
日米首脳会談 「実利」最優先の米政権（産経新聞）26 日 - 8 時 5 分
日米 危機感を共有 内需拡大、アフガン 日本に重い宿題 首脳会談（産経新聞）26 日 - 8 時 1 分
北朝鮮ミサイルに韓中が共同懸念、柳明桓長官（YONHAP NEWS）25 日 - 17 時 48 分
北朝鮮のミサイル実験、発射台に設置の兆候はない＝米当局者（ロイター）25 日 - 12 時 34 分
＜日米首脳会談＞重層的な同盟の志向、ドルの信認維持で一致（毎日新聞）25 日 - 11 時 16 分
アフガン支援戦略作りに日本も参画、日米首脳が合意（読売新聞）25 日 - 10 時 45 分
韓中外相会談、北朝鮮ミサイル問題を協議（YONHAP NEWS）25 日 - 10 時 19 分
北ミサイルに自制要求＝日米首脳会談（時事通信）25 日 - 9 時 49 分
北のミサイル発射台になし 米政府当局者（産経新聞）25 日 - 9 時 43 分
北ミサイルに自制要求＝「ドルの信頼性維持」で一致－日米首脳会談（時事通信）25 日 - 8 時 52 分
青森、函館方面へ発射計画か 北の「衛星打上げ準備」（産経新聞）25 日 - 8 時 5 分
日米同盟強化を確認 オバマ大統領「偉大なパートナー」 金融対策の連携一致 （産経新聞）25 日 - 2 時 12 分
＜中韓外相会談＞北朝鮮のミサイル準備の動きで意見交換（毎日新聞）25 日 - 0 時 37 分
金総書記、ミサイル発射基地を視察か（読売新聞）24 日 - 23 時 1 分
＜北朝鮮＞衛星準備の談話、「平和利用」で国際批判かわす？（毎日新聞）24 日 - 22 時 47 分
＜北朝鮮＞「実験通信衛星」の打上げ予告…識者に聞く（毎日新聞）24 日 - 21 時 52 分
ミサイル、対米カードに＝緊張高め、強硬姿勢－北朝鮮（時事通信）24 日 - 18 時 20 分
北朝鮮ミサイル発射兆候ないが鋭意注視、青瓦台（YONHAP NEWS）24 日 - 17 時 48 分
発射、すぐではない＝北朝鮮ミサイル問題－河村官房長官（時事通信）24 日 - 17 時 5 分
北朝鮮がミサイル試射準備否定、「衛星」打上げと（CNN.co.jp）24 日 - 15 時 42 分
情報当局「北朝鮮、発射台へのミサイル装着はまだ」（YONHAP NEWS）24 日 - 15 時 14 分
北朝鮮 「衛星発射準備」ミサイルの可能性も（毎日新聞）24 日 - 14 時 48 分
韓国国防省、「北朝鮮ミサイル射程に米軍基地」と（CNN.co.jp）24 日 - 13 時 33 分
北朝鮮、ミサイル発射を再予告…談話は「通信衛星」と主張（読売新聞）24 日 - 12 時 53 分
＜北朝鮮＞「衛星発射準備」ミサイルの可能性も（毎日新聞）24 日 - 12 時 14 分

再送：北朝鮮、人工衛星の打上げを準備中と表明＝ＫＣＮＡ（ロイター）24 日 - 11 時 54 分
「人工衛星」発射準備と表明＝テポドン 2 号か－北朝鮮（時事通信）24 日 - 11 時 34 分
柳明桓長官が訪中、外相会談で北朝鮮問題など協議（YONHAP NEWS）24 日 - 10 時 48 分
北朝鮮のミサイル問題、米国務省「国連決議違反」（YONHAP NEWS）24 日 - 10 時 15 分
北が新型ミサイル配備 韓国国防白書 豪やインドなど射程 （産経新聞）23 日 - 16 時 51 分
北朝鮮軍が特殊部隊 6 万人拡充、2008 国防白書（YONHAP NEWS）23 日 - 15 時 54 分
北朝鮮が新型中距離ミサイル配備、特殊部隊増強＝韓国国防白書（ロイター）23 日 - 15 時 45 分
北朝鮮、グアムまで射程のミサイル配備…韓国「国防白書」（読売新聞）23 日 - 12 時 16 分
＜韓国＞国防白書…北朝鮮の新型中距離ミサイル配備を確認（毎日新聞）23 日 - 12 時 7 分
北朝鮮、射程３０００キロの新型中距離ミサイル配備 韓国国防白書（産経新聞）23 日 - 11 時 51 分
「ヒラリー色」は出したが… 米国務長官アジア歴訪終える（産経新聞）22 日 - 19 時 9 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/

------------------------------------------北朝鮮担当米代表が来日（時事通信）5 日 - 17 時 11 分 *N1

*N1

*N4

北朝鮮が中東にスカッドミサイル千基輸出、米研究所（YONHAP NEWS）5 日 - 10 時 2 分
米シンクタンク、北朝鮮第 2 次核実験の可能性指摘（YONHAP NEWS）5 日 - 10 時 1 分
天野大使「核不拡散に尽力」＝事務局長選へ見解表明－IAEA 理事会（時事通信）5 日 - 8 時 6 分
核転用可能機 不正輸出４人逮捕 外為法違反容疑 会社ぐるみ解明へ（産経新聞）5 日 - 8 時 1 分
社内に高性能示すデータ＝販促に利用、組織的関与解明へ－工作機械不正輸出（時事通信）5 日 - 5 時 33 分
＜不正輸出＞核転用可能機１６カ国に タイなど１０１８台（毎日新聞）5 日 - 2 時 36 分
＜６カ国協議＞米特別代表と中国外相、早期再開を確認（毎日新聞）4 日 - 21 時 55 分
北のミサイル発射に反対＝中国外相と会談－米代表（時事通信）4 日 - 21 時 11 分
無許可輸出 500 数十台か＝組織的関与を捜査－核開発転用可能の工作機械・警視庁（時事通信）4 日 - 19 時 37 分
「厳粛に受け止める」＝工作機械不正輸出で社員ら逮捕のホーコス社長－広島（時事通信）4 日 - 18 時 21 分
ホーコス社員ら逮捕 兵器転用機械不正輸出疑い 会長宅など捜索（産経新聞）4 日 - 15 時 53 分
核開発に転用可能な工作機械、不正輸出容疑で４人逮捕（読売新聞）4 日 - 13 時 36 分
ホーコス担当者 4 人逮捕＝工作機械を無許可輸出－核兵器開発に転用可能・警視庁（時事通信）4 日 - 11 時 54 分

＜不正輸出＞４人逮捕…中韓に核転用可能機、外為法違反容疑（毎日新聞）4 日 - 11 時 54 分
ホーコス担当者 4 人逮捕＝警視庁（時事通信）4 日 - 11 時 35 分 *N2

*N2

*N3

工作機械不正輸出の「ホーコス」社員４人逮捕（産経新聞）4 日 - 11 時 8 分
MD 断念の取引を否定＝イラン核でロシアに書簡－米大統領（時事通信）4 日 - 8 時 13 分
＜米特別代表＞北京入り 北朝鮮問題で意見交換（毎日新聞）3 日 - 20 時 45 分
6 カ国協議ロシア首席代表が来週訪韓、核問題を協議（YONHAP NEWS）3 日 - 17 時 46 分
オバマ大統領がロシアに書簡、イランとＭＤ配備で提案＝報道（ロイター）3 日 - 17 時 12 分
イラン核阻止なら MD 断念＝米がロシアに秘密書簡－NY タイムズ（時事通信）3 日 - 14 時 56 分
＜韓国＞魏外相特別補佐官が６カ国首席代表に（毎日新聞）2 日 - 22 時 28 分
6 カ国協議の新韓国首席代表、魏聖洛氏を任命（YONHAP NEWS）2 日 - 17 時 36 分 *N3
＜第五福竜丸事件＞「死の灰」浴び被ばくの久保山さん、原医研に病理標本 ／広島（毎日新聞）2 日 - 15 時 25 分
李大統領「核放棄で支援」独立運動式典で北朝鮮に呼びかけ（サーチナ）2 日 - 13 時 8 分 *N4
イランが保有の核物質、「核兵器用に十分」と米軍幹部（CNN.co.jp）2 日 - 11 時 51 分
＜韓国＞北朝鮮は対話再開を…大統領が独立運動式典で演説（毎日新聞）1 日 - 20 時 44 分
北朝鮮は核・ミサイル放棄を＝「3・1 運動」の 90 周年式典で－韓国大統領が演説（時事通信）1 日 - 12 時 38 分
6 カ国協議離れる金塾氏「成果出せず心残り」（YONHAP NEWS）1 日 - 7 時 34 分 *N5

*N5

*N6

北にミサイル自制促す＝刑事司法 2 条約の交渉開始へ－日中外相（時事通信）2 月 28 日 - 18 時 53 分
＜米国＞駐イラク大使にヒル国務次官補（毎日新聞）2 月 28 日 - 11 時 11 分
対北交渉の顔、イラクへ転戦＝次期大使のヒル氏（時事通信）2 月 28 日 - 10 時 57 分
＜韓国＞６カ国協議首席代表が国家情報院第１次長に（毎日新聞）2 月 27 日 - 20 時 52 分
＜米国＞ボスワース代表が韓日中露訪問へ…北朝鮮政策担当（毎日新聞）2 月 27 日 - 20 時 14 分
米北朝鮮特使、6 カ国協議進展に向け来週アジアを歴訪＝米国務長官（ロイター）2 月 27 日 - 14 時 24 分 *N6
北朝鮮が 6 カ国協議再開の意思、先週中国に伝える（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 10 時 51 分
米国の北朝鮮問題特別代表、韓日中ロと来週協議（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 10 時 49 分
6 カ国協議の米国首席代表にソン・キム氏（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 10 時 46 分

*N7

ミサイル発射は国連決議違反、米国務省朝鮮部長（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 10 時 36 分
北朝鮮国連代表部公使「（ミサイル）発射は予定通り」（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 10 時 35 分
北朝鮮特別代表、アジア歴訪へ＝米国（時事通信）2 月 27 日 - 10 時 12 分

*N8

*N7

*N8

北に兵器転用可能装置 不正輸出図る 商社など家宅捜索 外為法違反容疑（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 5 分
北に兵器転用可能装置 不正輸出図る 迂回と偽装…北活発（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 5 分
北朝鮮特別代表、アジア歴訪へ＝日中韓ロと「6 カ国」で協議－米（時事通信）2 月 27 日 - 5 時 48 分
ボスワース特別代表をアジアに派遣へ クリントン長官（産経新聞）2 月 27 日 - 2 時 46 分
米の対北政策に懸念表明＝昨年 10 月、ブッシュ氏に－麻生首相（時事通信）2 月 26 日 - 21 時 13 分
ブッシュ前政権の核問題対応を批判 麻生首相（産経新聞）2 月 26 日 - 16 時 11 分
北へ兵器関連物資、不正輸出疑い 東京の貿易商社捜索（産経新聞）2 月 26 日 - 16 時 11 分
武器転用可能な装置、迂回輸出図る？…北系商社を捜索（読売新聞）2 月 26 日 - 14 時 50 分
兵器製造装置を無許可輸出＝東京の会社を捜索－神奈川県警（時事通信）2 月 26 日 - 12 時 2 分
＜麻生首相＞北朝鮮核でブッシュ前米政権に不満…米ＷＰ紙（毎日新聞）26 日 - 10 時 41 分
ブッシュ前政権の対応を批判 麻生首相が北朝鮮の核問題で（産経新聞）26 日 - 9 時 54 分
日米 危機感を共有 内需拡大、アフガン 日本に重い宿題 首脳会談（産経新聞）26 日 - 8 時 1 分
イラン 初の原発完成 「核兵器意図なし」強調（毎日新聞）26 日 - 0 時 32 分

*N9

日米同盟強化を確認 オバマ大統領「偉大なパートナー」 金融対策の連携一致 （産経新聞）25 日 - 2 時 12 分
＜中韓外相会談＞北朝鮮のミサイル準備の動きで意見交換（毎日新聞）25 日 - 0 時 37 分
＜日米首脳会談＞同盟強化で一致 気候変動でも連携（毎日新聞）24 日 - 22 時 0 分
湾岸・南西アジア担当特別顧問にロス氏起用 米国務省（産経新聞）24 日 - 17 時 37 分
クリントン米国務長官の訪中は「議論よりもおべっか」―英紙（Record China）24 日 - 13 時 29 分
韓国外交通商相：きょう訪中 6 カ国協議代表も同行（サーチナ）24 日 - 11 時 50 分

*N10

*N9

柳明桓長官が訪中、外相会談で北朝鮮問題など協議（YONHAP NEWS）24 日 - 10 時 48 分

*N10

北東ア平和・安保基本原則、6 カ国閣僚級で採択推進（YONHAP NEWS）24 日 - 9 時 35 分
日本が麗水博参加を正式表明、韓日首脳電話会談（YONHAP NEWS）24 日 - 9 時 34 分
＜日韓首脳電話協議＞日韓米の連携重要で一致 対北朝鮮など（毎日新聞）23 日 - 19 時 15 分
対北、日米韓の連携重要＝首相が李大統領と電話会談（時事通信）23 日 - 18 時 10 分
ボスワース氏が６カ国米首席代表に（産経新聞）23 日 - 8 時 2 分
------------------------------------------[北朝鮮]

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

------------------------------------------金賢姫元工作員、本紙に手紙 拉致解決「至誠通ず」（産経新聞）5 日 - 8 時 43 分 *NK1
金元工作員の手紙全文 家族の大切さ知らせたい（産経新聞）5 日 - 8 時 5 分
金賢姫元工作員、本紙に手紙 拉致解決「至誠通ず」（産経新聞）5 日 - 8 時 3 分
金賢姫元工作員 本紙への手紙全文（産経新聞）5 日 - 0 時 29 分
拉致解決「至誠天に通じる」 金賢姫元工作員が本紙に手紙（産経新聞）5 日 - 0 時 28 分
日本は物乞い外交を展開、北朝鮮内閣機関紙が非難（YONHAP NEWS）4 日 - 17 時 4 分
北朝鮮・労働新聞、島根県「竹島の日」行事を非難（YONHAP NEWS）2 日 - 14 時 45 分
北朝鮮が韓国に通知文、米軍の「挑発」非難（YONHAP NEWS）1 日 - 14 時 41 分
北朝鮮軍の異例人事、その真相は？（産経新聞）2 月 28 日 - 21 時 3 分
米軍の「傲慢行動」に警告＝北朝鮮（時事通信）2 月 28 日 - 19 時 4 分
＜米国＞ボスワース代表が韓日中露訪問へ…北朝鮮政策担当（毎日新聞）2 月 27 日 - 20 時 14 分
金総書記 2 月の公開活動、ことしは過去最多の 15 回（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 17 時 21 分
金総書記訪問に期待＝胡主席が親書で招請－中国（時事通信）2 月 26 日 - 19 時 20 分
たばこで健康アピール？金総書記の写真をテレビ放映（読売新聞）2 月 26 日 - 12 時 54 分
米人権報告書「北朝鮮の人権状況はひどく悪い」（YONHAP NEWS）2 月 26 日 - 10 時 51 分
金正日総書記が支配続ける ＣＩＡ長官（産経新聞）2 月 26 日 - 9 時 34 分
金正日総書記、依然として権力掌握しているもよう＝米ＣＩＡ長官（ロイター）26 日 - 8 時 44 分 *NK1
金正日総書記、注目の咸鏡北道で数日間公開活動（YONHAP NEWS）25 日 - 13 時 36 分
青森、函館方面へ発射計画か 北の「衛星打上げ準備」（産経新聞）25 日 - 8 時 5 分
金総書記、ミサイル発射基地を視察か（読売新聞）24 日 - 23 時 1 分
「北朝鮮流」日米韓揺さぶり 人工衛星発射準備の談話

（産経新聞）24 日 - 22 時 33 分

ミサイル、対米カードに＝緊張高め、強硬姿勢－北朝鮮（時事通信）24 日 - 18 時 20 分
「人工衛星 発射準備」 北朝鮮が談話発表（産経新聞）24 日 - 16 時 34 分
北朝鮮がミサイル試射準備否定、「衛星」打上げと（CNN.co.jp）24 日 - 15 時 42 分
「三男後継」消息が北朝鮮全域に拡散、取締まりなく（YONHAP NEWS）24 日 - 15 時 13 分
北朝鮮 「衛星発射準備」ミサイルの可能性も（毎日新聞）24 日 - 14 時 48 分
北朝鮮、ミサイル発射を再予告…談話は「通信衛星」と主張（読売新聞）24 日 - 12 時 53 分
再送：北朝鮮、人工衛星の打上げを準備中と表明＝ＫＣＮＡ（ロイター）24 日 - 11 時 54 分
「人工衛星」発射準備と表明＝テポドン 2 号か－北朝鮮（時事通信）24 日 - 11 時 34 分
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------F２２、４月中旬に嘉手納撤退（琉球新報）5 日 - 10 時 31 分
米国防費に大なた、法案提出＝武器調達の無駄査定－超党派議員（時事通信）5 日 - 1 時 27 分

＜アフガニスタン＞大統領選は８月２０日実施 選管発表（毎日新聞）4 日 - 20 時 52 分
米空軍基地周辺で爆弾テロ、米軍の契約業者負傷 アフガン（CNN.co.jp）4 日 - 20 時 33 分
＜米国防長官＞アフガン撤退時期の設定は不可能（毎日新聞）4 日 - 18 時 49 分
海兵隊戦闘機の住宅街墜落、飛行隊司令官ら 4 人を解任（CNN.co.jp）4 日 - 18 時 24 分
F２２、４月中旬に嘉手納撤退（琉球新報）4 日 - 11 時 20 分
実弾訓練場撤去を 伊芸被弾事件（琉球新報）4 日 - 10 時 15 分
アフガン選挙前倒しは困難＝駐留軍撤退目標の設置も－米仏国防相（時事通信）4 日 - 9 時 42 分
露、領内通過を容認 米軍のアフガン向け物資（産経新聞）4 日 - 8 時 3 分
ロシア、米軍のアフガン向け物資通過を容認 （産経新聞）3 日 - 22 時 48 分
中国が沖縄に事務所検討＝米軍基地集中、政府内に懸念（時事通信）3 日 - 21 時 33 分
モノ作り実った「２００人の挑戦」 新型救難飛行艇 発注から１３年（産経新聞）3 日 - 16 時 16 分
ヘリ情報がイランに流出＝ホワイトハウス専用－米国防総省調査（時事通信）3 日 - 16 時 14 分
米空母、佐世保を出港 平和団体など抗議（西日本新聞）3 日 - 15 時 24 分
韓米空軍が統合交換訓練、今月 30 日まで実施（YONHAP NEWS）3 日 - 14 時 33 分
日本の「ものづくり技術」継承 新明和工業が新型救難飛行艇を納入（産経新聞）3 日 - 10 時 34 分
韓米安保政策構想会議、米国側アフガン担当者も出席（YONHAP NEWS）3 日 - 10 時 8 分
テポドン２号 今月中旬発射を警戒 米韓演習に照準か（産経新聞）3 日 - 8 時 1 分
＜イラク戦争＞「国際法違反」 駐独米兵が亡命申請（毎日新聞）2 日 - 22 時 1 分
パキスタン、「アフガン政策で最も厄介」と米国防長官（CNN.co.jp）2 日 - 16 時 21 分
＜米国防長官＞「オバマ氏やや分析的」 前・現大統領比較（毎日新聞）2 日 - 15 時 1 分
オバマ大統領評「多くの部下から意見を聞く」…国防長官（読売新聞）2 日 - 13 時 47 分
イランが保有の核物質、「核兵器用に十分」と米軍幹部（CNN.co.jp）2 日 - 11 時 51 分
弾道ミサイル発射で北朝鮮の動向注視 マレン米統合参謀本部議長（産経新聞）2 日 - 10 時 12 分
北朝鮮の動きをより綿密に観察、米統参議長（YONHAP NEWS）2 日 - 10 時 6 分
事件解明を要求 金武町伊芸被弾、区民ら４００人決起（琉球新報）2 日 - 9 時 45 分
原子力空母ステニス寄港 日米共同の厳戒態勢 警官、安堵の中 疲労感 「無事」願う基地幹部（西日本新聞）2 日 - 7 時 7 分
オバマ大統領は多く意見聞く＝ブッシュ氏と比較－米国防長官（時事通信）2 日 - 6 時 45 分
小沢代表の第７艦隊発言、民主「党の見解でない」と釈明（読売新聞）1 日 - 22 時 6 分
グアム協定県外移転と相いれない 岡田民主副代表（琉球新報）1 日 - 18 時 30 分
実弾演習の即時廃止を 金武町伊芸区で区民総決起大会（琉球新報）1 日 - 17 時 45 分
イラク駐留米軍の早期撤退で予想されるリスクのシナリオ（ロイター）1 日 - 14 時 44 分
北朝鮮が韓国に通知文、米軍の「挑発」非難（YONHAP NEWS）1 日 - 14 時 41 分
米大統領「現実的妥協」 イラク撤退宣言 地域安定化の達成、なお課題（産経新聞）1 日 - 8 時 1 分
イラク米軍、撤退宣言 大統領「来年８月、任務終結」（産経新聞）1 日 - 8 時 1 分
米は永続的駐留画策と批判＝イラク撤退計画でイラン最高指導者（時事通信）1 日 - 5 時 47 分
新嘉手納基地爆音訴訟、４２３人が飛行差し止め求め上告へ（読売新聞）2 月 28 日 - 21 時 25 分
イラク撤退に苦渋の決断＝オバマ大統領（時事通信）2 月 28 日 - 19 時 15 分
＜新嘉手納爆音訴訟＞住民側が上告決める（毎日新聞）2 月 28 日 - 19 時 8 分
イラク戦略 地域安定化なお課題（産経新聞）2 月 28 日 - 19 時 5 分
米軍の「傲慢行動」に警告＝北朝鮮（時事通信）2 月 28 日 - 19 時 4 分
イラク戦争「政権転覆が目的」＝米大統領（時事通信）2 月 28 日 - 18 時 47 分
１２５歳の現役ドック、入船風景を公開…神奈川・横須賀（読売新聞）2 月 28 日 - 18 時 37 分

オバマ大統領「イラク戦闘 来年８月終結」 テロ掃討、アフガン移行（産経新聞）2 月 28 日 - 17 時 28 分
F22 と B2 爆撃機が合同訓練＝北朝鮮ミサイルけん制か－太平洋上（時事通信）2 月 28 日 - 15 時 33 分
民主の安保政策「めちゃくちゃ」＝自民・中川秀氏が批判（時事通信）2 月 28 日 - 14 時 0 分
イラク駐留米軍の戦闘部隊、来年 8 月末までに撤退 正式発表（CNN.co.jp）2 月 28 日 - 13 時 34 分
イラク駐留軍、11 年末に完全撤退（時事通信）2 月 28 日 - 12 時 33 分
＜オバマ米大統領＞演説の要旨（毎日新聞）2 月 28 日 - 11 時 57 分
米大統領 イラク米軍、来年８月までに１０万人撤退表明（毎日新聞）2 月 28 日 - 11 時 56 分 *M1

*NK1

*M1

＜米大統領＞「１６カ月内」軌道修正 イラク撤退計画（毎日新聞）2 月 28 日 - 11 時 55 分
＜米大統領＞イラク米軍、来年８月までに１０万人撤退表明（毎日新聞）2 月 28 日 - 11 時 48 分
対北交渉の顔、イラクへ転戦＝次期大使のヒル氏（時事通信）2 月 28 日 - 10 時 57 分
オバマ米大統領、来年 8 月末までのイラク駐留戦闘部隊の撤退を表明（ロイター）2 月 28 日 - 10 時 45 分
米兵ひつぎ撮影解禁（産経新聞）2 月 28 日 - 8 時 6 分
テポドン迎撃用意 米司令官「大統領に試練」（産経新聞）2 月 28 日 - 8 時 5 分
小沢氏、火消しに躍起 「在日米軍 第７艦隊で十分」党内外波紋（産経新聞）2 月 28 日 - 8 時 4 分
米大統領、イラク駐留米軍戦闘部隊の撤退表明（産経新聞）2 月 28 日 - 7 時 50 分
駐イラク米軍、来年８月までに主要部隊撤退…オバマ大統領（読売新聞）2 月 28 日 - 7 時 23 分
原子力空母 米の威信と戦力を誇示 超軍事大国の象徴 移動航空基地 ７つの海を支配（西日本新聞）2 月 28 日 - 7 時 7 分
イラク駐留軍、11 年末に完全撤退＝来年 8 月までに 10 万人削減－米大統領（時事通信）2 月 28 日 - 5 時 25 分
＜外傷性脳損傷＞包括的実態調査へ 米国防総省（毎日新聞）2 月 28 日 - 2 時 37 分
来年 8 月までに 10 万人撤退へ＝戦闘地域駐留は今年いっぱい－米大統領（時事通信）2 月 27 日 - 22 時 37 分
＜米国防長官＞死亡兵士のひつぎ、遺族同意で撮影許可（毎日新聞）2 月 27 日 - 22 時 22 分
＜米国＞アジア・太平洋担当の国防次官補にグレグソン氏指名（毎日新聞）2 月 27 日 - 22 時 1 分
小沢氏、米軍縮小発言で火消しに躍起（産経新聞）2 月 27 日 - 21 時 36 分
米軍が廃棄の武器から有毒物質、海中の生物が危機に（CNN.co.jp）2 月 27 日 - 19 時 45 分
海外で戦死の米兵のひつぎ撮影、一転して容認 帰国の葬送式典（CNN.co.jp）2 月 27 日 - 19 時 36 分
テポドン迎撃の用意ある 米太平洋軍司令官（産経新聞）2 月 27 日 - 18 時 41 分
「第五福竜丸」無線長の病理標本＝広島大保管、米側 40 年前に返還（時事通信）2 月 27 日 - 18 時 28 分
イラク駐留部隊撤退、来年８月を期限 米大統領（産経新聞）2 月 27 日 - 18 時 2 分
北ミサイル迎撃準備整っている、米太平洋軍司令官（YONHAP NEWS）2 月 27 日 - 17 時 22 分
台湾武器売却、撤回を要求＝オバマ政権後初の国防対話－米中（時事通信）2 月 27 日 - 17 時 8 分
国に 56 億円賠償命令＝米軍機騒音被害（時事通信）2 月 27 日 - 16 時 9 分
国の賠償増額 ５６億円 新嘉手納基地爆音控訴審判決（産経新聞）2 月 27 日 - 15 時 48 分
米原子力空母 佐世保に入港 通算１１隻目（西日本新聞）2 月 27 日 - 15 時 7 分

イラク米軍、19 カ月以内に撤退へ 大統領が議会に表明（CNN.co.jp）2 月 27 日 - 14 時 24 分
アフガン増派を 6 割以上が支持 米世論調査（CNN.co.jp）2 月 27 日 - 14 時 24 分
国に 56 億円賠償命令＝改善に強い政治的責務－新嘉手納爆音訴訟・福岡高裁支部（時事通信）2 月 27 日 - 13 時 53 分
＜米国＞イラクから撤退「１９カ月以内」に変更か（毎日新聞）2 月 27 日 - 13 時 18 分
北ミサイル迎撃の用意＝大統領が命令なら－米太平洋軍司令官（時事通信）2 月 27 日 - 12 時 52 分
ソマリア沖でデンマーク艦が中国船の救出に失敗か―米海軍（Record China）2 月 27 日 - 12 時 11 分
＜麻生首相＞小沢代表の在日米軍削減発言を批判（毎日新聞）2 月 27 日 - 11 時 33 分
麻生首相、小沢発言に反発（産経新聞）2 月 27 日 - 11 時 27 分
全国原告団が団結 新嘉手納爆音訴訟きょう午後判決（琉球新報）2 月 27 日 - 11 時 15 分
野党、抗議意見書提出へ ２月県議会（琉球新報）2 月 27 日 - 10 時 35 分
戦死米兵のひつぎ撮影許可＝米国防総省（時事通信）2 月 27 日 - 10 時 26 分 *M1

*NK1

*M1

米 CIA パネッタ長官

*M2
スペインのモラティノス外相

ＦＡ１８戦闘機の訓練に異変 東方沖射爆利用目立つ（琉球新報）2 月 27 日 - 10 時 20 分
嘉手納ラプコンに異常 那覇空港発着２７便遅延（琉球新報）2 月 27 日 - 9 時 55 分
米兵のひつぎ撮影許可 イラクとアフガンでの戦死者、遺族の同意の下（産経新聞）2 月 27 日 - 9 時 47 分
アジア担当国防次官補にグレグソン氏指名 オバマ米大統領（産経新聞）2 月 27 日 - 9 時 44 分
北、イランと連携強化 テポドン２、長射程化へ技術獲得か（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 6 分
米軍、撃墜に自信 北朝鮮・弾道ミサイル（産経新聞）2 月 27 日 - 8 時 3 分
「横田にターミナル造るつもりだった」 石原知事（産経新聞）2 月 27 日 - 7 時 33 分
イラク撤退計画を 27 日発表＝3～5 万人が残留か－米（時事通信）2 月 27 日 - 6 時 42 分
自民 小沢代表批判相次ぐ 在日米軍削減論で（毎日新聞）2 月 26 日 - 23 時 2 分
小沢氏「防衛知らない」＝米軍削減発言で麻生首相（時事通信）2 月 26 日 - 20 時 16 分
安徽省安慶市で講演－「日本の環境保護の推移」（1）（サーチナ）2 月 26 日 - 18 時 34 分
オバマ氏、19 カ月案を承認見通し イラク駐留米軍の撤退期限（CNN.co.jp）2 月 26 日 - 16 時 42 分
イラク撤退 来年８月に延長 米軍（産経新聞）2 月 26 日 - 16 時 11 分
弾道ミサイル迎撃に自信＝北朝鮮をけん制－米国防総省（時事通信）2 月 26 日 - 14 時 36 分
北朝鮮ミサイル迎撃実験 3 度実施、米国防総省（YONHAP NEWS）2 月 26 日 - 14 時 11 分
米 10 年度予算教書、国防費は約 52 兆円に＝民主党議員（ロイター）2 月 26 日 - 13 時 16 分
米大統領、27 日の演説でイラク政策発表へ（ロイター）2 月 26 日 - 12 時 35 分
「訓練の弾」に疑義 メア氏、米軍発射を否定（琉球新報）26 日 - 11 時 5 分
北朝鮮の対韓国軍事脅威発言、米国防総省が間接警告（YONHAP NEWS）26 日 - 10 時 50 分
米軍戦闘部隊、イラク撤退期限は「来年８月」 米政府当局者（産経新聞）26 日 - 9 時 45 分
米、週内にイラク撤収発表＝「来年 8 月期限」有力（時事通信）26 日 - 9 時 7 分
米海軍空母寄港 ２７日から５日間 佐世保市発表（西日本新聞）26 日 - 7 時 7 分
＜小沢代表＞対米追随脱却を強調 防衛力強化も言及（毎日新聞）25 日 - 22 時 3 分
「米国追随」と首相を批判＝共・社（時事通信）25 日 - 19 時 16 分

米兵、通訳の計 2 人死亡 警官制服を着用の男が銃撃 イラク（CNN.co.jp）25 日 - 18 時 36 分
スペイン、グアンタナモ収容者の受入れ準備ある＝外相（ロイター）25 日 - 15 時 39 分 *M2
アフガン新政策とイラク戦闘部隊撤退、近く発表と米大統領（CNN.co.jp）25 日 - 13 時 51 分
在日米軍の削減可能＝「第 7 艦隊で十分」－小沢氏（時事通信）25 日 - 13 時 34 分
原潜事故で図上訓練 県、０９年度から実施（琉球新報）25 日 - 10 時 35 分
韓国国防省、「北朝鮮ミサイル射程に米軍基地」と（CNN.co.jp）24 日 - 13 時 33 分
釈放可否判断へ特別委設置＝グアンタナモ収容所閉鎖で－米政府（時事通信）24 日 - 11 時 56 分
グアンタナモ収容者の処遇は人道的 国防総省報告書（CNN.co.jp）24 日 - 11 時 42 分
元収容者、イラクで自爆テロ＝グアンタナモでの処遇動機か－米紙（時事通信）23 日 - 5 時 58 分
クラスタ爆弾 使用禁止案を米議会議員団が両院に提出（毎日新聞）23 日 - 2 時 51 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

------------------------------------------3/4 「コラム」更新

・朝雲寸言 /// ・外交舞台の麻生首相 /// ・オバマ政権の１カ月
3/2 「ニュース」更新

海賊対策活動拠点 ジブチの港湾など可能 ///

調査団が帰国、報告 受け入れ国と調整急ぐ

海賊制圧へ共同訓練 呉沖
海自・海保共同訓練 呉沖 /// 護衛艦とヘリで海賊行動を制圧 /// 身柄拘束、引き渡し /// 一連の行動を演練 役割分担など確認
海賊対処 海自艦艇 ///

インド洋派遣部隊による補給を検討

パキスタン主催の多国間海上訓練 ///

「アマン０９」にＰ３Ｃ初派遣

２１年度防衛費 重要施策を見る＜４＞ 海上自衛隊 ///
USー２救難飛行艇量産初号機を受領 ///

初の戦闘迷彩色でお目見え ///

中国人民解放軍 葛副総参謀長が来日 ///
素顔の東ティモール＜17＞ ///

艦艇乗員の負担改善 護衛艦装備 一括調達で経費節減
離島の支援や災害救援など 多目的運用に期待

浜田大臣の訪中招請

小泉 友子 ///

国づくり支える日本人 ///

ピンポイントの人道支援

2/25 「コラム」更新

・朝雲寸言 /// ・中川氏の大臣辞任劇 /// ・クリントン長官来日
2/23 「ニュース」更新

海賊対処派遣隊員 ///

海保巡視船と共同で 阻止・拘束・移送など演練

ソマリア沖の各国艦艇 HP 拝見 ///

海賊制圧場面など PR 怠りなく

クリントン米国務長官 浜田防衛相と会談 ///

「日米同盟、最も重要」

米海兵隊グアム移転の実施に関する日米政府間協定
空自イラク復興支援 ///

撤収業務隊が帰国 すべての業務終了

２１年度防衛費 重要施策を見る＜３＞ 陸上自衛隊 ///
防大 ５７期１５２３人が合格 ///
「コープノース・グアム」終わる ///
素顔の東ティモール＜16＞ ///

６個旅団体制整う 普通科部隊に UAV 配備

防医大は２８７人、１７．３倍
F２対 F２２、共同訓練も
小泉 友子 ///

家を焼かれ、職を失う ///

無益な対立で市民が犠牲

------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
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ソフト化する国防戦略
Defense companies see growth in "soft power"

As the Obama administration pledges a new focus on "soft power," defense contractors are expected to pick up the pace on
diversifying beyond airplanes and satellites. Soft power, defined as "getting what you want through attraction," requires new approaches
to foreign policy, and defense companies are rushing to adapt. "We recognized five or so years ago that the industry was changing and
that the government was looking at more than just hard power," says an executive at Lockheed Martin Corp., which is currently training
African peacekeepers along with rival Northrop Grumman Corp. The Wall Street Journal (subscription required) (3/2)
ゲイツ氏 いつまで国防長官にとどまるか 同氏が語る、新旧大統領の違い
Gates unlikely to serve entire term at Pentagon
Defense Secretary Robert Gates told a Sunday morning news show that it would be "a challenge" for him to remain at his post for the
entire four years of President Barack Obama's first term. The Bush administration holdover said on "Meet the Press" that he had "no
date in mind" for when he might step down. Asked to compare his two bosses, Gates said Obama is "more analytical" than Bush, who
seemed less determined to hear from all sides in a debate. Defense News (3/1)
デルタ航空 寒波対策
Delta takes first hit from winter storm; Northeast braces for delays
Delta Air Lines canceled about 300 flights over the weekend as a rare snowstorm in the Southeast hit the carrier's Atlanta hub. Other
airlines were bracing for delays and cancellations on Monday and Tuesday as the big winter storm headed into the Northeast, with deep
snowfalls predicted across the region. Houston Chronicle (3/1)
直行便 はるかに燃料節約になる との MIT 調査
Direct flights more cost-efficient for airlines, MIT study finds
A working paper from the Massachusetts Institute of Technology suggests that higher fuel prices have made connecting flights more
expensive than direct flights in terms of operating costs. While airlines used to save $18 per passenger in marginal costs with
connecting flights, by 2006 there was a $12 cost advantage for direct flights. The reason: Connecting flights create more takeoffs and
landings, which can account for up to 40% of fuel consumption. The New York Times/Economix blog (2/27)
世界のエアライン業界 2008 年は 80 億ドル赤字
World's airlines see $8B loss in 2008
A $4 billion loss in the fourth quarter pushed the world's airline industry to a full-year loss of roughly $8 billion in 2008, according to an
international industry group. Plunging oil prices failed to help many carriers, due to hedging contracts that locked in higher-priced fuel.
Reuters (3/2)
サウスウエスト航空 地上勤務員組合と暫定的契約
Southwest reaches accord with Transport Workers Union
Southwest Airlines announced Friday it has reached a tentative new contract agreement covering nearly 8,000 ground workers
represented by the Transport Workers Union. Following a vote by union members, the three-year agreement will run through June 2011.
The Clarion-Ledger (Jackson, Miss.)/The Associated Press (3/1)

SmartQuote
" It was one of those March days when the sun shines hot and the wind blows cold: when it is summer in the light, and winter in the
shade."
それは 3 月のある日のこと、陽は温かく照っているが、風がまだ冷たく吹く：日向では夏、日蔭では冬のそんな日であった。
--Charles Dickens, English novelist, from "Great Expectations"

英国作家：チャールズ・ディケンズ
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国防予算、僅かながら上昇
Slower defense growth highlights Obama's first budget
President Barack Obama is seeking to boost the Pentagon's 2010 budget -- including war spending -- by a modest 1.4%, signaling a
pullback from the big-spending Bush years. Though the budget outline released on Thursday did not include specifics on acquisitions,

the president did stipulate that he expects the Pentagon to exercise greater oversight on weapons spending. Analysts said the stern
language indicates an emphasis on more affordable contracts and proven technologies. Aerospace Industries Association Vice President
Cord Sterling said contractors and the Pentagon would have to work together to meet the president's goals. "The onus really is on all of
us," he said. Google/The Associated Press (2/26) , The Wall Street Journal (subscription required) (2/26)
イラク派遣軍の撤収計画 2010 年 8 月
Obama sets deadline for ending combat mission in Iraq
Sen. John McCain, R-Ariz., is expressing cautious support for President Barack Obama's plan to end U.S. combat missions in Iraq by
August 2010. The president will announce today that he intends to withdraw most of the 142,000 troops currently serving in Iraq, leaving
behind a "transition force" of 35,000 to 50,000 for anti-terrorism operations and further training of Iraqi security forces. Complete
withdrawal of all U.S. troops is scheduled for the end of 2011. The New York Times (2/27)
シコルスキー、アブダビに航空機整備事業を合弁で設立
Sikorsky enters MRO joint venture in Abu Dhabi
Sikorsky Aerospace Services has teamed with Mubadala Development Co. to create an MRO joint venture that will support both rotary
and fixed-wing aircraft for the armed forces of the United Arab Emirates. "Our partnership with Sikorsky Aerospace Services fits our
commercial strategy to evolve the Emirate of Abu Dhabi's existing aerospace industry into a global aerospace hub," says the COO of
Mubadala, which is wholly owned by the Emirate of Abu Dhabi. Aviation Week & Space Technology (2/26)
ボーイング 輸送機のイタリアとの合弁計画断念
Boeing drops plans for JV cargo plane
Boeing Co. says economic conditions have forced it to drop a planned joint venture to build C-27J cargo planes with Alenia North
America, a unit of Italy's Finmeccanica SpA. "For us, it wasn't about the airplane. It wasn't about the team," a Boeing spokesman said.
"It's purely about the economic climate." Reuters (2/26)
航空管制新時代方式に 8 億ドル予算
NextGen gets $800 million funding in Obama budget
President Barack Obama's 2010 budget outline includes $800 million in funding for the satellite-based Next Generation air traffic control
system. The money will help build a nationwide network of 794 satellite ground stations due for completion in 2013. American City
Business Journals/Louisville (2/26)
デルタ航空 機械工組合との交渉不調
Delta mechanics reject union membership
The Aircraft Mechanics Fraternal Association says it has failed to gather the support needed to represent mechanics at Delta Air Lines
following the merger with Northwest Airlines. The AMFA formerly represented mechanics at Northwest, but Delta's nonunionized
mechanics outnumber the Northwest group by a 5-1 margin. Delta said union dues would be terminated immediately, and the transition
to Delta benefits for Northwest mechanics would begin in January 2010. The Atlanta Journal-Constitution (free registration) (2/26)
サウスウエスト航空 ボストン空港のイメージ変革に一役
Southwest, Boston Logan evolve together
As Boston Logan International Airport tries to shed its reputation as an expensive, inconvenient travel hub, it has found an ally in
Southwest Airlines, a carrier seeking to update its image as a leisure-oriented discounter serving distant airports. The conclusion of the
Big Dig highway project helped Logan, as did $4.4 billion in airport improvements. As the airport evolved, Southwest officials began
secret scouting missions, testing drive times, security lines and even the accessibility of airport concessions. The Boston Globe (2/27)
景気復興法案を支援する AIA はじめ航空宇宙業界
AIA, 11 other aviation groups promote stimulus legislation
AIA has joined with 11 other aviation advocacy groups to encourage Congress to pass a stimulus bill that would aid in guiding the nation
through economic recession while providing upgrades and jobs within the aerospace industry. The letter to Congress included

recommendations for the current administration to fund NextGen equipment, accelerate an increase in domestic manufacturing
deduction and make the R&D tax credit permanent. Representing 5.6 percent of the U.S. Gross Domestic Product, the civil aviation
industry could help achieve both short- and long-term economic stimulus goals. Read more here.

SmartQuote
" Happiness is a warm puppy."
幸せとはあったかい子犬のようなもの。
--Charles M. Schulz, from his "Peanuts" comic strip 漫画「ピーナッツ」から チャールス M シュルツ
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アムステルダム事故 生存率の高さが近年の技術力を示す
Amsterdam incident seen as latest example of survivability trend
Experts say better-engineered aircraft are just one reason more passengers are surviving mishaps like Wednesday's accident of a
Turkish Airlines 737 near Amsterdam. Though nine were killed in the latest incident, 125 survived the plane's plunge into a muddy field
-- the latest in a series of potential disasters that turned out to be highly survivable. "Clearly, this is not just a matter of luck," says
former FAA official William Voss, who is now president of the Flight Safety Foundation. Among the reasons for the improved survivability
rates: stronger fuselages, better fire-retardant technologies and better-trained crews. The Seattle Times/The Associated Press (2/26)
武器調達規則抜本的見直し 超党派上院議員立法の動き
Bipartisan Senate bill seeks to overhaul weapons-buying process
Two leading senators have introduced bipartisan legislation designed to promote more competition in the weapons-buying process as
well as increase the use of fixed-price contracts. The Weapon Systems Acquisition Reform Act of 2009 is sponsored by Sens. Carl
Levin, D-Mich., and John McCain, R-Ariz., the top-ranking members of the powerful Armed Services Committee. "What Chairman Levin
and I are trying to do here is to get accountability, transparency, and put in renewed measures to bring this system back under control,"
McCain said at a news conference. The Wall Street Journal (subscription required) (2/25)
オバマ政権下初の防衛予算 2010 5370 億ドルの中身は
Murtha: $537 billion for defense in Obama's 2010 budget
President Barack Obama is scheduled to release his 2010 budget outline today, and a senior House Democrat tells Reuters that "$537
billion will be the base budget" for the Pentagon. Rep. John Murtha, D-Pa., says he does not yet know whether that figure includes
spending for the wars in Iraq and Afghanistan, which the Bush administration routinely funded through emergency appropriations.
Reuters (2/25)

SmartQuote
" I'm an idealist. I don't know where I'm going, but I'm on my way."
僕は理想主義者、行きつく先は分からない、それでも我が道を行くさ。
--Carl Sandburg, Pulitzer Prize-winning American poet

カール・サンドバーグ（米国詩人）
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FAA 前長官、安全改革での役割を弁護
Blakey defends FAA role in implementing safety recommendations
Though fatal airline crashes have become rarer than ever in the U.S., critics say government agencies are still excruciatingly slow in
implementing the lessons learned from such incidents. "Sometimes it's our own worst enemy," acting NTSB Chairman Mark Rosenker
says of the regulatory process that can delay safety proposals for years, if not decades. But Marion Blakey, president and CEO of the
Aerospace Industries Association, tells The New York Times that the FAA is doing its job, acting as an "honest broker" by seeking input
from manufacturers, airlines and academics when implementing NTSB recommendations. The New York Times (2/22)
F-22 プログラム存命の後押し

Advocates push for extension of F-22 program
As the Obama administration nears the deadline for a decision on the future of the F-22 Raptor, suppliers such as Pratt & Whitney are
stepping up their lobbying efforts on behalf of the stealth fighter. "We are working closely with Lockheed Martin to ensure the Obama
administration and Congress understand the importance of the F-22 program," says a spokesman for the engine maker, which received
a $285 million parts and maintenance contract for the plane earlier this month. Though Pentagon chief Robert Gates says the F-22 is
useless in present-day wars, other experts disagree. "Historically, it's always been a mistake to continue to prepare for the war you're
in," says Fred Downey, AIA's vice president for national security. "History teaches us we cannot predict what the next war will be."
Hartford Business Journal (Conn.) (2/23)
NATO 予算の低さ
NATO members' defense spending lags far behind U.S.
New figures from NATO show that members of the alliance budget an average of just 1.7% of GDP for defense spending, compared with
4% in the U.S. Greece leads in defense spending among European allies on a percentage basis, while France has overtaken the U.K. in
absolute defense outlays. AviationWeek.com (2/20)
U.A.E. 物資空輸能力増強のため C-130, C-17 大量発注
U.A.E. set to announce big airlift contracts
As early as today, officials in the United Arab Emirates are expected to announce plans to increase airlift capabilities in a deal valued at
"hundreds of millions of dollars." Sources say the Persian Gulf state plans to buy about a dozen C-130Js from Lockheed Martin along
with a smaller number of Boeing C-17s. Defense News (2/22)
ボーイング 1000 人解雇
More than 1,000 Boeing workers receive layoff notices
Boeing on Friday sent out 1,100 layoff notices, confirming for the first time this year that assembly workers will be cut, even as the
company strives to maintain its 2009 delivery goals. CEO Jim McNerney said in January that about 10,000 jobs will be shed this year
through layoffs and attrition, and a second round of notices are scheduled to go out on March 20. The Seattle Times (2/21)
エアバス 欧州各国政府から助成を増やすよう要請
Airbus seeks more aid from European governments
After France committed to a $6.4 billion aid package, European plane maker Airbus is seeking similar help from Germany and the U.K.
Habib Fekih, Airbus' Middle East president, says that the French commitment is "not enough" and that the company is "expecting that
some other governments will join the French government." Forbes/The Associated Press (2/22)
NTSB 長官辞任後エアバス‐アメリカへ
Chealander to leave NTSB, join Airbus-Americas
The National Transportation Safety Board will lose one of its five members on Saturday when Steven R. Chealander resigns to join
Airbus-Americas as vice president of technical training. After serving one year with the NTSB, the former Air Force pilot and American
Airlines captain was awaiting Senate confirmation for a full five-year term. In his resignation letter to President Barack Obama,
Chealander said his NTSB service was "one of the most rewarding experiences of my professional life." AviationWeek.com (2/20)

SmartQuote
" The morning cup of coffee has an exhilaration about it which the cheering influence of the afternoon or evening cup of tea cannot be
expected to reproduce."
朝の一杯のコーヒーは、浮き浮きした気持ちにさせるもので、午後とか夕方の元気付けの紅茶の効用に、これを再現することは期待できない。
--Oliver Wendell Holmes, American author, poet and physician, from "Over the Teacups"
アメリカ作家・詩人：オリバー・ウェンデル・ホルムズ：「ティーカップについて」から
DL(0212)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

景気対策法 防衛関連企業に明るい兆し

Stimulus offers bright spots for defense companies
Despite looming cuts in military budgets, defense companies are finding some consolation in the compromise stimulus bill. Among the
beneficiaries: Boeing Co. could get $200 million for a "virtual fence" along the Mexican border, while Northrop Grumman Corp. and
Raytheon Co. could see millions in extra spending on weather satellites. Additionally, General Electric Co. and L-3 Communications
Holdings are expected to benefit from a $1 billion push to install high-tech baggage screeners at U.S. airports. The Washington Post
(2/11)
国防予算カットは景気対策バラマキの原資か？
Will defense cuts pay for stimulus largess?
As voting begins on the final $900 billion stimulus package, the defense industry continues to fear Washington will cut weapons programs
to pay for investments elsewhere. More than half of the industry experts polled by the Aerospace Industries Association believe defense
budgets will be cut, and many Wall Street analysts agree. But Marion Blakey, AIA's president and CEO, says that would be a bad idea.
"The biggest mistake would be to cut defense and space investments, making our industry a bill payer for other industries that are
asking the government to bail them out," said Blakey. ThomasNet Industrial Newsroom (2/11)
William Lynn 氏 国防省 No2 のポスト
Lynn wins overwhelmingly in Senate confirmation vote
Only four Republicans objected on Wednesday as the Senate voted overwhelmingly to confirm William Lynn for the Pentagon's No. 2
post. Because Lynn is a former defense industry lobbyist, President Barack Obama had to waive his policy that lobbyists wait two years
before joining his administration. Lynn has promised to remove himself for one year from any decisions related to programs for which he
lobbied, including the F-15 fighter and the Multiple Kill Vehicle. Chicago Tribune (free registration) (2/12)
F-22 用エンジンで P&W が受注
Pratt & Whitney lands F-22 engine contract
Pratt & Whitney has won a $285 million Air Force contract to maintain engines on the F-22 Raptor. The contract covers such things as
technical support and spare parts for the F119 engine. President Barack Obama has until March 1 to decide whether to order 20 more
of the stealth aircraft built by Lockheed Martin Corp. Forbes/The Associated Press (2/11)
P&W カナダで 1000 人解雇
Pratt & Whitney to lay off 1,000 in business aviation division
A drop in business jet orders will force some 1,000 layoffs at Pratt & Whitney Canada, the company announced Wednesday. The United
Technologies subsidiary said the cuts represented about 10% of its global workforce. "Many of our clients that manufacture business
aircraft have reduced production levels and laid off people," CEO Louis Chenevert explained, adding that other sectors -- including
general aviation, helicopters and regional aircraft -- are faring better. The layoffs will not affect workers at Pratt & Whitney plants in
Connecticut, where engines for commercial and military planes are manufactured. ABC News/The Associated Press (2/11)
デルタ航空 新しいフィーダーライナ体制つくり
Delta to reorganize feeder operations
In an effort to cut costs and improve customer service, Delta Air Lines says it will consolidate the operations of its three
company-owned feeder airlines under a new division based in Minneapolis. Baggage handlers and gate agents for Comair, Mesaba and
Compass will be among the 4,100 employees shifted to the new Regional Handling Services unit. "When fully operational in the third
quarter of 2009, RHS will be an industry leader serving as one of the nation's largest regional ground handling operators," said Don
Bornhorst, senior vice president of Delta Connection, in a memo to employees. Bornhorst said the move would not result in any
involuntary layoffs, though the overall workforce may be shrunk through attrition and voluntary retirements. The Washington Post/The
Associated Press (2/11) , American City Business Journals/Memphis, Tenn. (2/11)
米国大手エアライン 欧州のカーボン取引のターゲット企業となる

U.S. airlines on target list for EU carbon trading plan
Big U.S. carriers, including American Airlines and United Airlines, may be required to buy permits for carbon emissions, according to a
list released Wednesday by the European Commission. Under the European Emissions Trading System scheduled to take effect in 2012,
each individual country will sell the permits to those airlines -- both foreign and domestic -- that most frequently use its airports.
Experts say such countries as Britain and France could earn big revenues from the program because their airports serve so many
foreign operators. The New York Times (2/11)

SmartQuote
" Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition."
認められないからと言ってくよくよするな、認められるように努力すべきだ。
--Abraham Lincoln, 16th U.S. president

16 代大統領 エイブラハム・リンカーン

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

Boeing Frontiers

February 2009

Commercial Airplanes’ backlog
[編注] Contents & Article Link:

page 16

http://www.boeing.com/news/frontiers/archive/2009/february/index.html

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

Air Power & Space Journal

09spring
page 66 から：
Soft Power and Space Weaponization

Trevor Brown

Editorial Abstract: The United States has taken steps to weaponize space
despite the objections of world powers such as China and Russia. Other
nations interpret US actions as an attempt to develop proprietorial
domination of the medium. The author argues that this perception has
incurred a geopolitical backlash and has diminished our soft power (the
ability to attract others by the legitimacy of policies and the values that
underlie them). Drawing parallels with maritime history, he develops a new
approach that protects US interests and achieves space supremacy
through competitive scientific and commercial pursuits that are less
confrontational.

[編注] 全文ダウンロード：

http://www.airpower.au.af.mil/airchronicles/apj/apj09/spr09/spr09.pdf

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

MilsatMagazine

March 2009

Page 36 から抜粋： BRIEFING
MilComSats of the USSR/Russia
by Jos Heyman, Tiros Space Information In much the same way as the U.S. military forces use
communications satellites, the USSR/ Russian military forces are a heavy user of
communications satellites. A detailed analysis of the nature of the satellites used by the
USSR/Russia indicates, however, that a different approach is taken to meet what essentially
is the same objective, taking into account the local requirements.
In addition, it is believed the military forces of USSR/Russia also make extensive use of
communications satellites which provide principally civilian services, such as the Molniya
system. The three generations of Molniya satellites were placed in a highly eccentric orbit so
that ground stations at high northern latitudes had access to the satellites. In these orbits the
Molniya satellites were, for about 9 hours, over the USSR/Russia’s continental mass. An
operational system consisted of at least three satellites.
(以下、Strela 1M, Strela 2, Strela 3, Raduga 1, の記載あり、省略)
[編注] 全文ダウンロード： http://www.milsatmagazine.com/2009/MSM_Mar09.pdf
------------------------------------------Globalsecurity.com

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

National Security

U.S. Maintains Commitment to South Korean Security AFPS 06 Mar 2009
Russia ready to discuss U.S. missile proposals RIA Novosti 06 Mar 2009
India successfully tests interceptor missile IRNA 06 Mar 2009
US Committed to European Missile Defense AFPS 03 Mar 2009
Tokyo Missile Test to Counter DPRK Missile Test VOA 03 Mar 2009
Medvedev denies Iran-missile shield tradeoff RIA Novosti 03 Mar 2009
Obama: No Offer to Russia on Missile Defense and Iran VOA 03 Mar 2009
Obama Offers Russia Secret Missile Defense Deal VOA 03 Mar 2009
Russia ready to drop Iskander plans if US scraps missile shield RIA Novosti 03 Mar 2009
Russian general: US may have planned satellite collision RIA Novosti 03 Mar 2009
Missile Defense Capable, but Needs More Testing AFPS 26 Feb 2009
Poland confirms plans to deploy Patriot missiles RIA Novosti 26 Feb 2009
Space Station / Shuttle

NASA moves up shuttle launch to March 11 RIA Novosti 05 Mar 2009
NASA delays shuttle launch until March 12 RIA Novosti 26 Feb 2009
International

Obama 'ready to drop shield plans for Russian help on Iran' RIA Novosti 02 Mar 2009 -- Washington has told Moscow that Russian help in
resolving Iran's nuclear program would make its missile shield plans for Europe unnecessary, a Russian daily said, citing White House sources.

China's Lunar Probe Lands on Moon VOA 01 Mar 2009 -- China says its first lunar probe has landed on the moon
Proton-K rocket orbits military satellite RIA Novosti 28 Feb 2009
Russia set to put telecom satellite into orbit RIA Novosti 26 Feb 2009
Science

Space Telescope to Probe for Earth-Like Planets VOA 06 Mar 2009
SA to launch Sumbandila Satellite IRNA 03 Mar 2009
NASA Satellite to Seek Earth-like Planets VOA 26 Feb 2009
Participants named for Mars-500 flight simulation experiment RIA Novosti 26 Feb 2009
------------------------------------------[軍事宇宙開発 spacetoday.net: military]

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

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

Saturday, March 7

Tuesday, March 3

USAF supports NASA exploratory mission

Russian general says U.S. may have planned satellite collision

US Air Force — 5:13 pm ET (2213 GMT)

RIA Novosti — 7:11 am ET (1211 GMT)

Friday, March 6

Monday, March 2

Editorial: Strike from space?

Northrop Grumman Delivers Payload Module Ahead of Schedule

Washington Times — 5:47 am ET (1047 GMT)

for Third Advanced EHF Military Communications Satellite

Thursday, March 5

GlobeNewswire — 6:51 pm ET (2351 GMT)

U.S. experts critical of Russian officer's suspicion over satellite

China readies military space station - launch coincides with

crash

shuttle phaseout

Xinhua — 10:24 pm ET (0324 GMT)

Spaceflight Now — 6:47 pm ET (2347 GMT)

NASA and Air Force Designate National Hypersonic Science

Space weapons: soft power versus soft politics

Centers

The Space Review — 7:47 am ET (1247 GMT)

NASA — 10:04 pm ET (0304 GMT)

Friday, February 27

Russian General: Satellite Collision Was U.S. Plot

Atlas V/Wgs-2 Pre-Launch Media Teleconference set for March

Fox News — 12:39 pm ET (1739 GMT)

3

Reports: Russia building anti-satellite weapons

US Air Force — 7:58 pm ET (0058 GMT)

AP — 12:32 pm ET (1732 GMT)

Northrop Grumman Completes Engineering Thermal Vacuum

Wednesday, March 4

Testing of the SBIRS GEO-2 Payload

WGS-2 Spacecraft Launch Set

GlobeNewswire — 12:51 pm ET (1751 GMT)

Aerospace Daily — 12:36 pm ET (1736 GMT)

Thursday, February 26

AFSPC Commander speaks on changing nature of warfare

45th Space Wing unit has key role in NASA's future

US Air Force — 6:07 am ET (1107 GMT)

US Air Force — 9:49 pm ET (0249 GMT)

------------------------------------------[中国宇宙開発-3 spacetoday.net: China]

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

------------------------------------------Saturday, March 7

emergency response

China plans to launch Shenzhou-8, Shenzhou-9 spacecraft in

Xinhua — 1:47 pm ET (1847 GMT)

2011

China Directs Lunar Orbiter Crash

Xinhua — 8:30 am ET (1330 GMT)

Aerospace Daily — 1:21 pm ET (1821 GMT)

Thursday, March 5

Shenzhen to build 4 to 5 satellites every year

Europe, China Remain at Odds over Navigation Systems

Xinhua — 7:22 am ET (1222 GMT)

Space News (subscribers only) — 10:14 pm ET (0314 GMT)

Monday, March 2

China to select five to seven new taikonauts for space station

China readies military space station - launch coincides with

mission

shuttle phaseout

Xinhua — 5:40 am ET (1040 GMT)

Spaceflight Now — 6:47 pm ET (2347 GMT)

Tuesday, March 3

China's First Moon Probe Crashes to Lunar Surface

Beijing frets over Pyongyang's launch

SPACE.com — 6:46 pm ET (2346 GMT)

Asia Times — 2:04 pm ET (1904 GMT)

New space launch center to be built in China's southernmost

Lunar probe's crash was likely not well observed

Hainan

New Scientist — 1:50 pm ET (1850 GMT)

Xinhua — 1:01 pm ET (1801 GMT)

Scientists: China should integrate space resources to improve

Chinese Craft Whacks the Moon

Sky & Telescope — 12:54 pm ET (1754 GMT)

China's lunar probe ends 16-month mission

China to land probe on moon at latest in 2013, chief designer

RIA Novosti — 9:37 am ET (1437 GMT)

says

China's lunar probe Chang'e-1 impacts moon

Xinhua — 7:46 am ET (1246 GMT)

Xinhua — 9:04 am ET (1404 GMT)

China's Lunar Probe Lands on Moon

China plans first space docking for 2011

Voice of America — 7:46 am ET (1246 GMT)

AFP — 8:52 am ET (1352 GMT)

China's new geo-stationary weather satellite finishes testing

China lunar probe mission ends with planned crash

Xinhua — 7:32 am ET (1232 GMT)

AP — 8:48 am ET (1348 GMT)

Sunday, March 1

Saturday, February 28

Chinese probe crashes into moon

Unmanned space module to be launched in 2010

BBC — 7:06 pm ET (0006 GMT)

Xinhua — 8:25 am ET (1325 GMT)

Chang'e I ends lunar mission with a bang

Thursday, February 26

China Daily — 7:06 pm ET (0006 GMT)

Why China Will Launch More of the World's Satellites

China's lunar probe ends mission

Time — 1:32 pm ET (1832 GMT)

Reuters — 9:38 am ET (1438 GMT)

------------------------------------------[Space & Missile Report]
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------------------------------------------March 2, 2009

* Report Says Obama Offered To Kill European Missile Defense System If Russia Helps Curb Iran
* Special Fiscal 2010 Budget Issue: Obama Budget Is Stand-Pat For NASA, But Cuts Missile Defense Deeply, Damaging Programs,
Harming Security
* Obama Endorses Bush Plan For Half-Decade Gap Between Shuttles Retiring Next Year and Orion-Ares Spaceship System Manned
Flights Beginning In 2015
* Gates Says Pentagon Must Demand More Mature Technology In Missile Defense And Other Programs Before They Advance To Full
Rate Production
* Sen. Levin Doubtful About Need For Airborne Laser Missile Defense System
* Rep. Tauscher Suggests Slashing Ground-based Missile Defense, Others, In Letter To Pentagon Leader
* Missile Defense Agency Set To Increase Testing Of Ballistic Missile Defense Systems As Some Lawmakers Challenge Testing
Adequacy
* Proposed Cuts To Ground-based Midcourse Defense, Airborne Laser, Kinetic Energy Interceptor Imperil Nation
* Budget Reaction: Cutting Funds For GMD Could Harm Capability Just As Iran, North Korea, Pose Growing Threats
* Obama Budget Outline Provides More Than $1.3 Billion Going To Weather, Climate Satellites And Sensors
* Adm. Mullen Concerned Iran Is Moving To Nuclear Capability; North Korean Launch Bears Watching
* Iran Is Supplying Surface-To-Air Missiles To Taliban In Afghanistan
* Iran Plans Eight Times More Centrifuges: Report /// * North Korea Confirms That Launch Is Imminent: Report
* Orbital Taurus XL Rocket Fails To Orbit CO2-Sensing Satellite When Fairing Doesn't Separate
* Space Shuttle Discovery Launch Now Set For March 12; But Review Of Worrisome Valves Still Continues
* Kepler Launch Date Slips A Day; Liftoff Now Set For Friday At Either 10:49 Or 11:13 P.M. ET
* ATACMS Launched In Stockpile Verification Test /// * NASA's Shuttle and Rocket Missions
* Boeing Submits Altair Lunar Lander Proposal

* NASA Gives Oceaneering International $9.6 Million Initial Spacesuit Contract; Full Pact To Be Negotiated By August
* Bell, Boeing, Sikorsky To Vie For Task Orders In NASA Rotary Wing Development Contract
* AsiaSat 5 To Launch On ILS Proton In July-September Quarter /// * ATK Gains $90 Million Trident II Solid Rocket Contract
* Russian Bear Bombers Fly Near Canada; NORAD Scrambles Fighters /// * Raytheon Working Toward Anti-Jamming GPS Antenna
* Northrop Delivers Payload Module For AEHF Military Comms Bird /// * Ares I Parachute Passes Test
------------------------------------------[Defense Daily]

Table of Contents

via Rick Hashimoto (Boeing)

------------------------------------------March 9, 2009

* New F-Model Chinooks Deployed In Iraq And Afghanistan

* Defense Watch

* Marine Corps Seeks Ways To Solve Battlefield Network

* Pentagon Asks Lockheed Martin To Prepare Cost Estimates

Connectivity, Rapid IT Procurement

For Up To 20 More Raptors

* GD Boosts Dividend

* Curtiss-Wright Industrial Firm Serving Energy, Defense Markets

March 3, 2009

* C-130 Fleet Undergoing Special Inspections For Faulty

* Courtney: Defense Cuts Could Help Shipbuilding

Components

* Boeing, Navy Discussing Possible Multi-Year Buy of Super

*

ATK

Moving

Ahead

On

Navy's

Newest

Supersonic

Hornets

Target--MSST

* Lockheed Martin Announces New Contracts For C-5 Upgrades

March 6, 2009

* U.K. Launches New Defence Technology Plan

* ANSER, MITRE Get New FFRDC Contracts With DHS

* Army Releases New Electronic Warfare Field Manual

* GD Lowers Earnings Guidance On Fewer Planned Business Jet

* GAO Cites Progress In Improving Radiation Detection

Deliveries

Capabilities But Gaps Remain

* CANES Will Make Navy IT Affordable, RFP Expected This

* Navy Awards Lockheed Martin LCS Contract To Preserve

Month, Official Says

Shipyard Production

* Losing Bidder Protesting DoE Decision On Savannah Contract

March 2, 2009

* BAE Systems To Supply Tensylon Armor Panels For HETs

* Defense Watch

* Army Future Combat Systems Successfully Completes Initial

*

Network Tests

Recapitalization, Modernization

* Navy Setting Up New Air And Missile Defense Center of

* Air Force Space Chief Looks To Rein In Requirements, Build

Excellence At Dahlgren

Smaller Satellites

* DHS Announces Split In Aviation Security Stimulus Funding

* Army Must Focus On Connecting And Surviving In The Current

* Taylor Wants To Open Competition For Littoral Ship Contracts

Environment, VCOS Says

March 5, 2009

* Navy, Industry Need To Do A Better Job of Discussing

* Obama Defense Contracting Offensive Emboldens Reformist

Program Risks, Official Says

Lawmakers

* Textron Selling HR Textron Business Unit To Woodward

* Lockheed Martin Wrests $5 Billion SOCOM Logistics Support

Governor

Contract From L-3

February 27, 2009

* Obama Nominates Florida's Emergency Chief To Head FEMA

* Supp Coming In 'Few Weeks;' Gates Still Weighing Final Base

* Economic Climate, Reset Needs From Iraq War Seen Driving

Budget Details

Defense Logistics Contracts

* Boeing Backs Out of JCA Partnership Citing 'Economic

* Navy Needs Secure And Interoperable Networks To Defeat

Climate'

Adversaries, Official Says

* Boeing Prepared To Offer Apache-Light and AH-6 For New

Brogan:

Tough

Choices

Ahead

On

Marine

Corps

Army ARH

* Meeting 2012 Date For Scanning All U.S.-Bound Sea

* USAF Must Take More Cautious Approach To New Weapon

Containers Unlikely, Napolitano Says

Programs, Top Official Says

* UAE to Modernize Cargo Fleet With New Lockheed Martin,

* In Light of Reports, VH-71 Increment I Nearing Completion,

Boeing Planes

Official Says

* Integral Systems Acquires Geolocation Product Line From

* Moving To Serial Production of Ships Requires Examining

QinetiQ

Return On Investment

* News On F-22 Fate Not Coming By March 1

* Obama Proposing $42.7 Billion For DHS, Including $355 Million

* S&T Community Needs To Focus On Outcomes, General Says

For Cyber Security

* Army Office Poised For QDR

February 26, 2009

* Lockheed Martin To Ramp Up Sniper Pod Production Rate

* Taylor Wants Pres Helo Hearing On Hill
* LRLAP Has Rocket Motor Igniter Retainer Failure In Most
Recent Test
------------------------------------------[Quote from the New Testament]
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6:6
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reveal or in secret？

現わすこと と 隠すこと

“You are the light of the world. A city that is set on a hill
cannot be hidden. “Nor do they light a lamp and put it under a
basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in
the house. “Let your light so shine before men, that they may
see your good works and glorify your Father in heaven.
“But when you do a charitable deed, do not let your left hand
know what your right hand is doing. “that your charitable deed
may be in secret; and your Father who sees in secret will
Himself reward you openly.
“But you, when you pray, go into your room, and when you have
shut your door, pray to your Father who is in secret place; and
your Father who sees in secret will reward you openly.
“But you, when you fast, anoint your head and wash your face,
so that you do not appear to men to be fasting, but to your
Father who is in the secret place; and your Father who sees in
secret will reward you openly.

あなたがたは、世の光である。山の上にある町は隠れることができ
ない。また、あかりをつけて、それを枡の下におく者はいない。むしろ
燭台の上において、家の中のすべてのものを照らさせるのである。そ
のように、あなたがたの光を人々の前に輝かし、そして、人々があな
たがたのよいおこないを見て、天にいますあなたがたの父をあがめる
ようにしなさい。
あなたは施しをする場合、右の手のしていることを左の手に知らせ
るな。それは、あなたのする施しが隠れているためである。すると、
隠れた事を見ておられるあなたの父は、報いてくださるであろう。
あなたは祈る時、自分のへやにはいり、戸を閉じて、隠れた所にお
いでになるあなたの父に祈りなさい。すると、隠れた事を見ておられ
るあなたの父は、報いてくださるであろう。
あなたがたは断食をする時には、自分の頭に油を塗り、顔を洗い
なさい。それは断食をしていることが人に知られないで、隠れた所に
おいでになるあなたの父に知られるためである。すると、隠れた事を
見ておられるあなたの父は、報いて下さるであろう。

