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RIA Novosti

ロシアは新しい国際衛星 6 機を打上げ
Russia delivers 6 new international satellites into orbit
MOSCOW, July 30 (RIA Novosti) - A converted Russian ICBM

by NATO as the SS-18 Satan, is the most powerful ICBM in the

has placed six scientific and commercial foreign satellites into

world. It was first launched in 1973 and is still in service with

orbit, the Russian Space Agency Roscosmos announced on

Russia's Strategic Missile Forces. Some missiles removed from

Thursday. The carrier rocket lifted off from Baikonur space

the arsenal have been transferred to the Baikonur space center

center in Kazakhstan on Wednesday with satellites from the

and converted. A spokesman for Russia's Strategic Rocket

United Arab Emirates, Spain, Britain, Argentina, and the United

Forces said that two or three launches occur annually within the

States. The six satellites, ranging from 12 to 190 kilograms, are

program.

to be used for scientific experiments, remote Earth sensing,
especially for agriculture and natural and manmade disasters, and
as part of a global logistics tracking network. This is the 13th
launch of international satellites under the Dnepr program
involving Russia, Ukraine, Kazakhstan and Turkmenistan, which
converts RS-20 intercontinental ballistic missiles into carrier
rockets to place satellites into low Earth orbit. Around 30
satellites have been put into orbit so far. The RS-20, classified
http://en.rian.ru/science/20090730/155673636.html

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - 090729

news.bbc.co.uk

[編注] 打上げ動画あり

新しく UK-DMC2 災害監視衛星打上げ
New 'crisis satellites' launched
relief. The two satellites headed for orbit aboard a Dnepr rocket
which was launched from Baikonur cosmodrome, Russia's
Strategic Space Troops said. The Dnepr, a converted Soviet-era
SS-18 intercontinental ballistic missile, was also carrying four
other foreign satellites, including the United Arab Emirates' first
space platform, known as DubaiSat-1. The British built satellites
were launched onboard a Dnepr rocket in Kazakhstan
Map resource
The satellites were launched atop a converted Soviet-era missile

"After a major disaster, the first thing you need to do is supply

A rocket has been launched from Kazakhstan carrying two

the relief workers with an up-to-date map," explained Philip

British-built satellites which will help monitor natural disasters.

Davies, from manufacturers Surrey Satellite Technology Limited

The UK-DMC2 and Deimos-1 spacecraft will join four platforms

(SSTL).

already in the sky that together form the Disaster Monitoring
Constellation. The network obtains rapid pictures of areas struck
by natural calamities - such as floods, earthquakes and fire. The
imagery is used by governments and aid agencies to co-ordinate

2

emergency pictures as fast as possible. Recent deployments
have included the Australian bushfires in February this year, and
after the major cyclone that hit Burma in May 2008. "The biggest
use of the DMC was after the Asian tsunami is 2004," said Mr
Davies. "We used the fact that it's a constellation and can cover
very wide swaths to image the entire Indian Ocean coastline.
"Other satellites may have been able to deploy high resolutions
at particular locations, but we were the only system that could
cover the entire coastline at a reasonable resolution."

The constellation can build up images of a region very rapidly

"If there's been a big flood, there will be landslides, roads will
have been washed away and bridges will be down. So you need a
new map that shows you how to get around the area; and it's the
satellite imagery that helps you do that." UK-DMC2, as the name
suggests, is Britain's second contribution to the constellation.

Disaster response is organised under a UN charter

Deimos-1 is owned by a Spanish imaging company. The pair joins

The UK-DMC2 platform carries some improvements over the

orbital assets that belong to Algeria, China and Nigeria (a Turkish

previous DMC satellites, including an enhanced camera sensor to

satellite is no longer operational after finishing its mission). The

deliver better ground resolution, and X-band transmitters that

spacecraft picture the Earth at resolutions between 4m and 32m,

will enable the spacecraft to download data 10 times as fast as

across an ultra-wide 600km-plus swath. When they fly over their

its orbital cousins. The 96kg, 60cm cube is also carrying a

home territories, the satellites acquire a range of data for

student experiment called Poise, which was developed by pupils

domestic use - everything from urban planning to monitoring

at Shrewsbury School, in Shropshire. The experiment will

locust swarms, the BBC's Jonathan Amos reports.

measure variations in the ionosphere - the outermost layer of

2009
2009
2006
2005
2003
2003
2002

THE DMC SATELLITES
UK
UK-DMC2
Spain
Deimos-1
Turkey BilSat-1 (not op.)
China
Beijing-1
UK
UK-DMC
Nigeria NigeriaSat-1
Algeria AlSat-1

the atmosphere. These variations can affect the accuracy and
safety of satellite navigation (sat-nav) systems. SSTL is famous
for producing the very first spacecraft for Europe's forthcoming
sat-nav system, Galileo. Jonathan.Amos-INTERNET@bbc.co.uk

But when the platforms fly across the rest of the globe, they
gather imagery which is pooled and sold on to commercial users.
Every so often, however, a major disaster will strike some part of
the globe and the DMC constellation will be tasked with gathering
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8171327.stm

------------------------------------------7/31/2009

by Monica D. Morales

U.S. Air Force

スペース・フェンス(概念開発)プログラムの契約が行われる
Space Fence program awards contracts for concept development
HANSCOM AIR FORCE BASE, Mass. (AFNS)

-- Last month's

reduction activities designed to improve the overall space

award of three $30-million concept development contracts for

surveillance network. "This is truly a classic multi-contractor,

the Space Fence program will yield an outcropping of risk

prototyping risk-reduction effort, and a return on the investment
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of the program to gather data to improve the follow-on phases,"

tracking of space objects. "The Space Fence is going to be the

said Linda Haines, Space Fence program manager. The 850th

most precise radar in the space situational surveillance

Electronic Systems Group, the Electronic Systems Center

network," Ms. Haines said. "The S-band capability will provide

organization responsible for the Space Fence's acquisition and

the highest accuracy in detecting even the smallest space

development, awarded the three contracts to Lockheed Martin,

objects." Avoiding space collisions is important because it averts

Northrop Grumman and Raytheon on June 11. The Space Fence

adding to the thousands of existing objects and debris already in

is a system of three S-band ground-based radars designed to

space.

perform uncued detection, tracking and accurate measurement

communication or GPS satellites or even NASA's International

of orbiting space objects. The Space Fence is intended to

Space Station and Space Shuttle. Though current capabilities

replace the Air Force Space Surveillance System, or VHF Fence,

allow operators to monitor space launches, the Space Fence's

that was transferred from the Navy to the Air Force in 2004. The

radar architecture - three radars strategically located around the

higher wave frequency of the Space Fence allows for detection

world- will yield a higher return in terms of timeliness and

of much smaller satellites and debris. The "fence"concept is

characterization of space events. "Having these radars will boost

created by the strategic placement of multiple radars that cover

the completeness of the resident space object catalog, in terms

enough area to continuously track space objects that enter the

of accuracy and maintenance, and give an order of magnitude

Earth's orbit at certain angles. The land-based geographically

improvement in capability for space situational awareness," Ms.

dispersed sites will significantly improve timeliness for space

Haines said. Data collected from the Space Fence's sensors

event detection. The current system design review phase will

would potentially feed into the Joint Space Operations Center

last more than a year and will include systems requirement

Mission System, which is used to track objects orbiting the Earth,

reviews, design reviews and a three-month demonstration period

monitor space weather and assess foreign launches. Used by

with each of the three contractors. "We will be getting systems

operators at the 614th Air and Space Operations Center at

engineering, architecture, modeling and simulation and analysis

Vandenberg Air Force Base, Calif., the 614 AOC's 24-hour-a-day,

that will be used to update the Capabilities Development

seven-day-a-week support provides vigilance of global and

Document for the next phase, in addition to informing our

theater operations and equips the Joint Functional Component

lifecycle cost estimates and performance parameters," Ms.

Command for space operations with the tools to conduct

Haines

Iridium

command and control of space forces. The Space Fence's

2251

follow-on full and open competition is expected in the fall of

communications satellite, which added hundreds more pieces of

2010, following an in process review with the Under Secretary of

debris to the atmosphere, highlighted the need for more precise

Defense for Acquisition, Technology, and Logistics.

said.

communications

The

February

satellite

and

collision
a

of

a

Russian

U.S.

Cosmos

All

these

objects

present

potential

threats

for

http://www.af.mil/news/story.asp?id=123161377

------------------------------------------2009/7/31 00:39 UTC − Technobahn

オシュコシュ航空ショー特集、Virgin Galactic の WK2

White Knight Two

27 日から開幕となった今年のオシュコシュ航空ショー（Oshkosh Air

を行い、高度 18km まで上昇した後で、SS2 を離脱。その後、SS2 はロ

Show）での最大の注目株といえば、間違いなく、このヴァージン・ギャラ

ケットエンジン推力を利用し高度 100km まで到達、乗員は約 5 分間の

クティック（Virgin Galactic）社の宇宙観光旅行用宇宙船の母船「ホワ

無重力状態を体験することとなる。たったの 5 分というと大したことはな

イト・ナイト・ツー（White Knight Two）」に間違いないだろう。なにしろ、

いように思えるが、この弾道飛行ルートは、米による最初の有人宇宙ロ

航空ショーに参加した航空機の中では唯一の宇宙船であるわけだから。

ケット計画「マーキュリ」とほぼ同じであり、半世紀前に米が膨大な国家

WK2 自体は高度 100km 以上とされている宇宙まで到達することはな

予算を投入して実現した宇宙弾道飛行が、2 年後にはたったの 25 万

いが、年内にも予定されている初飛行実験では WK2 主翼に宇宙船

ドル（約 2400 万円）を支払うだけで誰にも体験できるようになる。未来

本体となる「スペースシップ・ツゥー（SpaceShip Two）」をつり下げ離陸

はすぐそばまで来ている。
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http://www.technobahn.com/news/200907310039

[動画]

http://www.youtube.com/watch?v=qj0-DYUH5fw

- - - - - - - - -関連 - - - - - - - - - - - 2009/7/29 14:15 UTC −

Technobahn

世界最大の投資ファンド、ヴァージン・ギャラクティック社に資本参加
アラブ首長国連邦に本拠を置く世界最大級の投資ファンドのアーバ・イ

も達する見通し。ヴァージン・ギャラクティック社は著名な英国人経営者、

ンベストメント（Aabar Investment）社は 28 日、独自開発の商用宇宙

リチャード・ブランソン氏が設立した世界初の商用宇宙観光旅行事業

船を使った宇宙観光旅行の事業化を進めているヴァージン・ギャラクテ

会社。既に航空宇宙業界を代表する天才設計者バート・ルータン氏

ィック（Virgin Glactic）社に資本参加合意に至ったことを発表。アーバ

が設立したスケールド・コンポジッツ（Scaled Composites）社の主導の

社によるヴァージン・ギャラクティック社への出資規模は約 2 億 8000 万ド

元で実用商用宇宙船（SpaceShip Two）建造も最終段階に突入、

ル（株式比率で 32％）。アーバ社ではこれとは別にヴァージン・ギャラクテ

年内にも初飛行を行い、2011 年にも観光客を乗せた初の宇宙観光

ィック社が進めている商用衛星打上げ事業に対しても別に約 1 億ドル

旅行をスタート予定。ヴァージン・ギャラクティック社は調達した資金を 2

の出資を行い、出資規模は総額で 3 億 8000 万ドル（約 360 億円）に

機目以降の宇宙船（SpaceShip Three）建造費用に充てる。

http://www.technobahn.com/news/200907291415

- - - - - - - - - - - -関連 - - - - - - - - - - - - Thursday, July 30, 2009

gizmodo.com.au

ヴァージン・ガラクティックの WK2 (Eve)の初めての内部写真
First Pictures Of Virgin Galactic WhiteKnightTwo Interior

http://www.gizmodo.com.au/tags/virgin-galactic/

右写真は http://www.technobahn.com/news/200907291415

- - - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - - -
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SPACE.com

Leonard David

ヴァージン・ガラクティックの取引は小型衛星打上げを狙う
Virgin Galactic Deal Targets Small Satellite Launches
Virgin Galactic unveiled a new partnership Tuesday that pushes

that they were prepared to commit to doing something that we're

the throttle forward on its plans for commercial suborbital space

very, very keen to develop quickly...which is a satellite launch

travel and a new small satellite launch capacity.

vehicle."

The deal involves Abu Dhabi's Aabar Investments and Virgin

Whitehorn said the deal is not going to change Virgin Galactic's

Galactic, the commercial spaceliner group bankrolled by British

space program from the point of view of space tourism or space

billionaire Sir Richard Branson to fly "pay-per-view" customers

science using SpaceShipTwo.

to the edge of space.

"What it is going to do is change the speed which we can now

Specifics of the partnership, which includes Aabar investing $280

start the satellite development work," Whitehorn added.

million in Virgin Galactic in return for an equity stake, were

Whitehorn said a business plan is being evolved by working very

outlined today at the Experimental Aircraft Association's (EAA)

closely with Surrey Satellite Technology Limited, a leading small

AirVenture convention in Oshkosh, Wisc., which is now under

satellite company based in Guildford, United Kingdom. That group

way.

has already delivered operational space missions for a range of

To date, Virgin Galactic has been wholly owned and funded by

applications

Branson's Virgin Group. The new flush of Aabar money is also

communications.

targeted to fund a small satellite launch capability making use of

"The result of this deal with Aabar, we'll have satellite launch

the WhiteKnightTwo carrier plane, now undergoing extensive trial

capability within three years," Whitehorn said.

runs.

Deal details

The WhiteKnightTwo (WK2) mothership - christened "Eve" after

The deal signed today between Sir Richard Branson, Founder of

Branson's mother - flew into the AirVenture air show yesterday

Virgin

for its debut public demonstration flight in Oshkosh.

Executive Officer of Aabar, centers on a number of aspects:

As the largest all-composite aircraft ever built, the WK2 was

Aabar will invest approximately $280 million and take around a 32

designed and built by Mojave, Calif.-based Scaled Composites, a

percent stake in Virgin Galactic's holding company.

firm now owned by Northrop Grumman and founded by aerospace

Aabar has committed some $100 million extra to fund a small

master craftsman, Burt Rutan.

satellite launch capability, subject to the development of a full

The WK2 is designed to haul the six-passenger/two-pilot

business plan.

SpaceShipTwo to launch altitude, and then release the

Aabar will gain exclusive regional rights, subject to regulatory

spacecraft so it can begin its suborbital flight. SpaceShipTwo is

clearances, to host Virgin Galactic tourism and scientific

likely to be unveiled publicly in December and then begin its own

research space flights. Aabar has plans to build a science center

set of in-flight evaluations.

and spaceport facilities in Abu Dhabi.

Branson is slated today to be onboard VMS Eve as a member of

According to a Virgin Galactic issued press statement, the new

the crew for a demonstration flight at the air show. To date, the

infusion of cash means the spaceliner company is fully funded

WK2 had flown some 15 times, expanding its performance

through

capabilities prior to its cross-country hop to the Oshkosh

operations.

convention.

Branson's Virgin Group has invested over $100 million in Virgin

Smallsat launches

Galactic since its formation in late 2004.

"It's a busy day," said Virgin Galactic President Will Whitehorn.

Aabar

"This is a big deal...and for us it's an important strategic move,"

headquartered in Abu Dhabi and is on the Abu Dhabi Securities

he told SPACE.com in a pre-signing exclusive interview.

Exchange. It directly invests in various sectors including energy,

Aabar is a very savvy investor, Whitehorn said. "What was

infrastructure, real estate, automotive and financial services

particularly exciting, when we began discussions with Aabar, is

companies. Its largest shareholder is the International Petroleum
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including

Group,

to
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Earth

observation,
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Investments

PJSC
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science

Al-Husseiny,

commercial

investment

and

Chief

suborbital

company

Investment Company, which in turn is wholly owned by the
New Video - SpaceShipTwo, Start Your Rocket Engines

Government of the Emirate of Abu Dhabi.

http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_090528_rocket-test

Video - Space Tourism: Virgin Galactic Way - Part 1, Part 2
http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_081001_space_tourism1&mode=
http://www.space.com/common/media/video/player.php?videoRef=SP_081001_space_tourism2&mode=

Images - SpaceShipTwo Mothership Unveiled

http://www.space.com/php/multimedia/imagegallery/igviewer.php?gid=379

Leonard David has been reporting on the space industry for more than four decades. He is past editor-in-chief of the National Space
Society's Ad Astra and Space World magazines and has written for SPACE.com since 1999.
http://www.space.com/news/090728-virgin-galactic-satellite-launch.html

Sir_Richard_Branson (Founder, VG)

William E. Whitehorn(President, VG)

Burt Rutan(Scaled Composites) Mohamed Badawy Al-Husseiny(CEO, Aabar)

http://www.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01251/richard_1251980c.jpg
http://www.abdn.ac.uk/giving/uploads/media/sixth-century-william-e-whitehorn.jpg
http://homedir-b.libsyn.com/podcasts/2aac1fee63149d6afd7576fff7bbed46/4a715347/pilotcast/images/41/burt_rutan.jpg
http://www.aabar.com/var/uploads/employee-bios/9fc3f0807f9ef9515b3be14c91e88fe0.jpg

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - 2009/7/28 18:50 UTC

Technobahn

Virgin Galactic 社の宇宙観光旅行母船、オシュコシュ航空ショーに飛び入り参加
2011 年をメドに宇宙観光事業の開始を予定しているヴァージン・ギャラ

を切離し、その後、SS2 はこのイラスト画にあるようにロケット推進で高

ク テ ィ ッ ク （ Virgin Galactic ） と ス ケ ー ル ド ・ コ ン ポ ジ ッ ツ （ Scaled

度 110km の宇宙まで到達。その後、乗客は高度 110km の宇宙に達

Composites）の 2 社は 27 日、開発中の宇宙観光旅行用宇宙船の

した後、約 4 分 30 秒の無重力を体験すると同時に宇宙から地球を眺

母船「ホワイト・ナイト・ツー（WK2, White Knight Two）」を同日、開幕

めることが可能となる。オシュコシュ航空ショーは米空軍主催航空ショー

となったオシュコシュ航空ショーで一般初公開。WK2 は翼幅 140 フィート

とは異なり、全米から自作機マニアが自作航空機を披露し、その出来

（約 42m）の中型旅客機程の宇宙船運搬用の母船。完全な複合素

を競うために開催されるという独自の航空ショー。WK2 は一般航空機と

材で作られた航空機としては最大の大きさ。WK2 は中央部に宇宙船

は異なり、スケールド・コンポジッツ社がワンオフで作上げたカスタム機、

「スペースシップツー（SS2, SpaceShipTwo）」をぶら下げた形で飛行場

先端航空機開発の専門集団が作上げた「自作機」は、全米から集ま

（現在、ニューメキシコ州に建設中の世界初の民間宇宙港「スペースポ

った自作機愛好家からの熱い視線を集める形と。

ート・アメリカ（Spaceport America）」）から離陸。高度 15.5km で SS2

http://www.technobahn.com/news/200907281850
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- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - 28th July 2009

Press Release

Aabar Investments and Virgin Group Agree Equity Investment Partnership in Virgin Galactic
http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20090728095350
28th July 2009

AP

Abu Dhabi buys 32% of Virgin Galactic
http://news.theage.com.au/breaking-news-business/abu-dhabi-buys-32-of-virgin-galactic-20090728-e033.html
July 28 2009

financialtimes

Abu Dhabi group backs Branson’s space tourism push
http://www.ft.com/cms/s/0/1d25f30a-7b55-11de-9772-00144feabdc0.html?nclick_check=1
Tue Jul 28, 2009

reuters

UAE's Aabar to take 32 pct stake in Virgin Galactic
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSLS52986020090728

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - Friday, March 20, 2009

gizmodo.com.au

英政府は Virgin Galactic の WhiteKnight Two に搭載して衛星を軌道に打上げを予定
British Government to Launch Satellites Into Orbit on the Back of Virgin Galactic’s WhiteKnightTwo
http://www.gizmodo.com.au/tags/virgin-galactic/
http://www.gizmodo.com.au/2009/02/british_government_to_launch_satellites_into_orbit_on_the_back_of_virgin_galactics_whiteknighttwo-2/

http://cache.gawker.com/assets/images/gizmodo/2009/02/494x_whiteknighttwo_2.jpg
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http://cache.gizmodo.com/assets/resources/2006/09/Comparison_SS1-SS2.jpg

http://www.dancewithshadows.com/tech/images/spaceshiptwo-flight.jpg

------------------------------------------2009/7/27 18:59 UTC −

Technobahn

XCOR エアロスペース、独自開発のスペースプレーンの風洞実験を完了

9

宇宙観光旅行用の商用有人宇宙船開発を進めている XCOR エアロ

了を受け、近く実機開発に着手。2010 年中の初飛行を予定。

スペース（XCOR Aerospace）は 23 日、ライトパターソン米空軍基地に
ある風洞実験施設を用い開発中のスペースプレーン「リンクス（Lynx）」
の 1/16 縮尺モデルを使った風洞実験完了を発表。XCOR エアロスペ
ースではこれまでコンピュータ・シミュレーションによる機体エアロダイナミク
ス解析作業を進めてきたが、コンピュータ・モデルによる解析では限界が
あることから、米空軍との共同研究開発協定「Cooperative Research
and Development Agreement （CRADA）」に基づき、実験設備使用
許可を求め交渉を続けてきた。XCOR エアロスペースでは風洞実験完
http://www.technobahn.com/news/200907271859

http://www.newscientist.com/data/images/ns/cms/dn13532/dn13532-2_720.jpg

------------------------------------------2009/7/29 12:01 UTC −

Technobahn

[編注] これが日本の大成果かも。地味だけどこれから火星に行くとなれば、こういうのが絶対必要。

日本人宇宙飛行士、2 ヶ月に渡る同一下着着用実験に成功
国際宇宙ステーション（ISS）で 4 ヶ月超に渡る長期滞在ミッションを続

ISS 宇宙飛行士は 3 日に 1 度のペースで下着を交換し、使い古された

けてきた若田光一宇宙飛行士が ISS 内で 2 ヶ月超に渡って同一下着

下着は補給船の廃棄物コンテナに格納され補給船が破壊的再突入

を続けて着用いう実験を実施し、成功を収めた。この宇宙下着は、日

する過程で焼却処理されていたが、この新下着の場合、数ヶ月に渡る

本女子大学家政学部被服学科の多屋淑子教授を中心とする研究

連続着用が可能となるということもあり、その実験成果は NASA や ESA

グループが開発したもので抗菌性、消臭性、吸湿性、速乾性に優れ、

なども高い関心を示している。画像は多屋教授が製作した下着の上

長期間着用しても臭ったり、汚れが目立ったりは少ないという特徴を持

下を着用して ISS のロシアモジュール内に設置されたエクササイズマシン

つ。当初、この下着着用実験は 2 週間の予定で日程が組まれていた

（Treadmill Vibration Isolation System）を使って運動を行う若田宇

が、2 週間経過しても特に汚れや臭いが目立たなかったことから、若田

宙飛行士。

宇宙飛行士の希望により、その後も長期着用が続けられた。これまで
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http://www.technobahn.com/news/200907291201

日本女子大学 被服学科研究室
博士（生活工学）多屋淑子教授
■Profile
東京都生まれ。日本女子大学・家政学部被服学科卒業後、お茶ノ水女子大学大学
院・家政学研究科被服学専攻を修了。日本女子大学で助手、日本大学講師、田中
千代学園短期大学（現・東京田中短期大学）助教授を経て、1996 年より日本女子大
学教授。2000 年から宇宙船内用日常服の研究をはじめ、2002 年よりＪＡＸＡと共同研
究を開始。「宇宙オープンラボ制度」における「近未来宇宙暮らしユニット」の組織長を務
める。趣味はピアノ演奏とクラシック鑑賞。
https://hclab.jp/education/series/200.php

- - - - - - - - -関連 - - - - - - - - - 20090730

AP

By MARCIA DUNN

日本人の宇宙飛行士が彼の下着をテスト --- どれだけ同じのを着続けられるか
Japanese astronaut tests endurance — of his undies
CAPE CANAVERAL, Fla. – In what might embarrass less
adventurous souls, astronaut Koichi Wakata is returning to Earth
with the underwear he kept on for a solid month during his space
station stay and scientists will check them out. They're
experimental high-tech undies, designed in Japan to be odor free.
(後略)
http://news.yahoo.com/s/ap/20090730/ap_on_sc/us_space_shuttle

- - - - - - - - -関連 - - - - - - - - - /2009/07/30/

csmonitor.com

By Matthew Shaer

宇宙では、だれも 1 ケ月着た下着に文句を言えない
In space, no one can complain about your month-old underwear

At least one space mystery has now been solved.
What kind of underwear do astronauts take up into the great

Press, reportedly drawing a big laugh from his colleagues. “But I

unknown? Hanes? American Apparel? Perhaps something in a

wore them for about a month, and my station crew members

more athletic fit, like Body Armor? Try again. According to

never complained for about a month, so I think the experiment

astronaut Koichi Wakata, who is returning to earth from months

went fine.” Wakata, who is due back on planet Earth on Friday,

at the International Space Station, he’s been sporting a brand

said the antistatic, flame-retardant underwear made his life in

new pair of J-Ware briefs. For the last few weeks. Straight.

space very comfortable. The J-Wear line is designed by textile

Without changing. But don’t worry. These aren’t any ol’ normal

experts at the Women’s University in Tokyo, and is said to be

kind of underwear. These are high-tech briefs, designed by a

made

team in Japan to be odor-free. “I haven’t talked about this

material. “We’ll see the results after landing,” Wakata said. And

underwear to my crew members,” Wakata told The Associated

remember, there are no showers on the space station. —-
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of

anti-bacterial,

water-absorbent,

odor-eliminating

We change our underwear. Every day. So follow us on Twitter,

@CSMHorizonsBlog.

http://features.csmonitor.com/innovation/2009/07/30/in-space-no-one-can-complain-about-your-month-old-underwear/

------------------------------------------July 29, 2009

FLORIDA TODAY

BY TODD HALVORSON

大統領指示のオーガスチン委員会はシャトルを 2014 年まで飛行させることも考える
Presidential panel considers flying shuttles through 2014

Spaceflight program options go to Obama in late August
A presidential panel is reviewing manned spaceflight scenarios

said Tuesday. "We have a lot of work left to go." Charting

that include extending NASA's shuttle program through 2014.

prospective courses for the future of NASA's human spaceflight

But no decisions have been made on options to be presented to

program -- as Augustine's 10-member panel was tasked to do by

the Obama administration in late August. "We have not reached

the White House -- is proving to be difficult with constrained

any conclusions at this point," panel chairman Norman Augustine

budgets. (後略)

http://www.floridatoday.com/article/20090729/NEWS02/907290321/1006/NEWS01/Presidential+panel+considers+flying+shuttles+through+2014

- - - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - July 28, 2009, 11:43PM

Houston Chronicle

By ERIC BERGER

委員会はシャトルとスペースステーション運用延長を希望
Committee hopes to spare shuttle and space station
has flown to near-Earth orbit for 28 years. Meeting such an
ambitious schedule would require the shuttle to fly every two
months, when the post-Columbia tragedy rate has been one
flight about every four months. To fly a safe, prudent rate
probably requires the shuttle to fly until at least March 2011,
Former astronaut Sally Ride and Norman Augustine, right, listen to public

Ride said. There are also possibilities to keep the shuttle flying to

comments at Johnson Space Center.

2012 or even 2014, she said. The latter option would make sense

The space shuttle and international space station programs

only if NASA's present program to develop its next generation of

should be extended even if they delay exploration activities,

rockets, Constellation, is changed significantly. Although her

several members of a committee tapped by President Barack

subcommittee did not recommend any shuttle option, Ride

Obama to consider the future of U.S. human spaceflight said

appears to support an alternative to Constellation's Orion

Tuesday. “If I were asked to make that trade today, and it's an

spacecraft and Ares rockets that's being called the Shuttle

extremely painful trade, I would really have trouble choosing

Derived Heavy Lift Launch Vehicle because the spacecraft's

exploration over the space station,” said former astronaut Sally

rockets use space shuttle components. Her subcommittee was

Ride, one of the committee members. The deliberations came

unanimous, however, in recommending that the space station's

during a meeting of the Review of U.S. Human Space Flight Plans

lifetime be extended from the end of 2016 to at least 2020.

Committee. Led by Norman Augustine, former chairman of

De-orbiting the station, which has taken 20 years and $60 billion

Lockheed Martin, the committee has until Aug. 31 to deliver its

to construct, makes no sense just five years after its expected

report to Obama. The president asked the panel to provide

completion next year, she said. And its 14 international partners

several options for the future of human spaceflight that would fit

have expressed strong reservations about abandoning the station,

within the current budget of $9 billion to $10 billion annually. On

which has proven to be a tool in U.S. diplomacy. However,

Tuesday, Ride's subcommittee, which had been tasked to look at

extending the life of the station could siphon $10 billion away

the future of the shuttle and station, reported back to Augustine

from NASA's Constellation program and its exploration plans to

and other committee members. Ride said it doesn't appear

take humans beyond low-Earth orbit to the moon and potentially

reasonable that the shuttle will complete its final seven missions

Mars. That program, begun in 2005, has already been hampered

by September 2010, the current target to retire the vehicle that

by receiving billions less than it was originally promised. As a
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result there's a significant gap between the end of the shuttle

be three or more years late. Massachusetts Institute of

and when the human-carrying Orion spacecraft can be ready.

Technology engineer Edward Crawley countered that continuing

The United States will have to rely upon Russia to carry

the current program might feel comfortable for NASA, “but the

astronauts to the space station in the interim. Constellation

effect of this would be to push off exploration.” Augustine said

program manager Jeff Hanley said the Orion craft can still be

his committee, which also will hold hearings in Alabama and

ready for its first flight by March 2015. But Ride's subcommittee

Florida, will present options to Obama with realistic cost

found that because of budgetary and technical issues, Orion may

estimates. eric.berger@chron.com

http://www.chron.com/disp/story.mpl/metropolitan/6552054.html

- - - - - - - - - - -関連 - - - - - - - - - - - July 28, 2009

nytimes

By KENNETH CHANG

スペース・ステーションの延長化が提起されている
Longer Life for the Space Station Is Advised
Members of the government panel reviewing NASA’s human

International Space Station should be extended past its planned

spaceflight program said Tuesday that the life of the

demise in 2016. (後略)

http://www.nytimes.com/2009/07/29/science/space/29shuttle.html?_r=2&ref=science

------------------------------------------2009/7/31 14:19 UTC − Technobahn

NOAA の新気象観測衛星「GOES-14」、観測映像の送信を開始
NOAA（米海洋大気庁）と NASA は 29 日、6 月 27 日に打上げられた
新 気 象 観 測 衛 星 「 Geostationary Operational Environmental
Satellite（GOES-14）」からの観測映像の受信開始を発表。初の観
測映像は米東部標準時で 27 日午後 2 時に撮影された、西経 89.5
度の赤道の高度 3 万 5786km の静止軌道上から南北アメリカ大陸の
模様がはっきりと。衛星運用を担当している NASA では更に 5 ヶ月間に
渡って衛星機器の調整作業（post-launch tests）の実施が必要と述
べており、本運用は年末以降になりそう。現在運用中の GOES-12 に
関しては GOES-14 が本運用移行を待って運用停止予定。

http://www.technobahn.com/news/200907311419

------------------------------------------2009/7/29 14:51 UTC −

Technobahn

オシュコシュ航空ショー特集、米税関の MQ-9 無人偵察機
画像下左は 27 日から開幕となった全米最大のオシュコシュ航空ショー

っている。Ku バンドによる遠隔操作の場合、悪天候により地上基地と

（Oshkosh Air Show）のために飛来してきた米税関・国境警備局

の通信が途絶することもあり得るが、MQ-9 の場合、基地局とのコンタ

（U.S. Customs and Border Protection）が運用している無人偵察機

クト・ロストした場合、自動操縦モードに移行し一定の天候状態が得

「MQ-9 Predator B」。見学している人と比べて見るとこの機体が意外

られる高度まで上昇し、通信が回復するまで旋回飛行を行い、機体

に大きい。中東での戦闘攻撃・偵察ミッションに多用されている MQ-9、

の喪失を防いでいる。それでも、特に遠隔操作による着陸は非常に難

税関では主にメキシコ国境での不法移民流入防止の国境偵察任務

しく（機体後部下面に取付けられている垂直尾翼が離着陸時に接地

に用いる。画像下右は今回の展示に運び込まれた MQ-9 移動用地

し易い）機体の喪失率は有人機に比べると非常に高い。開発元のジェ

上基地。米軍が運用している MQ-9 の場合、中東での飛行ミッション

ネラル・アトミックス（General Atomics）社では、オペレータ操縦ミスによ

の場合でも Ku バンドを用い専用衛星回線を通じアリゾナ州にある中

る機体喪失を防止するため完全自律制御による離着陸を可能とする

央官制センタで一括管理を行っているが、税関の場合、そこまで多額

システム開発にも着手している。オシュコシュ航空ショーの開催期間は 8

の設備投資を行うことができないため、このように小型地上基地局を使

月 2 日まで。
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Photo courtesy Abbey Haug

http://www.technobahn.com/news/200907291451

- - - - - - - - - - 関連写真- - - - - - - - - - - -

Boeing Dreamlifter

World's First Practical Jetpack

a Pietenpol Air Camper_can be
purchased for under $10,000.

kidsplane_a pedal plane for a
3-year-old pilot.

ElectraFlyer-C_electric(lithiu
m polymer battery)-powered
aircraft.

About 1,000 female pilots, many
wearing pink WomenVenture
T-shirts

rocketrace

homebuilt_Cozy_from_Israel

Virgin Galactic's
Branson

Formation_Flying

Aeroshell acrobatic team

Oracle-sponsored_stunt_plane

V-22 Osprey tilt-rotor aircraft

EFIS_G600_Garming

blimp

F-22A_Raptor

Richard

http://news.cnet.com/2300-11397_3-6244578-1.html?tag=rtcol;txt

http://news.cnet.com/2300-11397_3-6244801-1.html?tag=mncol

- - - - - - - - - - Wisconsin & Oshkosh- - - - - - - - - - - -
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Wisconsin

http://www.culvers.com/images/RestaurantFlavors/UsMaps/Map_WI-Wisconsin.gif

http://www.langslanding.com/directions/images/mapWisconsin.gif

------------------------------------------2009/7/30 19:39 UTC −

Technobahn

オシュコシュ航空ショー特集、華麗な飛行演技を行う F-22
航空ショーといえば、花形となるのはやはり最新鋭戦闘機、ということで

る。画像は演技飛行中の模様を撮影したもの。観客の面前を高速で、

27 日から開幕となった全米最大のオシュコシュ航空ショー（Oshkosh

しかも超低空飛でアクロバット飛行をして見せる F-22 の迫力は、観客

Air Show）でも米空軍の F-22 戦闘機が展示され、大人気を集めてい

を圧倒したようだ。Photo courtesy EAA/Steve Schulte

http://www.technobahn.com/news/200907301939

------------------------------------------2009 年 7 月 25 日

読売新聞

工業高校の技術で衛星作り

全国から公募 ５年後打上げへ

「工業高校の生徒たちに衛星作りを通じて、物づくりの自信を持たせた

が小型衛星を作り、ロケットで打上げる活動がここ数年盛んになってい

い」――。全国工業高等学校長協会が創立９０周年の記念事業と

るが、全国規模で取組むのは珍しい。同協会に所属する工業高校・

して、「工業高校衛星」作りに乗り出した。大学や高等専門学校など

工業科は６２４校で、生徒数は２８万人にのぼる。文部科学省宇宙
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開発利用課では「宇宙開発に興味や関心を持つ若者が一挙に広が

の段階に持っていくまでの全体設計が大事。打上げまでに時間がかか

るのではないか」と期待を寄せている。工業高校は中堅技術者育成が

るので、その間に生徒の興味をひく目に見える成果を出すことも重要」

目標。高度経済成長期には人気も高く、製造業を支える人材育成

と、エンジニア時代とはひと味違う“設計条件”に知恵を絞る。工業高

の場になってきた。しかし、最近では少子化、高学歴志向、理工系離

校の挑戦は始まったばかりだ。（編集委員 知野恵子）

れなどから、生徒数減少が続く。このため、同協会では、各種技術の
検定事業を実施したり、「ロボット相撲全国大会」などのイベントを開
催したりして、ものづくりの魅力をアピールしてきた。新たに衛星作りを加
え、製作過程で得られた技術や技能などの情報を全国に発信、教材
としても活用する予定だ。同協会では、重さ３キロから５キロの小型の
観測衛星を、５年後にＨ２Ａロケットで打上げ、アジアの緑の状況を調
査する計画を練っている。全国の加盟校から電子回路、アンテナ、ソフ
トウエアなどの得意技術を公募し、教員の指導のもとで生徒たちが協
力して作り上げる。「工業高校の力を社会に見せたい」と同協会では
意気込む。ただ、様々な技術・技能を持つ教員がいても、衛星全体を

全国工業高校長協会で衛星作りの基礎知識を説明する村上久美子さん（東

とりまとめるのは初めて。このため、１５年近くにわたって三菱電機の宇

京・千代田区で）＝飯島啓太撮影

宙機器部門でエンジニアとして活躍した、長野県岩村田高校電気科
教諭・村上久美子さんに助っ人を依頼。衛星作りの基礎知識の勉強
を開始した。村上さんは「工業高校はものづくりは得意だが、衛星はそ
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20090725-OYT8T00265.htm

------------------------------------------2009/7/29 13:44 UTC −

Technobahn

米国、宇宙分野での協力関係促進のためインドと技術保護措置協定
米政府と印政府の両国は 20 日、印ニューデリーで共同記者会見を開
催し、宇宙分野での協力関係促進のため 2 ヵ国間で技術保護措置
協定（Technology Safeguards Agreement）締結を発表。米印間で
技術保護措置協定が結ばれたことを受けて、米政府は政府需要の
衛星などを軍事的禁輸措置に抵触することなしにインドのロケットを使
って打上げることが可能となる見通し。インド宇宙機関 ISRO（Indian
Space Research Organisation）のロケットは打上げコストが欧米の 10
分の 1 と非常に安価なのが特徴。打上げ成功率も近年は向上してお
り、米政府は、実験目的マイクロ衛星などを中心にインドのロケットを
使った打上げを行う。画像は今年 4 月に打上げ成功した ISRO の
PSLV-C12 打上げ風景。
http://www.technobahn.com/news/200907291344

------------------------------------------2009 年 7 月 19 日

中国国際放送局 日本語版

米国務長官、インドとクリーンエネルギーで協力希望
インド訪問中のクリントン米国務長官は、19 日午後、首都ニューデリー

相は、「インド政府は温室ガスの排出の削減に努めるが、一部の先進

で、ジャイラム・ラメシュ環境相と合同記者会見を行った。席上、クリン

諸国のように、法的手段を講じることはしない」と表明した。これに対し、

トン国務長官は、アメリカとインドは、「我々の生産方式や消費方式を

クリントン国務長官は、「アメリカは、インドが気候変動問題でこれまで

変え、省エネが期待できる」クリーンエネルギー分野での協力について、

以上に努力してほしいと期待しているが、インドに経済発展の犠牲を

戦略的な合意に達するよう期待すると語った。ジャイラム・ラメシュ環境

代価することとは求めていない」と話した。（翻訳：Yan）

http://j.people.com.cn/94474/6705779.html
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------------------------------------------2009/7/29 16:00 UTC −

Technobahn

住友電気、純緑色半導体レーザ開発に世界で初めて成功
住友電気工業 (5802) は 16 日、窒化ガリウム系半導体を用いた純

は赤・緑・青の光の３原色が全て揃った。

緑色半導体レーザ開発に世界で初成功。これまで、半導体レーザは
赤と青の開発に成功していたが、緑を直接発行可能な半導体レーザ
は存在せず、緑の半導体レーザは赤外レーザ光を波長変換結晶で波
長変換することにより緑色として発生させていた。今回、住友電気工
業が純緑色半導体レーザ開発に成功したことを受け、半導体レーザ
住友電気工業による論文要約（DOI: 10.1143/APEX.2.082101）： 531 nm Green Lasing of InGaN Based Laser Diodes on Semi-Polar
{2021} Free-Standing GaN Substrates

http://apex.ipap.jp/link?APEX/2/082101/

http://www.technobahn.com/news/200907291600

------------------------------------------Space News

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

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

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

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

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

------------------------------------------July 29, 2009

globenewswire

ノースロップ・グラマンはサイバー・セキュリティ・センタを開設
Photo Release -- Northrop Grumman Opens Cyber Security Operations Center

New Cyber Center to Protect Company's Global Digital Infrastructure and Defend Against Intrusions and Cybercrime
WASHINGTON, July 29, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop
Grumman Corporation (NYSE:NOC) last week opened a new,
state-of-the-art Cyber Security Operations Center (CSOC), a
comprehensive cyber threat detection and response center that
focuses on protecting Northrop Grumman and its customers'
networks and data worldwide.（後略）
http://www.globenewswire.com/newsroom/news.html?d=170125

http://media.globenewswire.com/noc/gallery/release?o=189&pkgid=6448&start=0&max=3&cmd=go

-------------------------------------------
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2009 年 7 月 30 日

人民網日本語版

インドが国産早期警戒機を開発
インドは国産早期警戒機の開発に力を入れており、2011 年から空軍

付「タイムズ・オブ・インディア」紙伝。（編集 NA）

に配備する計画。製造費は 180 億ルピー（1 ドル＝48 ルピー）。29 日
http://j.people.com.cn/94474/6714183.html

------------------------------------------2009 年 7 月 27 日

中国国際放送局 日本語版

インド、さらに 4 隻の原潜を建造へ
インドの新聞「デイリー・ニュース・アンド・アナリシス」が 27 日報じたところ

イルを装備できる潜水艦である。 インド海軍は現在、ベンガル湾ビシャ

によると、初の国産原子力潜水艦「アリハント」が 26 日に進水したイン

ーカパトナム軍港近くにあるラムビーリに、原子力潜水艦基地を建設し

ド政府はさらに 4 隻の原子力潜水艦の建造を認可した。 報道による

ている。

と、4 隻の潜水艦のうち 2 隻は「アリハント」型で、2 隻が大型弾道ミサ
http://j.people.com.cn/94474/6711905.html

------------------------------------------13:33

15/07/2009

RIA Novosti

ロシアは SS-N-23 Skiff ミサイルのテストで米国戦略防衛を出し抜いた
Russia outwitted U.S. strategic defenses with missile test
MOSCOW, July 15 (RIA Novosti) - The United States was unable

thick ice floe in the Arctic," he said. The region around the North

to detect the presence of Russian strategic submarines in the

Pole is a perfect place for launches of ballistic missiles because

Arctic before they test-launched two ballistic missiles, a Russian

it allows the submarines to arrive in a designated area

intelligence source said on Wednesday. Russia carried out test

undetected and to shorten the missile flight time to the target.

launches of two Sineva intercontinental ballistic missiles from

The RSM-54 Sineva (NATO designation SS-N-23 Skiff) is a

two Delta IV class nuclear-powered submarines, located near the

third-generation liquid-propellant intercontinental ballistic missile

North Pole, on July 13-14. "The American radars certainly

that entered service with the Russian Navy in July 2007. It can

detected the missile launches but their location took them by

carry four or 10 nuclear warheads, depending on the modification.

surprise," the source said. The first missile, flying a ballistic path,

Russia plans to equip its Delta IV class submarines with at least

hit its designated target at the Kura testing grounds on the

100 Sineva missiles.

Kamchatka Peninsula, while the second, fired with a flat
trajectory, destroyed a target at the Chizha testing site on the
White Sea. The source said that the launch area, covered by ice
floe, was heavily patrolled by Russian attack submarines and the
Americans were unable to detect the arrival of two strategic
submarines before the launch. "At the same time, U.S.
reconnaissance satellites are unable to detect submarines under
http://en.rian.ru/mlitary_news/20090715/155530936.html

------------------------------------------11:2429/07/2009

RIA Novosti

K-152 Nerpa: Russian Akula II class nuclear attack submarine
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http://en.rian.ru/infographics/20090729/155661233.html

------------------------------------------中国・韓国 関連
------------------------------------------2009 年 7 月 28 日

人民網日本語版

気象衛星「風雲 3 号 A 星」のデータ、世界各地でリアルタイム受信可能に
国家衛星気象センタはこのほど、中国の次世代極軌道気象衛星「風

を通過。これにより、各地の受信ステーションにある一般のコンピュータ

雲 3 号 A 星」のデータが今後、全世界の受信ステーションにおいてリア

からでもリアルタイムでデータ前処理が可能となった。衛星データ処理

ルタイム受信・処理することが可能になることを明らかに。中国新聞網

効率が大きく向上したと言える。 同パッケージソフトは、ファイル生成ソ

27 日伝。中国気象局は「風雲 3 号 A 星」のデータ共有業務を非常に

フト「風雲 3 号 A 星 0 級」と「風雲 3 号 A 星 1 級」の 2 つからなる。

重視してきた。しかし、負荷が大きすぎる、データ量が膨大などの理由

国家衛星気象センタは現在、現有の受信ステーションにおいて同ソフ

から、データ処理をコンピュータの要求スペックが非常に高く、普通の受

トのテストと改善を行っており、パッケージソフトはまもなく無料で配布さ

信ステーションではリアルタイムにデータ受信・処理ができないため、これ

れる予定。今後、国家衛星気象センタは「風雲 3 号」気象衛星の発

までは国家衛星気象センタのデータ共有プラットフォームから処理済の

展とユーザ・ニーズに合わせ、ソフトをアップデートしていく考え。（編集

データを時間差で得るしかなかった。このほど、華雲星地通公司が開

SN）

発したデータ前処理パッケージソフト「FY-3A」が北京で専門家の審議
http://j.people.com.cn/95952/6712150.html

------------------------------------------2009 年 7 月 31 日

人民網日本語版

北京市順義区に航空産業パークを建設へ
北京市順義区で 29 日、中航工業北京航空産業パーク建設が始まっ

た。工事は 2 期に分けて行われ、1 期プロジェクト総工費は 100 億元

19

超。完成後の営業収入は 180 億に達する見込みのほか、新就職先 5

際交流が一体となった、世界でも最新レベルの航空動力センタとなる

千ポストを創出する。国家重大技術設備ネット 30 日伝。北京経済

予定。航空用エンジン産業基地の敷地面積は約 1 千ムーで、2 期に

構造改善を推進するため、北京市政府と中国航空工業集団公司は

分け建設される。1 期プロジェクトは 2012 年に完成し、全プロジェクトが

今年 3 月、戦略協力枠組協定に調印し、中国航空工業北京科学

完成するのは 2017 年の見込み。第一陣として同産業パークに入った

技術産業基地を共同で建設し、航空用エンジン、航空機搭載システ

のは、中航発動機公司、中航系統公司、中国航空基礎技術研究

ムなど一連の重要プロジェクトを共同推進していくことで合意。同産業

院、中航国際工貿公司、中航国際物流公司など。建設プロジェクト

パーク建設用地は 3 千ムー（1 ムーは 6.6 アール）、建築面積は 160 万

は、中航発動機公司本部および、エンジン研究院、航空用エンジン

平方 m。産業パーク中で重要位置を占める航空用エンジン産業基地

核心部品優異製造センタ、航空複合材料プロジェクトセンタ、風力発

は、中航発動機（エンジン）公司本部および航空用エンジン研究院、

電制御製造センタ、特殊車両および新エネルギー車両核心コントロー

航空用エンジン核心部品製造センタ、物流センタ、関連設備などから

ルシステム製造センタなど。プロジェクト中には中国の関連技術分野に

なり、航空用エンジン研究・開発、テスト、部品製造、メンテナンス、国

おける空白を埋めるものもある。（編集 SN）

http://j.people.com.cn/95952/6715574.html

------------------------------------------2009 年 7 月 28 日

人民網日本語版

中米戦略・経済対話が開催
第 1 回中米戦略・経済対話が 27、28 の両日に米国・ワシントンで開

月から 2008 年 12 月までに中米両国は 6 回の戦略対話、2006 年 12

催される。胡錦濤国家主席の特別代表・王岐山副総理と戴秉国国

月から 2008 年 12 月までの間、中米両国は 5 回の戦略経済対話を

務委員、アメリカのオバマ大統領の特別代表・アメリカのクリントン国務

実施している。新たな対話メカニズムはこれまでの中米戦略対話と中

長官とガイトナー財務長官が共に対話を主宰する。これまで中米両国

米戦略経済対話を統合し、両国の協力を新たなレベルに引き上げる

間の 60 以上に上る交渉メカニズムの中で、「戦略対話」と「戦略経済

ものだ。（編集 YH）

対話」が 2 国間交流における重要な 2 つのメカニズムだった。2005 年 8
http://j.people.com.cn/94476/6712325.html

[動画]

mms://media.xinhuanet.com/media2/guojixinwen/090727085834_yanyueqiao_2.wmv

- - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - - - 「中米戦略・経済対話」開幕式でオバマ大統領があいさつ
http://j.people.com.cn/94474/6712352.html

「中米戦略・経済対話」開幕、胡錦濤主席が祝辞
http://j.people.com.cn/94474/6712069.html

------------------------------------------2009 年 7 月 21 日

人民網日本語版

月周回探査プロジェクトの科学データを研究活用へ
科技部 高新技術発展産業化司の専門家は今月 15 日北京で、

にとって、人工衛星と有人宇宙飛行の成功に続くもうひとつの一里塚

「863 計画」の重点プロジェクト「月周回探査プロジェクトの科学データ

を立て、中国がすでに深宇宙探査能力をもつ世界の先進国の仲間

応用と研究」の建議書に対して論証を行った。専門家は建議書作成

入りを果たし、人類が深宇宙を平和に開発利用するための重要な一

グループの報告を聞いた後、質疑と討論を慎重に行い、直ちにプロジェ

歩を踏み出したことを意味する。温家宝･総理は嫦娥プロジェクトで中

クトを立ち上げることに全会一致で同意した。同プロジェクトの実施につ

国初の月面図を発表した際、月探査プロジェクトの次なる作業に対し

いて専門家は、中国の月面データ応用の研究レベルを高め、革新的

て明確な要求を打ち出すとともに、全国各方面の研究資源をフルに

成果を生む可能性を期待するとしたほか、今後の第 2 期、第 3 期の月

活用し、中国が入手した最初の月面科学探査データを役立て、科学

探査プロジェクトの際にデータを研究する上できちんとしたベースを築け

技術の分野で一流の革新的成果を生み出すよう特に強調した。（編

ると評価した。科技部のウェブサイトが 21 日伝えた。中国初の月探査

集 KA）

プロジェクトである「嫦娥プロジェクト」の成功は、中国の宇宙開発事業
http://j.people.com.cn/95952/6706001.html

-------------------------------------------
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2009 年 7 月 21 日

人民網日本語版

中国 回転翼無人航空機の研究で重要な進展
中国科学院瀋陽自動化研究所などの機関は、国の「ハイテク研究発

国科学院瀋陽自動化研究所ロボット学実験室は 863 計画のサポー

展計画」(863 計画)のサポートの下、共同で積載量がそれぞれ 15 キロ、

トの下、理論研究から、フライト実験・検証、プロジェクトへの応用と、

40 キロ、120 キロの回転翼飛行ロボット（無人航空機）を開発し、テス

一連の重要な成果をあげた。また、知的所有権を有する機体と操縦

トフライトを重ねた。実験により、同機の性能が良好であることが実証さ

機を研究・開発し、関連の学術論文を 30 編以上発表、国家特許を

れ、初歩的に実用化の目処がたった。科学技術部のウェブサイトが 21

多数申請した。テストシステムが初歩的にシリーズ化、多様化され、回

日に伝えた。回転翼無人航空機の自律制御問題は、現在国内外の

転翼無人航空機シリーズのプラットフォームが打ち立てられたことで、中

制御分野で研究されている焦点・難点のひとつであり、軍事・民用的

国の回転翼無人航空機研究は新たな段階に入った。（編集 SN）

価値が非常に大きいため、世界各界でますます注目を集めている。中
http://j.people.com.cn/95952/6705894.html

-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-08-31-Mon

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200907

SpaceNews(8/24)

■[ロケット]米空軍と米大学、新しい推進薬による小型ロケットの試験飛行に成功
推進薬はアルミニウムパウダと水蒸気で構成された Alice と呼ぶもので、最適化すると従来推進薬よりも高性能が出せる可能性も。
SpaceNews(8/24)

■[ロケット]Lockheed Martin 社、Orion 用の LAS 姿勢制御モータの開発主導権を OSC 社から取り上げ
Orion プライムメーカである Lockheed Martin 社は、開発が遅れている LAS 用モータ開発マネージメントをサブコンの OSC 社から取上げた。Orion の
パッドアボート試験は、当初 08 年 9 月に計画していたが、現在では 10 年 1 月に遅れ。遅れの原因の一つは OSC 社マネジメントのもとで ATK 社
が実施している LAS の姿勢制御用モータ開発遅れ。OSC 社広報によれば、LM 社が直接 ATK 社の監督を行うことに変更。OSC 社は残るアボー
トモータ、分離モータ、及び、LAS 全体のインテグレーションの責任を引続き負う。(LAS には、アボートモータ、姿勢制御モータ、Orion 分離モータの３
種のモータ装備。)

2009-08-28-Fri

イーグル工業プレスリリース(8/28) (PDF)

■[ロケット]イーグル工業、J-2X のメカニカルシール開発を PWR から受注

2009-08-26-Wed

KoreaTimes(8/26)

■[ロケット]韓国、KSLV-1 打上げは失敗と発表。原因はフェアリング分離失敗。衛星は地上に落下
オンボードカメラ映像によれば、２分割で分離するフェアリングの片方はリフトオフ後 216 秒に(訳注:計画は 215 秒)分離、もう片方は 540 秒後まで分
離しなかった。540 秒後は衛星分離と同タイミング。フェアリングは片側 300kg であり、これが原因で計画軌道に投入できなかったと推定される。データ
によれば、第 2 段と衛星は分離後に地球に落下したと見られ、大部分は燃え尽きたと推定されるがノズル保護 CC 材は残存した可能性がある。オ
ーストラリア・ダーウィン近くに落下物体が確認されており、これが KSVL-1 残存物のこの可能性もある。KARI 技術者によれば、フェアリング分離は、ロ
ケットとの分離が 8 本、半殻分割が 4 本以上の爆発ボルトの作動で行われることから、これらの一部不着火の可能性はある。

Spaceflightnow(8/25)

■[ロケット]Khrunichev 社、KSLV-1 のロシア担当分(1 段)は計画通り飛行したことを確認と発表

SpaceRef(8/24)

■[深宇宙探査]NASA、LCROSS に不具合を検出、IRU が停止、原因究明中
Centaur 機体を月面に衝突させる LCROSS ミッション慣性チームは、同宇宙機 IRU(慣性航法装置)が停止し、スタートラッカによるバックアップ制御
に移行を確認。これによって姿勢制御のためにスラスタが計画以上に作動、いまのところミッション達成に問題はない。

2009-08-25-Tue

NikkeiNet(8/25)

■[ロケット]政府、GX ロケットの開発先送りを決定
政府官邸発表(8/25)(PDF ファイル)
LNG 推進系開発は継続するものの、22 年度概算要求への GX ロケット開発費計上は見送り。「本格的開発着手を先送りする。白紙撤回ではな
い」(野田宇宙開発担当相)。
・政府としては、民間のビジネス展開意欲については理解できるものの、

いては、国際的優位性の高い日本発の技術であり、将来の他のプロ

安全保障衛星の見通しが得られていない状況での GX ロケットの需要

ジェクトなどでの利用が見込まれるものであることから、宇宙での実証を

見通し、競争力のある GX ロケット打上げのビジネスの成立性などにつ

とおして、我が国の技術として確立させることが必須である。このため、

いて判断できないため、GX ロケットの本格的着手を判断できる状況に

まずは、地上で実施できる高空燃焼試験などをとおして、その技術の

ない。

確立に向けた取組みを進める。

・ 一方、「2．(1) 技術的見通しについて」のとおり、LNG 推進系につ

・ 以上の状況を踏まえ、政府としては、平成 22 年度概算要求にお

22

いては、LNG エンジンの地上での開発に係る経費を計上することとす

過程において、必要な対応を行うこととする。

る。なお、上記課題への対応に進展が見られた場合には、予算編成

中央日報(8/25)

■[ロケット]韓国、KSLV-1 初号機を打上げ。衛星投入高度に誤差
高度 306km で分離予定が 342km で分離したとのこと。

2009-08-22-Sat

NASA Spaceflight(8/21)

■[ロケット]Arianespace 社、Ariane 5 ECA による JCSAT-12 と Optus D3 の打上げに成功
JCSAT-12 は 4000kg(Lockheed Martin 製 A2100 バス)、Optus D3 は 2500kg(Orbital 製)

Spaceflightnow(8/14)

■[ロケット]NASA、Ares I-X の機体組立を完了
現在のところ打上げは 10/31 の予定。

Spaceflightnow(8/17)

■[ロケット]ULA 社、USAF 用の最後の Delta 2 の打上げに成功
Delta 2 は GPS 衛星打上げ用に開発されたロケットであり、最後の USAF のペイロードも GPS 衛星。残りは 12 機でうち 7 機は NASA 及び民間の
ペイロードが決まっている。

Spaceflightnow(8/18)

■[有人宇宙]米ロ企業、ソ連時代にキャンセルされた軍事用有人宇宙機を使った商業有人ミッションを計画
The reusable reentry vehicle (RRV) venture は、モスクワエアショウで、旧ソ連が軍事用再使用有人再突入カプセルとして開発した Almaz をベー
スに、1 週間の科学調査用有人ミッションを 2013 年に提供すると発表。打上げはロから Soyuz FB/Fregat で実施予定。
本プロジェクトは国際共同民間プロジェクトで、Excalibur Almaz Limited (EA)社取り纏めのもと、Almaz RRV 製造メーカ、USA 社の子会社の
Space Flight Operations (SFO)社、EADS Astrium Space Transportation 社（欧州）、JAMSS(有人宇宙システム)社（日本）が参加。
EA 社では、飛行試験を 2012 年に、最初のコマーシャルフライトを 2013 年にも実施する。同社では Almaz リエントリ・モジュール数機だけでなく、既に
2 機の Almaz 軌道上モジュール(サリュートとして使用されたもの)も購入したとのこと。なお、Almaz リエントリ・モジュールは、1970 年代に 9 機の飛行
試験を実施しており、うち 2 機は数回の打上げに使用され再使用のフィージビリティが確認されている。今回のベンチャでは Almaz のリエントリ・モジュ
ールは使用するものの、サービスモジュールは近代化した軽量のものを新開発する。
Almaz RRV の主な特徴：
Apollo や Soyuzｇと類似

/// 当初設計で 9 機の無人飛行試験済

/// ３人＋カーゴの設計だが、カーゴ専用にも変更可能

実証済の打上げ時脱出システム(LES)と適合 /// 自動及びマニュアルの両フライトモードを持つ /// パラシュートは冗長のための 3 機構成
着陸用ロケットによるソフト・ランディング/// 地上/海上のどちらにも着陸可/// アクセス性向上のハッチは 3 箇所/// 再使用熱防御シールド採用

2009-08-20-Thu

Yahoo!ニュース(8/20)

■[ロケット]韓国、KSLV-1 打上げ延期の原因を地上設備のソフトウェアエラーと発表
"自動シーケンス上の高圧タンクの圧力測定関連ソフト"のエラーが原因と発表。26 日までの予備期間中に打上げ可能な見通し。
コメント： 普通に考えると、緊急停止設定が間違っていたんでしょうね。充填と監視を別のソフトでやっていたら、電圧からの変換係数が間違っていた

という可能性もあると思いますが。

2009-08-19-Wed

時事ドットコム(8/19)

■[ロケット]韓国、KSLV-1 の打上げをアボート

23

打上げの 7 分 56 秒前に打上げ中止。エンジンバルブ駆動用の気蓄器の圧力低下が原因とのこと。

2009-08-18-Tue

SpaceNews(8/10)

■[ロケット]SpaceX 社、2010 年末に Falcon 1 を Falcon 1e で置き換え
打上げ能力が F1 の 420kg から 900kg で、打上げ価格も上昇。F1 は当初$6M で、現価格が$8M であるのに対し、F1e は"$11M 以下"。

2009-08-12-Wed

Spaceflightnow(8/11)

■[ロケット]ILS 社、Proton ロケットによる AsiaSat5 打上げに成功
衛星は遠地点 35600km,近地点 17800km,起動傾斜角 6 度の GTO に投入される。
コメント： 衛星が軽いので、衛星負担増速 540m/s 程度と極めて小さい。ちなみに、AsiaSat5 は 3 月に SeaLaunch から Proton にロケットを切替え、

搭載予定衛星がなくなってロケットが余っていたとは言え、決定から 6 ヶ月弱で打上げたことに。

2009-08-11-Tue

Yahoo!ニュース(8/11)

■[ロケット]韓国、KSLV-1 初号機の打上げを 19 日に設定
コメント： 『先月 30 日のロシア最終燃焼試験では、韓国に引渡されたものとは異なるエンジンが使用されたとする疑惑について、「ロ側が同一のエン

ジンだと公式に認めた」と述べ』た。とすると、RD-151 は RD-191 の低推力作動点に調整したバージョンか？

2009-08-10-Mon

SpaceNews(8/3)

■[機関]2008 年宇宙業界売上げランキング
毎年恒例の売上げランキング。宇宙分野の売上げ順位と売上高のリスト。主輸送系メーカと日本企業を抜粋。
ただし、大きいところで以下の企業は不参加:United Technologies (PW&R の親会社,2007 年は$1B 程度),ULA(非開示,Lockheed と Boeing の売
上げに ULA 分は含まれていない.合計$3B 程度は見込まれる),ロシア企業(RSC Energia, Khrunichev State Research and Production Space
Center),中国企業
1.Lockheed Martin, $10,700M

/// 2.Boeing, $7,130M /// 3.EADS, $6,046M

-4.Northrop Grumman, $5,805M /// 9.USA, $1,817M /// 10.ATK, $1,808M /// 14.Arianespace, $1,347M /// 16.Orbital Science, $1,169M
22.Mitsubishi Electric, $830M /// 26.Ball Aerospace, $654M /// 29.Mitsubishi Heavy Industries, $443M /// 32.Aerojet General, $390M

2009-08-09-Sun

中央日報(8/9)

■[ロケット]KSLV-1 に関する韓国国内の報道
興味深いところは、ロシア側への支払金額は 2 億ドル程度 最初の打上げ後、成否に関係なく９カ月以内にもう１基を必ず打上げる
コメント： 『匿名を求めた専門家らは「第１段ロケットを２億ドルも支払ってその飛行試験までしてあげる格好だ。 国際宇宙科学界ではミステリーのよ

うな取引だと話している」と伝えた』まあ、昔からみんなそう思っているわけで･･･
NPO Energomash 社の 7/30 の燃焼試験のプレスリリースによれば、Angara 用の RD-191 は 7/30 に初めてステージ燃焼試験を実施。
ちなみに RD-151 というエンジンは同社のエンジンリストにはないものの、同社のこちらの記事(ロシア語)には RD-171 の派生タイプであることが記されて
いる。NASA Spaceflight の Forum では RD-151 は RD-191 の性能低下型バージョンではないかとの意見もあるが公式サイトでこれを裏付ける記事
は見つけられず。ただし RD-171 派生型で 1 チャンバであれば RD-191 と同じなので、その推測が妥当だとは思われ。で、RD-191 のステージ燃焼試
験が 7/30 が初だとすると、KSLV-1 の 1 段はどういう試験をやってきているんでしょう？謎。

2009-08-07-Fri

Yahoo!ニュース(8/7)

■[ロケット]ロシア、KSLV-1 打上げ延期の原因は計測上の問題と判断、韓国は打上げへ
補助ポンプ回転数以外の作動点は正常だったことから計測上の問題と判断したとのこと。打上げ日はロシア側は 14～16 日を提案しているが、韓国
側は検討中。
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2009-08-06-Thu

Yahoo!ニュース(8/6)

■[ロケット]KSLV-1 の打上げ延期は燃焼試験での補助ポンプの特性異常
第 1 段液体エンジンのメーンターボポンプに入れる流体の圧力調整補助ポンプの回転数が正常値より多かったためと説明。現在ロシア側で検討を
進めており、近く結果が通知される予定。
コメント： ブーストポンプ式ですかね。KSLV-1 の 1 段は Angara ベースですが、エンジンはソースによって異なり、Angara が RD-191(推力 210tonf,

RD-170/171 の 1 チャンババージョン)であるのに対して、KSLV-1 は RD-151(推力 170tonf)を使用しているという情報もあれば(こちらの情報や
Gunter's Space Page)、同じ RD-191 を使っているという情報もある(Encyclopedia Astronautica)が、こちらのエンジンリストにも載っているので
RD-151 だというのが正解と思われる。ちなみに、先ほどの情報によれば、韓国のエンジニアはエンジンを見ることも禁じられている模様。

2009-08-05-Wed

Spaceflightnow(8/3)

■[ロケット]OSC 社、Minotaur 4 ロケット初号機を 10/22 に打上げ予定
打上げ能力は低軌道 1.5t の 4 段式の全段固体中小型軍事衛星用ロケットで、1 段～3 段は退役したピースキーパーミサイルで、4 段は Pegasus
ロケットに使用している Orion 38 モーター。

2009-08-04-Tue

Yahoo!ニュース(8/4)

■[ロケット]韓国、KSLV-1 初号機打上げを 11 日から延期する模様
ロシアで実施した燃焼試験のデータ評価で技術的な問題が見つかったとのこと。11 日の打上げは延期の方向。今回のウィンドウは 18 日までとのこと
で、それまでに解決できるのか状況を見守っているとのこと。

2009-08-02-Sun

Yahoo!ニュース(8/2)

■[ロケット]韓国、KSLV-1 の初号機を 8/11 に打上げ予定

2009-08-01-Sat

SpaceX 社プレスリリース(7/29)

■[ロケット]SpaceX 社、Falcon 9 の第 1 段タンクと段間部の確性強度試験を完了

タンクは、MEOP の 1.1 倍でのプルーフ試験の後、MEOP の 1.4 倍での破壊圧試験に耐荷することを確認。破壊圧試験要求(MEOPx1.4)は NASA
の有人仕様設計基準によるもの。また、曲げ荷重試験も完了した。
コメント： F9 のタンクは AlLi の FSW 接合で、段間部は複合材構造(参考)

2009-07-28-Tue

Commercial Space Watch(7/24) http://www.comspacewatch.com/news/viewpr.html?pid=28822

■[ロケット] DARPA、バイオ燃料による小型試験ロケット打上げに成功
DARPA は、ジェットエンジン用バイオ燃料である renewable JP-8 を

上げに成功。

RP-1 の代替として使用した、データ取得のための小型試験ロケット打

2009-07-21-Tue

Spaceflightnow(7/20)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0907/20jupiter/

■[深宇宙探査] 木星に衝突痕が発生
木星の南極付近に何らかの物体が衝突したと見られる痕が観測された。前回衝突は、15 年前のシューメッカーレビ第９彗星の衝突。

SpaceNews(7/17)

■[ロケット] NASA、Taurus XL / OCO 打上げ失敗の調査結果を発表
Taurus XL/OCO は第 3 段(Stage 2)フェーズでのフェアリング分離に失

は特定要因を突止めることはできなかったが、報告書では可能性のあ

敗してアポジ 615km まで上昇後で南極近傍太平洋に落下。調査で

る 4 原因を挙げている。
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(報告書の Executive Summary (6 pages) ： http://www.nasa.gov/pdf/369037main_OCOexecutivesummary_71609.pdf
火工品による分離部結合機構の故障

(機械的な故障。勧告内容からするとトレーサビリティがきちんと確保されていなかった模様)
分離火工品着火用電気システムの故障

(過渡的な着火電流の不足。勧告内容からするとテレメトリデータレン

地上での試験でもモニタしていなかった模様)

ジが狭くて過渡的にどの程度の電流が流れたのか分からない設定で、
フェアリング分離力を供給するニューマチックシステムの故障

(固体推薬を使った Hot Gas Generator で発生させたガスで分離さ

境性評価がかなり甘かった模様で、勧告を実行できないなら HGG をや

せる仕組み。勧告からすると品質管理(重要特性が管理されていなか

めて別の分離システムを採用せよ、としている)

ったり、そもそも QT で実環境模擬ができていなかったりしている)と耐環
分離機構のプレートナットに FCDC のコードが絡まった

FCDC は Flexible Confined Detonating Cord でいわゆる CDF のこと。

SpaceRef(7/20) http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=28782

■[ロケット] NASA、Ares I 用 5 セグメント RSRB の燃焼試験を 8/25 から実施

2009-07-19-Sun Nikkei Net(7/18) http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20090717AT1D1707T17072009.html

■[実用衛星] MELCO、次期ひまわり 2 機の国際入札を落札
落札額は合計で 293 億 9895 万円。2014 年度と 2016 年度に打上げ予定。バスは DS2000。
三菱電機は 17 日、気象庁が行った国際入札で気象衛星の次期「ひまわり」を

像解像度が２倍にきめ細かくなるうえ、地球全体の観測に必要な時間は約 10

２機落札と発表。落札額は合計で 293 億 9895 万円で、2014 年度と 16 年度

分と従来の３分の１になる。三電は技術試験衛星「きく８号」を基に、衛星の電

に打上げ予定。衛星の基本部分で標準品を開発し、信頼性やコスト削減をが

源や姿勢制御を担う基本部分を開発。ひまわり７号や商用通信衛星での採

落札につながった。三電は衛星国内最大手で、ひまわり落札は３機連続。落

用実績がある基本構造を利用、信頼性向上やコスト削減を進めている。三電

札したのは「静止地球環境観測衛星」ひまわり８号と９号。2015 年に気象観

は今後の受注拡大につなげたい考え。(00:01)

測運用寿命を迎える７号の後継。次期ひまわりは現在運用中の６号に比べ画
2009-07-16-Thu

Yahoo!ニュース(7/16)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090716-00000044-yonh-kr

■[ロケット] 韓国、KSLV-1 ロケット初号機の打上げは延期の見通し
当初 7/30 に予定されていたが、ロシアで 23 日に実施予定だった第１段燃焼試験が技術的問題で 27 日以降に延期されたためとのこと。
コメント： どういう位置づけの燃焼試験なのか不明。

2009-07-15-Wed

SpaceDaily(7/14)

http://www.spacedaily.com/2006/090714201832.w5qr8l7a.html

■[有人宇宙] NASA によればシャトルの打上げ延期費用は 1 回約 1 億円
水素ベントＱＤの漏れが２回続き、雷で１回、悪天候で２回延期された Endeavour 2J/A ミッションの 5 回分の延期費用は約 450 万ドル。

2009-07-14-Tue

Spaceflightnow(7/14)

http://www.spaceflightnow.com/falcon/005/

■[ロケット] SpaceX 社、Falcon 1 ロケット 5 号機で初の商業打上げに成功
次の F1 は改良型の Falcon 1e となる予定。オンボード画像： http://www.youtube.com/watch?v=Mfdk_VZMjQI
------------------------------------------今週の軍事関連ニュース

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

------------------------------------------DefenseNews.com
2009 年 7 月 27 日 21:40

http://www.defensenews.com/

Defense News Early Bird Brief

RUSSIA： クリントンはロシアとの関係リセットを再確認
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Clinton Reassures Moscow On ‘Reset’
[Wall Street Journal, July 27, 2009, Pg. 8]

Secretary of State Hillary Clinton said the Obama administration

Moscow that the White House remains committed to efforts to

considered Russia a “great power” and wanted it to be a strong

“reset” bilateral relations.

and prosperous country, in an apparent effort to reassure
RUSSIA： 先端技術の潜水艦２号機建造開始

Sevmash Starts Construction Of 2nd Advanced Submarine
[Moscow Times, July 27, 2009]

The Sevmash shipyard has begun construction of a second,

improvements on the prototype it began building in 1993.

fourth-generation nuclear submarine, which will have several
ASIA/PACIFIC 自国生産の原子力潜水艦が明らかに

Self-Made Nuclear Sub Is Unveiled
[Los Angeles Times, July 27, 2009]

India launched the first nuclear-powered submarine built on its

countries that design and build such vessels.

soil, asserting itself as a world power by joining just five other
------------------------------------------C4ISR Journal

http://www.C4ISRJournal.com/

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

Jane’s Defence Weekly http://jdw.janes.com/public/jdw/index.shtml

31-Jul-2009

イージス BMD システムの試行は成功

Aegis BMD system trial proves successful
A successful test of the Aegis Ballistic Missile Defense (BMD) system was conducted on 30 July by the US Navy, US Missile Defense
Agency (MDA)...
31-Jul-2009

ノースロップ・グラマンは X-47B 空母搭載テストを完了

Northrop Grumman completes X-47B carrier load tests
The Northrop Grumman X-47B unmanned combat aerial vehicle (UCAV) has recently completed a series of static and dynamic proof
load tests to validate its ...
関連：X-47B UCAS Validated for Aircraft Carrier Operations

31-Jul-2009

http://www.defencetalk.com/x-47b-ucas-validated-for-carrier-operations-20757/

韓国は$3.9B で高速軍事通信ネットを計画

South Korea plans $3.9 bn high-speed military communications network
South Korea is planning to develop a USD3.9 billion high-speed military communications network by 2020, an official from the South
Korean Defence Acquisition Programme...
31-Jul-2009

中国パキスタンに剣クラスのフリゲート初号機納入

China hands over first Sword-class frigate to Pakistan
The Pakistan Navy received the first of four new naval frigates being built by China on 30 July in a deal intended to bolster Pakistan's...
31-Jul-2009

ユーロファイタ

トランシェ 3A の契約調印

Eurofighter Tranche 3A deal signed
The first part of the Eurofighter Typhoon Tranche 3 contract for a further 112 aircraft has been signed, it was announced on 31 July. ...
31-Jul-2009

ミックス＆マッチ： バトルスペースへの UAV の統合

Mix and match: integrating UAVs into the battlespace
At the height of the US operation to depose the Taliban regime in Afghanistan in late 2001, senior US politicians and military
commanders in ...
30-Jul-2009

Sagem 社の Patroller UAV が初試飛行を完了

27

Sagem Patroller UAV completes first flight trials
The Sagem Patroller medium-altitude long-endurance (MALE) unmanned aerial vehicle (UAV) has successfully completed its first series
of flight trials, the company announced on 29 ...
30-Jul-2009

Dominator II MALE UAV が処女飛行

Dominator II MALE UAV completes maiden flight
Israel's Aeronautics Defense Systems completed the maiden flight of its Dominator II medium-altitude long-endurance (MALE)
unmanned aerial vehicle (UAV) on 23 July. Based on...
------------------------------------------[平山ニュース]

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
8/31 サッポロビールがホップの宇宙保管実験へ(経,毎,時)
8/29 0359GMT 打上成功:Discovery,STS-128(ISS 17A),KSC
8/29 チャンドラヤーン 1 号と通信途絶(CNN,共)
8/26 STS-128 バルブの問題で再延期(NASA)
8/25 0607JST 放球成功:小型インフレータブル柔構造飛翔体の展開及び飛行実験, 大気球放球実験 B09-04 号,大樹
8/25 0800GMT 打上失敗:KSLV-1,科学技術試験衛星 STSAT2,羅老 ・フェアリングが片方分離せず 速度不足で落下か
8/25 GX 開発先送り(読,共,経,毎)
8/23 ひまわり 8,9 号の運用を民間委託へ(読)
8/21 「きぼう」衛星間通信システム 「こだま」経由で筑波と通信成功(JAXA,時)
8/21 2209GMT 打上成功:{通信衛星 JCSAT12(日),通信衛星 Optus D3(豪)}, Ariane5/ECA,Kourou
8/20 JAXA と九大が連携協力協定を締結(JAXA,共,毎,西日本新聞)
8/19 韓国 KSLV-1 8 分前に中止(時,共,読,経,朝,毎)
8/19 打上:KSLV-1,STSAT 2,羅老
8/17 1035GMT 打上成功:測位衛星 GPS 2R-21,Delta2,Cape Canaveral
8/17 Stardust 探査機で回収した Wild2 彗星の塵からアミノ酸発見(NASA,朝,時,読)
8/17 1035-1049GMT 打上:測位衛星 GPS 2R-21,Delta2,Cape Canaveral
8/12 H2B のフェアリング KHI 播磨工場で分離放擲試験成功(神戸新聞,経)
8/11 1947GMT 打上成功:通信衛星 AsiaSat5(香港),Proton/Breeze M,Baikonur
8/10 Opportunity が火星探査史上最大の隕石を発見(NASA,読,時)
8/8 Kepler 宇宙望遠鏡が系外惑星を発見(NASA,CNN)
8/4 政府「月探査に関する懇談会」(時)
8/3 NEC が米 Aerojet 社と提携しイオンエンジン販売へ(時)
7/31 1448GMT 帰還:Endeavour,STS-127(若田飛行士),KSC
7/29 1846GMT 打上成功:小型衛星 6 基,Dnepr,Dombarovsky
7/28 Endeavour が ISS から分離
[予定]
8/28 0422GMT 打上:Discovery,STS-128(ISS 17A),KSC
8/26 0600-0630JST 打上:S-520-25,ベア導電テザー実験,内之浦
8/25 0536GMT 打上:Discovery,STS-128(ISS 17A),KSC
8/25 0800GMT 頃打上:KSLV-1,科学技術試験衛星 STSAT2,羅老
8/21 2209GMT 打上:{通信衛星 JCSAT12(日),通信衛星 Optus D3(豪)}, Ariane5/ECA,Kourou
8/17 1035-1049GMT 打上:測位衛星 GPS 2R-21,Delta2,Cape Canaveral
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8/11 1947GMT 打上:通信衛星 AsiaSat5(香港),Proton/Breeze M,Baikonur
7/31 1448GMT 帰還:Endeavour,STS-127(ISS 2J/A,若田飛行士),KSC
[EVENT]
ISAS パネル巡回展
・9/1-27 日時計の楽しみ,佐久市子ども未来館 /// ・9/5-27 太陽のふしぎ,すばるホール(大阪府富田林市)
・9/5-29 月のふしぎ,明石市立天文科学館 /// ・9/12-27 日本の宇宙開発の歴史,徳島県立あすたむらんど
9/21 JAXA 調布航空宇宙センター「空の日・宇宙の日」イベント
9/13 市民シンポジウム 小惑星探査機「はやぶさ」の物語,京都市青少年科学センター
9/12-11/29 ロケット展,富山市天文台
9/12 宇宙の日
9/7 「空の日・宇宙の日」記念特別講演会,航空会館(新橋),先着 200 名
JAXA 施設一般公開
・9/6 角田宇宙センター、沖縄宇宙通信所

/// ・8/22 勝浦宇宙通信所

日本天文学会創立 100 周年記念・世界天文年 2009 巡回企画展 「ガリレオの天体観測から 400 年 宇宙の謎を解き明かす」,
9/5-10/4 新潟県立自然科学館 /// 8/30 まで仙台市天文台
8/30 まで 全天周映像 HAYABUSA -BACK TO THE EARTH-,平塚市立博物館
ISAS パネル巡回展
・8/30 まで 太陽のふしぎ,ディスカバリーパーク焼津 /// ・8/30 まで 月のふしぎ,きっづ光科学館ふぉとん(木津川)
・8/30 まで 日本の宇宙開発の歴史,北海道立オホーツク流氷科学センター
8/22 JAXA 勝浦宇宙通信所 施設一般公開
8/20-25 能代宇宙イベント
8/8-9 第 1 回宇宙エレベーター技術競技会,日大(船橋)
8/3 JAXAi マンスリートーク, きぼう&若田飛行士長期滞在
8/1 第 3 回宇宙旅行シンポジウム,航空会館(新橋),申込先着 200 名>日本航空協会
[学会]
10/1-2 2009 年度大気球シンポジウム,ISAS 相模原
9/25 申込締切:JSASS 西部支部講演会,12/10,北九州国際会議場
9/14-17 AIAA SPACE 2009 Conference & Exposition,Pasadena
9/13-16 JSME2009 年度年次大会,岩手大学
9/9-11 第 53 回宇宙科学技術連合講演会,京都大学(吉田南)
9/8-11 United Nations Symposium on the Use of Small Satellites for Sustainable Development,Graz,Austria
9/8-10 First IAA Solar Power Satellite Workshop (SPS 2009),Toronto,Canada
9/4 申込締切:第 46 回 JSASS 関西・中部支部合同秋期大会,11/27,京都大学
9/2 申込締切:AAS Guidance and Control Conference, 2010/2/5-10,Breckenridge,Colorado
8/31-9/4 6th IAA Symposium on Low Cost Planetary Missions,Goa,India
8/28 IEICE 宇宙・航行エレクトロニクス研究会,ISAS 相模原
8/10-13 AIAA Guidance,Navigation,and Control Conference & Exhibit,Chicago
8/10-13 23rd Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites,Utah 州立大
8/10 申込締切: 2010/4/12-15,Orlando,Florida
・51st AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference
・18th AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference /// ・12th AIAA non-Deterministic Approaches Conference
・11th AIAA Gossamer Systems Forum /// ・6th AIAA Multidisciplinary Design Optimization Specialist Conference
8/9-13 2009 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, Pittsburgh,Pennsylvania
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8/5 第 42 回月・惑星シンポジウム,ISAS 相模原
8/2-5 45th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit,Denver
[etc.]
9/30 締切:第 7 回航空機による学生無重力実験コンテスト参加者募集>JSF
8/18 新刊:野本陽代「ハッブル望遠鏡 宇宙の謎に挑む」講談社
8 月 新刊:宇宙建築研究会「宇宙で暮らす道具学」雲母書房
8/31 応募締切:「宇宙を教育に利用するためのワークショップ」発表者>JAXA 教育関係者 2-3 名,2/4-6,Houston,
7 月 新刊:「日本の宇宙開発」歴史群像シリーズ,学習研究社
------------------------------------------[中国宇宙開発-1]

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

------------------------------------------韓国衛星“燃え尽きた夏”、中国でまた「批判の声」（サーチナ）8 月 26 日 - 19 時 0 分
韓国「軌道に乗らなかった衛星」焼滅の可能性、追跡停止へ―中国（サーチナ）8 月 26 日 - 13 時 46 分
ASTER がとらえたチベットの首府ラサ（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）8 月 26 日 - 13 時 28 分
中露合同の火星探査機、今年 10 月に打上げロシア（Record China）8 月 25 日 - 12 時 27 分
韓国「宇宙への進軍は絶対にあきらめない」―中国報道（サーチナ）8 月 21 日 - 17 時 14 分
「金大中元大統領の死去」韓国初のロケット打上げは延期か？（サーチナ）8 月 18 日 - 16 時 56 分
海南省、南シナ海と宇宙科学技術の開発を推進（サーチナ）8 月 18 日 - 10 時 44 分
“次世代”宇宙飛行士の選考始まる＝女性も含まれる可能性大きい―中国（Record China）8 月 10 日 - 14 時 46 分
ロケット研究所、チベット族の子供に宇宙科学の実習－北京（サーチナ）8 月 7 日 - 17 時 56 分
＜月面探査＞研究が飛躍的に進展！次の衛星は 2010 年にも、3 号で月面車も―中国（Record China）8 月 5 日 - 4 時 28 分
中国 2 回目の月探査「嫦娥 2 号」、2010 年末までに打上げ（サーチナ）8 月 4 日 - 13 時 34 分
韓国初の人工衛星、11 日に打上げ試験トラブルで新日程（サーチナ）8 月 3 日 - 10 時 10 分
若田さんまもなく地球に帰還、注目される「臭わない下着」―中国（サーチナ）31 日 - 18 時 54 分
------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------インド初の無人月探査機、任務終了（インド新聞）8 月 31 日 - 23 時 0 分
インド初の無人月探査機、交信途絶えミッション終了（ロイター）8 月 31 日 - 15 時 46 分
米シャトル「ディスカバリー」、国際宇宙ステーションに到着（ロイター）8 月 31 日 - 14 時 48 分
“宇宙桜”開花待つ 無重力の旅から無事帰還（産経新聞）8 月 29 日 - 18 時 28 分
【外信コラム】ソウルからヨボセヨ また星が落ちた？（産経新聞）8 月 29 日 - 7 時 56 分
政府の羅老号調査委が始動、フェアリング分析に焦点（聯合ニュース）8 月 28 日 - 17 時 51 分
李大統領が宇宙センター激励「失敗から大成功を」（聯合ニュース）8 月 28 日 - 14 時 28 分
韓国の人工衛星、大気圏で消滅か（産経新聞）8 月 27 日 - 7 時 56 分
宇宙で「子作り」は NG？ 受精卵の発育には「重力」必要（J-CAST ニュース）8 月 26 日 - 20 時 15 分
【韓国ブログ】衛星の軌道進入失敗、韓国ネット上の反応は？（サーチナ）8 月 26 日 - 15 時 56 分
韓国「軌道に乗らなかった衛星」焼滅の可能性、追跡停止へ―中国（サーチナ）8 月 26 日 - 13 時 46 分
羅老号失敗原因はフェアリング未分離、衛星は消滅か（聯合ニュース）8 月 26 日 - 13 時 37 分
羅老号搭載の科学技術衛星 2 号、宇宙で「迷子」か（聯合ニュース）8 月 26 日 - 10 時 11 分
羅老号で打上げの人工衛星、地上との交信ならず（聯合ニュース）8 月 26 日 - 9 時 13 分
韓国初の人工衛星ロケット 軌道進入に失敗（産経新聞）8 月 26 日 - 7 時 57 分
重力小さい宇宙空間 哺乳類の繁殖難しく 理研などのマウス実験（産経新聞）8 月 26 日 - 7 時 56 分

30

羅老号の打上げは「半分成功」、李大統領（聯合ニュース）8 月 25 日 - 21 時 52 分
韓国初の人工衛星搭載ロケット打上げ、目標軌道に乗らず失敗（ロイター）8 月 25 日 - 21 時 44 分
≪解説≫今や目標は独自開発、今後の課題は（聯合ニュース）8 月 25 日 - 21 時 2 分
打上げは一部失敗、人工衛星が目標軌道から外れる（聯合ニュース）8 月 25 日 - 20 時 2 分
韓国、初の人工衛星搭載ロケットを打上げ（ロイター）8 月 25 日 - 19 時 6 分
人工衛星搭載ロケット・羅老号、正常軌道進入に失敗（聯合ニュース）8 月 25 日 - 19 時 0 分
羅老号の打上げ成功、26 日未明に衛星と交信（聯合ニュース）8 月 25 日 - 17 時 41 分
韓国初の人工衛星搭載ロケット、羅老号が打上げ（聯合ニュース）8 月 25 日 - 17 時 19 分
≪解説≫羅老号に搭載される科学技術衛星第 2 号の役割は？ （聯合ニュース）8 月 25 日 - 15 時 46 分
羅老号午後 5 時打上げ最終確定、3 時から燃料注入（聯合ニュース）8 月 25 日 - 15 時 36 分
宇宙空間では子づくりムリ？ 無重力環境のマウス 出産率低下（産経新聞）8 月 25 日 - 15 時 34 分
米シャトル「ディスカバリー」、ネズミ 8 匹乗せ宇宙へ（ロイター）8 月 25 日 - 12 時 50 分
中露合同の火星探査機、今年 10 月に打上げロシア（Record China）8 月 25 日 - 12 時 27 分
羅老号午後 5 時打上げ、「今日こそ必ず宇宙へ」（聯合ニュース）8 月 25 日 - 9 時 20 分
羅老号が最終リハーサル、あす午後打上げ（聯合ニュース）8 月 24 日 - 11 時 26 分
「Ｈ２Ｂ」先端カバー 公開試験で正常分離（産経新聞）8 月 24 日 - 11 時 12 分
Ｘ線観測の全天画像公開 きぼうの船外実験施設で観測（産経新聞）8 月 24 日 - 11 時 8 分
「羅老号」発射台に運搬、打上げは 25 日午後（聯合ニュース）8 月 23 日 - 13 時 32 分
宇宙飛行士・野口さん「宇宙ではすし握る」（産経新聞）8 月 23 日 - 7 時 56 分
「宇宙ですし握りたい」野口さん、操縦訓練を公開（産経新聞）8 月 22 日 - 10 時 17 分
「羅老」25 日打上げ確定、エラー修正完了（聯合ニュース）8 月 21 日 - 17 時 22 分
韓国「宇宙への進軍は絶対にあきらめない」―中国報道（サーチナ）8 月 21 日 - 17 時 14 分
「羅老」打上げ延期、圧力測定ソフトのエラーが原因（聯合ニュース）8 月 20 日 - 14 時 48 分
韓国の衛星ロケット、また延期―関係者「失敗ではない」（サーチナ）8 月 20 日 - 10 時 24 分
李大統領「打上げ延期、災い転じて福となすよう」（聯合ニュース）8 月 19 日 - 20 時 2 分
韓国、初の人工衛星搭載ロケット打上げを中止（ロイター）8 月 19 日 - 19 時 58 分
教育科学技術部「原因徹底分析」、数日内打上げか（聯合ニュース）8 月 19 日 - 19 時 22 分
ＵＦＯ探しなら豪州北部へ、「宇宙人ハンター」が推奨（ロイター）8 月 19 日 - 18 時 32 分
羅老号きょう打上げられず、日程は後ほど決定（聯合ニュース）8 月 19 日 - 17 時 52 分
韓国、初の人工衛星搭載ロケットの打上げを一時的に中止（ロイター）8 月 19 日 - 17 時 42 分
羅老号、19 日中の打上げは難しい見通し（聯合ニュース）8 月 19 日 - 17 時 42 分
韓国のロケット、打上げ直前に突然中止（産経新聞）8 月 19 日 - 17 時 34 分
「羅老号」打上げ中止、予定時間 7 分 56 秒前に（聯合ニュース）8 月 19 日 - 17 時 22 分
「羅老」午後 5 時打上げ決定、3 時から燃料注入（聯合ニュース）8 月 19 日 - 15 時 37 分
「ついに宇宙へ」きょう午後 5 時ごろ羅老号打上げ（聯合ニュース）8 月 19 日 - 10 時 38 分
「羅老号」打上げ経済価値、最大 2 兆 3 千億ウォン（聯合ニュース）8 月 18 日 - 18 時 32 分
「羅老」打上げは予定通り 19 日に、青瓦台が確認（聯合ニュース）8 月 18 日 - 17 時 42 分
「金大中元大統領の死去」韓国初のロケット打上げは延期か？（サーチナ）8 月 18 日 - 16 時 56 分
「羅老」打上げ延期の可能性も、金元大統領逝去受け（聯合ニュース）8 月 18 日 - 16 時 35 分
≪解説≫いよいよ打上げ、7 年にわたるロケット開発の意味（聯合ニュース）8 月 18 日 - 12 時 1 分
打上げまで 1 日、きょう「羅老号」最終リハーサル（聯合ニュース）8 月 18 日 - 9 時 43 分
打上げまであと 2 日、「羅老号」の運搬始まる（聯合ニュース）8 月 17 日 - 11 時 57 分
目指すは宇宙技術の自立、KSLV－II の開発始動（聯合ニュース）8 月 16 日 - 17 時 2 分
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韓国初の宇宙ロケット打上げ間近、成功率にも関心（聯合ニュース）8 月 16 日 - 15 時 42 分
土星の環を貫く謎の物体、分点で観測（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）8 月 12 日 - 15 時 52 分
チャドのアオルンガ衝突クレーター（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）8 月 12 日 - 12 時 16 分
韓国初宇宙ロケット「羅老」、19 日に打上げ（聯合ニュース）8 月 12 日 - 9 時 15 分
“次世代”宇宙飛行士の選考始まる＝女性も含まれる可能性大きい―中国（Record China）8 月 10 日 - 14 時 46 分
宇宙ロケット打上げ延期原因、「測定ミス」で結論（聯合ニュース）8 月 7 日 - 18 時 22 分
ロケット研究所、チベット族の子供に宇宙科学の実習－北京（サーチナ）8 月 7 日 - 17 時 56 分
宇宙ロケット打上げ延期、補助ポンプが原因（聯合ニュース）8 月 6 日 - 19 時 52 分
【韓国ブログ】また発射延期！「狼少年」になった韓国ロケット（サーチナ）8 月 6 日 - 13 時 12 分
打上げできない！韓国の人工衛星打上げ再び延期（サーチナ）8 月 5 日 - 14 時 46 分
エンデバーがとらえた地球大気の層構造（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）8 月 5 日 - 12 時 36 分
スペースシャトル、稲妻の下で発射準備（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）8 月 5 日 - 11 時 14 分
宇宙ロケット「羅老」打上げ、またも延期見通し（聯合ニュース）8 月 4 日 - 14 時 11 分
JAXA と NASA、全球降水観測計画の開発協力で覚書締結（サーチナ）8 月 3 日 - 16 時 14 分
韓国初の人工衛星、11 日に打上げ試験トラブルで新日程（サーチナ）8 月 3 日 - 10 時 10 分
韓国初の宇宙ロケット「羅老号」、11 日に打上げ（聯合ニュース）8 月 2 日 - 14 時 44 分
【米国ブログ】若田さんの下着長期着用実験が話題に（サーチナ）8 月 2 日 - 9 時 10 分
韓国、１１日に人工衛星ロケット打上げ（産経新聞）1 日 - 18 時 18 分
＜若田さん帰還＞解説 開発から利用へ 日本に貴重なデータ（毎日新聞）1 日 - 12 時 21 分
若田さん帰還 「まるで浦島太郎」 着陸４時間後に会見（毎日新聞）1 日 - 11 時 50 分
会見する「きぼう」マネジャら（時事通信）1 日 - 11 時 42 分

*S08

*S08

来春初飛行の山崎さん「私も続きたい」（産経新聞）1 日 - 10 時 29 分
若田さん、シャトルで帰還（時事通信）1 日 - 9 時 24 分 *S09
無事帰還、管制室も笑顔＝「報告聞くのが楽しみ」－筑波宇宙センタ（時事通信）1 日 - 9 時 3 分
おかえり！若田さん 米スペースシャトル「エンデバー」、ＮＡＳＡに帰還（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
若田さん完全燃焼 「きぼう」完成 仲間と交流 家族と交信（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
「よくがんばった」若田さん母親ら喜びの声（産経新聞）1 日 - 2 時 16 分
若田宇宙飛行士 地球に無事帰還 ４カ月半ぶりに（毎日新聞）1 日 - 0 時 56 分
若田さん、シャトルで帰還＝きぼう完成の大役果たす－初の宇宙長期滞在、4 カ月半（時事通信）1 日 - 0 時 3 分
お疲れ様！若田さん フロリダにシャトル帰還（産経新聞）7 月 31 日 - 23 時 52 分
＜若田宇宙飛行士＞地球に無事帰還 ４カ月半ぶりに（毎日新聞）7 月 31 日 - 23 時 51 分
若田さん帰還へ最終準備 宇宙滞在１３８日（産経新聞）7 月 31 日 - 19 時 56 分
宇宙生活を終えた若田さん「思い切り走った」（産経新聞）7 月 31 日 - 19 時 31 分
若田さんまもなく地球に帰還、注目される「臭わない下着」―中国（サーチナ）7 月 31 日 - 18 時 54 分
「羅老号」打上げは来月中旬ごろ可能、安秉万長官（聯合ニュース）7 月 31 日 - 16 時 10 分 *S10
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*S09

【光州 31 日聯合ニュース】教育科学技術部の安秉万（アン・ビョンマン）長官は
31 日、韓国初の宇宙ロケット「羅老（ナロ）」（KSLV－1）の打上げは、来月中
旬ごろ可能との見方を示した。光州科学技術院を訪問中、前日夜にロシアか
ら燃焼試験に成功との知らせが入ったと明らかにしながら、このように述べた。安
長官は、燃焼試験成功の最終判断には 2～3 日かかるが、同部ではひとまずこ
れを肯定的な信号と解釈していると説明。日程については協議が必要だとしな

*S10

がらも、試験成功が確実なものとなれば来月中旬にも打上げが可能と述べた。

＜若田光一飛行士＞３１日夜、地球帰還へ ４カ月半ぶり（毎日新聞）7 月 31 日 - 12 時 52 分
愛妻の選んだ曲で起床＝若田さん、31 日に帰還（時事通信）7 月 30 日 - 17 時 12 分
若田さん 「きぼう」での実験公開 紙飛行機や縄跳びなど（毎日新聞）7 月 29 日 - 20 時 27 分
無重力なら縄跳びも楽々＝若田さん、「おもしろ実験」公開－宇宙機構（時事通信）29 日 - 15 時 5 分
若田さん、宇宙基地とお別れ（時事通信）29 日 - 9 時 41 分 *S11

*S11

若田さんら地球帰還へ（時事通信）29 日 - 9 時 36 分 *S12

*S12

エンデバー、宇宙基地から分離＝若田さんら地球帰還へ（時事通信）29 日 - 8 時 37 分
若田光一さん ＩＳＳに別れ…エンデバーで帰還へ（毎日新聞）29 日 - 0 時 4 分
若田さん、宇宙基地とお別れ＝滞在 133 日、「きぼう」など建設－31 日帰還予定（時事通信）29 日 - 0 時 2 分
＜若田光一さん＞ＩＳＳに別れ…エンデバーで帰還へ（毎日新聞）28 日 - 23 時 47 分
若田さん、今夜 ISS を退去（時事通信）28 日 - 9 時 9 分 *S13

90°回転してあります。 その方が雰囲気がでているようにも。

「４カ月半走りきった」 若田さん、３１日帰還へ（産経新聞）28 日 - 7 時 57 分
全力で駆け抜けた 4 カ月半＝きぼう建設、実験、余暇－28 日宇宙基地退去・若田さん（時事通信）28 日 - 5 時 18 分
「名残惜しい」ＩＳＳから帰還直前の若田光一さん（産経新聞）27 日 - 23 時 56 分
野口聡一飛行士 「若田さんの活躍を誇りに思う」（毎日新聞）27 日 - 21 時 9 分
＜野口聡一飛行士＞「若田さんの活躍を誇りに思う」（毎日新聞）27 日 - 20 時 17 分
「宇宙で楽しい年越しを」野口聡一さんが帰国会見（産経新聞）27 日 - 20 時 8 分
一時帰国の野口聡一さんらが会見（時事通信）27 日 - 19 時 47 分 *S14
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*S13

*S14

------------------------------------------[北朝鮮ミサイル開発問題]
[ミサイル防衛]

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

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

------------------------------------------米、短距離ミサイル迎撃実験…北朝鮮けん制（読売新聞）1 日 - 12 時 9 分
中国当局がミサイル原料金属を大量押収、北朝鮮向け密輸か―英メディア（Record China）7 月 30 日 - 19 時 16 分 MD*11

MD*11

MD*12

国連事務総長、北朝鮮訪問の意思を表明（ロイター）7 月 30 日 - 8 時 26 分

MD*12

自民政権公約 米狙うミサイル迎撃 憲法解釈を変更も（産経新聞）7 月 30 日 - 7 時 56 分
自民マニフェスト 集団的自衛権行使で政府見解変更を検討（産経新聞）7 月 30 日 - 1 時 44 分
ミサイル用金属 70 キロ押収＝対北制裁の姿勢強調か－中国（時事通信）28 日 - 22 時 40 分
イラン、イスラエルから攻撃受ければ核施設に反撃＝軍司令官（ロイター）27 日 - 12 時 34 分
イラン革命防衛隊司令官がイスラエルけん制 「核施設攻撃」と（CNN.co.jp）26 日 - 15 時 48 分
中国海軍、拡大に懸念 防衛白書 日本近海で活動活発（産経新聞）18 日 - 7 時 57 分
------------------------------------------2009 年 07 月 31 日（金）朝刊 くらべる一面

コラム

読売 編集手帳

核兵器開発疑惑のあるイラン研究所からの留学生を、東北大学が受

感が薄い」と識者は指摘。国際社会が核拡散に神経をとがらせている

入れていたことがわかりました。米は、大量破壊兵器開発が懸念され

中、法規制の不備や、大学によるチェック機能の甘さが問題。本紙の

る国からの留学生に対し、ビザ発給を規制。「日本の研究者は危機

スクープを、１面と社会面でお読みください。（中）

http://allatanys.jp/

- - - - - - - - - 関連- - - - - - - - - - 2009 年 7 月 31 日 03 時 27 分

読売新聞

イランの核疑惑研究所から東北大に留学生
東北大学の原子力工学の研究室が、核兵器開発に関与する恐れが

な技術流出を防ぐ法規制不備や、大学によるチェック機能の甘さが問

あるとして経済産業省規制リストに載ったイランの研究所からの留学生

題になりそう。同省は、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づい

に対し、使用済核燃料再処理に関する研究を指導していたことが３０

て「外国ユーザリスト」を２００２年から作成、現在は大量破壊兵器の

日、わかった。国際社会が核拡散に神経をとがらせる中、日本の高度

開発が疑われるイランや北朝鮮などの約２５０機関を掲載。リストに載
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った研究機関から留学生を受入れる際には、大量破壊兵器開発への

スト掲載時には留学生は「判定」対象外となっていた。留学生は研究

関与の有無などを「判定」することが求められている。留学生は０２年９

を続け、２年半後の０６年９月に博士号を取得し帰国。経産省は「技

月に来日、同１０月に東北大大学院量子エネルギー工学専攻に入

術流出を防ぐ法の趣旨からは、０４年のリスト公表後、大学は研究指

学。０４年３月に、留学生が来日直前に所属していた「ジャッベル・イブ

導の是非を再確認する必要があった。東北大から事情を聞きたい」と

ン・ハヤーン研究所」がリストに載った。留学生の研究内容は、使用済

している。米は１９９８年以降、大量破壊兵器開発が懸念される国か

核燃料再処理で発生する放射性廃液から銀などの有用金属を回収

らの留学生に対しビザ発給を規制。早大の山本武彦教授（安全保障

する技術。プルトニウム抽出には直結しないものの、核爆弾製造のた

論）は「米では、リストに載った研究機関出身留学生入国は考えられ

めに再処理システムを構築する際、重要な役割を果たす可能性があ

ない。日本も法的な入国規制の仕組みが必要」と指摘。これに対し、

る。しかし、外為法は自由な貿易や技術提供の確保を目指す法令で、

東北大量子エネルギー工学専攻の長谷川晃・専攻長は「留学生の

来日から半年たった外国人を日本人と同等に扱う規定があるため、リ

研究課題は、核物質を使わないので問題ないと判断」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090731-OYT1T00135.htm?from=any

長谷川晃 教授

研究分野(3 件)
金属物性
複合材料・物性
原子力学

研究テーマ(3 件)
・原子力用低放射化材料の開発
低放射化、構造材料
研究分野： 原子力学、核融合学、構造・機能材料（個
人研究）2000-他
・金属材料の照射効果に関する研究
照射損傷、微細組織、機械的性質、原子力材料
研究分野： 金属物性、核融合学、原子力学（個人研
究）1984-他
・シリコンカーバイド系 複合材料の照射効果に関する研究
シリコンカーバイド、複合材料、核融合炉用材料
研究分野： 複合材料・物性、核融合学（個人研究）
1995-他

http://jupiter.qse.tohoku.ac.jp/members/index.html#staff

出身大学院・研究科等：
東北大学 博士(工学研究科原子核工学)
1984 (修)
出身学校・専攻等：
東 北 大 学 大学( 工 学 部原子 核 工 学 ) 1979
(卒)
取得学位：
工学博士 (課程) 東北大学 原子力学
研究職歴：
1984-1991 科技庁金属材料技術研究所 研
究員
1992- 東北大学大学院工学研究科

http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200901016517403026

[編注] 東北大と科技庁の経験では経産省の輸管とか ITAR までは

な仕組みにしておかないと大変困りますな。この度 IAEA 次期事務局

心が及ばなかったということか。日本の教育の中では出てこないようで。

長に天野氏を送り込んでいながら自国がこの有様では足をすくわれて

文科省自身が輸管をやっているわけではないにしても、大量破壊兵器

しまう。

拡散問題というのは政府、官庁、自治体、国民全体が認識するよう
------------------------------------------[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/

------------------------------------------対北朝鮮 ハワイで４日から米韓協議（産経新聞）1 日 - 18 時 12 分
＜長崎平和宣言＞骨子発表 米大統領演説への評価盛り込む（毎日新聞）7 月 31 日 - 19 時 52 分
北朝鮮貿易会社の金融制裁を発表、核兵器開発関連で米財務省（CNN.co.jp）7 月 31 日 - 15 時 15 分
北核実験後初めての民間団体訪朝、統一部が承認（聯合ニュース）7 月 31 日 - 14 時 22 分
【中国ブログ】北朝鮮は「怒り心頭」の中国を見捨てた？（1）（2）（サーチナ）7 月 31 日 - 13 時 24 分
北「革新貿易会社」、米財務省も資産凍結・商取引禁止（産経新聞）7 月 31 日 - 9 時 23 分
中朝国境でミサイル用金属の密輸が発覚、中国税関が押収へ（サーチナ）7 月 30 日 - 18 時 26 分
潘基文国連事務総長、米朝直接対話に支持表明（聯合ニュース）7 月 30 日 - 9 時 25 分
国連事務総長、北朝鮮訪問の意思を表明（ロイター）7 月 30 日 - 8 時 26 分
北朝鮮 米高官の訪問要請 記者釈放交渉の名目で（毎日新聞）7 月 30 日 - 2 時 31 分
＜北朝鮮＞米高官の訪問要請 記者釈放交渉の名目で（毎日新聞）7 月 30 日 - 2 時 31 分
米朝直接対話を支持＝記者解放でも尽力－国連総長（時事通信）7 月 30 日 - 1 時 3 分
【韓国】核実験後、民間団体初めての北朝鮮訪問実現せず（サーチナ）7 月 29 日 - 23 時 12 分
北核実験後初の民間訪朝、招請状届かず白紙に（聯合ニュース）7 月 29 日 - 17 時 57 分
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米中対話 核・環境、広範に 共同声明 「持続的な成長」促進 （産経新聞）29 日 - 15 時 21 分
米中戦略経済対話、北朝鮮核問題などでの協力を約束（聯合ニュース）29 日 - 13 時 19 分
＜米中対話＞気候変動対策で提携 ６カ国協議再開努力も確認（毎日新聞）29 日 - 11 時 20 分
核問題も連携確認＝米中戦略・経済対話（時事通信）29 日 - 11 時 8 分 *N11

*N11

米中対話、６か国協議早期再開など対処確認（読売新聞）29 日 - 10 時 56 分
北・イランの核阻止で協調＝新疆暴動も協議－米中（時事通信）29 日 - 9 時 4 分
【韓国ブログ】中国の狙いは基軸通貨の地位、米中戦略経済対話（サーチナ）29 日 - 8 時 44 分
米中、世界経済回復で協力＝核問題でも連携確認－初の戦略・経済対話が閉幕（時事通信）29 日 - 8 時 12 分
中パ刺激 軍拡拍車も インド、初の国産原潜 核抑止力強化（産経新聞）29 日 - 7 時 57 分
インド初の国産原潜 軍事情勢に変化も（産経新聞）28 日 - 22 時 28 分
北核実験後初の民間訪朝は延期か、招請状届かず（聯合ニュース）28 日 - 21 時 52 分
【韓国】政府、対北決議履行報告書提出（サーチナ）28 日 - 19 時 4 分
露外交官「北朝鮮の『対話したい』は積極的なシグナル」（サーチナ）28 日 - 17 時 42 分
「北との対話は６カ国枠内で」米報道官（産経新聞）28 日 - 15 時 48 分
＜北朝鮮＞韓国「核廃絶なら巨額の経済援助」－中国報道（サーチナ）28 日 - 13 時 18 分
＜米国務省報道官＞北朝鮮との対話に応じない方針（毎日新聞）28 日 - 11 時 49 分
北朝鮮・イラン核問題に中国が協力を、オバマ大統領（聯合ニュース）28 日 - 10 時 57 分
＜北朝鮮＞EU が新たな制裁措置実施を宣言－中国報道（サーチナ）28 日 - 10 時 56 分
＜ＥＵ＞北朝鮮への制裁強化決定（毎日新聞）28 日 - 10 時 41 分
米中戦略経済対話、ワシントンで開幕 オバマ米大統領が演説（CNN.co.jp）28 日 - 10 時 6 分
米朝対話は 6 カ国協議の枠内で可能、米国務省報道官（聯合ニュース）28 日 - 9 時 12 分
北朝鮮との対話は６カ国協議の枠内で 米国（産経新聞）28 日 - 8 時 33 分
北朝鮮「6 ケ国協議は過去のもの、永遠に復帰しない」（サーチナ）28 日 - 8 時 8 分
米大統領「米中関係が最重要」 戦略対話 東アジア軍拡懸念（産経新聞）28 日 - 7 時 58 分
米朝対話促す北 カードは拘束２記者 さらなる交渉狙う？（産経新聞）28 日 - 7 時 57 分
オバマ米大統領、東アジアの核軍拡阻止で協調 米中戦略経済対話（産経新聞）28 日 - 0 時 11 分
今世紀つくる関係拡大を＝米中戦略・経済対話開会－オバマ大統領（時事通信）27 日 - 23 時 19 分
民間に近く訪朝承認か、政府が段階的許可の見通し（聯合ニュース）27 日 - 21 時 42 分
＜被爆者＞核持ち込み密約問題で政府に抗議文 長崎の５団体（毎日新聞）27 日 - 20 時 47 分
北、米国との直接対話示唆 抑留記者問題突破口にさらなる交渉？（産経新聞）27 日 - 19 時 24 分
韓国の対北朝鮮決議履行報告書、安保理提出へ（聯合ニュース）27 日 - 18 時 31 分
------------------------------------------[北朝鮮]

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

-------------------------------------------
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北朝鮮、韓国漁船の拿捕を初めて確認 領海の不法侵入と（CNN.co.jp）1 日 - 15 時 15 分
拿捕漁船の船員拘束長期化も 北「不法侵入」（産経新聞）1 日 - 13 時 35 分
韓国漁船「不法に侵入」＝北朝鮮メディアが初報道（時事通信）1 日 - 10 時 56 分
金総書記動静、日付入りで報道（時事通信）1 日 - 9 時 6 分
金総書記の直近写真を放映＝北朝鮮（時事通信）7 月 31 日 - 23 時 10 分
＜北朝鮮＞金総書記の視察日時、異例の公表（毎日新聞）7 月 31 日 - 14 時 7 分
金総書記動静、日付入りで報道＝北朝鮮（時事通信）7 月 31 日 - 8 時 59 分
金総書記、透析治療中か＝糖尿病で腎不全悪化－北朝鮮（時事通信）7 月 30 日 - 14 時 33 分
北が食料加工品供給拡大に注力、金総書記「特命」（聯合ニュース）7 月 30 日 - 10 時 23 分
潘基文国連事務総長、米朝直接対話に支持表明（聯合ニュース）7 月 30 日 - 9 時 25 分
米朝直接対話を支持＝記者解放でも尽力－国連総長（時事通信）7 月 30 日 - 1 時 3 分
金正男氏の母・成恵琳氏の墓をモスクワ西部に訪ね（聯合ニュース）7 月 29 日 - 17 時 58 分
金総書記動静報道に「異変」？＝主要 3 紙に掲載なし－北朝鮮（時事通信）28 日 - 20 時 28 分
「北との対話は６カ国枠内で」米報道官（産経新聞）28 日 - 15 時 48 分
正男氏母の墓、モスクワで確認（産経新聞）28 日 - 15 時 48 分
金総書記の元妻の墓、モスクワ郊外で発見 韓国紙（産経新聞）28 日 - 11 時 59 分
＜米国務省報道官＞北朝鮮との対話に応じない方針（毎日新聞）28 日 - 11 時 49 分
米朝対話は 6 カ国協議の枠内で可能、米国務省報道官（聯合ニュース）28 日 - 9 時 12 分
正男氏母の墓、モスクワで確認＝名簿には別人の名－韓国紙（時事通信）28 日 - 9 時 2 分
北朝鮮との対話は６カ国協議の枠内で 米国（産経新聞）28 日 - 8 時 33 分
米朝対話促す北 カードは拘束２記者 さらなる交渉狙う？（産経新聞）28 日 - 7 時 57 分
金正雲氏、軍でトイレ掃除…韓国ラジオ報道（読売新聞）27 日 - 23 時 49 分
北、米国との直接対話示唆 抑留記者問題突破口にさらなる交渉？（産経新聞）27 日 - 19 時 24 分
正雲氏、2 大学を卒業＝視察同行や軍務も－北朝鮮（時事通信）27 日 - 16 時 45 分
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------アフガン軍事作戦、民間人の犠牲者 24％増 今年上半期（CNN.co.jp）1 日 - 16 時 33 分
米、短距離ミサイル迎撃実験…北朝鮮けん制（読売新聞）1 日 - 12 時 9 分
米国務省から返書 石垣港寄港「日本の安定に貢献」（琉球新報）1 日 - 11 時 0 分
弾道ミサイル迎撃実験に成功＝ハワイ沖（時事通信）1 日 - 10 時 20 分 *M11

*M11

米以外の全部隊撤収 英では参戦検証の独立調査委 イラク多国籍軍 幕（産経新聞）1 日 - 7 時 57 分
Ｆ２２導入望み薄 予算削除法案、米下院も可決（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
見えない核の恐怖 今も 米原潜放射能漏れ発覚から１年 佐世保市民「何も変わらない」（西日本新聞）1 日 - 7 時 7 分
弾道ミサイル迎撃実験に成功＝ハワイ沖で米イージス艦（時事通信）1 日 - 6 時 14 分
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主要各党の政権公約(2)（時事通信）7 月 31 日 - 22 時 23 分
＜グアンタナモ＞少年テロ容疑者、釈放か移送か 米政権悩む（毎日新聞）7 月 31 日 - 21 時 34 分
米国防総省をハッキングした英男性、米国へ送還（CNN.co.jp）7 月 31 日 - 21 時 24 分
政府、F22 の代替案検討へ＝米下院決定受け－主力戦闘機（時事通信）7 月 31 日 - 20 時 50 分
＜アフガン＞民間人死者２４％増 ５９％はタリバン攻撃で（毎日新聞）7 月 31 日 - 20 時 50 分
Ｆ２２生産中止へ 日本導入絶望的に 米下院（産経新聞）7 月 31 日 - 20 時 19 分
イラク多国籍軍、来年から「イラク米軍」に（読売新聞）7 月 31 日 - 20 時 13 分
米軍以外の全部隊が撤収 イラク多国籍軍（産経新聞）7 月 31 日 - 20 時 9 分
海上発射型の迎撃ミサイル実験を実施、19 回目の成功と（CNN.co.jp）7 月 31 日 - 18 時 57 分
イラク・バビロン遺跡、米軍が損壊と ユネスコが報告（CNN.co.jp）7 月 31 日 - 18 時 18 分
「代替案を考える」Ｆ２２生産中止で官房長官（産経新聞）7 月 31 日 - 13 時 2 分 *M12

*M12

*M13

F22 生産中止決定的、日本導入困難に（時事通信）7 月 31 日 - 11 時 14 分 *M13
基地問題・憲法 衆院選立候補予定者政策アンケート（中）（琉球新報）7 月 31 日 - 10 時 55 分
都市型代替施設が完成 キャンプ・ハンセン（琉球新報）7 月 31 日 - 9 時 45 分
露大統領、中央アジア歴訪 対テロ支援、米に対抗（産経新聞）7 月 31 日 - 7 時 57 分
アフガン 米無人機による攻撃、南部で多発 子供ら犠牲に（毎日新聞）7 月 30 日 - 12 時 8 分

*M14

*M14

*M15

＜米国防長官＞イラク駐留米軍の撤退加速を検討（毎日新聞）7 月 30 日 - 11 時 42 分
ゲーツ米国防長官、イラク駐留米軍撤退の前倒しを検討と（CNN.co.jp）7 月 30 日 - 11 時 18 分
【海外の目 ２００９衆院選】対米同盟、開く格差（産経新聞）7 月 30 日 - 7 時 57 分
自民政権公約 米狙うミサイル迎撃 憲法解釈を変更も（産経新聞）7 月 30 日 - 7 時 56 分
自民マニフェスト 集団的自衛権行使で政府見解変更を検討（産経新聞）7 月 30 日 - 1 時 44 分
アフガン英軍戦死者が最悪に 増派渋った政権に批判高まる（産経新聞）7 月 29 日 - 19 時 20 分
Ｆ２２含めば拒否権行使 ホワイトハウス声明（産経新聞）7 月 29 日 - 18 時 1 分
米国防総省、新型インフルエンザ流行に備え軍の出動を計画（CNN.co.jp）29 日 - 16 時 0 分
軍当局、中古アパッチヘリ導入事業を全面再検討へ（聯合ニュース）29 日 - 15 時 15 分 *M15
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アフガニスタン駐留米軍司令官、増派を正式に要請へ（CNN.co.jp）29 日 - 13 時 42 分
＜米国防長官＞イラクを訪問 首相にクルドとの和解促す（毎日新聞）29 日 - 11 時 33 分
安保で足並み乱れ 民主政権公約・識者の視点（琉球新報）29 日 - 10 時 40 分
Ｆ２２配備「日本に恩恵」 在日米軍司令官（琉球新報）29 日 - 9 時 30 分

下記に抜出し

ゲーツ米国防長官、イラクを予告なし訪問（CNN.co.jp）28 日 - 19 時 6 分
米国防長官がバグダッド訪問 武器売却など協議へ（産経新聞）28 日 - 18 時 49 分
米軍再編、修正応ぜず＝民主公約で米司令官（時事通信）28 日 - 16 時 43 分
------------------------------------------2009.7.31 11:14

sankei.jp.msn.com

Ｆ２２の米軍向け生産中止確定 米下院、禁輸含む法案を可決
米下院は３０日、政権が生産中止を表明した最新鋭ステルス戦闘機

権行使をちらつかせて反対する次世代戦闘機Ｆ３５の代替エンジン開

Ｆ２２の追加調達条項を削除した２０１０会計年度（０９年１０月～１

発や大統領専用ヘリコプタへの資金拠出が含まれており、上院を舞台

０年９月）の国防歳出法案（国防予算案）を可決、同機の米軍向け

にした駆引きは今後も続く見通し。また総額約６３６０億ドル（約６０兆

生産中止が確定。法案はＦ２２輸出禁止も規定、日本が次期主力

円）に上る法案はイラクやアフガニスタン戦費約１２８０億ドルを含み、

戦闘機として導入するのは絶望的となった。Ｆ２２をめぐる議会との対

ブッシュ前政権時代からの「テロとの戦い」の戦費は累計で１兆ドル突

立はオバマ政権側に軍配が上がった形。だが法案には大統領が拒否

破が確実となった。（共同）

http://sankei.jp.msn.com/world/america/090731/amr0907311115001-n1.htm

------------------------------------------7 月 29 日 9 時 30 分配信 琉球新報

Ｆ２２配備「日本に恩恵」 在日米軍司令官
【東京】在日米軍エドワード・ライス司令官（中将）が２８日、東京都内

については運用改善で対応すべきとの考えを示した。

の日本記者クラブで記者会見、米空軍嘉手納基地に最新鋭戦闘機

＜在日米軍司令官会見一問一答＞

Ｆ２２の一時配備について「トップグレード（最新鋭）航空機を沖縄に配

ライス在日米軍司令官の記者会見での主な一問一答は次の通り。

し、前方展開配備ができていることは、地域全体に安定化要因となっ

―日本国内には在日米軍再編合意の見直しや普天間飛行場の県

ている。日本は米がＦ２２を配備することで抑止力の恩恵を受ける」と

外、国外移設を求める声がある。

述べ、Ｆ２２沖縄配備の意義を強調。

「（パッケージ論など）複雑な合意のため、一部の人々には同意できな

嘉手納基地へのＦ２２一時配備で騒音が激化しているとして、地元か

い点もあるが、利点をもたらす多くの要素が入っている。個別の要素は

ら撤退を求める声が上がっている中、ライス氏の発言は、嘉手納基地

変えないというのが一貫した立場だ」

へのＦ２２常駐化を示唆したとも受止められ、地元は反発。

―日米地位協定の改定や思いやり予算の見直しを求める声がある。

Ｆ２２については、防衛省が航空自衛隊の次期主力戦闘機として購

「地位協定は見直す必要はない。どのように実施するかは、妥当な時

入意欲を示しているが、米は軍事技術流出の懸念から輸出を禁止、

に考えていく。日本は憲法の制約上米を守れない。日本が同盟関係

日本への輸出にも否定的姿勢を示している。ライス氏は「世界中で

に貢献する一つの方法が思いやり予算だ」

（米以外の）他国はＦ２２は持てない。日本は日米同盟関係を通じ配

―米の「核の傘」について。国内では自国での核武装を検討するよう

備が可能になっている。これは世界の多くの国が持てないメリット（強

な議論もある。

み）だ」と述べた。

「核の傘を含む米の抑止力は強力に機能している。日本が独自に核

衆院選挙で民主党が米軍普天間飛行場の県外移設を目指す姿勢

を保有する理由はない」

を示していることについては「（在日米軍再編合意が）パッケージ全体と

―Ｆ２２の沖縄配備は地域の安定に効果があるか。

して強いものであるため、個々の要素を変えると全体が弱まってしまい

「安定的効果を持つ。自衛隊にとっても重要な訓練の機会を提供す

かねない。個別の要素については変更しないのが日米両政府の一貫

ることにつながっている。Ｆ２２の沖縄配備は、日米同盟がいかに多くの

した立場だ」と、従来通り名護市辺野古沖への移設が最善との見方

利益をもたらすかということのシグナルだ」

を示し、民主党が掲げる県外移設をけん制。日米地位協定の見直し
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090729-00000000-ryu-oki

-------------------------------------------
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[旧聞]

090414

RIA Novosti photo galleries

スホーイ Su-35 戦闘機が新しいテストを行う
Sukhoi Su-35 fighter: new tests

http://en.rian.ru/photolents/20090414/121081244.html

------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

8/31 「ニュース」更新

後研究で意見交換も

海賊対処航空部隊 10 月上旬に２次隊派遣 ///５空群基幹 150

矢臼別で旅団演習実施 ///

人・２機

「コラム」更新

インド洋補給支援 ///

「あけぼの」「ときわ」が帰国へ

応急的防御の行動演練

・朝雲寸言 /// ・政権選択選挙始まる ///・海外も注視の衆院選

ヘリ搭載大型護衛艦 「いせ」が進水

8/20 「ニュース」更新

就役待たれる「いせ」///１番艦と同様装備 災害時にも威力を発揮

防衛省人事 事務次官に中江氏

海自遠航部隊 ///中国の不同意で香港寄港を断念

８月 25 日付 金澤官房長、岡﨑装備施設本部長

PACC、PAMS 同時開催 ///東京に 27 カ国陸軍トップら///「激甚

アデン湾海自部隊 また不審船を排除///護衛船舶延べ 146 隻に

災害」で意見交換

航空部隊 監視飛行は 29 回

海外派遣隊員ら期日前投票 衆院選挙

パキスタン艦などに６７５kl インド洋補給支援

ゴランＰＫＯ28 次隊１波が現地入り

在沖米海兵隊のグアム移転 施設整備が始動へ

中江新次官が着任 ///増田前次官「防衛省改革、道半ば」

防衛省 ２度目の企業説明会開く

空岐阜基地にＰＡＣ３配備

静岡で震度６弱 自衛隊機情報収集

台風９号で３特科隊 ///懸命の捜索 15 日間 延べ 1500 人が出動

「防災の日」統合演習 陸海空６千人余参加 ///直下型対処など

///兵庫県佐用町 不明者６人を発見

検証

8/26 「コラム」更新

近畿地方に豪雨禍

・朝雲寸言///・「鳩山政権」誕生必至 ///・金大中元大統領死去

台風９号各地で被害 災派部隊 救助に全力
浸水、断水、停電、濁流の中 ///３、13 特科隊 不明者捜索や

8/24 「ニュース」更新

海賊対処１次隊が帰国 ///船団護衛延べ３万７０００㌔

給水

海賊対処１次隊帰国 未知の任務、緊張の日々

8/12 「コラム」更新

船団護衛 41 回 長丁場で満点の成果

・朝雲寸言 /// ・新党「みんなの党」 /// ・クリントン氏の訪朝

＜五島司令に聞く＞ 武器使用、常に意識

8/10 「ニュース」更新

終わりのない任務 集中力切らさず従事

「防衛会議」を初開催 ///

浜田大臣「適切な補佐」を要望

２次隊 護衛船舶は延べ 163 隻に

アデン湾で２次隊 不審船を追い払う

自衛官 再任用と勤務延長制度 /// 改正自衛隊法を施行 ///

安保・防衛懇が報告書 「動的抑止」など提言 /// 「専守防衛」今

再任用 １任期を最長３年

日的視点で検証を

中国解放軍の佐官団来日へ

「安全保障と防衛力に関する懇談会」報告書概要

協同転地演習 矢臼別で長射程射撃 ///10 特連 ４年ぶり強装

戦闘機の生産が５年間ゼロなら… ///自衛隊機が飛べなくなる！

薬使用も

/// 技術・技能工流出 Ｆ－２後の方針策定が急務

３自統合で航空救難訓練 ///「岩木山で不明機発生」を想定 事

赤十字国際委 解釈指針基に講演///敵対行為の文民にどう対処
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ＵＳ－２の操縦訓練装置完成 ///

31 整補隊で運用開始

海賊対処 拠点ジブチの航空部隊近況 ///熱暑で整備は日没後

中国・九州北部豪雨 ///麻生首相も現地へ /// 自衛隊 捜索・

///

陸自は機体など整備 /// 米施設で体力錬成も

給水・搬送を支援

インド洋補給支援 ///

北空施設隊 矢臼別で復旧訓練 ///被弾滑走路を迅速修復 重

緊急発進対象機 /// １０年ぶり北朝鮮機も /// 最多は依然ロシ

機 20 台が“連係プレー”

ア機

千歳基地見学ツアー 人気漫画家８人が部隊体験 ///空幕広報

米上院、Ｆ22 の追加調達削除法案を可決

室が企画 /// 救難ヘリなど同乗＆営内宿泊 自衛隊ライフ一色に

新型航空ヘルメット ///

8/5 「コラム」更新

ＮＢＣＲ対策推進機構 市ヶ谷でフォーラム ///「防災社会構築を」

・朝雲寸言 /// ・長距離走の衆院選 /// ・米中戦略対話と日本

志方教授らが講演

8/3 「ニュース」更新

空中給油・輸送機 東南アへ運航訓練 /// Ｆ-15 の給油訓練も

海賊対処法施行 新法下で活動開始 /// 海警行動は終結 １、

7/30 「コラム」更新

２次隊が交代

・朝雲寸言 /// ・民主党の現実路線 /// ・ASEAN の「声明」

「おうみ」など６次隊出発

高Ｇにも耐えるフィット感 好評です

１次隊の２隻 ８月中旬帰国
------------------------------------------[kokunews]

航空ニュース社

http://www.kokunews.jp/

------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
DL(0831)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A350 プログラムへの欧州政府助成継続に WTO ルール違反であると米国論争
Regardless of WTO ruling, Europe will continue grants for A350
European governments are prepared to continue their support for the Airbus A350 even if the World Trade Organization rules that
previous aid was illegal. "It has always been our position that any support for the A350 has no relation to the current WTO litigation," an
EU spokesman said on Friday. The WTO is expected to rule this week on whether Europe violated trade rules with billions of dollars in
launch aid for previous Airbus models, and the U.S. contends that $4.7 billion in aid for the A350 continues the same controversial policy.
Bloomberg (8/28)
国防費削減で産業基盤がうけるマイナス影響 Opinion: Pentagon's industrial base eroded by weapons cuts
World War I caught the U.S. military unprepared, writes James Jay Carafano in a column for the Washington Examiner, and although
Congress was quick to order a massive buildup of guns, tanks and planes, with "virtually no defense industrial base ... the war was over
before U.S. industry could deliver any of them." Today's Pentagon budget cuts risk a return to the same situation, Carafano warns.
"Washington has not seriously worried about the industrial base since the end of the Cold War," he writes, and "production could
virtually vanish" over the course of the next decade. The Examiner (8/30)
サウスウエスト航空 非認定部品の仕様の件で FAA と論争

Southwest faces Tuesday deadline in FAA negotiations

Southwest Airlines and officials from the FAA face a Tuesday deadline in reaching an agreement over dealing with non-approved parts
installed on 82 aircraft. An attorney for Southwest says 30 planes will have the parts replaced by Monday, but the airline has said a
complete fix could take up to three months. Both the airline and the FAA stress there is no immediate danger from the parts, which
were installed by an FAA-approved maintenance contractor that Southwest has since stopped using. If the FAA refuses to allow
Southwest to continue flying the problem aircraft past Tuesday, it could create serious scheduling problems for the airline. The Wall
Street Journal (8/31)
NY 空路におけるハドソン河回廊の安全性

N.Y. senator calls for improved safety measures over the Hudson

NTSB recommendations for improving air safety in the Hudson River corridor do no go far enough, according to Sen. Charles Schumer,
D-N.Y., criticizing "countless handoffs, gaps and holes in the regulatory authority." During a Sunday news conference, Schumer said it is
time to scrap "see and avoid" guidelines in favor of fully staffed airport control towers with improved technology for monitoring flights
below 1,100 feet. The New York Times (8/30)
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超軽量機（VLJ）規制緩和の計画を FAA 発表

FAA to streamline certification of very light jets

The FAA issued a notice last week that the agency plans to simplify certification for very light jets. The amendment to the FAR Part 23
certification standards would require turbofan-powered aircraft to meet the performance requirements for piston and turboprop aircraft
in the next higher weight class. For example, VLJs with maximum takeoff weights of 6,000 lbs. would meet the performance
requirements of piston twins of 6,000 lbs. to 12,499 lbs. AviationWeek.com (8/27)

SmartQuote
"You write a hit the same way you write a flop."
ヒット曲をかくのも不作をかくのも書き方は同じなんだが。
--Alan Jay Lerner, American lyricist and librettist

アメリカ作詞家・劇作家：アラン・ジェィ・ラーナー

DL(0828)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ポーランド、チェコのミサイル防衛網基地を排除

Report: U.S. nixes anti-missile bases in Poland, Czech Republic

According to a Polish newspaper, the U.S. military has scrapped plans to build anti-missile bases in Poland and the Czech Republic due
to objections from Russia. Instead, the U.S. will consider Turkey and Israel for the bases, which are intended to defend against attacks
from Iran. Neither U.S., Polish nor Czech officials offered any comment on the locations of the anti-missile bases. Defense
News/Agence France-Presse (8/27)
ゲーツ長官 ロッキード・マーチン社のテキサス工場を訪問

Defense secretary to tour Lockheed Martin plant in Texas

Defense Secretary Robert Gates plans to visit a Lockheed Martin Corp. production facility in Fort Worth, Texas. The plant manufactures
the F-35 fighter aircraft that has come under fire for its high cost. The U.S. plans to purchase 2,443 F-35s for the military at a cost of
about $300 billion over 20 years. Reuters (8/27)
ボーイング社 ７８７年内の初試験飛行を約束発表

787 will fly this year, Boeing promises

Boeing Co. said Thursday the long-delayed 787 Dreamliner will get its first test flight by the end of 2009, with initial deliveries of the
innovative aircraft slated for roughly a year later. Though some analysts expressed doubt that Boeing would hit its latest target, Wall
Street appeared reassured, and Boeing shares rose more than 8%. Despite 73 cancellations this year, Boeing still has 850 orders for the
787 on its books. The Wall Street Journal (8/28) , The New York Times (8/28) , Chicago Tribune/The Associated Press (8/27)
秋の行楽帰省シーズンの航空旅客予想 不透明

Post Labor Day, airlines' outlook remains uncertain

Though airline shares have rallied recently on Wall Street, analysts say the industry is likely to continue its struggle as business
travelers seek out lower fares or simply stay home. "The business traveler, those who buy close to booking and pay a premium price,
that section of the business has continued to be weak," says Matt Jacob, an analyst with Majestic Research. Even as fuel prices have
risen 55% since March, airfares have fallen 15% compared to year-ago levels, further complicating any recovery for the industry.
MarketWatch (8/27)

SmartQuote
"Now, I say to you today, my friends, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream."
皆さんに今日私はここで申し上げたい。今日あるいは明日どんな困難が待ち受けていても、私はいつも夢を持ち続ける。
Martin Luther King Jr.,

--The Rev.

Nobel Peace laureate and civil rights activist マーチン・ルーサー・キング Jr.
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ケネディ上院議員死去 ニューイングランド地区の防衛産業の主柱を失う
With Kennedy's death, New England defense industry loses key booster
Despite his reputation as a dove, Massachusetts Democratic Sen. Edward Kennedy was a staunch champion of New England's vital
defense industry, and his death raises the question of how local firms will fare without him. "It helps when one of your friends has been
on the (Armed Services) committee for decades," says one lobbyist, who adds Kennedy for decades was the man to see on defense
issues. Reuters (8/26)
ノースロップ・グラマンの B-2 メンテナンス・プログラムに予算付く

Northrop lands $5.87B in maintenance, support contracts

Northrop Grumman Corp. has won a $3.44 billion contract to maintain the fleet of B-2 bombers it built for the Air Force. Northrop also

42

was tapped for a $2.43 billion update of the U.S.S. Theodore Roosevelt, a nuclear-powered aircraft carrier that gets one such overhaul
during its 50-year lifespan. Bloomberg (8/26)
防衛 4 年鋼領 のなかでは空中線武器関係は減少する可能性

QDR could reduce quantities of air-fired weapons

The Quadrennial Defense Review could result in smaller orders of air-launched missiles and similar weapons, though no major changes
in the overall portfolio are expected. "We are seeing some pressure about the quantities we buy today from some of these missiles and
weapons that are not necessarily being used on a daily basis in Afghanistan and Iraq," according to Maj. Gen. Charles Davis, commander
of the Air Armaments Center at Eglin Air Force Base in Florida. The QDR could result in a shift to more "low-end" weapons, he added.
Aerospace Daily & Defense Report (8/26)
アフガニスタンの不測地雷の対抗装置の必要性

Afghanistan IEDs get increased attention from Pentagon

With "incidents" linked to improvised explosive devices in Afghanistan soaring some 400% in the past two years, the Pentagon is pouring
resources into counter-IED efforts. New mine-resistant ATVs are coming off the assembly line, and 5,000 are expected to be delivered
by next spring. Gen. Stanley McChrystal, the new commander of U.S. forces in Afghanistan, is also expected to request additional
equipment and experts in explosive ordnance disposal when he makes his report next week. The Christian Science Monitor (8/26)
ボーイング ７８７第二組立ラインの準備ゴアヘッド

Boeing starting permit process for new 787 assembly line

Boeing Co. says it is taking a "procedural step" in filing for permits for a second 787 assembly line, though the company insists it has
not yet decided on a location for that plant. Boeing is widely expected to choose North Charleston, S.C., after buying a factory there
from troubled supplier Vought Aircraft. AviationWeek.com (8/26)
エアラインの統合の動き 秋季需要の低迷で加速か

As fall travel slows, consolidation talk rises among airline analysts

After losing nearly $600 million in the spring quarter, the nine largest U.S. airlines face even tougher times in the latter half of the year,
according to experts. Airlines have bulked up the cash on their balance sheets in anticipation of the traditionally slow fall travel period,
but some analysts question whether that will be enough to head off another round of consolidation in the industry. Chicago Tribune/The
Associated Press (8/26)
7 月の国際便の実績を見る限り 回復基調が始まったか

July's international traffic numbers show recovery may be starting

After falling 7.2% in June, cross-border airline traffic declined by just 2.9% in July, signaling a "volatile and weak" recovery for
commercial aviation, according to an international industry group. Figures show North American airlines are enjoying stronger recovery
in passenger traffic than other parts of the world, perhaps due to fare cuts. Reuters (8/27)
欧州連合による排ガス規制出エアラインの間に懸念が広がる

EU emissions program causes widespread concern

European governments continue their heavy subsidies of national aviation interests, even as the EU clamps down on carbon emissions
by international airlines. Airlines have until January to submit to European regulators their plan for cutting emissions by 3%, and failure
to do so could make it difficult to land at European airports. BusinessWeek/euobserver.com (8/26)

SmartQuote
"For all those whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream shall never
die."
われわれの心にかかっているすべての人のために、われわれの仕事は続き、その原点は強められ、希望は依然として現存し、そして夢は決して死ぬこ
とはない。
--Edward Moore "Ted" Kennedy, U.S. senator from Massachusetts マサチューセッツ州選出上院議員 エドワード・ムアー・"テッド“ケネディー
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アメリカン航空 A300 全機退役 ラストフライト

American completes retirement of A300 fleet

American Airlines on Monday operated its final flight with an Airbus A300 jet, retiring the model it pioneered more than two decades ago
when it could not get Boeing 767s quickly enough to meet its needs. At one time, American flew 35 of the wide-body aircraft, but the
airline has been phasing out the older planes as it trims capacity. American says the A300s eventually will be replaced with more
fuel-efficient Boeing 787s, with initial deliveries slated for 2013. The Dallas Morning News (8/25)
レイセオン社製 戦場偵察飛行船 ノースカロライナ工場で初公開

Raytheon "aerostat" blimp makes public debut in N.C.
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Raytheon's Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System made its first public appearance on Tuesday as
the Army showed off its newest technology for helping protect U.S. ground forces. The JLENS blimp, one of 12 "aerostats" developed
by Raytheon under a $1.4 billion contract, is equipped with radars capable of detecting threats 340 miles away. The helium-filled blimps
will float high above war zones, reducing the need for manned reconnaissance flights. Boston Herald (8/26)
民主党上院議員 アフガニスタンからの撤退を早急に進めるべきと主張

Democratic senator urges U.S. withdrawal from Afghanistan

A prominent Democratic senator is breaking ranks with President Barack Obama, calling on the administration to consider a time line for
withdrawing U.S. troops from Afghanistan. "After eight years, I am not convinced that simply pouring more and more troops into
Afghanistan is a well-thought out strategy," Sen. Russ Feingold, D-Wis., told a local newspaper. Feingold said "continuing to build up
troops and resentment in Afghanistan" is simply driving extremists into neighboring Pakistan. Chicago Tribune/The Associated Press
(8/25)
ロッキード社 ミサイル防衛部門のトップに元陸将・ジョン・ホーリー氏

Lockheed names Holly to head new missile defense unit

Lockheed Martin Space Systems has established an operating unit devoted to missile defense. The company said retired Army Maj. Gen.
John Holly will head the unit as vice president for Missile Defense Systems, based in Huntsville, Ala. The Huntsville Times (Ala.) (8/26)
航空宇宙工業の波及効果を強調する AIA トップ/コリンズ社 CEO Aerospace leaders urge government not to overlook industry's needs
While the U.S. government funnels billions of dollars into short-term economic recovery efforts like the "cash for clunkers" program, the
nation's vital aerospace industry has been largely overlooked by stimulus efforts, according to Marion Blakey, president and CEO of the
Aerospace Industries Association. Blakey made her comments during a visit to Rockwell Collins corporate headquarters in Cedar Rapids,
Iowa, where CEO Clay Jones reinforced her calls for more federal funds. Jones said the crucial NextGen air-traffic control system could
be rolled out five years faster if federal funds were used to provide incentives for airlines to update their avionics for NextGen
compatibility. The Gazette (Cedar Rapids-Marion, Iowa) (8/21)
サウスウエスト航空７３７一時的グラウンヂング

Flap over parts leads to temporary grounding of Southwest 737s

The FAA says it wants to know how unapproved parts found their way onto some aircraft operated by Southwest Airlines, and the
company grounded about 10% of its fleet on Saturday "out of an abundance of caution" while negotiating with federal safety officials.
The FAA acknowledged that the parts in question don't pose an "immediate safety issue," and a Southwest spokeswoman said the
whole matter was a misunderstanding related to a vendor's documentation of parts used during repairs. Southwest can continue flying
the planes for 10 days until a more permanent solution is reached, according to the FAA. "We are all working toward that resolution now,
but there are no conclusions or mandates at this point," the airline notes. The Dallas Morning News (8/25) , The Wall Street Journal
(8/26)
エンブレア社 コネチカットのサービス工場一時休業 Embraer suspends operations at Bradley International Airport
Embraer says the economic downturn has forced the company to temporarily suspend operations at its Executive Jet Services facility
at Bradley International Airport in Windsor Locks, Conn. A company official said the 47,700-square-foot facility, which opened in
October 2008, would likely reopen sometime next year when the company begins delivering planes to the northeast region of the U.S.
AviationWeek.com (8/25)

SmartQuote
"A thought is often original, though you have uttered it a hundred times."
思いつき、それは実は何百回も口に出していることであっても、いつも新鮮である。
--Oliver Wendell Holmes, American author, poet and physician アメリカ作家・詩人・内科医 オリバー・ウェンデル・ホームズ
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国防省の調達担当官大量採用にともなうリスク

Skill shortage looms for Pentagon acquisition expertise

As the Pentagon rushes to add 20,000 procurement experts to its payroll, analysts say the task will be complicated by a lack of qualified
candidates and fierce competition among various branches of the armed forces. Next year alone, Defense Secretary Robert Gates
wants to hire 4,100 systems engineers, logistics specialists, contracting officers and project managers to bring spiraling acquisition costs
under control. But AIA Vice President Cord Sterling agrees with many other industry experts in warning that the rapid buildup could
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have unintended consequences. "The workforce needs to be grown, not acquired," he says. AviationWeek.com (8/24)
航空宇宙関連 2009 年の従業員数 ４．５%減少

Aerospace employment to fall by 4.5% this year, study predicts

A new report from AIA and several partners predicts the U.S. aerospace and defense industry will shed some 30,000 jobs in 2009,
shrinking by roughly 4.5%. Further job losses are expected through 2010, though overall the industry will fare much better than it did at
the end of the Cold War, when payrolls were cut by about 40%. Reuters (8/24)
英国におけるチヌーク・ヘリコプター 経費節減でグラウンド

Report: U.K. Chinook helicopters grounded by cost-cutting effort

Eight Chinook helicopters valued at $425 million have remained grounded in the U.K. since they were delivered in 2001 in what one
lawmaker has called "one of the most incompetent procurements of all time." Now the Times of London newspaper is quoting an
anonymous "defense insider" in reporting that the problem occurred when officials attempted to save money by installing their own
avionics software rather than the software provided by Boeing Co. The Defense Ministry acknowledges mistakes but denies that
cost-cutting was the reason. Google/The Associated Press (8/25)
セスナ社 生産減でさらに人員整理

Cessna plans more production cuts in single-engine piston production

With the market remaining soft, Cessna Aircraft is preparing for more production cuts in its single-engine piston production facilities in
Independence, Kan., and Columbus, Ga. The company said it would begin to track furlough time by hours instead of weeks to give
employees more flexibility and would focus on employee suggestions of Thanksgiving and Christmas for an additional three weeks of
furloughs. AviationWeek.com (8/24)
プレミアム・クラス航空便料金値下げ さらにバランスシート悪化の懸念 Discounting risks permanent harm to premium travel, critics say
As premium travel plunges, international airlines are slashing fares in business and first class, putting a strain on their balance sheet and
possibly endangering their business models. Some analysts say the discounts could permanently damage the premium product, leading
more business travelers to opt for cheaper seats. Because of their greater proportion of domestic flights, U.S. carriers are somewhat
sheltered from the trend, The New York Times reports. The New York Times/Bloomberg (8/24)
格安航空会社 生き残りをかけて新たなビジネスモデルを模索

Low-cost airline model evolves as competition heats up

Despite some high-profile bankruptcies, at least 10 low-cost carriers are still flying in the U.S., though the business in many ways looks
quite different from the model pioneered by Southwest Airlines 30 years ago. Discount airlines today are more likely to pursue business
travelers and no longer avoid major airports or international destinations, USA TODAY reports. USA TODAY (8/25)

SmartQuote
"Laugh and the world laughs with you; snore and you sleep alone."
笑えそうすれば世界は一緒に笑う；しかし、鼾（いびき）をかいても一緒にいびきをかく人はいない。
--Anthony Burgess, English writer and composer

英国作家・作曲家：アンソニー・バージェス
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航空機と管制塔とのリアルタイム情報交信できる技術の登場

New technology could stream aircraft data in real time

Canada-based AeroMechanical Services says it has created a way to allow real-time data to stream between aircraft and air traffic
control centers. The technology would give airline executives immediate information on their flights, including location and potential
problems. Bob Young, an assistant vice president at the Aerospace Industries Association, said the technology could be expensive to
implement but that the recent crash of Air France Flight 447, whose black boxes are missing, shows that it could be worth the cost.
New Brunswick Business Journal (Canada) (8/24)
無人機の需要上昇でメーカにも新規企業の登場

Makers of unmanned aircraft see demand rising

An increase in demand for unmanned U.S. aircraft is helping smaller contractors increase their foothold in the defense industry. With the
Pentagon allocating about $3.5 billion for unmanned aerial vehicles for fiscal 2010, larger and more-established companies such as
Boeing and Lockheed Martin are partnering with suppliers such as General Atomics Aeronautical Systems to create UAVs that can
track and attack targets. The Wall Street Journal (8/24)
偵察(スパイ)機 イラクからアフガニスタンへと編入移動

U.S. moves spy planes to Afghanistan for fight with Taliban

Military spy planes are being redeployed in large numbers from Iraq to Afghanistan, reflecting the shifting war priorities of the Obama
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administration. While just 1/4 of spy planes were devoted to the Afghan theater last summer, that number now stands at 2/3. Meanwhile,
the share of planes in Iraq has dwindled from 3/4 to 1/3, according to the Pentagon. USA TODAY (8/23)
エアライン各社 欧州環境規制のモニター計画書「しぶしぶ」提出

Airlines submitting emissions plans "under protest"

Several airlines are complying with the European Union's Emissions Trading Scheme and submitting emissions monitoring plans, but they
are doing so "under protest." The airlines are following the direction of the IATA, which recommended complying with the EU directive
despite doubts about the scheme's legality. Air Transport World (8/24) , USA TODAY/The Associated Press (8/24)
航空機内で Wi-Fi などの無線利用にむけて エアライン各社の競争し烈化

Airlines race for Wi-Fi in the sky

Wi-Fi access is becoming more common on U.S. planes, but it will be years before it is ubiquitous. Only AirTran Airways has its entire
fleet -- 136 aircraft -- equipped with wireless Internet. Like many of its competitors, AirTran uses Gogo, a service that uses a
ground-to-air connection. Southwest and Alaska Airlines are opting for a connection via satellite with Row 44 Inc. Computerworld
(8/20)
ヴァージン・アメリカ社の米国内での運航は違法であると アラスカ航空が提訴

Virgin America again accused of illegal U.S. operations

Alaska Airlines has filed another complaint with the Department of Transportation accusing Virgin America of operating in the United
States illegally. Alaska Airlines says Virgin has been foreign-owned since March, violating U.S. federal laws. Virgin says Alaska's
complaint is "unfounded." American City Business Journals/San Francisco (8/21)

SmartQuote
"An unhurried sense of time is in itself a form of wealth."
時間に急かされていないことほど豊かな状態はない。
--Bonnie Friedman,

author

作家：ボニー・フリードマン

DL(0820)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

アフガニスタン総選挙会場上空をハイテク飛行船で監視

High-tech balloon keeps tabs on Afghan elections

As Afghanis head to the polls in crucial elections, a high-tech surveillance balloon thousands of feet overhead will help to ensure the
integrity of the process by providing round-the-clock video and audio to security forces on the ground in Kabul. The "aerostat" balloon
was deployed earlier this month, and it flies beyond the range of most Taliban weapons. "If the Aerostat and/or its crew were harmed,
the Afghan elections... could be disrupted," according to the Army's Joint Contracting Command, which awarded a private security
contract to protect the balloon and its operators. The Washington Post (8/20)
サウスウエスト航空ケリーCEO フロンティア航空買収に自信ありと楽観視

Southwest CEO speaks out on mergers, industry outlook

"Even Tiger Woods doesn't win every tournament," says Southwest Airlines CEO Gary Kelly in reference to Southwest's surprise loss
last week in a takeover bid for Frontier Airlines. He says Southwest will be "opportunistic" in searching out future deals, sticking to its
conservative playbook and searching out airlines in bankruptcy. "Absent bankruptcy, I think it's pretty difficult to make airline mergers
work for a variety of reasons," he says. Kelly professes no regrets in the unsuccessful bid for Frontier, because a more aggressive
effort might have jeopardized labor relations at Southwest. As for the future, Kelly believes "the airline industry will continue to suffer,"
and says, "My outlook for industry revenues is still pessimistic in the near term." The Wall Street Journal (8/20) , The Wall Street
Journal (8/19)
ビーチクラフト ウィチタ工場人員削減解雇

Hawker Beechcraft to lay off workers, suspend 401(k) match

Hawker Beechcraft Corp. announced plans to lay off employees tomorrow and suspend the company's 401(k) match through 2010.
Three top-level executives at the company resigned on Tuesday, and the company said the chairman and chief executive officer will
take a 10% pay cut. Based in Wichita, Kan., Hawker Beechcraft has laid off 2,800 employees since November. American City Business
Journals/Wichita, Kan. (8/19)
ノースロップ社 コンサルティング専門子会社 TASC の売却先を求めている

Report: Northrop seeking sale of consulting unit

Northrop Grumman Corp. reportedly is seeking a buyer for TASC, its engineering and consulting arm that employs about 5,000 workers.
The move comes amid criticism on Capitol Hill, where some lawmakers say defense firms have an inherent conflict of interest when they
act as both advisers and suppliers to the Pentagon and intelligence agencies. Sources say the TASC sale, if completed, could bring
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Northrop about $1 billion. The Wall Street Journal (8/20)

SmartQuote
"We are all travelers in the wilderness of this world, and the best we can find in our travels is an honest friend."
人間は世間というジャングルを旅する旅人である。旅の過程で見つけうる最良のものは正直な友達である。
--Robert Louis Stevenson,

Scottish novelist and poet スコットランド小説家・詩人：ロバート・ルイ・ステーブンソン
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レセオン イスラエル向けミサイル開発

Raytheon to develop missile defense system for Israel

Raytheon is looking to create an anti-missile system for Israel as early as 2013. The company will convert its sea-based Standard
Missile-3 into a land-based model and combine it with a long-range radar for Israel's defense against Iran. "If the program goes through
to production and is deployed globally with international allies, the potential value ... will be more than $1 billion," Michael Booen, a
Raytheon vice president for advanced missile defense, told Reuters. Reuters (8/18)
EADS トップ オバマ大統領の防衛産業の見直しに「はっきりとしたメッセージ」と共鳴
EADS chief: Defense firms getting "strong message" from Obama
President Barack Obama warned defense firms on Monday that the U.S. will not continue to award contracts to companies that are
providing sub-par services. The president's tough remarks come after several high-profile cancellations, including presidential
helicopters and the F-22 fighter. Ralph Crosby Jr., chairman and CEO of European Aeronautic Defense and Space Co., said the
administration "sends a strong message that [Defense Secretary Robert Gates] is just not going to buy things where the performance
of the contractors is not up to par." The Washington Times (8/19)
F-３５B 空中給油テスト成功

F-35B passes aerial refueling test

The Marine Corps' F-35B version of the multi-service Joint Strike Fighter has undergone its first midair refueling, paving the way for
extended-range test flights in the coming months. "The F-35 program is on the cusp of a tremendous expansion in flight test as a large
number of new aircraft enter the test fleet this year and early next year," said Dan Crowley, a Lockheed Martin Corp. executive vice
president. Defense News (8/18)
エンブレア製リージョナル機 安全性につき監督局からいくつかの危惧点の指摘を受ける
Embraer commuter jets get increased scrutiny from regulators
Regulators are pushing for required checks of cargo doors and escape slides on regional aircraft manufactured by Embraer. Safety
officials say the two issues represent a serious concern, though they have yet to cause any injuries or crashes of the Embraer 170 or
190 models. The Wall Street Journal (8/18)
国際線ビジネス・プレミアム・クラスの乗客数減少傾向に歯止め

Figures suggest premium travel may be stabilizing

New figures show that international premium air travel fell 21.3% in June from year-ago levels, a slight improvement over May's 23.6%
drop. The stabilizing traffic appeared to come at the expense of revenues, however, as airlines slashed prices to fill the front of the
plane. After falling 33% in the first quarter, revenue from premium tickets declined another 41% in the second quarter, according to the
latest "Premium Travel Monitor." Air Transport World (8/19) , Bloomberg (8/18) , Chicago Tribune/The Associated Press (8/18)
ロス国際空港 地上輸送車両に合成ディーゼル燃料を活用

Synthetic fuel for LAX ground vehicles to be used by several airlines

Beginning in 2012, eight U.S. airlines will use up to 1.5 million gallons per year of synthetic renewable diesel in their ground operations at
LAX. The fuel will be made by Rentech Inc. and is derived mainly from plant waste. By using the new fuel in luggage carts, catering
trucks and other equipment, the airlines hope to reduce their carbon footprint while smoothing out fluctuations in the price of oil. "This
transaction promises to be the first of many such green fuel purchase agreements by the commercial aviation industry," said Glenn
Tilton, CEO of United Airlines parent UAL Corp., who announced the deal on Tuesday with Rentech CEO D. Hunt Ramsbottom. Air
Transport World (8/19) , Los Angeles Times (8/19) , Bloomberg (8/18)

SmartQuote
" We have so much time and so little to do. Strike that, reverse it."
時間はタップリ、やることなし。これを打ち返して逆にしよう。
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--Roald Dahl,

from "Charlie and the Chocolate Factory"
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オバマ大統領 防衛計画の贅肉を削減すると言明

Obama renews veto threat over "pork" in defense bill

Singling out presidential helicopters and F-22 fighters, President Barack Obama said Monday he would veto any defense bill "loaded
with a bunch of pork." Speaking in Phoenix, Obama said it was "inexcusable" to force the Pentagon to spend money for weapons it
doesn't want. "If a project doesn't support our troops, if it does not make America safer, we will not fund it. If a system doesn't perform,
we will terminate it," the president promised. Bloomberg (8/17)
F-35 の部隊配備は依然予定通り 2012 年を堅持できると

F-35 targets remain reachable, Pentagon official says

Despite flight test activity that has fallen roughly six months behind schedule, the first F-35s should still reach initial operational
capability by 2012, according to the Pentagon's deputy program executive officer for the F-35 program office. In an e-mail exchange
with a Texas newspaper, Brig. Gen. C.D. Moore answers questions and disputes a study that predicts the F-35 will be two years behind
schedule and $3 billion over budget. Fort Worth Star-Telegram (Texas) (8/17)
未来武器システム（FCS）キャンセルに伴い BAE のミネソタ州の工場１/4 人員解雇

BAE announces layoffs tied to FCS

BAE Systems plans to lay off nearly one-quarter of its employees in Fridley, Minn., because of stop work orders and partial termination
of contracts for Future Combat Systems. Under FCS, BAE was to develop an artillery platform for a non-line-of-sight cannon. Star
Tribune (Minneapolis-St. Paul) (8/18)
今年の感謝祭帰省シーズンの航空乗客３．５%減少と見通す

Airline group predicts 3.5% decline in Labor Day travel

A trade group for airlines in the U.S. is predicting that 16 million travelers will travel on carriers during the period from Sept. 2 to 9, a
decline from 17 million passengers over the same period last year. Consumers continue to keep their spending reduced despite
promotional deals and overall lower fares. MSNBC/The Associated Press (8/17) , Reuters (8/17) , MarketWatch (8/17) , Bloomberg
(8/17)
ハワイアン航空 A330 機導入に伴いメカニックス人員増強

Hawaiian Airlines adding workers as aircraft deliveries loom

As it gears up for delivery of its first Airbus A330 next April, Hawaiian Airlines has added 100 mechanics, contract agents and other
ground workers to its payroll and has plans to hire more. The next round of hiring reportedly will include 25 pilots and up to 30 flight
attendants. The Honolulu Advertiser (8/18)
HTSB(国家交通事故安全委員会)が民間機のウィングパネル等の公差を厳しく順守する勧告
NTSB wants new safety measures for jetliner flap settings
The National Transportation Safety Board has released recommendations to help guarantee accuracy in the placement of movable wing
panels used on most jetliners. The nonbinding recommendations come after U.S. airline accident investigators urged regulators to look
more closely at the issue, after malfunctioning wing panels caused a Spanish jetliner to crash one year ago, killing 154 people. The Wall
Street Journal (8/17)

SmartQuote
"Be careful what you swallow. Chew!"
飲み込む前によくかんで！
--Gwendolyn Brooks,

American writer

アメリカの作家：グエンドリン・ブルックス

DL(0817)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

長年の懸案である国防機器輸出規制の見直・改定がオバマ大統領の指示で本格化を業界は高く評価
AIA praises Obama's call for review of export restrictions
The Obama administration has ordered a "broad-based interagency" review of export restrictions long seen as harmful to U.S. industry.
In a statement, the White House said current export rules are "rooted in the Cold War era of over 50 years ago and must be updated to
address the threats we face today and the changing economic and technological landscape." From commercial satellites to GPS
systems to rivets and bolts, the review could make it easier for U.S. manufacturers to export products that have been strictly controlled
due to their presumed military application. After years of pushing for relaxed export controls, the Aerospace Industries of America called
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last week's announcement "a very welcome development." Defense News (8/14)
ボーイング インド政府向けヘリコプタ輸出に応札

Boeing to bid on helicopters for India

Boeing Co. says it will bid on two helicopter contracts in India following the implementation of an end-user monitoring agreement
designed to ease technology transfers between the two countries. "The agreement will make it easier to share important U.S. defense
technology with India," Boeing said in a statement, acknowledging that it will bid on contracts for 22 combat helicopters and 15
heavy-lift helicopters. Both bids are due by the end of September. Aerospace Daily & Defense Report (8/17)
会計検査院（GAO）によると、 欧州ミサイル防衛網のコストが５０％超過 GAO: Costs for European missile defense could rise 50%
After reviewing several proposed missile-defense sites in Eastern Europe, the Army Corps of Engineers has determined that initial
construction estimates for sites in the Czech Republic and Poland for $837 million are unrealistic, and that "almost $1.2 billion" is a
more accurate figure. The updated estimates are part of a new report from the Government Accountability Office, which urges the
Pentagon to develop "accurate, realistic, and complete cost estimates for military construction and operations and support for ballistic
missile defenses in Europe." The Washington Post (8/15)
大手エアライン 航空輸送の需要回復を憂慮： 将来にわたって激変・様変わり Large airlines worry business may never be the same
The airline industry has yet to recover from the fallout from the 2001 terrorist attacks. Coupled with the global economic downturn,
many are concerned that although the country will return to a period of economic growth, airlines may not see a return to their glory
days. "It's not terrorism this time," said David Swierenga, an aviation economist. "It's a sea change in demand." The Wall Street Journal
(8/17)

SmartQuote
" Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt."
勝ちたい！でも勝てない時でもやってみる勇気を！
--Special Olympics motto スペシアル・オリンピックのスローガン
DL(0729)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

国防予算、大統領専用ヘリコプタも F-22 も削除される見通し

White House: DOD spending bill won't fly with chopper, F-22 funding

As the House gets ready to debate its 2010 defense appropriations bill, the Obama administration has made it clear: Expect a veto if the
spending plan includes $485 million for several new presidential helicopters or $369 million to continue Lockheed Martin Corp's F-22
aircraft production line. Earlier this year, President Barack Obama and Defense Secretary Robert Gates grounded the initiative involving
the VH-71 helicopters built by Lockheed Martin and the Italian-British venture AgustaWestland. The White House repeated its decision
to keep the current fleet of F-22s at 187 planes. The Hill (7/28)
国防予算削減に国防省の対案

Military fighting to slash $50B-$60B from existing programs

The Pentagon is operating under a zero-growth initiative but wants to fill gaps in its capabilities. So the order has come down: If the U.S.
military wants to launch these new programs, it must first slash up to $60 billion from current programs over five years. "It's now up to
the components to figure out how best to make real those new capabilities and capacities and to find offsets within an assumption of
zero real growth," David Ochmanek, deputy assistant secretary of defense for force transformation and resources, said Tuesday.
Reuters (7/28)
F-35C( 海軍向け) 除幕式

Lockheed Martin reveals Navy's new stealth fighter

On Tuesday, Lockheed Martin rolled out the Navy's first-ever stealth fighter, the F-35C Lightning II. The unveiling took place in Fort
Worth, Texas, where dignitaries and Lockheed employees gathered to praise the F-35C fighter, which will require a series of ground
tests before its first flight later this year. The plane is scheduled to see its first military action in 2015. CBS News/Channel 11 Fort
Worth (7/28)
ボーイング 労働協約の改定をめぐり組合側と緊張

Boeing labor negotiations remain strained

Some compromises have been hammered out, but it appears a final labor agreement between Boeing and the International Association
of Machinists won't get off the ground anytime soon. On Tuesday, the IAM revealed the plane maker had agreed to offer a voluntary
layoff package that could be attractive to older workers. Sources say labor relations remain strained. Negotiations have been ongoing
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since January, when Boeing said it planned to cut 10,000 jobs in 2009. The Seattle Times (7/29)
エアバス A350 の初飛行は 2013 年を死守

Airbus A350 will fly by 2013, CEO insists

Even though it uses composite materials and will require special approval to fly, the Airbus 350-900 will get off the ground by its goal
date of 2013, Louis Gallois, CEO of Airbus parent EADS, assured investors Tuesday. Gallois insists that Airbus SAS will overcome its
struggles to build the airliner at the desired weight and to attain needed certification. The plane, which will seat 314 passengers, is
expected to compete with Boeing's 250-seat 787 Dreamliner and the larger 777. Bloomberg (7/28)
大型鳥害の航空機におよぼすリスク高まる NTSB 警告

NTSB says large birds pose increasing risk to aircraft

The National Transportation Safety Board is advising that design standards for commercial airplanes be strengthened so that they can
withstand collisions with large birds. The NTSB will recommend that the FAA update its standards, which were set in the 1970s. Since
then, many species of large birds in North America have substantially increased in number. Also, air traffic has increased, meaning more
aircraft are sharing the skies with more large birds. Google/The Associated Press (7/28)
エアラインおよびパイロットの安全基準の新法 本日施行

Bill would beef up safety standards for airlines, pilots

The Airline Safety and Pilot Training Improvement Act of 2009 is scheduled to be introduced today in Congress. The bill, prompted by a
crash in February near Buffalo, is an effort to mandate that all airlines incorporate the most successful safety programs. Transportation
Secretary Ray LaHood has already implemented efforts to improve airline safety, measures that have the support of the Air Transport
Association. "We believe in that process, and we believe it should be allowed to proceed to a successful conclusion," ATA President
James May said. USA TODAY (7/29)
希少金属の問題につき AIA が報告書

AIA leads SMART coalition in comments on specialty metals

The Defense Department and the aerospace and defense industry are moving closer to resolving how specialty metals not produced in
the U.S. are being used and reported on in defense contracts. In comments on behalf of the Specialty Metals Availability Reform Team
in response to a proposed Pentagon rule, AIA says relatively few outstanding issues remain. Read more here.

SmartQuote
“If everyone is thinking alike, then somebody isn't thinking."
もし皆もが同じ考えでいるというのだったら、そこでは誰かが考えることを停止しているにちがいない。
--George S. Patton Jr.,

World War II general

第二次世界大戦大将 ジョージ・S・パットン Jr

DL(0728)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

国防関連調達に関する議会の関与は日常業務から離れた大所高所のものであるべき
Congress urged to step back from military acquisition dealings
Congress should end its hands-on approach to major military acquisition dealings and assume more of a supervisory role like a
corporate board of directors, Norm Augustine, the former CEO of Lockheed Martin, said at a July 27 press conference at the
Washington office of Business Executives for National Security. "The government's role would become more one of oversight, once the
requirements are developed, rather than active day-to-day participation," Augustine suggested. Defense News (7/27)
米海軍むけスーパーホーネット F/A-18E/F をめぐる上院・下院の小競り合い

Congress skirmishes over fighter jet purchase

The House and Senate appear to agree that the U.S. Navy needs more F/A-18E/F Super Hornet strike fighters. What they differ on -just how to procure the needed planes -- has both sides gearing up for a possible battle that affects the looming fiscal 2010 defense
authorization bill.
エアバス親会社 EADS の Q2 利益７６％上昇

Q2 profits soar 76% for Airbus parent company

European plane maker EADS NV announced its second-quarter profits rose by 76%, but it then warned it may suffer "substantial
negative" hits to future profits because of renegotiations with several governments over its delayed A400M military transport program.
Financial analysts noted the net profit of $297 million from April to June still lagged behind projected profits for the parent company of
Airbus. Google/The Associated Press (7/28)
戦闘部隊にも広がる、リーンでグリーンな武器の考え

Military goal for combat soldiers: A lean, green fighting machine

A leaner, greener U.S. military will eventually operate environmentally friendly "zero footprint" camps that would not only leave no waste
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behind but would also reduce the amount of water and fuel coming in. To accommodate such lofty goals, major changes must be made,
planners say. And that could ultimately mean troops get their electricity from garbage and their water from vehicle exhaust. The New
York Times (7/27)
エアライン業界の見通し 楽観・警戒両様

Airlines continue to struggle despite some optimistic trends

Airlines are seeing some optimistic signs of recovery, including successful fare hikes, planes being about as full as they were last year
and increasing business traffic. Executives are quick to point out, however, that business traffic continues to lag and tickets are deeply
discounted. "The year-over-year drop in business revenue in June was slightly better than what we saw in April and May, although it is
still significantly down," said Continental Airlines President Jeff Smisek. BTNOnline.com (7/27)
エアラインの３大アライアンス寡占状況の影響を訴える

Oberstar presses White House on airline alliances

The chairman of the House Transportation Committee sent a letter to the president's chief economic adviser on Monday, urging support
for efforts to limit cooperation between airlines on international routes. In a letter to White House Economic Council Director Lawrence
Summers, Rep. James Oberstar, D-Minn., argued that consumers are hurt by the dominance of three big airline alliances that claim 87%
of the traffic on trans-Atlantic routes. The Wall Street Journal (7/28)
航空機内装サプライヤー大手 B/E エアロスペース 利益減少

Aircraft interiors supplier sees profits drop 35%

The world's largest supplier of aircraft interiors blamed global economic woes for its 35% dive in second-quarter profits. For the quarter
ending June 30, B/E Aerospace Inc. posted a profit of $34.7 million, down 35% from $53.9 million in 2008. The good news: The profits
came in just ahead of market expectations. Reuters (7/28)

SmartQuote
"And that's the way it is."
今日のところこんなものでした。
--Walter Cronkite,

American journalist

アメリカ・ニュースキャスタ ウォルター・クロンカイト

DL(0727) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

エアライン需要低迷も底を打ったとして、回復のペースにつき様々な意見

As air travel hits bottom, experts debate pace of recovery

A survey of second-quarter earnings reports shows most major airlines believe the market for air travel has finally hit bottom, though
few expect a quick rebound for the beleaguered industry. "We don't know how long we'll bounce along the bottom, and what the rate of
climb will be," Continental Airlines COO Jeff Smisek said last week, reflecting the consensus view. Still, the summer travel season has
been stronger than expected, and several executives said bookings remain solid through August, leading some analysts to believe a
turnaround could be in the works. Despite the "substantial uncertainty" airlines face, "we still suspect that many underestimate the
potential for recovery and the magnitude of positive impact it could have from an earnings and liquidity standpoint," writes an analyst
with Barclays Capital. The Dallas Morning News (7/27)
ゲーツ長官、F-22 F-35 の論争に成功したものの先行き難問待ち受ける

Despite recent successes, more battles loom for Gates

With back-to-back congressional wins on the F-22 and F-35, Defense Secretary Robert Gates is enjoying a burst of success, but
experts say his crusade to remake the U.S. military is still far from won. Analysts predict President Barack Obama will be loath to
threaten a veto again, as he did during a crucial moment in the F-22 debate, and manufacturers will likely fight harder to preserve
contracts during an era of declining defense spending. Upcoming battles for Gates include the C-17 cargo jet, F-18 Super Hornet and
VH-71 presidential helicopter. Google/The Associated Press (7/26)
欧州軍用輸送機 A400M の交渉に英国参加しなおす

Britain joins partners in renegotiating A400M contracts

Britain announced Friday it would renegotiate its contract for the troubled Airbus A400M troop transport rather than dropping out of the
project, as some observers had feared. Six other European partners also plan to renegotiate contracts valued at nearly $28 billion, with
new terms expected by year's end. The New York Times (7/24)
エアライン業界 秋季に向けて更なる減便計画

Fall capacity to drop for second consecutive year

As summer hits its mid point, airlines are ramping up plans for further capacity cuts that will remove billions of seat miles from their
schedules. With air travel falling sharply, carriers have announced plans to drop cities, reduce frequency or shift to smaller aircraft in an
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effort to match supply with demand. Experts say the capacity cuts will result in more connections and longer layovers for many
travelers. MSNBC/The Associated Press (7/24)
エミッション”０”の理想的航空燃料開発進む

Researchers test zero-emissions aviation fuel

Scientists from the Energy and Environmental Research Center at the University of North Dakota have test-fired a rocket using a
biofuel derived from canola and soybean oils. "We demonstrated that this fuel is a flying fuel and is 100% renewable and burns clean,"
says the EERC's associate director. "It would open up the possibility to run 100% renewable, clean planes." The center plans to
construct a plant capable of producing 3 million gallons per year of the blended biofuel, known as Jet Propellant-8. Gas 2.0 (7/23)
アメリカン航空機内のトイレ内火災 放火犯の疑いで調査

Federal arson experts looking into American Airlines lavatory blaze

After mechanics at American Airlines failed to find any obvious reasons for a lavatory fire that forced an emergency landing last month,
federal arson investigators have been called in to examine the damaged Boeing 767. The June 9 flight from New York to Zurich landed in
Halifax, Nova Scotia, after flight attendants used fire extinguishers to put out the lavatory blaze. There were no injuries in the incident,
but the fire was considered suspicious, and both the National Transportation Safety Board and agents from the Bureau of Alcohol,
Tobacco, Firearms and Explosives are involved in the investigation. The Wall Street Journal (7/27)
エアライン 機内無線通信機器の価格設定に苦慮

Airlines wrestle with Wi-Fi pricing plans

Even as Wi-Fi connectivity becomes an "imperative" aboard commercial airliners, companies are still trying to find a workable revenue
model for the technology. Retrofitting a plane for wireless service can cost upwards of $100,000, and airlines are unsure passengers will
pay for something they typically get free on the ground. "Customers want to be connected, and they want it to be free," a Southwest
Airlines official said recently at a meeting of the World Airline Entertainment Association. Aviation Week & Space Technology (7/26)

SmartQuote
"A successful person is one who can lay a firm foundation with the bricks that others throw at him or her."
成功者とは、他人から自分を目がけて投げつけられたレンガの塊を、（受け止めてそれを）積み上げて、堅固な土台を作ることができる人である。
--David Brinkley,

TV newscaster

TV ニュースキャスター デイヴィッド・ブリンクレイ

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

宇宙を織りなすもの――時間と空間の正体

ブライアン・グリーン (訳)青木 薫 (単行本)

第 1 部 空間とは何か(宇宙の実像を求める旅路
バケツを使って宇宙を探る
相対と絶対
非局所性と宇宙)
第 2 部 時間とは何か(時間は流れない?
時間の矢という問題
時間と量子)
第 3 部 時空と宇宙論(対称性と時空)

価格： ￥ 2,310
単行本: 448 ページ
出版社: 草思社 (2009/2/23)
ISBN-10: 4794217005
ISBN-13: 978-4794217004
発売日： 2009/2/23
商品の寸法: 19 x 14 x 3.6 cm

第 3 部 時空と宇宙論(承前)(ビッグバン直後
ビッグバンとインフレーション
夜空に残るインフレーションの痕跡)
第 4 部 統一とひも理論(宇宙は「ひも」でできているか

価格： ￥ 2,310
単行本: 448 ページ
出版社: 草思社 (2009/2/23)
ISBN-10: 4794217013
ISBN-13: 978-4794217011
発売日： 2009/2/23
商品の寸法: 19 x 14 x 3.6 cm

上巻

宇宙は「ブレーン」のなかにあるか)
第 5 部 空間と時間への新たな挑戦(実験と観測による挑戦

テレポートとタイムマシン
時空は本当に宇宙の基本構造か)
下巻

[編注] 草思社サイトは： http://www.soshisha.com/book_search/detail/1_1700.html 原本は The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the
Texture of Reality。 「エレガントな宇宙(The Elegant Universe) ―超ひも理論がすべてを解明する」に続く Brian Greene の作品。
------------------------------------------Globalsecurity.com

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

National Security

Missile Defense Tech. Moves from Testing to Fielding AFPS 27 Aug 2009
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Russia, US & site of rocket observation center RIA Novosti 26 Aug 2009
Airborne Laser Fires the High Energy Laser in Flight MDA 19 Aug 2009 -- The ABL's megawatt-class Chemical Oxygen Iodine Laser fired in flight
Final Air Force Delta II launches AFNS 17 Aug 2009
ABL Completes Low-Power Laser Tests Against an Instrumented Boosting Missile Target MDA 13 Aug 2009
Modernized GPS IIR Satellite To Liftoff Lockheed Martin 10 Aug 2009
12th Space & Missile Defense Conference Army News 10 Aug 2009
S. Russia radar to be fully operational in Oct RIA Novosti 06 Aug 2009
Space Station / Shuttle

Shuttle Discovery docks with ISS RIA Novosti 31 Aug 2009
Shuttle Discovery Delivering Science Tools to ISS VOA 29 Aug 2009
Shuttle Discovery lifts off for ISS RIA Novosti 29 Aug 2009
NASA Prepares for Friday Shuttle Launch VOA 27 Aug 2009
NASA Again Postpones Shuttle Discovery Launch VOA 25 Aug 2009
Science

Air Force, NASA officials launch rocket fueled with environmentally friendly propellant AFNS 24 Aug 2009
Comet Dust Contains Evidence Life Beyond Earth VOA 18 Aug 2009
Report: NASA Can't Track Deadly Asteroids VOA 13 Aug 2009 -- A US govt report says NASA doesn't have enough money to find asteroids that
could destroy life on Earth.
Industry

2nd SBIRS HEO USSTRATCOM Certification Lockheed Martin 26 Aug 2009
Boeing ABL Team Fires High-Energy Laser in Flight Boeing 20 Aug 2009
ABL First Flight Firing of Laser Northrop Grumman 20 Aug 2009
Test Capability for GMD Missile Defense System Boeing 18 Aug 2009
ATK Propulsion Technologies & Delta II Launch ATK 17 Aug 2009
Modernized GPS IIR Spacecraft Launched Lockheed Martin 17 Aug 2009
ABL Test Against Instrumented Target Missile Boeing 13 Aug 2009
Lockheed Martin-Built System Directs Laser Beam In Airborne Laser’s Simulated Target Intercept Lockheed Martin 13 Aug 2009
Northrop Grumman-Developed Beacon Illuminator Laser & Airborne Laser Ground, Air Tests Northrop Grumman 13 Aug 2009
AstroMesh Deployable Reflector & JPL Northrop Grumman 06 Aug 2009
International

China to begin construction of space station RIA Novosti 31 Aug 2009
Technical glitch & ROK satellite orbit failure RIA Novosti 26 Aug 2009
Russia deploys S-400 systems in Far East RIA Novosti 26 Aug 2009
South Korea Fails to Put Satellite In Orbit VOA 25 Aug 2009
S.Korea's satellite fails to reach set orbit RIA Novosti 25 Aug 2009
Soyuz-ST launch from Kourou for April 2010 RIA Novosti 25 Aug 2009
Russia to invest in new Angara rocket engines RIA Novosti 24 Aug 2009
S. Korea sets new date for launch RIA Novosti 21 Aug 2009
Kazakh satellite on course for 'space burial' RIA Novosti 21 Aug 2009
Russia, Germany to jointly probe universe for 'dark matter' RIA Novosti 19 Aug 2009
South Korea Postpones First Rocket Launch VOA 19 Aug 2009
India and Russia design lunar probe RIA Novosti 17 Aug 2009
-------------------------------------------
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[軍事宇宙開発 spacetoday.net: military]

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

------------------------------------------Monday, August 31

84 Academy grad to pilot shuttle

Is the near-Earth space frontier closed?

US Air Force — 5:52 pm ET (2152 GMT)

The Space Review — 1:01 pm ET (1701 GMT)

Thursday, August 13

Thursday, August 27

Space Pioneers Selected for Honor

GPS IIR-21(M) Satellite Declared Operational

US Air Force — 8:41 am ET (1241 GMT)

US Air Force — 8:11 pm ET (0011 GMT)

Wednesday, August 12

Tuesday, August 25

Butler Tapped for Cyber/Space Policy Slot

U.S. Strategic Command Assumes Control of WGS-2 Satellite

Nextgov — 8:19 am ET (1219 GMT)

Space News (subscribers only) — 8:48 pm ET (0048 GMT)

Monday, August 10

Commander of Air Force Space Command receives the

The age of the great battlestars

Hardinger Award

The Space Review — 11:22 am ET (1522 GMT)

US Air Force — 6:35 am ET (1035 GMT)

Better the devil you know…

Monday, August 24

The Space Review — 11:21 am ET (1521 GMT)

PAN's labyrinth

Seven eyes in the sky to guard India

The Space Review — 7:25 pm ET (2325 GMT)

IANS — 6:38 am ET (1038 GMT)

Wednesday, August 19

Friday, August 7

Strategic Space Symposium to Feature Top Military Leaders

Polish Military Leases Sicral 1B Capacity

Space Foundation — 10:08 pm ET (0208 GMT)

Space News (subscribers only) — 12:07 pm ET (1607 GMT)

Troubled STSS Readies for Launch

Thursday, August 6

DoD Buzz — 12:32 pm ET (1632 GMT)

Protection A Top Priority for Space Reviews

Monday, August 17

Aviation Week — 5:38 pm ET (2138 GMT)

NASA to use Lackland as stopover

Monday, August 3

US Air Force — 3:33 pm ET (1933 GMT)

No Dough For NPOESS

Review: Heavenly Ambitions

DoD Buzz — 7:10 pm ET (2310 GMT)

The Space Review — 3:10 pm ET (1910 GMT)

Air Force May Hold Competition for Second SBSS Satellite

Friday, August 14

Space News (subscribers only) — 6:58 pm ET (2258 GMT)

------------------------------------------[中国宇宙開発-2 spacetoday.net: China]

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

------------------------------------------Monday, August 31

Parts of China to get good view of meteor shower Tuesday

Anomaly spoils China's string of successful launches

Xinhua — 5:29 am ET (0929 GMT)

Spaceflight Now — 7:05 pm ET (2305 GMT)

Friday, August 28

Chinese Rocket Places Telecom Satellite in Wrong Orbit

China, U.S. discuss cooperation on world's largest telescope

Space News (subscribers only) — 7:04 pm ET (2304 GMT)

Xinhua — 12:21 pm ET (1621 GMT)

China-launched Indonesian satellite fails to enter orbit

China, U.S. may cooperate on world's biggest telescope

Xinhua — 1:00 pm ET (1700 GMT)

Reuters — 12:10 pm ET (1610 GMT)

Chang Zheng-3B suffers third stage problem during Palapa-D

Wednesday, August 26

launch

China's space pioneer under the microscope

NasaSpaceFlight.com — 12:51 pm ET (1651 GMT)

Asia Times — 9:26 pm ET (0126 GMT)

China to begin construction of orbital space station in 2020

Saturday, August 15

RIA Novosti — 12:47 pm ET (1647 GMT)

Moon may light man's future
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China Daily — 8:46 am ET (1246 GMT)

Asia Times — 7:22 pm ET (2322 GMT)

Thursday, August 13

Monday, August 3

Premier's visit sheds new light on rocket genius

Chinese astronauts must be 'super human'

Shanghai Daily — 10:38 pm ET (0238 GMT)

China Daily — 7:24 pm ET (2324 GMT)

Thursday, August 6

Bad breath a bar for Chinese astronauts

China's first Mars orbiter in Russia for launch

The Guardian — 6:50 pm ET (2250 GMT)

AFP — 5:41 pm ET (2141 GMT)

A place for China’s mat in space

China's 1st Mars Probe Arrives in Russia

The Space Review — 12:52 pm ET (1652 GMT)

CRI — 6:28 am ET (1028 GMT)

China doctor reveals 100 rules for would-be spacemen

China to finish high-resolution topographic lunar map by

Reuters — 12:18 pm ET (1618 GMT)

September

China conducts stringent tests of would-be spacemen

Xinhua — 6:14 am ET (1014 GMT)

Xinhua — 7:11 am ET (1111 GMT)

Wednesday, August 5

My Decade with Shenzhou

Chavez cherishes his Chinese-built satellite

SpaceDaily — 6:44 am ET (1044 GMT)

------------------------------------------[Quotes from the Old/New Testament]
Ecc.9:11

・・・But time and chance happen to them all.

・・・しかし時と災難はすべての人に臨む。

[編注] 英語では chance、日本語では災難となっている？
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