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[What’s New in Reaｌ Library?]
[謝辞]

新着 Secret Projects, MILITARY SPACE TECHNOLOGY (Bill Rose)

JAXA より ISAS News 09.09 寄贈、感謝。

------------------------------------------米国有人宇宙計画検討委員会（オーガスチン・パネル）

Review of U.S. Human Space Flight Plans Committee

--------------------委員会は何をやっているか？

See What The Committee Is Doing

10.02.2009 - The committee has determined that another public meeting is required. See the press release for details.
09.08.2009 - A summary of the report from the Review of U.S.

been posted on this website for the public. The full Final Report

Human Space Flight Plans Committee was provided to the

is still being prepared and will be released when complete. NASA

Director, White House Office of Science and Technology Policy

is working with the Office of Science and Technology Policy

(OSTP), and NASA Administrator on Tuesday, September 8. The

(OSTP) and other representatives of the Executive Office of the

summary's text is consistent with presentations made during the

President to plan the next steps leading to a decision by the

committee's final public meeting on Aug. 12. The summary has

President about future U.S. human space flight policy.

http://www.nasa.gov/offices/hsf/related_documents/what-the-committee-is-doing.html

[編注] ファイナル・レポートは 10/M にリリース予定との報道もありますが、下記では時期は TBD となっています：
http://www.nasa.gov/offices/hsf/home/index.html

-----------------------------------------Oct. 1 (Bloomberg)

Tony Capaccio

ロッキード・マーチンの警戒衛星システムは納入に遅れ Delivery Delayed for Lockheed Martin’s Warning Satellite System
Oct. 1 (Bloomberg) -- The delivery and launch date for the

spacecraft being built are among the problems, the Air Force said

Pentagon’s newest early warning satellite system, made by

in an e-mail. The gyroscope is produced by Northrop Grumman

Lockheed Martin Corp., has slipped another year, partly because

Corp. The delay means the U.S. will depend longer on satellites

of suspect workmanship on components, the Air Force said. The

first launched in 1970 for its primary warning of a missile attack,

delay to early 2011 from this December marks at least the fifth

said Loren Thompson, an analyst with the Lexington Institute in

time since the program’s start in 1996 that the delivery and

Arlington, Virginia, who follows space programs. The last of those

launch date has been pushed back, according to the Government

satellites was launched in November 2007 and failed in orbit 10

Accountability Office. The launch of the five- spacecraft

months later. “ The existing constellation is wearing out,”

constellation originally had been scheduled for September 2002.

Thompson said. Bethesda, Maryland-based Lockheed’s satellite

The program’s cost has climbed to $11.6 billion, an increase of

system “is the only option, but if it isn’t orbited soon, gaps could

at least $6.9 billion, after starting at about $4.7 billion, the GAO

develop in our missile warning coverage. In other words, we might

and Air Force said. Unresolved software malfunctions and several

not know we are under attack.”（後略）

broken solder joints in a gyroscope assembly on the first
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601110&sid=aljRfaR2TpC8

------------------------------------------October 1, 2009, 2:26 pm EDT

Deborah Yao, AP Business Writer

1

衛星機器メーカの ViaSat が衛星インターネット・プロバイダの WildBlue を買収予定

Satellite equipment maker ViaSat buying WildBlue

ViaSat agrees to buy satellite Internet provider WildBlue for $568 million in cash and stock （後略）
http://finance.yahoo.com/news/Satellite-equipment-maker-apf-1481504603.html?x=0&.v=9

[関連ニュース]
UPDATE 1-ViaSat to buy WildBlue for $568 mln
ViaSat to Acquire WildBlue Communications

http://www.reuters.com/article/marketsNews/idCNBNG37760720091001?rpc=44

http://finance.yahoo.com/news/ViaSat-to-Acquire-WildBlue-bw-704333397.html?x=0&.v=1

Integrates One of the USA’s Fastest Growing Broadband ISPs with the ViaSat-1 Satellite Venture and Positions WildBlue® Satellite
Broadband for Accelerated Growth and Expansion Capital-Efficient Transaction Expected to Be Accretive to ViaSat Non-GAAP EPS
Immediately after Close
------------------------------------------09.09.28 AWST Human Spaceflight

米国と中国は対話を開始、有人宇宙飛行で協力が増すかもしれず
U.S. and China begin to open communications that could increase cooperation in human spaceflight.

[編注] 右上の中国宇宙飛行士は

楊利偉（よう りい、ヤン・リィウェイ、1965 年 6 月 21 日 生まれ ）は、中国の宇宙飛行士、中国人民解放

軍の少将。中国が育てた初の宇宙飛行士。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%8A%E5%88%A9%E5%81%89
------------------------------------------2009/9/26

THE ASAHI SHIMBUN

若田宇宙飛行士、宇宙長期ミッション後、良好状態に復帰

Wakata 'in good shape' after mission

Astronaut Koichi Wakata pronounced himself Friday to be "in

Wakata spent more than four months in space and was the first

good shape" after completing 45 days of training and

Japanese to make a prolonged stay aboard the International

rehabilitation in the United States following his space mission.

Space Station. He returned to Earth in late July. "I was able to

"Time passed so fast (in space). I could have stayed there for

maintain my body strength while I was in space. I was able to

one more year," Wakata, 46, told a news conference in Tokyo.

walk on the ground immediately after I returned," he said. Wakata

2

underwent training to reacclimatize his body in the United States

26,2009) Copyright The Asahi Shimbun Company. All rights

after living in a zero-gravity environment.(IHT/Asahi: September

reserved.

[関連ニュース]

2009.9.23 読売 若田さん「完全回復」

[ワシントン=山田哲朗] 国際宇宙ステーション(ISS)に 138 日間滞在し

で、筋力トレやジョッギングなどのプログラムをみっちりこなした。このリハビ

た若田光一さん(46)が 45 日間のリハビリを終え、ワシントンで 21 日開

リのおかげで「完全に体力が回復した」と宣言。「種子島から日本の宇

かれた在米日本大使館の式典に出席し、「宇宙に行く前以上に体力

宙飛行士を宇宙に送出すような計画に携わりたい」と今後の抱負を述

が戻った」と報告した。若田さんは先週まで、米テキサス州ヒューストン

べた。

[こちとらとの関連]
JAXA を通じメルマガを ISS の若田さんに送るというので、7 月いっぱい

そのあとに見た夢は宇宙飛行経験者として毛利さん若田さんといっしょ

熱心にニュースをまとめてメルマガを作業していました。ところが 8/3 に例

に地上で座談会をやっているというものでした。従って、その後の病院生

の交通事故で気が付いたら病院のベッドの中。頭を道路にひどくうちつ

活は地上に帰還してからのリハビリと重なって急回復。事故の際、頭の

けられ、前後の記憶が失われました。脳の中は失われた期間を宇宙飛

中はかなりひどくやられたかもしれませんが、現在は不思議なことに普

行に行ったものとして処理しているらしく、8 月の前半に見た夢では ISS

通の生活に戻りました。 事故直後は彼はもうだめだといううわさがかな

の中で若田さんといっしょにマイクロサテライト 2 機を飛行させているもの、

り広まっていたそうですが。

------------------------------------------Thursday, September 17, 2009

Mission

Schriever

Sentinel

(上図右の記述の抜粋拡大)

The 50th SW’s mission is to defend the United States of

operations to enable sovereign options for the defense of the

America by providing combat effects from space and conducting

United States of America and its global interests. The wing

expeditionary operations. The 50th SW provides integrated

operates and supports satellite programs including Global

combat effects from space, ensures command and control of

Positioning System, the Defense Satellite Communications

satellite

System, Wideband Global SATCOM, Milstar, and the worldwide

weapons

systems,

and

conducts

expeditionary

3

Air Force Satellite Control Network.. The wing operates satellite

in their proper orbits following launch, operate the satellites while

operation centers at Schriever AFB and remote tracking stations

they are in orbit, keep them functioning properly and properly

and other command and control facilities around the world.

dispose of the satellites at their end of life.

These facilities monitor satellites during launch, put the satellites
http://csmng.com/wp-files/schriever-sentinel-weekly-pdfs/sentinel_2009-09-24.pdf

------------------------------------------Thursday, September 17, 2009

Schriever

Sentinel

AFSPC 空軍宇宙コマンドの司令官は AFA 空軍展示会で宇宙、サイバースペースの将来を論じる
AFSPC commander discusses space, cyberspace future at AFA convention
WASHINGTON (AfNS) — Th e Air Force’s lead for integrating

navigate and communicate with certainty and see the battlefield

space and cyberspace capabilities spoke at the 2009 Annual Air

with clarity.” General Kehler spoke to conference participants

Force Association Air & Space Conference and Technology

about the importance of assured access and mission success in

Exposition at the National Harbor, Oxon Hill, Md., Sept. 15. Gen.

the joint fight. “Space and cyberspace capabilities are, in fact,

C. Robert Kehler, commander of the 43,000-member Air Force

critical to modern military operations and they provide the U.S.

Space Command, addressed strategic deterrence in space and

military with an advantage over our adversaries. It’s important

cyberspace before attendees that included civilians, Airmen,

that we maintain and sustain that advantage. General Kehler

allied foreign military leaders and civilian industry leaders.

noted the need to be mindful of requirements and responsive to

“We’re really proud of the intercontinental ballistics missiles,

technological advancements. “ Air Force Space Command

space and cyberspace capabilities that we provide to the joint

professionals contribute to our nation’s strategic deterrent and

fight,” the general said. “We’re a team of Airmen, civilians and

deliver persistent space and cyberspacebased capabilities to

contractors who enable joint forces to strike with precision,

America and its warfighting commands around the globe. (後略)

Gen. C.Robert Kehler, commander of Air Force Space Command, spoke to attendees at the Air Force Association Air & Space Conference and
Technology Exposition Sept. 15, 2009, about strategic deterrence in space and cyberspace.
http://csmng.com/wp-files/schriever-sentinel-weekly-pdfs/sentinel_2009-09-17.pdf

------------------------------------------Thursday, September 10, 2009

Schriever Sentinel

Schriever 空軍基地は将来のビジョンを分け合う

Schriever shares glimpse of future

4

U.S. Sen. Mark Udall takes time out for a photo with men and women of the 3rd Space Operations Squadron during his visit to the base Sept. 2.

[編注]

国会議員が宇宙の実運用の基地を訪問し意見を交わした話。会議室？の天井には衛星模型が。

http://csmng.com/wp-files/schriever-sentinel-weekly-pdfs/sentinel_2009-09-10.pdf

------------------------------------------Thursday, September 17, 2009

Space Observer Thea Skinner

21st Space Wing Public Affairs staff writer

EOD(Explosive Ordnance Disposal) 地雷などの処理をする部隊が使用機材をデモ EOD unit shows tools of the trade
The Airmen of the 21st Civil Engineer Squadron Explosive

dismantles devices such as improvised explosive devices, bombs

Ordnance Disposal Flight are part of an on the ground, handson

and landmines within the United States and overseas in Iraq and

Air Force career field that inspired young Junior ROTC cadets

Afghanistan. “Demonstrations give cadets an opportunity to see

Sept. 10. Twenty Mitchell High School JROTC cadets learned

the Air Force,” said Airman 1st Class Jeremy Redfern, 21st Civil

the ins and outs of protecting the nation from explosive devices

Engineer Squadron, EOD journeyman. “We are out there doing

during a demonstration on base. The Peterson EOD unit

range clearances in Iraq.” (後略)

Mitchell High School Junior Reserve Officer Training Corps Cadets

building Sept. 10. Airmen First Class John Medina, 21st Civil Engineering

participate in a demonstration of the F6A robot at the Explosive

Squadron EOD journeyman, operates the robot that is used to avoid

Ordnance Disposal Flight at the 302nd Logistics Readiness Squadron

putting EOD Airmen in harm’s way.

http://csmng.com/wp-files/space-observer-weekly-pdfs/spaceobserver_2009-09-17.pdf

------------------------------------------Thursday, September 10, 2009

Space Observer

米空軍サイバースペース・ミッションの配置

21st Space Wing

Commander’s Corner

Air Force Cyberspace Mission Alignment

WASHINGTON - As part of cyber security efforts across the

government,

5

the

Secretary

of

Defense

approved

the

establishment of a Department of Defense (DoD) sub-unified

Commanders whenever and wherever needed. To this end, we

command

Command

have positioned the Air Force to confront the cyber-related

(USCYBERCOM). Your Air Force is taking critical steps to

challenges of today and tomorrow with the following actions: —

support the DoD cyberspace effort and to define the key role

Designating Air Force Space Command as lead USAF Major

you will play in these developments.

Command

for

the

cyberspace

mission

Cyberspace pervades every other domain and transcends

Twenty-Fourth

Air

Force

AF)

traditional boundaries. Without question, cyberspace is vital to

recommending it become the Air Force service component to

today’s fight and to the future US military advantage over our

USCYBERCOM, aligning authorities and responsibilities to enable

adversaries. It is the intent of the United States Air Force to

seamless cyberspace operations (後略)

called

the

United

States

Cyber

(24

at

—

Establishing

Lackland

AFB,

provide a full spectrum of cyberspace capabilities to Joint Force
http://csmng.com/wp-files/space-observer-weekly-pdfs/spaceobserver_2009-09-10.pdf

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

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

September 28, 2009 ロッキード・マーチンは 2010 “Year In Space”カレンダのスポンサに
Lockheed Martin Sponsors 2010 "Year In Space" Calendar
[編注] スペースライブラリも例年通り、取扱い致しますので、注文お待ちしています。弊 HP の左上にもボタン設けています。
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/0928_ss_2010calender.html

September 28, 2009 ロッキード・マーチンはホワイトサンズ・ミサイル射場でのインターナショナル PAC-3 ミサイル・テストの成功をサポート
Lockheed Martin Supports Successful International PAC-3 Missile Test at White Sands Missile Range
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/MFC_092809_LockheedMartinSupports.html

------------------------------------------Boeing News Releases
Sep. 28, 2009

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

ボーイングは GPS の地上管制システムに関し、セキュリティ。アップグレードを進める

Boeing Advances Security Upgrade for GPS Ground Control System
EL SEGUNDO, Calif., Sept. 28, 2009 -- Boeing [NYSE: BA] has

demonstrated that the Selective Availability Anti-Spoofing

completed developmental system testing on the U.S. Air Force's

Module (SAASM) software upgrade meets all contractual system

Global Positioning System (GPS) satellite ground control system,

requirements. SAASM is designed to protect GPS receivers

known as the Operational Control Segment (OCS), for the

against fake satellite signals sent by adversaries.（後略）

addition of a critical new security capability.

The test

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=852

------------------------------------------2009 年 10 月 1 日 19:35

AIAA Daily Launch

Space and Astronautics

NASA の MINI-SAT は月の上に氷を検出したかもしれない

NASA's MINI-SAR May Have Detected Ice On Moon.

India's Daily News and Analysis (10/1) reports, "Water on the

from NASA's Miniature Synthetic Aperture Radar (MINI-SAR)

moon could be just the proverbial 'tip of the iceberg' that India's

aboard the spacecraft. An unnamed "senior scientist" said, "A

very

to

paper prepared for publication by reputed scientific journal

scientists...instruments on the spacecraft have for the first time

Science is going through a peer review and will be announced by

found strong indications of 'indigenous' ice formations on the

NASA within a month or two."

own

Chandrayaan-1

has

discovered.

According

moon surface and sub-surface." The findings are based on data

タイミング問題で Atlantis の打上げは 2010 年になり得る

Launch Timing Issues Could Push Atlantis Into 2010.

Florida Today (10/1, Halvorson) reports, "Two planned rocket

launches, short shuttle launch windows, traffic congestion at the

6

International Space Station and two meteor showers could

According to the article, the "bottom line" is "if Atlantis still is

conspire to push space shuttle Atlantis' planned November flight

on the ground Dec. 14, its launch would be delayed until around

into the new year," but NASA is "staying focused on Nov. 12 as

Jan. 7. NASA would avoid flying during the New Year's holiday

the targeted launch date and prepping the orbiter for its move to

because the shuttle's computers are not designed to handle the

Kennedy Space Center's Vehicle Assembly Building on Tuesday."

year-end rollover."

Atlas V のステージ 2 個がアラバマに到着

Two Atlas V Stages Arrive In Alabama.

The Huntsville (AL) Times (10/1, Spires) "Space News" blog

process of adding the Atlas V production line since December

reports, "One of the world's largest aircraft set down at

2006." Dan Caughran, Decatur site general manager for ULA,

Huntsville International Airport today carrying two advanced

said "We have one upper stage that we will take to the Decatur

rocket stages that will be used to add one more launch vehicle

facility and use as a training tool to learn manufacturing

to North Alabama heritage - the Atlas V." The article notes, the

processes on. ... The other stage is for a launch mission."

United Launch Alliance's (ULA) plant in Decatur "has been in the

衛星の問題で SBIRS High 5 号機の打上げ遅れる

Satellite Problems Cause Fifth SBIRS High Launch Delay.

Bloomberg News (10/1, Capaccio) reports, "The delivery and

gyroscope assembly" among other problems, and now will launch

launch date for the Pentagon's newest early warning satellite

in early 2011. The Government Accountability Office noted this

system, made by Lockheed Martin Corp., has slipped another

was the fifth time the launch date has slipped. "The Air Force

year, partly because of suspect workmanship on components, the

declined to say whether it will subtract from Lockheed Martin

Air Force said." The first satellite for the Space-Based Infrared

some of the company's award fee, or profit, for the program

System-High

because of the latest problems."

(SBIRS

High)

constellation

has

"unresolved

software malfunctions and several broken solder joints in a

ISRO は衛星用の電気推進を開発

ISRO Develops Electric Satellite Propulsion.

The Press Trust of India (10/1, Shenoy) reports, "For the first

board GSLV later this year, ISRO chairman Madhavan Nair told

time, India's space scientists have developed electric propulsion

PTI." Up until now "ISRO had been using chemical propulsion for

technology that is expected to boost the life of geostationary

station-keeping, altitude control, precision spacecraft control,

satellites by upto five years." The system of plasma thrusters

stabilisation and orientation."

"would be tested in GSAT-4 spacecraft slated to be launched on
------------------------------------------Space News

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

10/2/09 05:16 PM ET

米下院と上院は SBIRS フォローオン・システムで対立

House and Senate at Odds Over SBIRS Follow-On System

Turner Brinton

Congressional appropriators are in lock-step with the U.S. Air

of Representatives have differing views on whether to ramp up a

Force on most of the Pentagon’s unclassified military space

next-generation missile warning satellite program amid continued

programs in the 2010 budget request, but the Senate and House

difficulties with the system now in development.（後略）

http://www.spacenews.com/civil/house-and-senate-odds-over-sbirs-follow-on-system.html

10/2/09 10:10 AM ET

アリアン 5 は COMSATBw-1, Amazonas-2 を打上げ

Ariane 5 Lofts COMSATBw-1, Amazonas-2

Peter B. de Selding

PARIS — Europe’s heavy-lift Ariane 5 rocket on Oct. 1

Hispasat of Spain — into geostationary transfer orbit in the fifth

successfully placed two telecommunications satellites — one for

of seven planned launches for the vehicle in 2009.

the German military and one for commercial fleet operator

7

（後略）

http://www.spacenews.com/launch/ariane-lofts-comsatbw-1-amazonas-2.html

10/2/09 05:15 PM ET

米政府は有人宇宙飛行の予算を復活するよう求める

White House Seeks to Restore Human Spaceflight Funding

Amy Klamper

WASHINGTON — The White House has asked congressional

House asked Senate appropriators to stay flexible as the

appropriators to restore $670 million cut from NASA’s nearly $4

president awaits the findings of a 10-member panel tasked in

billion budget request for human space exploration in a version of

May to reassess NASA’s post-space shuttle space exploration

the 2010 Commerce, Justice, Science appropriations bill the

plans, congressional and administration sources said.

House passed in June, according to congressional and

House-appointed panel, led by former Lockheed Martin chief

administration sources. In a September letter to leaders of the

Norm Augustine, sent the White House and NASA a summary

House and Senate appropriations commerce, justice, science

report Sept. 8 that laid out several alternatives to NASA’s

subcommittees, White House science adviser John Holdren

current Moon-focused Constellation program. The full report is

asked that the funding be restored in anticipation of a

not expected to be released until mid-October, NASA’s

forthcoming presidential decision on NASA’s manned spaceflight

spokesman for the panel, Robert “Doc” Mirelson, said Oct. 2.

future, according to congressional sources. In addition, the White

（後略）

The White

http://www.spacenews.com/policy/white-house-seeks-restore-human-spaceflight-funding.html

10/2/09 05:14 PM ET

オーガスチン・パネルは 10 月 8 日にテレコンフェレンスを開催予定

Augustine Panel to Hold Teleconference Oct. 8

Amy Klamper

WASHINGTON — A White House-appointed panel tasked in May

NASA news release. The panel, led by former Lockheed Martin

with reassessing the future of NASA’s human spaceflight

chief Norm Augustine, held its final public meeting here Aug. 12

program will hold a public teleconference Oct. 8 to finalize the

to wrap up its review of the U.S. space agency’s post-space

“scoring of options” presented in a summary report to senior

shuttle space exploration plans. （後略）

NASA and White House officials Sept. 8, according to an Oct. 2
http://www.spacenews.com/policy/augustine-panel-hold-teleconference-oct.html

------------------------------------------2009 10/02 10:24

南日本新聞

種子島ロケット発射場「廃止ではない」 前原担当相が明言
前原誠司宇宙開発担当相は１日、新任インタビューで日本の大型ロ

べた。同日開かれた鹿児島県議会企画建設委員会でも、前原大臣

ケット発射場について「種子島宇宙センタ（南種子町）に代わる新たな

の発言について質疑があり、県側は「１９０日の打上げ制約は日本の

発射場の確保が喫緊の課題」と答えたことについて、「種子島をなくす

宇宙開発を進める上で支障があり、その状況を日本政府として改善し

わけではない」と話した。同日の閣議後の取材に対し答えた。種子島

ていくべきとの趣旨」と答弁。委員会後、県地域政策課の森山健二

宇宙センタは、漁業との関係で打上げが年間約１９０日に制限されて

課長は「今後も種子島を第一の発射場と考え、種子島を廃止すると

いる。前原大臣はこの制約を指摘した上で、「宇宙開発を進める上で

いう趣旨ではないと聞いている」と説明。

さらなる射場が必要。（射場誘致に）手を挙げているところもある」と述
http://373news.com/modules/pickup/topic.php?topicid=120

------------------------------------------2009-10-01

岩日誌

■[宇宙開発][H2AF16] 情報収集衛星、種子島から１１月２８日打上げ [南日本新聞]
内閣官房内閣情報調査室は３０日、政府の情報収集衛星を搭載し
た「Ｈ２Ａ」ロケット１６号機を１１月２８日午前に南種子町の種子島宇
宙センタから打上げると発表。予備期間は２９日から１２月２７日まで。
情報収集衛星は光学衛星とレーダ衛星の２機１組で運用する事実上
の偵察衛星。

今回打ち上げるのは光学衛星３号機で、画像の識別能力をこれまでの
１メートルから数１０センチに向上させた。９月１６日に種子島に到着、
最終点検が行われている。
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今回の光学 3 号機はやはり分解能が向上し「数 10 センチ」となったようです。つまり例の 60cm 級の奴ですね。
http://d.hatena.ne.jp/iwamototuka/20091001

------------------------------------------9 月 30 日 19 時 59 分配信 時事通信

情報収集衛星、11 月打上げ＝H2A・16 号機で
内閣情報調査室は 30 日、情報収集衛星（IGS）光学 3 号機を搭載

ル発射を機に導入された事実上の偵察衛星。昼間の晴天時に用い

した H2A ロケット 16 号機を、11 月 28 日に種子島宇宙センタから打上

る光学衛星と、夜間や曇天時用のレーダ衛星の 2 ペア計 4 機で運

げると発表。予定時刻は午前 10 時から正午の間で、予備期間は同

用。

月 29 日～12 月 27 日。 IGS は 1998 年の北朝鮮による弾道ミサイ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090930-00000149-jij-pol

------------------------------------------2009-09-26

岩日誌

■[宇宙開発][政治] 「種子島宇宙センタの代替検討」 前原担当相発言に地元困惑 [南日本新聞]
前原誠司宇宙開発担当相は２５日、種子島宇宙センタ（南種子町）
に代わる大型ロケット発射場確保を検討する考えを示した。地元南種
子町や県からは「寝耳に水」「聞いていないので分からない」と困惑が広
がった。同センタは、宇宙航空研究開発機構の前身である宇宙開発
事業団の発足とともに１９６９年に設立。基幹ロケット「Ｈ２Ａ」を打上げ
る射場を抱え、総面積は約９７０万平方メートル。日本最大の宇宙開
発施設。「約４０年間地元として協力してきた。突然で非常に遺憾」と
憤るのは名越修南種子町長。「どんな発想でそんな発言をされたのか
真意を確かめたい」と、直接会うことも辞さない構えを見せた。同センタ
は、四方を海に囲まれ景観がよいことから「世界一美しい射場」とも

評される。一方で、漁業補償の関係から、打上げ日数が諸外国の射
場に比べ制限されている現実もある。同町議会宇宙開発促進対策特
別委員会の大崎壽徳委員長は「漁業交渉を進めるためインパクトを与
えようとしたのでは」と推測。射場整備には用地取得など莫大な費用と
時間が見込まれることから、「新たにゼロから造るムダやリスクを考えると
信じがたい」と冷静に受け止めた。県は、地元自治体などと「県宇宙開
発促進協議会」を組織し、射場周辺のインフラの整備拡充などを国に
要望してきた。担当の地域政策課は「大臣発言を直接聞いておらず、
コメントできない」とした。

前原さんの発言がアドバルーンを意図したものかどうかはまだ分かりませ

打上げにおける傾斜角問題を言うと、これはもう国外、クリスマス島あた

んが、現状は良くも悪くも「喫緊」とまではとても言えないと思いますｗ

り行きですよね。フィリピン問題はともかく静止衛星については LE-5B の

そこまでキャパに苦労しているわけでもありませんし、よく課題として挙げ

再々着火機能でどうにか出来そうな気がしますし、「移転」なのか「増

られるのは射場周辺のインフラと漁業交渉で、これは地理的な問題で

設」なのかはこの記事だけじゃ分かりませんけど。あと、下の記事に載っ

はありませんし。極軌道打ち上げにおける「フィリピン問題」や静止衛星

てる情報収集衛星についての言及は的を射ていると思います。

http://d.hatena.ne.jp/iwamototuka/20090926/p3

------------------------------------------2009/09/25 20:20

【共同通信】

ロケットの新発射場を検討 前原宇宙開発担当相
前原誠司・宇宙開発担当相は２５日、内閣府で新任のインタビューに

約がある同センタの今後についての質問に答えた。具体的な代替地に

応じ、日本の大型ロケット発射場が宇宙航空研究開発機構種子島

ついては言及しなかった。前原担当相はまた、昨年の宇宙基本法施

宇宙センタ（鹿児島県）に限られていることに触れ「種子島に代わる新

行で宇宙の安全保障利用ができるようになったことにも言及。「日本は

たな発射場の確保が喫緊の課題だ」と述べ、今後検討を進める意向

自前の情報収集衛星を増やし、衛星の精度を上げるだけでなく、情

を示した。漁業との関係で打上げに夏と冬、年間計約１９０日という制

報を判断する人の養成をしなければならない」と述べた。

http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009092501000967.html

------------------------------------------2009.9.14 Deense News

EMIL 高効率半導体レーザ Quantum Cascadelaser に新用途

3.8μm – 4.8μm 帯、効率 50%を目指す 遠隔化学物質、爆発物検知用途
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------------------------------------------09.10.02 読売

日産自動車 新ロボット「エポロ」

[編注] 衛星のコンステレーションのソフトに一部似ているところもあるか？

------------------------------------------中国・韓国 関連
------------------------------------------2009/10/05 07:47

朝鮮日報

ユ・ヨンウォン記者

韓国軍：「独島の守り手」 F15K に思わぬ落とし穴

10

米国ボーイング社のデジタルマップに「日本海」「リャンクール」の表記空軍がきちんと点検せずに導入
韓国空軍の最新鋭戦闘機にして、「独島（日本名：竹島）の守り手」

今年 2 月に修正済みのデジタルマップが再度配布された。こうしたミス

という別名を持っている F15K。しかし同機の電子地図（デジタルマップ）

は、F15K の製造元である米国ボーイング社が米国地理空間情報局

の一部で、独島が「竹島」あるいは「韓日間に紛争があるリャンクール

（NGA）のデジタルマップをそのまま利用し、空軍も導入過程でこれを点

岩礁」、東海が「日本海」、白頭山が「長白山」と表記されていた事実

検しなかったために発生した。韓国軍の地図製作を担当している陸軍

が明らかになった。国会の国防委に所属するハンナラ党の金章洙（キ

地形情報団は 02 年以降最近まで、韓米地形情報会議で 9 度にわ

ム・ジャンス）議員（元国防長官）は 4 日、事前配布した国政監査の

たり、「竹島」「日本海」表記などを修正するよう米国側に要請したが、

質疑資料を通じ、「昨年 7 月末の独島防衛訓練に投入された 2 機の

米国側はあいまいな反応を示していたことが分かった。金議員は「来年

F15K が搭載していた縮尺 25 万分の 1、50 万分の 1、100 万分の 1、

から 20 機の F15K が追加導入される予定だが、こうしたことが再発しな

200 万分の 1 デジタルマップのうち、一部が“竹島”“日本海”“長白山”

いよう、断固とした立場を示さなければならない」と語った。

などと表記されていた事実が後になって確認された」と発表した。空軍
が金議員に提出した資料によると、2008 年 7 月 29 日から 8 月 1 日に
かけて行われた独島防衛訓練に投入された F15K のデジタルマップで、
こうした事実を発見、空軍作戦司令部がミスの確認と修正を指示し、
http://www.chosunonline.com/news/20091005000003

------------------------------------------09/10/03 10:34

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

香港＝李恒洙（イ・ハンス）特派員

ワシントン＝李河遠（イ・ハウォン）特派員

中国建国 60 周年：外交・軍事、米中の実力差は？（上）
先月 24 日、ワシントンにある新米国安全保障研究所 （CNAS）の会

事力を誇示した。中国は過去 15 年間に毎年 10－23％のペースで軍

議場で異例の出来事が起こった。スタインバーグ米国防副長官が演

事費を増額。昨年の中国軍事費は 849 億ドル（約 7 兆 6080 億円）

説を終えると、ある東洋人が手を挙げた。在米中国大使館に所属す

で、米に次ぐ世界 2 位だった。清朝末期に中国に敗北の屈辱を味わ

るという外交官は「副長官は中国が他国と友好的なのことに気分を損

わせた仏、英、ロ、独、日は 3－7 位だった。米ソ両国の冷戦時代は米

ねているようだが、それは中国のせいではない」とストレートに発言した。

中による「G2 時代」へと変化した。中国は最近、国際会議や国際機

外交官が駐在国の高官に対し、公開の席で抗議することは極めて異

関の活動においても米と競っている。特にアジア欧州会合（ASEM)、東

例。これはスタインバーグ国防副長官が演説で、「中国の資源確保活

南アジア諸国連合（ASEAN）プラス 3、ASEAN 地域フォーラム（ARF）、

動が米だけでなく他国でも当然の懸念を引起こしている」と述べたこと

韓中日首脳会議などでアジア地域での覇権を固持しようとしている。

に対する反発だった。中国外交官は「米の役割は米の資源市場に中

米プリンストン大のアイケンベリー教授は、「これまで米は東アジアで地

国がさらに投資できるよう開放を拡大し、中国が資源にアクセスできる

域安全保障秩序を主導してきたが、中国の浮上は東アジアの秩序に

よう手助けすることではないか」と追及した。ワシントンのど真ん中で米

根本的な部分で挑戦している」と指摘した。中国の「万里の長城」は

官僚と中国外交官が繰り広げた舌戦は、世界各地で激しく対立する

海にも及んでいる。昨年 12 月から中国海軍はアフリカのソマリア沿岸で

米中両国の関係を端的に示している。今年 4 月 1 日、フランス外務省

活発に活動している。現在はパキスタン、ミャンマー、スリランカで大型

はチベット独立に反対し、内政干渉は行わないとの声明を突然発表。

港湾を建設し、インド洋を内海にしようと努めている。マラッカ海峡から

中国の反対を顧みず、サルコジ仏大統領が昨年 12 月にチベット仏教

渤海湾に至る太平洋沿岸にも中国の潜水艦や駆逐艦が行き交って

最高指導者、ダライ・ラマ 14 世と会談したことをきっかけに、中仏間で 5

いる。胡錦濤国家主席は今年 4 月、海軍創設 60 周年記念式で「沿

カ月に及ぶ外交戦争が起き、フランスが白旗を掲げたのだった。中国メ

岸海軍から脱し、大洋海軍に生まれ変わろう」と訴えたが、それが現実

ディアは「偉そうなサルコジに対する中国外交の勝利だ」と大々的に報

化している格好。

じた。中国は 1 日、天安門広場で 63 種類の最新兵器を披露し、軍
http://www.chosunonline.com/news/20091003000021

中国建国 60 周年：外交・軍事、米中の実力差は？（下）
中国の軍事大国化で周辺国の力学構図も変化している。今年 6 月、

国を格下と見ている。米は中国の過去 60 年を米と国交を正常化した

中国が上海近郊の長興造船所で同国初の空母「北京」の建造を開

1979 年を挟む前後 30 年に分けている。中国の飛躍的な発展は米と

始すると、日本、インド、オーストラリア、ベトナム、台湾なども駆逐艦、

の国交樹立以降のことで、米と手を結んだからこそ、30 年間で中国が

戦闘機などの戦力増強に乗出した。全体的に見ると、米は今なお中

飛躍的に発展を遂げることができたととらえている。だが、そんなふうに軽
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視する中で屈辱を味わったこともあった。2001 年 4 月 1 日、中国最南

されている。深川由起子早大教授は「世界各国が今後中国に対し、

端の海南島上空で起きた両国空軍機の衝突事件がその代表例だ。

エネルギー、環境、為替、金融など世界的な問題で強硬な要求を行

当時米偵察機と中国戦闘機が空中で衝突し、中国戦闘機と操縦士

うとみられる」と予測した。また、先進国のけん制よりも「内部の敵」にど

は墜落、米偵察機は海南島に不時着した。米は偵察機に触れるなと

う対処するのかに将来がかかっているという指摘もある。北京大国際関

いう大統領声明まで発表した。しかし、中国は偵察機を完全に分解し、

係学院の王輯思院長は、「今後東部沿岸と西部の内陸部との地域

必要な技術を入手した上で返還した。返還に応じたのも米大統領の

的不均衡、貧富の差の拡大、公職腐敗、環境とエネルギーの問題、

公式謝罪があってからのことだった。中国の過去 1000 年の戦争史をま

チベットとウイグルでの民族分裂の動きなど、さまざまな障害物を早急

とめた『竜に注目せよ』の著者、エリック・ドゥルシュミートは「中国は戦闘

に取除かなければ、過去のような発展は期待できない」と指摘。特に

機と操縦士を失ったが、スーパーパワーの米を屈服させ、北京五輪で

軍事力に関し、英国際戦略研究所のリー研究員は、「『中国の最新

の協力を引出した記念碑的な事件だ」と評価した。それにもかかわらず、

鋭武器は既に先進国と競える能力にまで達している』と話す中国の国

中国が米に追いつくのははるか先のことだという指摘が大勢だ。特に中

防相でさえ、米との格差がどれだけ大きく、軍の現代化に向け、どれだ

国は過去に自国のために容易な道を歩んできたが、今後は国際社会

け多くの努力が必要かをよく知っているはずだ」という趣旨の発言を行っ

で大きな負担を求められ、険しい道を歩むことになるという見通しが示

た。

http://www.chosunonline.com/news/20091003000022

-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-10-02-Fri

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200909

NASA Spaceflight(10/1)

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200910

http://www.nasaspaceflight.com/2009/10/live-ariane-5-launch-with-amazonas-2-and-comsatbw-1/

■[ロケット] Arianespace 社、Ariane 5 ECA の打上げに成功
Amazonas 2 (5.5ton) と COMSATBw-1 (2.5ton) のデュアルロンチ

SpaceDaily(10/22)

http://www.spacemart.com/reports/ISRO_Develops_Tech_To_Boost_Satellite_Life_By_5_Years_999.html

■[実用衛星] ISRO、衛星用イオンスラスタの開発を完了
今年 GSLV で打上げられる衛星に初使用予定

2009-09-30-Wed

SpaceRef(9/29) http://www.spaceref.com/news/viewsr.rss.html?pid=32506

■[深宇宙探査] MESSENGER、最後の金星フライバイを実施
金星周回軌道投入は 2011 年 3 月の予定。ミッションサイト: http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/index.html

Yahoo!ニュース(9/30)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090930-00000149-jij-pol

■[ロケット] 内閣情報調査室、H-IIA ロケット 16 号機/情報衛星光学 3 号機の打上げ予定を 11/28 午前 10 時～12 時と発表

2009-09-29-Tue

SpaceNews(9/21)

[関連ニュース] http://www.spacenews.com/civil/fix-for-ares-vibration-issue.html

■[ロケット] NASA、Ares1 振動対策の第 1 案を選定／5 セグメント地上試験での燃焼振動は予測以下
Ares1 振動対策として "Dual-plane isolator" システムと呼ばれる、1

質量をマスダンパとして利用する案も並行検討中で、こちらが採用でき

段と段間部及び段間部と Orion の間の 2 箇所にスプリングを挟む対策

ればスプリングは 1 箇所ですむ。 一方、先日実施された 5 セグメント

を第 1 案として検討することを選定。また、代替案として 2 段 LOX の

RSRB の燃焼試験での燃焼振動は予測の 1/2～1/3 と小さかった。

2009-09-27-Sun SpaceX 社プレスリリース(9/24)

http://www.spacex.com/press.php?page=20090925

■[実用衛星] SpaceX 社、Dragon カプセルの ISS 接近用近接センサを STS-127 でデモンストレーション
------------------------------------------今週の軍事関連ニュース

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

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

http://www.defensenews.com/

Published: 1 Oct 2009 13:36

By pierre tran

米 FLIR Systems と仏 Sofradir 社は技術取引を協議

FLIR, Sofradir Discuss Technology Deal

Paris - FLIR Systems of the United States and Sofradir of

greater ability to detect the material of the target - whether a

France are in talks on a deal aimed at putting technology from

plywood mock-up or a real tank - and to switch between

the French infrared specialist into the American company's

bandwidths as local conditions demand. The new cameras would

third-generation dual-band IR cameras, aimed at the global

be able to fuse images based on the two bandwidths.

military and commercial market, company executives said. Under

dual-band capability at an affordable cost is seen as the Holy

the proposed deal, Sofradir would make and supply core parts

Grail of the IR detection industry. Sofradir is jointly owned by

and components which FLIR would integrate into its cameras and

Thales and Safran. FLIR bought the French IR specialist Cedip in

sell in the United States and worldwide, the executives said.

2007, a deal which drew attention in defense circles because of

FLIR is looking to gain access to Sofradir's IR detectors, which

the sensitive technology concerned.

work simultaneously in medium and long wave, giving users a
http://www.defensenews.com/story.php?i=4304905&c=EUR&s=TOP

-------------------------------------------
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A

C4ISR Journal

http://www.C4ISRJournal.com/

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

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

02-Oct-2009

EU レポートはグルジアがロシアと 2008 年の紛争を開始したと非難

[編注] 開始した裏にはロシアの度々の挑発もあったようで。

EU report blames Georgia for starting 2008 conflict with Russia
The 2008 war between Russia and Georgia was caused by an illegal Georgian attack, a new report from the EU has found. The
'Independent International...

02-Oct-2009

中国の建国 60 周年軍事パレードは PLA 人民解放軍の進行中の改革を展示

Chinese parade demonstrates PLA's ongoing transformation
China staged a massive military parade in Beijing on 1 October to celebrate the 60th anniversary of the founding of the People's
Republic. However, ...

02-Oct-2009

インドの戦闘機選定には AESA レーダ技術が鍵となり得る

AESA radar technology could hold key to Indian fighter contest
Of the six competitors vying for the Indian Air Force's (IAF's) Medium-Multirole Combat Aircraft (M-MRCA) fighter tender, only three
have an active electronically scanning array...

01-Oct-2009

ブリーフィング： 予算の不足が日本の防衛企業基盤を衰退させる

Briefing: Spending dearth withers Japan's industrial base
Japan's defence industrial base is shrinking because of lower defence spending and fewer orders of domestic military equipment, the
Japanese Ministry of Defence (MoD) has...

30-Sep-2009

DARPA は宇宙デブリの脅威の対策/ソリューションを求める

DARPA seeks solutions to space debris threat
The US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is looking for solutions to the problem of space debris, which threatens
some 900 operational satellites ...
------------------------------------------[平山ニュース]

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
9/30 0714GMT 打上成功:Soyuz TMA-16(ISS 20S),Soyuz,Baikonur ・宇宙旅行者 Guy Laliberte 氏
9/30 情報収集衛星光学 3 号機は 11/28 打上予定(時,南日本新聞)
9/30 まいど 1 号運用は 10/15 まで(共,産,朝)
[予定]
10/1 2159-2310GMT 打上:{通信衛星 Amazonas2(Spain), 軍事通信衛星 COMSATBw1(独)},Ariane5/ECA,Kourou
[EVENT]
10/31 締切:第 2 回宇宙エレベーターアイデアコンテスト>JSEA
10/10 申込締切:若田光一宇宙飛行士さいたま市帰還報告会 10/25,大宮ソニックシティ,抽選 1200 名
10/4-10 World Space Week
10/4 まで 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」,新潟県立自然科学館
10/4 JAXA 増田宇宙通信所 施設一般公開
ISAS パネル巡回展
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・10/3-25 日本の宇宙開発の歴史,愛媛県総合科学博物館 /// ・10/3-28 太陽のふしぎ,福井原子力センター
・10/3-25 月のふしぎ,岐阜県先端科学技術体験センター /// ・10/4-25 日時計の楽しみ,岩見沢郷土科学館
10/3-4 未来館でお月見!2009,日本科学未来館
10/3 JAXA 地球観測センター(鳩山町) 施設一般公開
[学会]
10/5 申込締切:AAS/AIAA Space Flight Mechanics Winter Meeting, 2010/2/14-18,San Diego,California
[etc.]
10/1 発売:2010 カレンダー 衛星「だいち」から観た地球アート,JSF
9/25 新刊:高井次郎「魂を熱くさせる 宇宙飛行士 100 の言葉」彩図社
------------------------------------------[中国宇宙開発-1]

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

------------------------------------------建国６０周年でも消雨ロケット弾を使用 中国（産経新聞）2 日 - 0 時 48 分
ロケット弾 432 発で消雲＝建国 60 年式典時は青空－中国（時事通信）1 日 - 19 時 2 分
世界のエネルギー技術大国に？米を凌駕する勢いの環境産業―中国（Record China）1 日 - 16 時 24 分

中国きょう建国６０周年 式典へ消雨ロケット準備「メンツ、天をも動かす」（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
「消雨ロケット弾」で天気を変える！ １日の国慶節（産経新聞）1 日 - 1 時 2 分
世界で最もはっきりした月の 3D 地形図が完成－中国（サーチナ）9 月 30 日 - 8 時 6 分
------------------------------------------[宇宙開発]

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

------------------------------------------＜ＵＳＪ＞屋内型の宇宙旅行アトラクションを来春新設 大阪（毎日新聞）3 日 - 0 時 55 分
若田さん、鳩山首相を表敬 「宇宙」人と「宇宙」談義？（産経新聞）1 日 - 15 時 45 分
あなたが宇宙人＝若田さんと鳩山首相（時事通信）1 日 - 13 時 47 分 *S11

*S13

*S11

「あなたこそ宇宙人」 “宇宙人”鳩山首相、若田さんに（産経新聞）1 日 - 12 時 23 分
発射台に向かうソユーズのロケット（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）1 日 - 11 時 46 分 *S12
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*S15

*S12

「あなたが宇宙人」＝鳩山首相、若田飛行士と面会（時事通信）1 日 - 11 時 35 分
鳩山首相 表敬の若田さんに「あなたこそ宇宙人」（毎日新聞）1 日 - 11 時 20 分 *S13
日本クラウトクレーマーなど３社 ＣＦＲＰのはく離検査で新技術（フジサンケイ ビジネスアイ）1 日 - 8 時 16 分
情報収集衛星、11 月打ち上げ＝H2A・16 号機で（時事通信）9 月 30 日 - 19 時 59 分
シルク・ドゥ・ソレイユの創業者、宇宙旅行に出発（ロイター）9 月 30 日 - 17 時 6 分
ドバイ、宇宙からの夜景（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）9 月 30 日 - 16 時 33 分 *S14
ジャガー「ニューＸＪ」公開 競合車より軽量化（産経新聞）9 月 30 日 - 13 時 4 分
有人宇宙船開発、全力で支援 前原担当相、若田さんに言明（産経新聞）9 月 30 日 - 7 時 56 分
「日本も独自の有人宇宙船を」若田さんが前原担当相に提言（産経新聞）9 月 30 日 - 0 時 50 分
＜前原国交相＞有人ロケット打ち上げに前向き（毎日新聞）9 月 29 日 - 18 時 52 分
韓国型ロケット開発、2017 年目標に来年本格着手（聯合ニュース）9 月 29 日 - 11 時 53 分
表敬訪問する若田さん（時事通信）9 月 28 日 - 19 時 29 分 *S15
若田光一さん 文科相に「きぼう」やＨＴＶについて解説（毎日新聞）9 月 28 日 - 19 時 9 分
------------------------------------------[北朝鮮ミサイル開発問題]
[ミサイル防衛]

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

[北朝鮮核問題]
[核兵器]

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

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

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

[北朝鮮]

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

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

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

------------------------------------------前原沖縄相初来県 県幹部「再検討」を歓迎（琉球新報）4 日 - 10 時 15 分
前原沖縄相「普天間」移設先見直し 泡瀬「控訴審判決見て判断」（琉球新報）4 日 - 10 時 1 分
普天間問題 「辺野古移設は疑問」 国交相、再検討に言及（産経新聞）4 日 - 7 時 57 分
普天間、新たな移設先を検討＝前原沖縄相が表明（時事通信）3 日 - 21 時 29 分
＜前原沖縄担当相＞新代替地模索も 普天間移設問題（毎日新聞）3 日 - 20 時 24 分
「辺野古への移設は疑問」 前原国交相が移転先再検討を表明（産経新聞）3 日 - 19 時 54 分
前原対策相「橋渡し役に」 普天間移設 沖縄知事と会談（産経新聞）3 日 - 15 時 34 分
＜前原担当相＞「普天間」で沖縄知事と協議（毎日新聞）3 日 - 14 時 3 分
前原沖縄北方担当相、初の沖縄入り 仲井真知事らと会談（産経新聞）3 日 - 12 時 57 分
調査延長は必至 普天間アセス審査会答申（琉球新報）3 日 - 10 時 0 分
新たな協議の場検討 「普天間」で４閣僚会合（琉球新報）3 日 - 9 時 55 分
普天間移設、見直しへ調整本格化（読売新聞）3 日 - 8 時 26 分
騒音、最大 84 デシベル＝普天間移設予定地－米軍デモフライト結果公表・沖縄防衛局（時事通信）2 日 - 23 時 43 分
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*S14

＜普天間移設＞政府、方向性示せず 協議会は見直しへ（毎日新聞）2 日 - 21 時 22 分
＜パキスタン＞武装組織指導者が死亡 日本人拉致に関与（毎日新聞）2 日 - 20 時 51 分
ゲーツ国防長官、アフガンへの追加増派に傾くと 重要な規模で（CNN.co.jp）2 日 - 19 時 33 分
＜普天間移設＞長島防衛政務官が訪米へ 米政府意向を調査（毎日新聞）2 日 - 19 時 26 分
イスラム運動ウズベキスタンの司令官死亡と、米軍無人機が攻撃（CNN.co.jp）2 日 - 17 時 51 分
百里基地で日米共同訓練始まる 嘉手納の米軍が初参加（産経新聞）2 日 - 16 時 47 分
イスラエルと月内に MD 演習＝イージス艦派遣、イランけん制か－米軍（時事通信）2 日 - 14 時 22 分
イラク駐留米軍司令官、「勝利の日に確信持てず」と（CNN.co.jp）2 日 - 14 時 12 分
普天間移設で４大臣協議、早期結論を確認（読売新聞）2 日 - 14 時 0 分
＜普天間移設＞既存の協議会見直しへ 平野官房長官（毎日新聞）2 日 - 13 時 0 分
＜普天間移設＞北沢防衛相「県外、何も一致していない」（毎日新聞）2 日 - 12 時 32 分
平野官房長官 普天間新協議会設置に意欲 関係４閣僚が非公式協議 （産経新聞）2 日 - 12 時 32 分
関係４閣僚が米軍再編見直しで非公式協議 官房長官「普天間協議会なくさない」（産経新聞）2 日 - 11 時 32 分
普天間協議会廃止へ 年内にも 政府、移設問題見直し（産経新聞）2 日 - 11 時 2 分
１５日までに政府方針 「普天間」で防衛相見解（琉球新報）2 日 - 10 時 15 分
陸軍新射撃場が完成 キャンプ・ハンセン（琉球新報）2 日 - 10 時 5 分
Ｆ２２、１０機本国へ 嘉手納基地屋良で１００デシベル（琉球新報）2 日 - 10 時 0 分
普天間協議会見直しへ＝米軍再編、大統領来日まで方向性（時事通信）2 日 - 9 時 46 分
移設の影響、追加調査必要＝知事に答申－沖縄県環境審（時事通信）2 日 - 9 時 42 分
普天間協議会廃止へ 年内にも 政府、移設問題見直し（産経新聞）2 日 - 7 時 56 分
「普天間協議会」を廃止へ 政府、移設問題見直しで（産経新聞）2 日 - 2 時 11 分
＜自民党＞筆頭国対副委員長に浜田靖一氏（毎日新聞）1 日 - 20 時 59 分
＜平野官房長官＞スタインバーグ米国務副長官と会談（毎日新聞）1 日 - 20 時 38 分
中国、軍事パレードでミサイル戦略の拡大を誇示（産経新聞）1 日 - 19 時 26 分
米海軍幹部、給油中止なら「対テロ活動に影響」（読売新聞）1 日 - 18 時 48 分
「補給活動中止は対テロ作戦に影響」米海軍高官（産経新聞）1 日 - 15 時 45 分
アセス関連予算削除なら「政策変更の証し」 知事が認識示す（琉球新報）1 日 - 11 時 55 分
嘉手納一時配備のＦ２２、米本国へ向け離陸（琉球新報）1 日 - 11 時 45 分
アフガンへの追加増派問題を協議 オバマ米大統領（産経新聞）1 日 - 10 時 3 分
給油活動中止は対テロ作戦に影響 米海軍制服組トップ（産経新聞）1 日 - 9 時 37 分
インド洋、日本の貢献評価－米海軍幹部（時事通信）1 日 - 9 時 12 分 *M11

*M11

*M12

アフガン再増派 割れる米政権 軍と身内“対立” 決断迫られる大統領（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
給油中止ならアフガン作戦に影響＝インド洋、日本の貢献評価－米海軍幹部（時事通信）1 日 - 7 時 19 分
「核密約」で参考人招致を 鈴木宗男氏（産経新聞）1 日 - 1 時 5 分
普天間移設で閣僚協議＝外相・防衛相ら、来月 2 日に初会合（時事通信）9 月 30 日 - 22 時 25 分
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無人機ミサイル攻撃で死傷者、米軍か パキスタン部族地域（CNN.co.jp）9 月 30 日 - 20 時 42 分
「アフガン追加増派」揺れるオバマ米政権（産経新聞）9 月 30 日 - 19 時 52 分
ソマリア沖海賊、モンスーン終了で活発化も＝米海軍（ロイター）9 月 30 日 - 15 時 46 分 *M12
米、ＮＡＴＯ首脳 アフガンで協調（産経新聞）9 月 30 日 - 15 時 34 分
10 月に 4000 人追加撤退 イラク駐留米軍司令官が表明へ（CNN.co.jp）9 月 30 日 - 15 時 33 分
米政権 アフガン戦略見直し着手 大幅追加増派の是非焦点（毎日新聞）9 月 30 日 - 15 時 16 分
＜岡田外相＞「普天間再検証を早く」 初の政務三役会議開く（毎日新聞）9 月 30 日 - 13 時 50 分
＜米政権＞アフガン戦略見直し着手 大幅追加増派の是非焦点（毎日新聞）9 月 30 日 - 12 時 31 分
「父は米兵」議員初誕生 米ジャーナル紙、玉城デニー氏紹介（琉球新報）9 月 30 日 - 10 時 25 分
岡田外相、首相交えた協議「やや時期尚早」 普天間移設問題（琉球新報）9 月 30 日 - 10 時 15 分
県議会・論戦初日 普天間方針で“攻防”（琉球新報）9 月 30 日 - 10 時 10 分
７０デシベル以上、１日２８８回 嘉手納基地に外来機３０機超（琉球新報）9 月 30 日 - 10 時 5 分
仲井真知事 「普天間県内」容認を堅持（琉球新報）9 月 30 日 - 10 時 5 分
米・ＮＡＴＯ首脳、アフガンでの協調確認（産経新聞）9 月 30 日 - 9 時 57 分
「広範囲な対北シナリオを検討中」シャープ司令官（聯合ニュース）9 月 30 日 - 9 時 26 分
＜インド洋給油＞対象国に説明へ 海幕長（毎日新聞）9 月 29 日 - 22 時 10 分
＜フィリピン＞国軍支援の米兵２人、爆弾で死亡（毎日新聞）9 月 29 日 - 19 時 50 分
車で移動中の米兵 2 人、地雷で死亡 フィリピン（CNN.co.jp）9 月 29 日 - 17 時 36 分
普天間問題で知事、「県内移設やむなし」 県議会代表質問（琉球新報）9 月 29 日 - 11 時 35 分
フィリピン、米軍訪問協定見直しへ（琉球新報）9 月 29 日 - 10 時 10 分
防衛相、普天間移設を検証 省職員から聴取開始（琉球新報）9 月 29 日 - 10 時 0 分
事業中止含め検討を 普天間アセス審、再調査・評価を要望（琉球新報）9 月 29 日 - 9 時 50 分
発射された「シャハブ 3」＝イラン（時事通信）9 月 28 日 - 21 時 36 分 *M13

*M13

中距離ミサイルを試射＝イラン（時事通信）9 月 28 日 - 19 時 29 分

*M14

米国防長官、オバマ大統領の「最高司令官」ぶりを絶賛（CNN.co.jp）9 月 28 日 - 17 時 48 分
中距離ミサイルを試射＝核問題絡み西側刺激も－イラン（時事通信）9 月 28 日 - 17 時 24 分
＜米国防長官＞１０月２０～２１日に来日（毎日新聞）9 月 28 日 - 13 時 24 分
防衛省、普天間移設先決定の経緯検証始める（琉球新報）9 月 28 日 - 13 時 15 分
来月 20 日、米国防長官が訪日＝在日米軍再編など協議（時事通信）9 月 28 日 - 13 時 2 分
米軍嘉手納基地で原野火災 県道７４号一部で交通規制（琉球新報）9 月 28 日 - 11 時 40 分
イラン新核施設問題、国防長官と国務長官がコメント（CNN.co.jp）9 月 28 日 - 11 時 27 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

9/30 「コラム」更新

・朝雲寸言 /// ・自民新総裁に谷垣氏 /// ・建国 60 周年の中国
-------------------------------------------
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[kokunews]

航空ニュース社

http://www.kokunews.jp/

・第６２４７号 平成２１年９月２９日（火曜日）

◎来夏のファンボロー出展、新法人移行検討委の設置

開発実験集団、将来ニーズ等成果発表 １２

ＳＪＡＣ理事会、代表者変更の理事補欠選任等決議 ５

◎米国にてＰＡＣ‐３ミサイル発射試験成功

◎米入国電子認証、日本人の申請は１７０万人

防衛省、ライセンス国産ミサイルを初使用 １３

ＥＳＴＡ、申請手数料の有料化開始を検討中 １１

◎引き渡し機数、’２８年までに２万５千機

◎防衛省１０月１日付、統幕運用１課運用調整官に真鍋浩司氏 １２

エアバス、最新の航空機市場予測を発表 １５

◎２１年度研究開発業務等説明会を開催
------------------------------------------[民間航空機関連 (ex-SJAC 三輪さん)]
DL(1001)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

米空軍のミサイル警戒衛星システム 2011 年まで遅延
Air Force: Missile-warning satellites delayed until 2011
Software malfunctions and assembly problems are among the reasons cited for the Air Force's decision to delay launching a
constellation of five satellites designed to give an early warning of missiles. Officials now hope to put the $11.6 billion constellation into
orbit in early 2011. The satellites originally were slated to launch in September 2002, but a series of delays pushed the target date back
at least four times, most recently to December 2009. Bloomberg (10/1)
FAA 関連予算 上院で可決遅れ 産業界からは早く推進するようにとの要請
As Senate misses another FAA deadline, industry calls for action
Another deadline passed this week for a long-term FAA budget, and aviation industry groups have united to urge Congress to focus on
the issue. With 10 million jobs and $1 trillion at stake, 32 trade groups are insisting that the Senate pass a comprehensive
reauthorization bill rather than another stopgap measure. The FAA's current budget was slated to expire Sept. 30, though lawmakers
have extended the authorization through Dec. 31 while they search for a long-term solution. AVweb (9/30)
2010 年には航空運賃の上昇回避できないとの見通し
Report forecasts global airfare increase for 2010
Citing GDP growth and decreased airline capacity, American Express Business Travel is predicting worldwide airfares will rise next year
by up to 6% in the long-haul segment, while domestic fares could increase as much as 5%. At least one Wall Street analyst calls the
forecast "optimistic," noting that if business travel remains soft, airlines "will be lucky to just maintain their current prices."
MarketWatch (9/30) , USA TODAY (10/1)
ミッドウエスト航空 機材最後の B717 を E190 に交替
Midwest to switch aircraft, lose workers
Union officials at Midwest Airlines say the carrier's last Boeing 717 aircraft will be gone by Dec. 1, replaced by E190 jets operated by
new owner Republic Airways Holdings. Midwest is expected to lay off about 170 employees in conjunction with the move. Milwaukee
Journal Sentinel (9/30)
パイロットの低高度でのおしゃべり禁止のルール違反が事故につながったとの報告
Report: Pilots ignoring rules against low-altitude chatter
Pilot violations of the "sterile cockpit rule" may have played a role in six crashes since 2004, according to a USA TODAY review of
citations by the National Transportation Safety Board. Since 1981, federal laws have banned extraneous chatter by cockpit crews when
a plane is under 10,000 feet, but the newspaper suggests that rule is often bent. "We're seeing too many of these slips," says FAA
Administrator Randy Babbitt. USA TODAY (10/1)

SmartQuote
"Look for the ridiculous in everything and you will find it."
どんなことにも馬鹿げたところがないものはありえない。

19

--Jules Renard,

French author

フランス作家：ジュール・レナール
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ボーイングのサウスカロライナ州への移転で飛び交う憶測

Speculation swirls around Boeing's possible S.C. move

Washington Gov. Chris Gregoire said Tuesday her state's aerospace industry will survive even if Boeing Co. decides to locate a new 787
assembly line in South Carolina. Boeing has said it will settle on a new location by year's end, and frayed relations with local machinists
are seen as a major impediment in Washington's bid to keep the company from defecting. In response to state financial incentives for
the 787 plant, Gregoire said Boeing had responded, in essence: "There's nothing more that you can do. We are on the road to making a
decision, everything that is on the table is on the table." SeattlePI.com/The Associated Press (9/29)
ジェットエンジンの排ガス規則 上院で本日決定される法案で

Senate bill to seek emissions standards for jet engines

A climate bill scheduled to be introduced today in the Senate would establish new federal limits on greenhouse gases in commercial
aviation. The bill seeks new emissions standards for jet engines by the end of 2012, to be developed by the EPA and FAA. Reuters
(9/29)
危ない企業軍の中にエアライン業界は入っていない

Airline industry should avoid bankruptcies, attorney says

A leading bankruptcy attorney says leading media companies, auto suppliers and commercial real estate concerns all may see major
restructuring and liquidation activity in the coming months -- but airlines appear safe for now. "Right now, there don't appear to be any
restructurings of major airlines that appear imminent," says James Sprayregen of Kirkland & Ellis, who has represented several large
airline companies. Reuters (9/29)
エアラインの預け手荷物のミスハンドリングを防止する技術的対策

Technology helps cut costs of mishandled bags

As airlines seek to trim costs everywhere they can, pressure is increasing to cut down on mishandled bags, which cost an estimated
$100 each for tracking, shipping and reimbursement -- a total of some $3 billion a year. Better scheduling programs have helped, along
with technologies like bar code scanners and bag tags embedded with radio chips. The Wall Street Journal (9/30)

SmartQuote
"At the present rate of progress, it is almost impossible to imagine any technical feat that cannot be achieved -- if it can be achieved
at all -- within the next few hundred years."
現在の技術進捗のペースで、どんな技術的達成もたどり着けないものを想像することはほとんど不可能である。少なくともこれから数百年以内にはす
べてが達成されよう。
--Arthur C. Clarke,

British author and inventor

英国作家・発明家：アーサーC クラーク

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

Small Satellites: Past, Present, and Future (Hardcover)
List Price: $149.95
Henry Helvajian (Editor), Siegfried W. Janson (Editor)
Hardcover: 859 pages
Publisher: Aerospace Press (October 30, 2009)
Language: English
ISBN-10: 1884989225
ISBN-13: 978-1884989223
Product Dimensions: 8.9 x 6.4 x 1.6 inches
Shipping Weight: 3.4 pounds

------------------------------------------[近刊紹介]

Small Satellite Missions for Earth Observation: New Developments and Trends (Hardcover)
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(Springer) Jan. 2010

Price: $213.56
Rainer Sandau (Editor), Hans-Peter Roeser (Editor), Arnoldo Valenzuela (Editor)
Hardcover: 460 pages
Publisher: Springer; 1 edition (January 1, 2010)
Language: English
ISBN-10: 3642035000
ISBN-13: 978-3642035005
Product Description

This book was compiled from those contributions given at the 7th IAA Symposium on
Small Satellites for Earth Observation, May 4-8, 2009, Berlin (IAA – International
Academy of Astronautics) which are representative for the new developments and
trends in the area of small satellites for Earth observation. They reflect the potentials
of a diversity of missions and related technologies. They may be based on national
projects or international co-operations, single satellites of constellations, pico-,
nano-, micro- or mini-satellites, developed by companies, research institutions or
agencies. The main focus is on new missions to monitor our Earth’s resources
(chapter 1), and the environment in which our Earth is embedded (chapter 2). Chapter
3 deals with distributed space systems, the unique feature of small satellites. The
university satellites chapter (chapter 4) shows the high quality which is already
reached by some of the universities worldwide. Chapter 5 gives insight into new
developments in the fields of instruments and technologies. The last two chapters
(chapters 6, 7) deal with subjects, necessary to make use of the data coming from
the satellite systems: attitude and position
------------------------------------------[既刊紹介]

Secret Projects: Military Space Technology (Hardcover)
Price: $29.23
Bill Rose (Author)
Hardcover: 192 pages
Publisher: Midland Pub Ltd (September 15, 2008)
Language: English
ISBN-10: 1857802969
ISBN-13: 978-1857802962
Product Dimensions: 11.2 x 8.5 x 0.7 inches
Shipping Weight: 2.4 pounds
Product Description

This book outlines the development of space technology for military
purposes from its very beginnings during World War II right up to the latest,
most sophisticated systems. The author starts with references to the
prewar era, then goes on to discuss German rocketry during World War II
and their bold wartime ambitions, which were finally developed during the
Cold War. By the mid-1950s, space was being visualized as the next big
battlefield, and both the U.S. and Soviet Union had ambitions to expand
their domains into the solar system. Many of these ideas were completely
impractical, way beyond possible realization, extremely dangerous, and
completely unaffordable. By the start of manned spaceflight, missions
became politically motivated, although military projects continued in the
background and this would eventually surface as the Star Wars proposals.
This is a serious, factual study about the many projects that have come to
the drawing board since the very beginning of space technology
development; from the early experiments by the Germans in World War II,
through the X-plane era, 'Star Wars', and then to the advanced spaceplane
projects such as NASP (National Aerospace Plane), Copper Coast, and the
Aurora spaceplane, Soviet spaceplanes and long-range USAF hypersonic
strike and orbital aircraft. Many photos are included to illustrate the detailed
and comprehensive text.
------------------------------------------[既刊紹介]

The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality (Paperback)
Price: $11.53
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Brian Greene (Author)
Paperback: 592 pages
Publisher: Vintage (February 8, 2005)
Language: English
ISBN-10: 0375727205
ISBN-13: 978-0375727207
Product Dimensions: 7.9 x 5.2 x 1.3 inches
Shipping Weight: 1.2 pounds
From Publishers Weekly

String theory is a recent development in physics that, by positing that all which exists is
composed of infinitesimally small vibrating loops of energy, seeks to unify Einstein's theories
and those of quantum mechanics into a so-called "theory of everything." In 1999, Greene, one
of the world's leading physicists, published The Elegant Universe (Norton), a popular
presentation of string theory that became a major bestseller and, last fall, a highly rated
PBS/Nova series. The strength of the book resided in Greene's unparalleled (among
contemporary science writers) ability to translate higher mathematics (the language of physics)
and its findings into everyday language and images, through adept use of metaphor and
analogy, and crisp, witty prose. The same virtues adhere to this new book, which offers a lively
view of human understanding of space and time, an understanding of which string theory is an
as-yet unproven advance. To do this, Greene takes a roughly chronological approach,
beginning with Newton, moving through Einstein and quantum physics, and on to string theory
and its hypotheses (that there are 11 dimensions, ten of space and one of time; that there may
be an abundance of parallel universes; that time travel may be possible, and so on) and
imminent experiments that may test some of its tenets. None of this is easy reading, mostly
because the concepts are tough to grasp and Greene never seems to compromise on
accuracy. Eighty-five line drawings ease the task, however, as does Greene's felicitous
narration; most importantly, though, Greene not only makes concepts clear but explains why
they matter. He opens the book with a discussion of Camus's The Myth of Sisyphus, setting a
humanistic tone that he sustains throughout. This is popular science writing of the highest
order, with copious endnotes that, unlike the text, include some math.
Copyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved.
--This text refers to the Hardcover edition.
------------------------------------------Globalsecurity.com

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

National Security

Astronauts get final approval for ISS mission RIA Novosti 29 Sep

Russia's missile-defense proposals still stand RIA Novosti 30 Sep

2009

2009

Russia's last analogue freighter 'buried' RIA Novosti 28 Sep 2009

US could deploy missile shield in Arctic RIA Novosti 29 Sep 2009

Science

Russian-NATO joint missile-defense viable RIA Novosti 29 Sep

NASA probe to make closest flyby of Mercury RIA Novosti 29 Sep

2009

2009

Space Station / Shuttle

International

Russia's Soyuz spacecraft blasts off for ISS RIA Novosti 30 Sep

S. Korea to allocate $1.3 bln on new rocket RIA Novosti 30 Sep

2009

2009

------------------------------------------[軍事宇宙開発 spacetoday.net: military]

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

------------------------------------------Thursday, October 1

Media Newsire — 4:49 pm ET (2049 GMT)

Delivery Delayed for Lockheed Martin’s Warning Satellite

Monday, September 28

System

The space security implications of missile defense

Bloomberg News — 6:16 pm ET (2216 GMT)

The Space Review — 7:58 pm ET (2358 GMT)

Tuesday, September 29

Integral Tapped For Restructured RAIDRS Program

ARINC Awarded Contract to Support Human Space Flight

Space News — 7:30 pm ET (2330 GMT)

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

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

------------------------------------------Monday, September 28

China completes world's highest-resolution 3D map of moon
Xinhua — 7:40 pm ET (2340 GMT)

------------------------------------------2009/10/01 10:29

japan.cnet.com David Meyer（ZDNet UK）

ICANN、米政府から独立で合意

翻訳校正：湯本牧子、長谷睦

Icann gains independence from the US

UPDATE インターネットの中核となる仕組みのいくつかを監督する団

期間に限定されないと付け加えた。ICANN は 1998 年、米政府に代わ

体 の Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

り、トップレベルドメイン名システムの管理や IP アドレス空間の割当てと

（ICANN）が、米政府からの独立を認められた。ICANN と米商務省は

いった役割を統括することを目的に設立。最近では ICANN に対し、米

米時間 9 月 30 日、ICANN が「独立機関として、いかなる単一組織に

以外の世界各国に対して説明責任を果たすよう求める声が高まってい

も支配されない」ことを定めた新合意に署名したことを発表。この合意

た。ICANN 最高経営責任者（CEO）を務める Rod Beckstrom 氏は声

では、ICANN が今後も民間の非営利団体であり続けることについても

明の中で、新たな取決めについて「ICANN が真の国際機関として発展

明記。米政府と ICANN の間で結ばれた既存の取決めはこれを機に失

していく中で、胸躍る新段階に入ったことを示すものであり、一般参加

効し、新協定に道を譲る。「（合意は）ICANN に対し、コミュニティによっ

型の ICANN の組織モデルがただ機能するだけでなく、効率的であること

て行われる査定実施を義務付け。これは、複数の利害関係者からな

をはっきりと証明」と述べた。「1 つの世界と 1 つのインターネットで、万人

る（ICANN の）組織モデルが、自らを精査できるほどに強力だという認

がつながる。これが ICANN におけるわれわれの目標だ」（Beckstrom

識をさらに高めるものだ」と ICANN は述べている。また、今回の取決め

氏）（後略）

は「長期にわたる」ものであり、既存の合意で定められていた 3 年という
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20400869,00.htm?tag=nl

原文： http://news.zdnet.co.uk/internet/0,1000000097,39780163,00.htm
------------------------------------------2009 年 9 月 30 日

wiredvision.jp

平城 奈緒里／Infostand

LED：表示・自動車・液晶バックライトの世界動向 矢野経済研調査
矢野経済研究所(本社：東京都中野区)は 9 月 29 日、LED(発光ダイ

36 億 6000 万個に急拡大。今後も高級車やハイブリッドカーのヘッドラ

オード)を光源として採用した注目アプリのうち「超大型ディスプレイ・

ンプ、ストップランプなどの外装ランプ、車内灯への採用率拡大によって、

LED 表示機」「自動車」「液晶バックライト」の 3 分野について、それぞ

2015 年には 2008 年比 282.5％増の 140 億個と予測。 液晶バックラ

れの LED チップの世界市場動向を発表。出荷数は 2015 年には、それ

イトは現在、携帯電話では 100％、ノート PC でも 50％以上で LED を

ぞれ 2008 年の 1.5 倍から 4 倍程度へ拡大する見込み。 調査によると、

採用しており、2008 年の市場規模は前年比 27.6％増の 134 億個と

競技場、アミューズメント、商業ビルの外壁への設置が一般的な超大

好調に推移。今後はノート PC での採用率が 100％となり、LED テレビ

型ディスプレイ・LED 表示機は、屋内設置も増加傾向にある。このため

普及に伴い液晶テレビへの採用も進むとみられる。2015 年に 2008 年

2008 年の同分野の世界市場規模(メーカ出荷数量ベース)は、前年

比 168.7％増の 360 億個と予測。 調査は今年 4 月から 9 月に関連

比 4.0％増の 7 億 8000 万個と順調に拡大。今後は景気回復による

メーカー20 社、LED メーカ 1 社を対象に、直接面接取材を中心とした

潜在需要の取込みやデジタルサイネージなどのシステム販売増加によ

ヒアリング、各種文献調査を併用して実施。詳細は『2009 年版 LED

る市場拡大が期待され、2015 年市場規模は 2008 年比 53.8％増の

注目アプリケーション市場の実態と展望』(A4 判、195 頁、定価 9 万

12 億個にまで拡大と予測。 自動車では、テールランプだけでなく、車

9750 円)に。

内灯への LED 採用が増加。2008 年市場規模は前年比 52.5％増の
http://wiredvision.jp/blog/epicenter/200909/20090930120310.html

------------------------------------------Bolden NASA 長官と Lori Garver Associate Administrator
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NASA 長官就任前の議会での認証ヒアリング Bolden and Garver Testify Before Congress
Charles Bolden, nominee for administrator of NASA, left, and Lori

and Transportation Committee in the Russell Senate Office

Garver, nominee for deputy administrator of NASA, testify at

Building on Capitol Hill in Washington, Wednesday, July 8, 2009.

their confirmation hearing before the Senate Commerce, Science

Image Credit: NASA/Bill Ingalls

http://www.nasa.gov/images/content/366563main_image_1408_946-710.jpg

Administrator Bolden and Deputy Administrator Garver join with

Emmett Given, UNITeS)

children who serenaded Bolden on his birthday. (Photo by
http://marshalltv.msfc.nasa.gov/whatsnew.html

[編注] Bolden 長官が NASA MSFC マーシャル・スペース・フライト・セン

を準備。それにしても、Bolden 長官は子供好きか、以前、沖縄訪問

タを 8/20 に訪問、ちょうど 63 歳誕生日でセンタ側で子供の歓迎対応

時も小学校の子供と写真に写っているのがありましたね。

------------------------------------------Oct. 1, 2009 MarshallStar NASA MSFC(Marshall Space Flight Center) 新聞
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http://marshallstar.msfc.nasa.gov/10-1-09.pdf
[編注] オバマ大統領が政府の効率化改革に連邦職員の全てにアイデアを募集して良いものを表彰！

-----------------------------------------[Quotes from the Old/New Testament]
Prov.4:4
Prov.4:10
Prov.4:20,22
John 1:4

言葉/言（ことば）と命（いのち）

・ ・ ・ ”Let your heart retain my words; Keep my
commands, and live.
・・・and receive my sayings, And the years of your life will
be many.
・・・ give attention to my words; ・・・For they are life to
those who find them, ・・・
In Him was life, ・・・
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・・・「わたしの言葉を、心に留め、わたしの戒めを守って、命を得
よ。
・・・わたしの言葉をうけいれよ、そうすれば、あなたの命の年は多く
なる。
・・・わたしの言葉に心をとめ、・・・それはこれを得る者の命であ
り、・・・
この言（ことば）に命があった。

