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南日本新聞

情報収集衛星を軌道に投入 Ｈ２Ａ １６号機打上げ成功
情報収集衛星の光学衛星３号を搭載したＨ２Ａロケット１６号機は２８

た。 情報収集衛星は政府の偵察衛星。高度４００－６００km の北

日午前１０時２１分、種子島宇宙センタ（南種子町）から打上げられ

極と南極上空を通る極軌道を周回。大規模災害の被害情報を集め

た。打上げ業務を担う三菱重工業は約２０分後、衛星を所定軌道に

るほか、北朝鮮の軍事施設の監視も行う。 衛星の大きさなど詳しい

投入したことを確認し、「打上げは成功」と発表。情報収集衛星の打

データは明らかにされていない。今回打上げられた光学３号は、これま

上げは２００７年２月のレーダ衛星２号以来。 １６号機はメーンエンジ

での光学２機よりも解像能力を向上。地上の数十 cm の物体を見分

ンと補助ロケットを点火後、ごう音をあげながら太平洋上を東へ飛行し

けるという。製作費は約３００億円。

http://373news.com/modules/pickup/topic.php?topicid=120

- - - - - - - - - - - 関連ニュース- - - - - - - - - - - 2009 年 11 月 28 日 10 時 49 分

asahi.com

Ｈ２Ａロケット成功 情報収集衛星を追加投入
望遠カメラで地上を撮影する国の情報収集衛星を載せた大型国産ロ
ケット「Ｈ２Ａ」１６号機が２８日午前１０時２１分、鹿児島県・種子島
の宇宙航空研究開発機構種子島宇宙センタから、小雨がぱらつくな
か打上げ。Ｈ２Ａは目的の軌道に衛星を投入、打上げは成功。軌道
投入された情報収集衛星は、実証目的のものを除いて５機目。Ｈ２Ａ
は１０回連続、１５回目の打上げ成功となった。 情報収集衛星は、９
８年の北朝鮮によるミサイル「テポドン」発射を機に、国が導入した事
実上の偵察衛星。望遠カメラを備えた光学衛星と電波で地上の様子
を調べるレーダ衛星が１機ずつペアを組み、計４機を運用することで、
地上のどの地点でも一日１回は監視できる態勢になる。２００３年３月
にＨ２Ａの５号機で各１機を同時に打上げたが、同１１月に２機を積ん
だ６号機が打上げ失敗。約３年後の０７年２月にようやく４機体制とな
ったが、その１カ月後の３月にはレーダ衛星１機が故障し、運用ができ
なくなっている。今回打上げたのは光学衛星。１１年度に３機目のレー
ダ衛星を打上げるまでは情報収集は不完全な状態が続く。 今回の
衛星の開発・製造費は約４９０億円。大きさや外観、監視能力は、

航跡を残して上昇を続けるＨ２Ａロケット＝２８日午前１０時２１分、朝日新聞

安全保障上の理由から公表されていないが、地上にあるものを見分け

社機から、長沢幹城撮影

る能力は約１m から約０．６m に向上したと見られる。

1

打上げられたＨ２Ａロケット＝２８日午前１０時２１分、鹿児島県の種子島宇宙センタ、恒成利幸撮影
http://www.asahi.com/science/update/1128/SEB200911280008.html

[動画] 朝日 本社機「あすか」から

http://www.asahi.com/video/news/TKY200911280268.html

- - - - - - - - - - - 関連ニュース- - - - - - - - - - - Nov 28, 2009 10:57 GMT
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日本は 5 番目のスパイ衛星の打上げ成功

Japan launches fifth spy satellite successfully

Japan launched the Information Gathering Satellite (IGS 5)

Korean military activities.

Saturday successfully into orbit. IGS 5 aboard the H-IIA Launch
Vehicle No. 16 (H-IIA F16) at 10:21 a.m. on from the
Tanegashima Space Center. IGS is a satellite in a Japanese spy
satellite program. It was started as a response to the 1998 North
Korean missile test over Japan. The satellite program's main
mission is to provide early warning of impending hostile launches
in the neighborhood. IGS 5 is an optical observation satellite
equipped with improved resolution of 60 cm spy camera. This

Launch of the IGS aboarded H-IIA IGS-4A from the Tanegashima Space

new spy satellite enables Japan more detail observation of North

Center at Feb. 24, 2007. Credit: Wikipedia/Photo taken by …

http://www.technobahn.com/article/200911281057

- - - - - - - - - - - 関連ニュース- - - - - - - - - - - ロシア 11:5728/11/2009

Japan orbits satellite to spy on North Korea

中国 2009-11-28 10:48:39

Japan launches information gathering satellite

http://en.rian.ru/world/20091128/157018859.html
http://news.xinhuanet.com/english/2009-11/28/content_12553835.htm

韓国 2009/11/30 08:20 日本が情報収集衛星打上げ、北の軍事施設を監視 60 センチ大の物体も識別

http://www.chosunonline.com/news/20091130000009

------------------------------------------Nov 26, 2009 17:17 GMT
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MRO マーズ・レコネッサンス・オービタ・チームは防護用ファイルをアップリンク予定 Mars Reconnaissance Orbiter team plans uplink of protective files
The team operating NASA's Mars Reconnaissance Orbiter plans

called the "computer module interface controller," that controls

to uplink protective files to the spacecraft next week as one

which of two redundant main computers on the spacecraft is

step toward resuming the orbiter's research and relay activities.

active. Still undetermined is whether trouble lies with that

Since the orbiter spontaneously rebooted its computer on Aug.

controller itself or with a voltage glitch elsewhere on the

26, flight team engineers have been examining possible root

spacecraft. The Aug. 6 reboot, though not the other three,

causes and repercussions of that incident and three similar

prompted a switch from one computer to its backup twin. More

events this year on Feb. 23, June 3 and Aug. 6. Meanwhile, the

than 100 factors are under consideration as possible root

team has kept the spacecraft in a precautionary, minimally active

causes.(後略)

status called "safe mode." The four reboots involved a device,
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http://www.technobahn.com/article/200911261717
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By Frank Morring Jr.

WISE 宇宙望遠鏡がポインタとして使われる

WISE Telescope To Serve As Pointer

Astronomers plan to use data from NASA's upcoming Wide-field

"Infrared is a very powerful way of finding new asteroids," says

Infrared Survey Explorer (WISE) mission for decades to come as

Amy Mainzer of the Jet Propulsion Laboratory, the WISE deputy

a pointer to interesting objects in the sky for closer study. Set

project scientist. "Spitzer was only able to survey about 1

for launch into a 523-kilometer (325-mile) sun-synchronous orbit

percent of the entire sky in detail. So if you want to find large

as early as Dec. 7 on a Delta II rocket flying from Vandenberg

numbers of near-Earth objects like the asteroids and comets we

AFB, Calif., WISE will use its 40-centimeter telescope to give

expect to find with WISE, you need to survey a much larger area,

astronomers an infrared sky map with unprecedented detail to

and that's what WISE is going to do." In addition to pinpointing

cue the planned James Webb Space Telescope and other

dark asteroids, astronomers hope to learn more about the

narrow-field infrared observatories. "WISE will give us a road

density and other structure of asteroids, which Mainzer says

map that will be used by big telescopes - we have Hubble; we

could help in devising "mitigation campaigns for potentially

have Spitzer; we have Herschel, and we will have the James

hazardous asteroids." WISE was built by Ball Aerospace in

Webb Space Telescope - so that they can visit or point at the

Boulder, Colo., with its instrument provided by Space Dynamics

most interesting objects in the sky," says Edward Wright of

Laboratory of Logan, Utah. It will weigh 1,400 lb. at launch, much

UCLA, principal investigator on the mission. WISE is expected to

of it the Lockheed Martin cryostat that will preserve the

complete its all-sky survey in about six-months, well within the

solid-hydrogen coolant used to chill the focal plane and optics.

10-month operational limit set by the coolant supply. Collecting a
four-color image every 11 seconds, WISE will be able to study
objects ranging from distant ultra-luminous infrared galaxies rich
in the birth of new stars to cool brown dwarfs that may wind up
being the closest stars to the sun. The spacecraft is also
expected to spot some 100,000 new asteroids in the main
asteroid belt between Mars and Jupiter, and "hundreds" of
near-Earth objects that have not been previously detected.

Artist's concept of WISE: NASA

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/WISE112309.xml&headline=WISE%20Telescope%20To%20Serve%20As%20Pointer&channel=space
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By Peter B. de Selding

フランスは軍事宇宙への投資のパートナを求める

France Seeks Military Space Investment Partners

PARIS — French defense officials said they are on track to

vehicles alongside the U.S. GPS military code. French Air Force

increase military space spending by nearly 8 percent per year, on

Gen. Gerard Lapprend, head of the space division at the French

average, through 2014 but that the program and spending profile

joint defense staff, said early work as part of a program called

still depend in large part on whether other European nations

Omega is looking at various designs to place Galileo’s Public

agree to co-invest. With electronic intelligence and missile alert

Regulated Service (PRS) into chipsets already programmed for

demonstrator satellites already in orbit, France is ready to move

the U.S. GPS system’s military code. The Galileo satellite

forward on operational systems that are more likely to be built if

constellation, funded solely by Europe’s civil government

there is at least some contribution by other European Union

budgets, is unlikely to be operational before 2015. The financial

nations. In Nov. 25 briefings here, French Defense Ministry

and regulatory conditions surrounding military use of PRS are not

officials also said they have begun studying how to integrate the

yet clear. Nonetheless, French government authorities have long

future encrypted government-only service offered by Europe’s

said they plan to use PRS to complement the GPS military code

planned Galileo navigation and timing system into French military

for their hardware. French President Nicolas Sarkozy, in a

3

defense policy document published in June 2008, called for

reconnaissance system is an example both of what France hopes

French military space spending to double in the next decade. As

to achieve and of the challenges in space-based cooperation.

expected, it has been difficult to reconcile that strategic

The two-satellite Helios 1 program, whose Helios 1A satellite

direction given all of the other programs competing for a share of

was launched in 1995, featured Spanish and Italian contributions

the country’s annual defense budget. Marc Leclere, who heads

totaling 21 percent. But the 2 billion-euro Helios 2 program,

the space and operational information systems division at the

whose first satellite was launched in 2004, secured financial

French arms procurement agency, DGA, said current plans call

support totaling just 10 percent — 2.5 percent each from Italy,

for the military space budget to gradually rise to 600 million

Belgium, Spain and Greece. Italy and Germany struck separate,

euros ($892 million) by 2014, compared with 380 million euros in

bilateral agreements with France to exchange their national

2008. To that budget will be added 200 million euros per year for

radar-reconnaissance satellite data for access to Helios imagery.

work on dual-use space technologies managed by the French

The result is that six nations have access to Helios 2, whose

space agency, CNES, which has both a civil and a military

second satellite, Helios 2B, is scheduled for launch Dec. 9 as the

mandate. Leclere said the increase, which is called for inside

solo passenger aboard Europe’s heavy-lift Ariane 5 rocket. Each

France’s multiyear military spending plan adopted by the French

has its own Helios center that orders images that are processed

parliament, follows the general direction of Sarkozy’s 2008 policy

and sent to the satellite without having to disclose the target

document. The French joint defense staff is creating a Joint

areas to the other Helios partners. Germany and Italy are

Space Command to be operational by July to better coordinate

outfitting their reconnaissance imagery-reception facilities with

the use of France’s military space assets and to act as a

Helios 2 gear, and France has added antennas to receive imagery

referee among the different services and agencies demanding

from Italy’s Cosmo-SkyMed and Germany’s SAR-Lupe radar

access

Essaim

constellations. But despite the existing collaboration, these same

signals-intelligence demonstration satellites were launched in

six nations continue to struggle to create a common ground

2004 and are scheduled to operate until 2010. Another

infrastructure,

signals-intelligence demonstrator, called Elisa, is scheduled for

reconnaissance satellite systems. A letter of intent to create

launch in 2010. Essaim and Elisa are both French-only missions.

Musis was signed in November 2008. Leclere said a memorandum

By

operational

of understanding on Musis is likely to be signed in 2010, to be

signals-intelligence system, called Ceres, in orbit. Leclere said

followed by a contract to design the Musis architecture.

Sweden and Greece have both expressed interest in it, but that

Lapprend said France, which has already begun work on its

no commitments from them or any other European government

next-generation optical reconnaissance system, had agreed to

have been made. Meanwhile, two Spirale missile warning

delay until the last minute any system definition that would not

demonstration satellites were launched in 2009, and France

be compatible with Musis. He agreed that at some point, around

wants an operational system in geostationary orbit by 2019. No

the end of 2010, such decisions will need to be made to keep the

partners have been secured. France’s Helios optical and infrared

next-generation system on schedule.

to

2016,

them,

France

Lapprend

would

said.

like

to

France’s

have

four

an

called

Musis,

for

their

next-generation

http://www.spacenews.com/military/091127-france-seeks-military-space-investment-partners.html
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QuickScat の終焉は科学者ｋら海洋風データを奪う

Demise of QuikScat Deprives Scientists of Ocean Wind Data

By Debra Werner

http://www.spacenews.com/civil/091127-demise-quikscat-deprives-scientists-data.html

11/27/09 04:32 PM ET

個人企業による宇宙飛行の安全性調査の２つの聴聞

Two Hearings To Examine Private Spaceflight Safety
As the administration of U.S. President Barack Obama considers

private sector, two congressional panels will examine potential

outsourcing part of NASA’s manned spaceflight program to the

safety issues associated with commercial human spaceflight Dec.

4

2 during simultaneous hearings. Tough questions from lawmakers

Constellation program manager,will testify at the hearing, along

are expected at a House Science and Technology space and

with Brett Alexander, president of the Commercial Spaceflight

aeronautics subcommittee hearing on human-rating NASA and

Federation. Other panelists include former NASA astronaut and

commercial

retired U.S. Air Force Lt. Gen. Thomas Stafford;

launch vehicles and spacecraft. The subcommittee,

chaired by Rep. Gabrielle Giffords (D-Ariz.), will hear testimony
from current and former NASA officials versed in the agency’s
human-rating requirements process, including lessons learned
from developing safety standards for the space shuttle program,
assessing the safety of Russian Soyuz launch vehicles, and the

Thomas Stafford

NASA Aerospace Safety Advisory Panel member John Marshall;

process used to human-rate NASA’s Ares 1 rocket, part of the
agency’s 5-year-old Constellation program designed to replace
the aging shuttle with rockets and spacecraft optimized for the
Moon.

John Marshall

NASA safety and mission assurance chief Bryan O’Connor; and
Gabrielle Giffords

Giffords — the wife of NASA astronaut Mark Kelly — and other
members of the House panel have questioned the wisdom of
abandoning Ares 1 in favor of commercial transportation options,
a scenario outlined by a White House-appointed panel tasked

Bryan

with determining alternatives to NASA’s manned spaceflight

Joseph Fragola of Herndon, Va.-based information architecture

plans.

company Valador Inc. Also on Dec. 2, the House Transportation
and Infrastructure aviation safety subcommittee, chaired by Rep.
Jerry

Costello

(D-Ill.),

will

address

Federal

Aviation

Administration (FAA) oversight of the emerging space tourism
industry and the potential conflict between the FAA’s dual role
of ensuring aviation safety and promoting the burgeoning

Mark Kelly

In an Oct. 22 report, the panel urged Obama to consider making

commercial space market. At press time, the subcommittee had

a $5 billion investment in commercial transportation systems

yet to release its hearing charter or list of witnesses.

capable of ferrying astronauts to and from the international
space station by 2016, one year earlier than the panel predicts
Constellation can be up and running. Jeff Hanley, NASA’s
http://www.spacenews.com/policy/091127-two-hearings-examine-private-spaceflight-safety.html

11/23/09 12:30 PM ET

カナダの MDA 社はロシアの通信衛星向けのペイロードを製作予定

MDA of Canada To Build Payloads for Russian Telecom Satellites
http://www.spacenews.com/contracts/091123-mda-canada-build-payloads-russian-telecom-satellites.html

------------------------------------------Nov 25, 2009 12:35 GMT

ISS の新しいモジュール

technobahn

New ISS module

The Russian segment of the International Space Station is

astronaut during the third and final spacewalk for the STS-129

featured in this image photographed by a space-walking

mission. The Poisk Mini Research Module 2 (MRM2), docked to

5

the space-facing port of the Zvezda Service Module, is at top
center; and a Progress resupply vehicle is docked to the Pirs
Docking Compartment at bottom center. Zarya (partially
obscured by solar panels) is at right center. Earth's horizon and
the blackness of space provide the backdrop for the scene.

http://www.technobahn.com/apps/news/read?f=200911251235&n=4

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

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

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

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

Nov. 24, 2009 ボーイングは A-12 の事案の再聴取につき裁判拒否を訴える声明を出す

Boeing Statement on Appeals Court Refusal to Rehear A-12 Case
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=956
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新奇な英国の AESA アプローチが利益をもたらす

Novel U.K. AESA Approach Brings Benefits

The results of a still mainly classified U.K. program are spurring

package for the Tornado GR4A, but the project was shelved

the Defense Ministry and industry to pursue a novel design of

because of funding problems. ARTS also was being used as a

active, electronically scanned array (AESA) radar for the

risk-reduction effort in developing an AESA for the Eurofighter

Eurofighter Typhoon. The AESA design is already earmarked for

Typhoon. Trials of the radar may have continued even after the

the Saab Gripen NG. A Selex Galileo prototype AESA for the

Tornado upgrade was dropped. Enzo Casolini, Eurofighter

Gripen NG demonstrator has been installed on the aircraft. The

consortium chief, believes the swashplate configuration will be a

full design includes the company’s so-called swashplate

feature of the Typhoon AESA, although a number of options are

architecture that allows the angled antenna face to be rotated.

being considered.He says the consortium wants to field an active,

This addresses coverage and performance-degradation issues

electronically

encountered in fixed-array AESA radars. The swashplate design

ramjet-powered air-to-air missile in 2015. The AESA and Meteor

has already been test flown in the U.K. as part of a Defense

are seen as critical elements of Eurofighter export campaigns.

Ministry research program. The work was likely undertaken as an

Consortium officials are trying to secure orders from several

element of the Advanced Radar Targeting System (ARTS)

nations, including India and Japan, where the competition is sjpeg.

demonstrator project. AESAs offer greater detection ranges—on

In India, Typhoon is due for its flight trials in April, with further

the order of 50%—compared with traditional mechanically scanned

flight tests in Europe slated for the second quarter of 2010.

arrays, the ability to interleave tasks, far greater reliability and

Industry

reduced maintenance costs. The ARTS program was led by

swashplate-based AESA for the Typhoon can be completed

Qinetiq, with Selex providing the AESA. The radar was integrated

within 5-6 years. There is now pressure from some Typhoon

on a Tornado GR4A, with trials carried out in the U.K. and using

partners—particularly the U.K.—to finally chart a road map for

ranges in the U.S. Neither the Defense Ministry nor industry has

AESA integration. This, combined with export imperatives,

been willing to discuss any detail of the ARTS program. It was

creates a genuine sense of urgency to agree on a near-term

originally intended to form the core of the Reforger upgrade

strategy.

6

scanned
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radar
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The
Selex
Galileo
swashplate
AESA
concept, shown in the
Gripen NG configuration,
is also a candidate for a
Eurofighter
Typhoon
upgrade.
Credit: SELEX GALILEO
CONCEPT
Photo: Crown Copyright

Part of the internal debate on which approach to adopt may be

planned for the Lockheed Martin F-22 Raptor, but so far none

related to development timescale issues among the four partner

has not been fitted because of the associated expense. The

nations—Germany,

are

swashplate design, he contends, addresses the same main issues

suggestions that Germany may be advocating an approach based

at less cost. The swashplate employs a “repositioner” driven by

on the Captor-E program using a fixed array, arguing that

electric motors to negate this problem, along with providing other

development could be completed relatively quickly. Whether the

benefits. What still must determined is whether, and the extent

partners can actually agree on a common path for a Typhoon

to which, the reintroduction of moving components begins to

AESA is therefore uncertain. Discussing the benefits of the

erode the advantages in terms of mean time between failures of

swashplate approach, Bob Mason, Selex Galileo’s executive vice

mechanically scanned and AESA radars. Antenna movement is

president for marketing and sales, says fixed-array AESA

automated using software to optimize radar performance relative

technology suffers performance losses at wide-scan angles.

to the tasks. In the air-to-air arena, the ability to move the

“It’s just a fact of life,” he notes. Canting the antenna to

angled array gives advantages in beyond-visual-range missile

address

the

engagement, allowing the so-called F-pole to be maximized. This

performance drop off. One means of addressing this problem

is the distance between the launch aircraft and the target at the

would be to use side arrays. Mason notes that a side array was

time of missile impact.

radar

Italy,

Spain

cross-section

and

issues

the

can

U.K.

There

exacerbate

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/AESA112409.xml&headline=Novel%20U.K.%20AESA%20Approach%20Brings%20Benefits&channel=defense
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最初のプロトンの衝突

First proton collisions

The LHC circulated two beams simultaneously for the first time

beams and giving the experiments their first chance to look for

Monday, allowing the operators to test the synchronization of the

proton-proton collisions.

http://www.technobahn.com/article/200911240942

- - - - - - - - - - 関連ニュース- - - - - - - - - - - Nov 21, 2009 15:51 GMT

ＬＨＣが再稼動

technobahn

LHC running again

Particle beams are once again circulating in the world’s most

operation on Wednesday morning. A clockwise circulating beam

powerful particle accelerator, CERN1’s Large Hadron Collider

was established at ten o'clock this evening. This is an important

(LHC). This news comes after the machine was handed over for

milestone on the road towards first physics at the LHC,

7

expected in 2010.(後略)
http://www.technobahn.com/article/200911211551

------------------------------------------朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

韓三煕（ハン・サムヒ）論説委員

【萬物相】 科学技術の発展の法則
日本の民主党政権が、268 億円を計上していた次世代型スーパコン

府支援に依存するプロの科学者よりも、多額の資産を相続し、趣味で

関連予算を凍結したのに対し、ノーベル賞科学者 4 人が 25 日、東大

研究に取組むアマチュア科学者たちが、革新的な成果をもたらすケー

に集まって抗議声明を発表。工学博士の学位を持つ鳩山由紀夫首

スが多い、と指摘。大気の特性を解き明かしたヘンリー・キャヴェンディッ

相が就任したことで、大きな期待を寄せたにもかかわらず、裏切られた

シュ、『種の起源』を著したチャールズ・ダーウィンなどがそうだった。アルベ

というわけだ。一方、米の科学界では、オバマ政権がエネルギー分野に

ルト・アインシュタインもまた、スイス・チューリッヒの特許庁で働くかたわら、

連邦予算を集中的に投入する方針を打出し、歓迎ムードが広がった

休憩時間に趣味で研究に取組み、相対性理論を導出した。趣味で

という。英バッキンガム大学副総長で科学歴史学者テレンス・キリー教

研究に取組む科学者は、短期的な成果にこだわることなく、奇抜な発

授は、国家が表立って科学研究を支援する国の科学技術は、むしろ

想で研究に取組む傾向があるというわけ。2007 年現在、韓国政府の

衰退と主張した（『科学研究の経済法則』）。18－19 世紀、政府が科

研究・開発への投資額は 31 兆 3000 億ウォン（約 2 兆 3000 億円）で、

学アカデミーに多額の投資をし、科学専門誌を発行、化学研究所を

世界第 7 位。だが、昨年までに科学分野のノーベル賞を受賞した 528

設立した仏科学技術は、英に追越されてしまった。英は税金を減免す

人（27 カ国）の中に、韓国人は一人もいない。韓国科学界が、短期

る代りに、民間分野支援を行わないという「自由放任政策」で成功を

的成果を求める研究を重視しすぎているためだ、との見方も多い。韓

収めた。米もまた、政府が研究支援を拡大させた時期には経済が低

半島（朝鮮半島）先進化財団の専門家たちは、「研究・開発への支

迷した。公務員に資金援助を求めるためには、研究妥当性を立証す

援は、種をまくのと同じだと理解しなければならない」と指摘。すぐに成

るための莫大な報告書を提出し、審査委員らによる審査をパスして、

果を成遂げようとするのではなく、投資してもいつの間にか忘れ去られる

その上司たちの決裁を経なければならない。公務員たちは成果が保障

「はした金」程度に考えるのが望ましいというわけ。公務員たちが、自分

されて初めて予算計上する。政府に金を要求しようとする科学者たち

たちの目線や基準で干渉するようでは、創造的な基礎技術を確立す

は、結果がはっきりしている研究だけに取組むようになる。しかし、結果

るのは困難だからだ。

が予想できる研究は、真の科学研究とはいえない。キリー教授は、政
http://www.chosunonline.com/news/20091129000012

------------------------------------------2009 年 11 月 26 日

人民網日本語版

日本で国際ロボット展開催
国際ロボット展が 25 日、東京ビッグサイトで
開幕。約 200 の企業・研究機構がロボット研
究分野における最新成果を携え参加。ロボ
ット展は 4 日間に渡って開催。（編集 SN）

川田工業のロボット「Nextage」。15 の可動軸とカメラ 2 つがついている。
http://j.people.com.cn/95952/6825192.html

------------------------------------------中国・韓国 関連
------------------------------------------2009 年 11 月 27 日

人民網日本語版

中国の衛星測位技術、幅広く産業応用へ
26 日に開幕した「第 3 回宇宙情報技術国際学術会議」によると、ここ

星測位技術は幅広く応用され、相当規模の産業群が形作られた。26

数年の中国の宇宙情報技術には一連の重要進展があり、なかでも衛

日 中国新聞社伝。衛星測位技術は、精密農法、輸送管理、高度
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道路交通システム（ITS）、モバイル電子商取引、物流管理情報シス

システム（GPS）、衛星通信などの技術を核とし、現代人の情報伝達

テム、測量管理や経済・社会管理などに幅広く応用されるとともに、最

およびスピーディに広範な地球動態と測位情報を獲得する重要な手

も大規模な産業化を遂げた分野の一つとして、宇宙技術への応用が

段となり、ナノメートル(ナノテク？)やバイオテクと並んで世界最先端の

あげられる。中国航天科技集団公司(CASC)の袁副総経理によると、

三大科学とされる。宇宙技術とそれに関連するハイテク技術の急速な

世界の宇宙開発技術の持続的な進歩と宇宙経済時代の到来に伴

発展と相互融合に伴い、宇宙情報技術が今後、未来のハイテク技術

い、宇宙情報技術は衛星リモセン、地理情報システム、全地球測位

とその産業の新たな焦点となるに違いない。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6826174.html

------------------------------------------2009 年 11 月 26 日

人民網日本語版

中国の有人月面着陸の時期に関する 3 つの説
中国月探査プロジェクト首席研究者で中国科学院院士の欧陽自遠

着陸が可能ということ。

氏は 25 日、人民網の番組「美しい科学」に出演し、有人月面着陸計

（２）航天科技集団の葉培建院士は、2025 年が比較的適切という独

画について、国内に 3 説があることを明らかに。3 つの説は次の通り。25

自観点を発表。

日人民網伝。

（３）中国科学院が編纂した「50 年長期計画」には、中国が有人月面

（１）中国が 2020 年には有人月面着陸を実現できるという専門家がい

着陸を実現するのは 2030 年とする見方を提起。

るが、これはインドが言い出したことだ。また米航空宇宙局(NASA)のグ

欧陽氏によると、国はまだ明確な日程を公表していないが、すでに積

リフィン局長も「中国人が望むなら、2020 年に彼らは有人月面着陸を

極的な論証と準備が進められている。このことは総体的な状況を比較

実現できる」と講演で述べた。だがそれは「中国人が望むらなら」という

分析・検討する必要があり、以上の 3 説は各自の観点でしかなく、国

のが前提。つまり中国人が実現を決断すれば、2020 年には有人月面

の意志を代表するものではない。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6825227.html

------------------------------------------2009 年 11 月 26 日

人民網日本語版

中国に関する米議会の年次報告書は賢明でない「評価」
「米中経済安全保障再考委員会」と称する米議会の機関が先日、

ム不均衡として現れている。世界金融危機が発生して以来、中国は

中国に関する年次報告書を発表。367 ページの長きにわたるこの報告

一貫して、さまざまな措置によって経済成長を揺るがず刺激し、国際

書は、事実を無視し、偏見に満ちており、本来あるべき、責任を負う建

金融システム改革を揺るがず推進し、世界経済の均衡的な成長を揺

設的な姿勢とは正反対のもの。報告書は「中国の通商政策がもたら

るがす促してきた。中国の打出した一連の内需拡大、構造調整、成

す大幅な貿易黒字の招く不均衡によって、08 年に米国発の世界金

長促進、民生改善策は、すでに初歩的な効果を上げている。国際世

融危機が発生。中国が今後も大幅な貿易黒字政策を続ければ、世

論は、内需拡大によって経済成長を牽引する中国の政策は効果的

界経済の調整が阻害され、生産能力過剰を招き、新たな金融危機

であり、中国経済成長は世界経済回復に希望をもたらしたとの認識を

に向かうことになる」としている。また「中国が危機に対応するために実

共有している。世界金融危機の影響は依然深いレベルで続き、国際

行した景気刺激策は一部称賛を得たが、重点は輸出支援にあり、過

経済システムに内在する矛盾はなお根本的な解決を得ていない。主

剰生産能力を深刻化させ、全般的な問題をさらに悪化させるだけ」と

要準備通貨の発行国である米は本来、各種形式の保護貿易・投資

指摘。通商法の適用や WTO を活用し中国に圧力を加えることを、米

主義台頭を防止すべきなのである。然るに、この報告書はこれに相反

議会は政府に要請すべきとしている。基本的客観的事実や、米自体

している。中国に圧力を加えようとするその姿勢は、保護貿易・投資主

に存在する根本的な問題を明らかに無視し、世界金融危機発生の

義の猖獗を助長し、「米中経済・安全保障」の大環境を悪化させ、中

罪を中国になすりつけている。世界経済不均衡については、経済グロ

米両国民の長期的利益を損なうだけである。平和と安定、調和と協

ーバル化の深いレベルでの進展、国際的な産業分業・移転、国際資

力の国際発展環境の創出が、世界各国の発展と繁栄にとってプラス

本移動といった要素があるし、現行国際経済システム、主要経済体の

であることは、事実によってもうとっくに証明されている。世界経済の全

マクロ経済政策、各国の消費文化とも密接な関連にある。つまるところ、

面的回復が、なお多くの不確定・不安定要素を抱える中では、より建

不均衡の根本的原因は、南北間の深刻な開発不均衡にあり、それ

設的かつ寛容な姿勢で同舟相救い、力を合わせて試練に対応してこ

は一部の国の貯蓄と消費の不均衡、貿易収支の不均衡、さらには世

そ、賢明な「評価」といえる。（編集 NA）

界の富の分配の不均衡、資源保有と消費不均衡、国際通貨システ

[編注] 猖獗（しょうけつ）= （好ましくないものが）はびこって勢いが盛ん
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であること。

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?stype=1&dtype=0&dname=0ss&p=%E0%CB%E0%D5

http://j.people.com.cn/94474/6825102.html

[編注]

言及レポート： http://space-library.com/0911USCC_US=China_annual_report_2009.pdf

------------------------------------------2009 年 11 月 25 日

Science Portal

China

オープン 3D-GIS プラットフォームがまもなく公開
国内で 3D-GIS 技術をリードする、中国科学院リモセン応用研究所傘

設に力を入れ、3D 空間情報技術が政府管理、国土、教育、公共サ

下の北京国遥新天地情報技術有限公司が 2 年余の歳月をかけて

ービス、緊急管理など多分野に急速に浸透、EV-Globe 2.0 を代表と

開発したオープン 3D 空間情報プラットフォーム「EV-Globe 2.0」が 12

する数多くの 3D-GIS プラットフォームが誕生。3D-GIS は従来 2D-GIS

月 3 日、北京で正式公開される。EV-Globe 2.0 は国内初の上空と

に比べ客観的世界の表現がより実物に近くなり、立体造形技術によっ

地上、水中の情報が一体となった大型３D 空間情報プラットフォームで、

て地理空間現象が表示され、空間対象間の平面関係だけでなく、垂

2 次開発や空間管理、インタラクティブ・シミュレーション、技術サポート

直関係も映し出せるようになった。このほか空間対象に対し 3D 空間で

のオープン化という新特徴をもつ。このプラットフォーム技術は国の 863

の分析と操作が行えるのも 3D-GIS 特有の機能。CAD や他の科学計

技術と国家中小企業創新基金のサポートを受けている。EV-Globe

算可視化ソフトとは違い、複雑な空間対象を管理する能力や空間分

2.0 公開に伴い、「3D 空間情報プラットフォーム技術自主革新フォーラ

析する独特能力を備えている。このため、3D-GIS は今後各業界から

ム」開催も予定。24 日中国網伝。この 2 年、中国はデジタル都市建

注目を集めるだろう。

http://www.spc.jst.go.jp/news/091104/topic_3_01.html

------------------------------------------2009 年 11 月 24 日

人民網日本語版

中国軍、「第 4 世代戦闘機」の定義を発表
空軍関連部門の責任者は 23 日、このほどメディアで報道された「第 4

している。ロでは「MG-29」、「SU-27/30」を第 3 世代、「SU-35」など

世代戦闘機」とは、新型戦闘機「殲 10」改良型を指すことを明らかに。

第 3 世代改良型を第 4 世代とし、超音速巡航が可能で、ステルス性、

23 日新華網伝。世界主要軍事強国において、戦闘機世代分けは

超機動性を持つ戦闘機を第 5 世代としている。この責任者によると、

完全に一致しているわけではない。米では、中低空での飛行、亜音速

中国戦闘機は、主にロの装備を導入・模倣という基礎の上に自主的

時の機動性に長けた「F-15」、「F-16」を第 3 世代とし、超音速巡航

イノベーションを加えて発展させたものであり、メディアの言う第 4 世代戦

可能で、ステルス性、超機動性を持つ「F-22」、「F-35」を第 4 世代と

闘機とは「殲 10」改良型を指すという。(編集 SN）

http://j.people.com.cn/95952/6821900.html

又は

http://www.spc.jst.go.jp/news/091104/topic_2_04.html

------------------------------------------Nov 24, 2009

aviationweek.com

中国は新しい先進戦闘機を約束

Douglas Barrie/London

David A. Fulghum/Washington

China Promises New, Advanced Fighter

China has the resources and technology--some of it obtained

says a U.S. Air Force official. "It's not magic, but there's still a

quasi-legally and illegally--to build a fifth-generation fighter, say

lot of art in it." It remains to be determined if the People's

U.S. Air Force and intelligence officials. But Beijing's aerospace

Liberation Army Air Force (Plaaf) will pursue a fighter design

industry may be missing key skills needed for it to match the

optimized for low observability or how much it will be willing to

performance of advanced, Western-built combat aircraft. What

trade in terms of performance, supportability and delivery

neither Beijing nor the Western defense community yet knows is

schedule. The requirement--dubbed J-XX by the U.S. Office of

whether

Naval Intelligence in 1997--may well seek a more "balanced"

Chinese

technicians

can

generate

the

systems

engineering and integration capabilities required to actually build

approach

in large production numbers and arm advanced aircraft with

radar-cross-section reduction and the use of reapplicable

features similar to those of the aging B-2 and F-22 or the newer

coatings,

but less stealthy F-35 (AW&ST Nov.16, p. 26). "You need a

twin-engine delta-canard concept has previously been suggested

combination of the right shape, structural design, surface

to be the general design approach. While China is unlikely to field

coatings, aerodynamic performance and flight control system,"

a platform with F-22-like capabilities within 10 years--as

10

to

stealth,

rather

than

likely

focusing

pursuing

an

on

front-quadrant

all-aspect

design.

A

claimed by the Plaaf's deputy chief, Gen. He Weirong--a new
fighter is in development and may soon make its first flight, say
Chinese aerospace industry and U.S. intelligence officials.（後略）

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/CHFIGHT112409.xml&headline=China%20Promises%20New,%20Advanced%20Fighter&channel=defense

------------------------------------------091116AWST_

China_Inc._5th_Gen_Fighter

------------------------------------------Nov 20, 2009

aviationweek.com

Eric R. Sterner

視点： 中国との宇宙での結びつきに警戒せよ

Viewpoint: Be Wary Of China Space Ties

This autumn, China and the U.S. began moving toward greater

spaceflight program is a subsidiary of the People’s Liberation

cooperation in space. As China lifted a little more of the veil

Army. In that context, the risks of illicit technology transfer are

covering its space program, U.S. officials expressed a greater

considerable. Closer relations create greater opportunities for

desire to work together in exploring space. Presidential science

China to acquire sensitive technology. In 2007, the U.S. launched

adviser John Holdren floated the idea of increased cooperation in

the interagency National Export Enforcement Initiative, designed

human spaceflight last spring. The Augustine committee raised

to combat illegal trafficking in sensitive technologies. Within a

the idea again, and Presidents Barack Obama and Hu Jintao

year, charges were filed against 145 criminal defendants. Iran and

pledged to deepen space cooperation last week (see p. 33).

China were the intended destinations for most of the known

Unfortunately, there are ample reasons for the U.S. to keep its

illegal exports. The Justice Dept. noted, “The illegal exports to

distance. While the U.S. explicitly decided to separate its space

China have involved rocket launch data, space shuttle technology,

exploration

missile technology, naval warship data, [UAV] technology,

activities

from

the

military,

China’s

human
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thermal imaging systems, military night-vision systems and other

associated with nuclear and missile programs in Pakistan and

materials.” This is consistent with other Chinese activities,

missile programs in Iran; Chinese entities—which include private

including a massive 2005 cyber-raid on NASA’s computers that

companies,

exfiltrated data about the Mars Reconnaissance Orbiter’s

firmscontinue

propulsion system, solar panels and fuel tanks. The U.S. should

destruction]-related proliferation activities.” Remaining wary of

be concerned about such transfers for two reasons. First, they

China’s intentions does not mean the U.S. should opt for

will aid Chinese military modernization, particularly in areas

isolation, but it does argue against close space cooperation.

where the U.S. holds an advantage (see p. 29). The Defense

Instead, the U.S. should seek to increase transparency about

Dept.’s 2009 annual report on the Chinese military concludes,

China’s intentions and capabilities through military channels,

“The pace and scope of China’s military transformation have

share scientific data about the solar system (but not the

increased in recent years, fueled by acquisition of advanced

technology that collected the data), establish standards (such as

foreign weapons, continued high rates of investment in its

limiting orbital debris creation) that serve mutual interests, and

domestic defense and science and technology industries, and

possibly coordinate some activities such as lunar or Earth

far-reaching organizational and doctrinal reforms of the armed

science missions. Existing international frameworks enable all of

forces.” China has already lased U.S. satellites, demonstrated a

this, but China has resisted accepting the responsibilities that

direct-ascent kinetic anti-satellite weapon, and is working on

come with membership as a great space power. Aerospace

advanced microsatellites and formation flying. Collectively, these

technologies are high on China’s illegal shopping list. Until

present a significant threat to the space systems upon which the

China’s intentions are clearer and its behavior has verifiably and

U.S. depends for its conventional and strategic military

persistently changed, close cooperation entails risks that far

advantages—advantages that Chinese theorists clearly want to

exceed the potential benefits.

individuals
to

and
engage

state-owned
in

military

[weapons

of

export
mass

hold at risk. Chinese access to advanced U.S. civil and
commercial space technologies and experience, whether illicit or
approved, reduces the cost and increases the speed at which
China can climb the military research and development learning
curve. Second, China is a serial proliferator. Some technologies
could make their way to countries of even greater concern,

Eric R. Sterner is a fellow at the George C. Marshall Institute. He

including Iran and North Korea. The deputy director of national

held senior staff positions on the House Armed Services and

intelligence

Science committees, served in the Defense Dept. and was NASA

for

analysis

submits

an

unclassified

annual

proliferation report to Congress, known as the “721 Report.” The

associate deputy administrator for policy and planning.

most recent report states, “Chinese companies have been
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/Vwpt112309.xml&headline=Viewpoint:%20Be%20Wary%20Of%20%20China%20Space%20Ties&channel=awst

-------------------------------------------
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------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200911

2009-11-25-Wed h2a/h2b ロケット打上げレポート(11/25)

http://blog.livedoor.jp/h2a_f8/archives/51327156.html

■[ロケット] H-IIA 16 号機打上げ情報
RJJJ(ATMC)の航空路情報によれば、打上げは 11 月 28 日 10:21～10:35 (JST) とのこと。

Spaceflightnow(11/24)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0911/24otv/

Air Force space plane shooting for April launch
■[機関] USAF、X-37B の打上げを来年 4/19 に計画
Atlas 5 で打上げる小型再使用実験機。軌道上実験の後、自動での大気圏再突入、滑走路への着陸を行う予定。

CCW に 90°回転
The X-37B, or OTV, spacecraft is pictured in launch configuration at a Boeing Co. factory in August 2009. Credit: U.S. Air Force
Spaceflightnow(11/24)

http://www.spaceflightnow.com/proton/w7/

Another Proton rocket mission ends in success
■[ロケット] ILS 社、Proton ロケットによる Eutelsat W7 衛星打上げに成功
衛星質量は 5.6ton で、近地点高度 4900km の GTO に投入。

Proton 打上げで計画されていたものの、途中で SeaLaunch に切替え

SeaLaunch の経営破綻によるロケット切替が行われたが、打上げ契約

た経緯があり、必要作業がほぼ終わっていたため。

締結後 11 週間で打上げ。ただし、これは当該衛星が初期には

SpaceNews(11/16)

■[ロケット] SeaLaunch 社への出資グループには Excalibur Almaz 社が含まれるとの情報
先日 Chapter 11 にて再建中の SeaLaunch に出資者が出たことが報

ていることが情報筋により明らかに。独自有人宇宙船の輸送機として

道されたが、その出資者中にはソ連時代にキャンセルされた有人カプセ

SeaLaunch に関心がある。また、SeaLaunch 社は、出資者に同社の

ルを使った商業有人輸送を目指している Excalibur Almaz 社が含まれ

顧客は含まれていないとしている。

2009-11-24-Tue

SpaceNews(11/23)

■[ロケット] ULA 社、Atlas 5 商業打上げに成功
Intelsat-14 の打上げ。 コメント： ミッションオーバービューはこちら。約 6000 秒のコースト後の Centaur 再着火で衛星を所定軌道に投入。
2009-11-23-Mon

Spaceflightnow(11/20)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0911/20soyuz/

Soyuz rocket launches military payload to orbit
■[ロケット] ロシア、Soyuz ロケットによる軍用衛星打上げに成功
------------------------------------------今週の軍事関連ニュース
http://www.kojii.net/news/index.html
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------------------------------------------[転載・寄稿]

核開発を背景に巧みな外交戦略と心理戦に訴えるピョンヤンのリーダー
UPI4 09.11.23 高井三郎

日本の体制派は、北朝鮮の核開発の進展に対し、異常な危機感を抱

た。このため、米ソ両国は共に、実戦に使い難いにも関わらず、維持に絶

いている。彼らは、「１９８０年代の冷戦期に米国主導のＮＡＴＯが核戦力

大な負担のかかる戦略核兵器を削減する交渉、ＳＴＡＲＴ(The Strategi

を強化して、ソ連の中距離弾道ミサイル、ＩＲＢＭ、（Intermediate Range

c Arms Reduction Treaty) に入り、１９９１年に一定の合意に達した。

Ballistic Missiles)、ＳＳ－２０を東欧から撤去させた教訓にあやかり、
日本も領域に米国の核の持ち込み（introduction) を認め、その影響力

要するに、ＩＮＦの破棄は、ＳＴＡＲＴの交渉と決して無縁でなかった。
一方、ＩＮＦ交渉のさなかに、ソ連軍を中核とするワルシャワ条約軍（Th

により北朝鮮に核を放棄させよ！」と主張する。しかしながら、冷戦期の

e Warsaw

Pact Troops)の優勢な通常戦力（Conventional Forces)

欧州と現在の東アジアの戦略環境はもとより、ソ連と北朝鮮の特色(natu

が、即時、西欧に侵攻可能な態勢を採り、ＮＡＴＯ諸国に重大な脅威を

re)及び意図が著しく異なるので、この先例を適用することができない。

与えていた。更に、ソ連のリーダーは、有力な地上部隊をアフガニスタンに

この機会に、冷戦期の欧州における米ソ両国の核軍拡及び核軍縮

侵攻させて、西側の主要な原油供給源であるイランを狙うという別次元の

交渉の経緯を展望して見よう。米国は、１９７５年にソ連が、ＳＳ－２０、

戦略も展開した。したがって、米国のリーダーは、全般的な軍事情勢を分

４０５基の東欧への配備を完了して西欧に脅威を及ぼすに及んで、外交

析し、東西両陣営対立下の緊張を緩和する狙いから、ＩＮＦ交渉において、

戦略を発動し、１９８０年に対ソ核軍縮交渉に着手した。それと同時に１

自らの要求をソ連に対し、ＳＳ－２０の破棄を一方的に押し付ける事なく、

９８４年以降、西独領域にＩＲＢＭ、パ－シング１０８基及び西欧５ヵ国に

パ－シングとＧＬＣＭの破棄に応じたのである。

地上発射巡航ミサイル、ＧＬＣＭ（Ground Launched Cruise Missiles)、

翻って、多くの日本国民が懸念を抱く北朝鮮の力量を見るに、冷戦

トマホ－ク４６４基を配備して外交交渉を支える軍事的な対抗策も講じ

期のソ連とは似ても似つかず、アジア太平洋域の戦略環境も欧州とは異

たのである。

質の様相を呈している。先ず、北朝鮮は、例え核兵器を実用化しても、

交渉開始から７年後の１９８７年に米ソ両国の合意が成立し、１９９１

かってのソ連とは異なり、世界有数の軍事大国、米国相手に核戦争はも

年までに射程が５００ｋｍから５５００ｋｍまでの核弾頭及び通常弾頭を

とより、先端技術を活かす通常兵器の戦争を独力で戦う事ができない。

装着する弾道ミサイル及び巡航ミサイルが全廃された。それには、米国の

したがって、ピョンヤン当局にとり、六か国協議に見るとおり、大国相手の

パ－シング及びＧＬＣＭ合計８４６基並びに、ソ連のＳＳ－２０、ＳＳ－４、

狡猾な外交戦略下の交渉術こそ唯一の生きる道筋である。いみじくも、

ＳＳ－５、Ｓ－１２、ＳＳ－２３及びＡＳ－１５合計１８６４基が含まれてい

その英知には、伝統的なアジアの兵法の原理（The theory of the art

た。本合意は、中距離核戦力全廃条約(The Intermediate-Range Nu

of war) が活かされている。

clear Forces Treaty)、略称ＩＮＦ条約と呼ばれている。

北朝鮮のリーダーは、広島・長崎型の核攻撃により東京、大阪を灰

ところで、北朝鮮に対し核放棄を強いるため、日本領域への米国の核

燼に帰すとすれば、国際社会から人類の敵という烙印を押されて、厳しい

持ち込みを主張する向きは、ＩＮＦ交渉時のソ連が、米国によるパ－シング

報復攻撃の憂き目に遭い、自らの破滅を招くと確信しているに違いない。

とＧＬＣＭの配備に恐れを成し、素直にＳＳ－２０を撤去したという安易な

それでも、実際に使えない核兵器の脅威を背景とするピョンヤン当局の外

見方をしている。しかしながら当時の米ソを取り巻く戦略環境は、次に述

交戦略及び心理戦は、意外な効果を発揮している。それは、日本始め

べるとおり、決して単純な様相ではなかった。すなわち、両国は、政治、軍

各国の大衆の心理動向はもとより政治のリーダの思考も、必ずしも冷静

事の両要因を総合的に判断しながら、駆け引きを続けたので、交渉開始

かつ合理的な判断に基いていないからである。

から中距離核戦力の全廃に至るまでに、実に１０年を超える歳月を要し

これに対し、米国は、米本土のＩＣＢＭ及び戦略爆撃機に加え、太平

た。要するに両国は、自らの核兵器の一方的な廃棄による、交渉相手と

洋域のＳＳＢＮ(Nuclear Ballistic Missile Submarines)による核攻撃の

の相対戦闘力（relative combat powers) の低下を懸念したからである。 態勢を採っている。すなわち、今では、以前ＩＮＦ及び戦術核兵器の替りに、
注目すべきことに、ソ連は、本条約を、ＳＳ－４などの旧式ミサイルの大量

これらの戦略核兵器が、その役割を兼ねている。したがって、大方の主張

破棄による核戦力の合理化に利用し、外交上の得点も稼いでおり、した

と異なり、日本領域に核を持ち込む必要性はなくなった。然るに、米国の

がって、廃棄数は、ソ連の方が米国よりも多い。

戦略核兵器のプレゼンスは、北朝鮮の核開発を放棄させるには至ってい

なお、ＳＳ－２０が配備された１９７０年代半ばには、積年にわたる米

ない。その一つの理由は、ピョンヤン当局が、半島に対する核攻撃が至難

ソの核軍拡競争の結果、両国の核兵器の保有数が、各々２万基を超え

であると見ているからである。（注：２０００年９月１１日のＵＰＩ拙文を参照
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）■
------------------------------------------11 月 25 日 15 時 1 分配信 毎日新聞

＜防衛予算＞１０年度は現大綱を基に 政府が編成方針
北沢俊美防衛相は２５日午前、国会内で開かれた基本政策閣僚委

考えを示した。このほか、「必要な人員の確保」という表現で、削減が

員会で、１０年度の防衛予算は現行の「防衛計画の大綱」（防衛大

続く陸自の編成定数の維持も目指す。編成方針に関連し、福島瑞

綱）に基づいて編成する方針を提示。政府は既に防衛大綱と「中期

穂消費者・少子化担当相は、ミサイル防衛（ＭＤ）システムの地上配

防衛力整備計画」（中期防）見直しの１年先送りを決定しており、１０

備型迎撃ミサイル（ＰＡＣ３）の追加配備や在日米軍の駐留経費の一

年度予算については、個別の編成方針を策定することになっていた。

部を肩代わりする「思いやり予算」について、「無駄を省く方向で検討し

編成方針では、弾道ミサイル攻撃など新たな脅威への実効的な対応、

てほしい」と注文をつけており、今後、社民党との調整に時間を要する

国際的な安全保障環境を改善するための主体的取組みなど、現大

可能性がある。【仙石恭、田辺一城】

綱が定めた防衛力の役割を基本として、装備品更新などをすすめる
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091125-00000057-mai-pol

------------------------------------------11 月 25 日 12 時 32 分配信 ロイター

Ｆ３５搭載ソフト、共同出資国にも非公開へ＝米国防総省
［ワシントン ２４日 ロイター］ 米国防総省が、開発中の次世代戦

ョン・スクライバー氏は、ロイターとのインタビューで、同機のソフトウェア・

闘機Ｆ３５に搭載されるソフトにつき、同機を共同開発する英などにプ

プログラム公開を求めている英の要請には応じない考えを表明。さらに、

ログラムを公開しない方針であることが分かった。同省幹部が２４日、

「この方針はすべての国が含まれる」とし、英とともに計画に共同出資し

明らかに。Ｆ３５はレーダに捕捉されにくいステルス機能が特徴で、米ロッ

ている伊、蘭など７カ国にも公開しないと述べた。Ｆ３５については、日

キード・マーチンが開発している。 Ｆ３５開発計画の海外担当であるジ

本の防衛省も次期主力戦闘機として採用方向で調整している。
１１月２４日、米国防総省は世代戦闘機Ｆ３５に搭
載されるソフトウェアにつき、共同開発国にもプログラ
ムを公開しない方針であることを明らかに。
写真はロッキード・マーチンの工場で８月に撮影したＦ
３５の機体（２００９年 ロイター/Jessica Rinaldi）

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091125-00000218-reu-int

------------------------------------------2009/11/24 08:44

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

日本で次期主力戦闘機 F35 採用へ

東京＝鮮于鉦（ソンウ・ジョン）記者

F22 購入計画の霧散に伴うもの

共同通信が 23 日に報じたところによると、日本の防衛省は、中国の航

「F35 は開発中で配備が 10 年代半ばと見込まれる。このため性能の

空戦闘能力強化に対処するため、レーダに捕捉されないステルス機能

確定まで契約を先送りすべきだとの慎重論もあり 12 年度予算へ先送

を強化した F35 を次期主力戦闘機（FX）に選定する方針という。F35

りされる可能性も残っている」と同通信は報じている。日本は、老朽化

は、米・英・豪が共同で開発している戦闘機で、2010 年中旬配備予

した F4EJ 戦闘機を代替するため、米の F22 ステルス戦闘機を購入し

定、価格は 1 機当たり 90 億円と推定される。共同通信によると、防衛

ようとしたが、米国法が F22 輸出を禁じている上に、米政府が生産を

省は来月から F35 購入に向けた本格的手続きに入り、11 年度概算

中断し、輸入計画は霧散した。

要求に約 40 機分の購入予算を計上する案を進めているという。しかし、
http://www.chosunonline.com/news/20091124000013

又は

http://news.livedoor.com/article/detail/4465942/
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------------------------------------------2009/11/23 02:02

【共同通信】

防衛省、次期戦闘機Ｆ３５採用へ 約４０機の導入想定
防衛省は空自の次期主力戦闘機（ＦＸ）につき、次世代戦闘機Ｆ３５

約を先送りすべきだとの慎重論があり、１２年度予算へ先送りされる可

を採用する方向で調整に入った。１２月から選定作業を本格化させ、

能性も残っている。政府は新たな「防衛計画の大綱」とそれに基づき

２０１１年度の概算要求にＦ３５の契約金など関連経費を盛込みたい

部隊規模や経費などを明示する中期防衛力整備計画（中期防）の

考えだ。複数の防衛省・自衛隊関係者が２２日、明らかに。Ｆ３５はレ

策定につき、来年１２月へ１年先送りを決定している。次期中期防に

ーダに捕捉されにくいステルス機能が最大の特徴。中国が最新の第４

は、Ｆ３５の調達計画を明記する見通しだ。鳩山内閣は１年先送りに

世代機など航空戦力を増強させる中、防空能力向上が不可欠と判

伴い、装備品や自衛隊の運用で暫定的な基本指針を取りまとめ、１

断した。最終的には４０機程度の取得を想定している。ただＦ３５は開

０年度予算にはＦＸの調査費だけを計上予定。

発中で配備が１０年代半ばと見込まれる。このため性能の確定まで契
http://www.47news.jp/CN/200911/CN2009112201000383.html

- - - - - - - - - - - 関連ニュース- - - - - - - - - - - - - 09/10/04 | 共同通信配信 NEWS

「Ｆ３５性能情報料」で１０億円 米国、日本に異例の要求
空自の次期主力戦闘機（ＦＸ）選定で、日本が有力候補に位置付け

目指してきたが、米側はＦ２２輸出を禁じ、生産中止の方針も表明。

ている次世代戦闘機Ｆ３５の性能に関する情報提供料として、米政

Ｆ２２に次ぐ高性能機種はＦ３５で、日本政府は次善策として導入に

府が約１０億円を要求していることが３日、分かった。複数の日米関係

傾いた。政府は情報提供料支払いに応じるとともに、２０１１年度予

筋が明らかに。レーダに捕捉されにくいステルス性能については、購入が

算案からＦ３５購入経費を計上する方向で本格的な検討に入る。米

決まった段階で提供する意向も伝達した。今月２０日に来日するゲー

側が約１０億円の支払いを求めている情報は戦闘機の詳細な攻撃能

ツ国防長官と北沢俊美防衛相の会談で、Ｆ３５採用を軸に調整する

力に加え、一定の時間にどれだけ早く旋回できるかなど機動性に関す

見通し。輸入する装備で、情報提供として高額な代金を求められるの

る性能データとみられる。ステルス性能は高度の軍事機密のため、米

は異例。Ｆ３５が米に英豪などを加えた共同開発のためで、１０億円を

側は購入が確定した時点で開示する意向を伝えたという。Ｆ３５はこと

支払った場合、開発費の負担割合に応じて各国に配分されるとみら

し５月の日米防衛相会談で、ゲーツ長官が日本に推奨し選定が本格

れる。この要求に日本側では「足元を見られている」（防衛省筋）との

化した。

受止めも出ている。日本は当初、最新鋭ステルス戦闘機Ｆ２２導入を
http://mediajam.info/topic/1060799

又は

http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100301000790.html

------------------------------------------DefenseNews.com
24 Nov 2009 18:45

http://www.defensenews.com/

ボーイングと GD は A-12 ステルス機に関して最高裁判所に訴える計画

Boeing, GD Plan Supreme Court Appeal On A-12

By ANTONIE BOESSENKOOL

http://www.defensenews.com/story.php?i=4391932&c=AME&s=TOP

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

http://www.C4ISRJournal.com/

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

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

25-Nov-2009

イタリアは米に Reaper MQ-9 無人機の売却を要請

Italy requests Reaper sale from US

The Italian government has requested the sale of two General

unmanned aerial vehicles (UAVs), one mobile ...

Atomics Aeronautical Systems Inc MQ-9 Predator B (Reaper)

25-Nov-2009

オーストラリアは F-35A の最初のロットを発注

Australia orders first batch of F-35As

Australia is to buy an initial batch of 14 conventional take-off

(JSFs) at an estimated ...

and landing (CTOL) F-35A Lightning II Joint Strike Fighters
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24-Nov-2009

パキスタンは最初の国内製造 JF-17 を完成

Pakistan rolls out first home-produced JF-17

The Pakistan Air Force (PAF) formally took delivery of its first

The aircraft - also known ...

domestically assembled JF-17 fighter aircraft on 24 November.

23-Nov-2009

ウクライナは中国製 L-15 軍用訓練機の購入を検討

Ukraine considers Chinese L-15 purchase

Ukraine is considering acquiring the Chinese L-15 advanced jet

Force", Ukrainian Air Force ...

trainer, "but it must first enter service with the Chinese Air

23-Nov-2009

Sukhoi はロシア向けの Su-35S の製造を開始

Sukhoi begins Su-35S production for Russia

Sukhoi announced on 23 November that it has begun production

Military Air Forces (VVS). ...

of its Su-35S 'Flanker' multirole combat aircraft for the Russian

20-Nov-2009

ロッキード・マーチンはオーストラリアでのビジネスを３倍にする計画

Lockheed Martin to triple business in Australia

Lockheed Martin is planning to expand its business in Australia over the next few years to triple both the number of people it employs ...
------------------------------------------[平山ニュース]

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
若田飛行士
・11/25 内閣総理大臣顕彰(共,時,読,毎) // ・11/24 九大客員教授に就任(朝,共,西日本新聞) // ・11/24 福岡で講演
11/24 1419GMT 打上成功:通信衛星 W7(欧),Proton/Breeze M,Baikonur
[予定]
11/29 2100GMT 打上:通信衛星 Intelsat 15,Land Launch(Zenit3SLB),Baikonur
11/28 1000-1200JST 打上:情報収集衛星光学 3 号機,H2A 16 号機,種子島
11/27 1444GMT 帰還:Atlantis,STS-129(ISS ULF3),KSC
[EVENT]
11/30 応募締切(延長):第 2 回宇宙エレベータ・アイデアコンテスト>JSEA
11/29 まで ロケット展,富山市天文台
11/29 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」,名古屋市科学館
11/28-12/25 ISAS パネル巡回展 日時計の楽しみ,大洗わくわく科学館
11/26 JAXAi マンスリートーク JAXA 中村信一「人工衛星を支える縁の下の力持ち 追跡ネットワーク」
[学会]
11/30 申込締切:第 31 回太陽系科学シンポジウム,12/21-22,ISAS 相模原
11/30 申込締切:3rd International Symposium on System and Control
11/28-29 UNISEC ワークショップ,慶応大学
11/28 資源生物科学国際シンポ,岡山大

「宇宙植物科学研究最前線 宇宙での生活を目指して」

11/27 第 46 回 JSASS 関西・中部支部合同秋期大会,京都大学
11/27 申込締切:宇宙輸送シンポ,1/14-15,ISAS 相模原
11/27 申込締切:第 26 回宇宙利用シンポ,1/25-26,ISAS 相模原
[etc.]
11/27 新刊:「宇宙からの地球観測」ニュートンプレス
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------------------------------------------[中国宇宙開発-1]

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

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

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

------------------------------------------スペースシャトル「アトランティス」、無事に地球へ帰還（CNN.co.jp）28 日 - 13 時 27 分
情報収集衛星、打上げ成功＝鹿児島（時事通信）28 日 - 11 時 37 分
三菱重工業と宇宙航空研究開発機構は 28 日午前 10 時 21 分、種子島宇

げた。衛星は地球周回軌道に投入され、打上げは成功。

宙センタで、政府の情報収集衛星光学 3 号機を搭載した H2A ロケットを打上

Ｈ２Ａロケット打上げ 北監視の情報衛星搭載（産経新聞）28 日 - 10 時 58 分
情報収集衛星、打上げ成功＝光学 3 号機、解像度アップ－H2A で・種子島（時事通信）28 日 - 10 時 30 分
三菱重工業と宇宙航空研究開発機構は 28 日午前 10 時 21 分、鹿児島・

月から故障したまま。政府は地球上のあらゆる地点を、条件を問わず 1 日 1 回

種子島宇宙センタで、小雨の中、政府の情報収集衛星（IGS）光学 3 号機を

以上観測できるよう、光学 2 機、レーダ 2 機の計 4 機体制を目指しており、07

搭載した H2A ロケット 16 号機を打上げた。光学 3 号機は、国産では最新鋭セ

年 2 月のレーダ 2 号機打上げで実現したが、わずか 1 カ月で崩れた。レーダ 3

ンサ（望遠鏡）を搭載し、昼間の晴天時に地上の物体を数十 cm 四方まで識

号機は 11 年度打上げ予定。 同センタで記者会見した滝野欣弥官房副長

別、撮影できる。H2A から約 20 分で分離、地球周回軌道に投入され、打上げ

官は「今回の打上げ成功を機に、わが国の情報収集能力がより一層強化でき

は成功。 H2A はこれで 10 回連続成功。三菱重工にとって、衛星打上げ受注

ると考えている。4 機体制をきちんと取って、日本の安全確認のために努力して

活動にプラスとなった。 IGS は北朝鮮などを監視する偵察衛星。現在、第 1

いきたい」と話した。 IGS 打上げは 2 年 9 カ月ぶり。この間、北朝鮮は 2 回目

世代光学衛星 2 機、レーダ衛星 1 機の計 3 機が運用されており、光学 3 号機

の核実験を行ったほか、弾道ミサイルの日本海への発射を繰返した。宇宙軍事

は第 2 世代の最初。2003 年 3 月に打上げた光学 1 号機の後継機に当たり、

利用に道を開く宇宙基本法が昨年 8 月に施行されたが、光学 3 号機性能は、

解像度は 1m 四方から向上した。 しかし、第 1 世代レーダ 1 号機が 07 年 3

米商業衛星と大差ないレベル。

情報収集衛星、打上げへ＝鹿児島（時事通信）28 日 - 9 時 48 分
三菱重工業と宇宙航空研究開発機構は 28 日午前 10 時 21 分、種子島宇

機を打上げる。写真は打上げを待つ H2A ロケット（27 日夜）

宙センタで、政府の情報収集衛星光学 3 号機を搭載した H2A ロケット 16 号

発射台に移動する H2A ロケット（時事通信）28 日 - 9 時 48 分
ISS 補給のシャトル帰還＝来月は野口さん、ロシア宇宙船で－NASA（時事通信）28 日 - 0 時 26 分
H2A、28 日打上げ＝発射点に機体移動－種子島（時事通信）28 日 - 0 時 12 分
金星探査機 日本初の「あかつき」公開 来年打上げ予定（毎日新聞）27 日 - 19 時 50 分
野口宇宙飛行士 ロシアで最終試験 来月の打上げ控え（毎日新聞）27 日 - 19 時 12 分 *S11

*S11

金星探査機「あかつき」公開＝宇宙機構（時事通信）27 日 - 18 時 57 分 *S12
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*S13

*S12

*S14

金星探査機「あかつき」公開＝来年初夏打上げ宇宙機構（時事通信）27 日 - 18 時 3 分
ISS も感謝祭、地球帰還前のシャトル搭乗飛行士も一緒に祝福（CNN.co.jp）27 日 - 16 時 18 分
＜事業仕分け＞根拠の数字、間違ってました ＧＸロケット、判定見直しへ（毎日新聞）27 日 - 11 時 21 分
平野博文官房長官は２６日の記者会見で、事業仕分けで中止すべきと判断

用について「７００億円もの巨額の税金が投入されてきている」とされていた。平

されたＪＡＸＡの中型ロケット「ＧＸ」計画について、仕分け根拠となった資料に誤

野氏は「実際の税金投入は２６０億～２７０億円ぐらいで、あとは民間資金」と

りがあったとして、判定を見直す方向で政府の行政刷新会議（議長・鳩山由紀

指摘。その上で「ベースが違っているのでもう１回議論した上で取り組むべきテー

夫首相）で検討する意向を示した。資料は財務省が提出したもので、開発費

マだ。行政刷新会議で判断を戻してご議論いただきたい」と述べた。【横田愛】

野口さん、「星の町」で訓練＝ロシア（時事通信）27 日 - 10 時 43 分

*S13

仕分けで「廃止」ＧＸロケット、検討し直しへ（読売新聞）26 日 - 19 時 46 分
GX「廃止」は見直し＝税金投入額の資料に誤り－平野官房長官（時事通信）26 日 - 18 時 4 分
28 日午前 10 時 21 分に打上げ＝情報収集衛星搭載の H2A－種子島（時事通信）26 日 - 15 時 59 分
アトランティス、ISS とドッキング（ナショナルジオグラフィック 公式日本語サイト）26 日 - 11 時 37 分 *S14
若田さんに総理大臣顕彰を贈呈（時事通信）25 日 - 12 時 52 分 *S15

*S15

------------------------------------------[月探査]

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/science/lunar_exploration/?1256274287

------------------------------------------中国、2 回目の月探査を来年 10 月に実施へ（CNN.co.jp）27 日 - 16 時 33 分
北京（CNN） 中国は月探査第 2 期プロジェクトとして、探査衛星「嫦

100km ほど月面に近い軌道を周回する予定。第 3 期プロジェクトとして、

娥 2 号」を 2010 年 10 月に打上げる計画を明らかに。27 日付英字紙

2017 年には無人探査機で採集した月面の土や石を地球へ持帰るミッ

チャイナ・デーリ伝。中国は 2007 年、初の月探査衛星「嫦娥 1 号」を

ションが計画されている。同国は米、ロに続き、2003 年に有人宇宙船

打上げ。同衛星は月周回軌道から約 1 年 4 カ月にわたって観測デー

の打上げに成功。08 年には宇宙飛行士による船外活動も実施。

タを収集し、今年 3 月、計画通り月面に落下。嫦娥 2 号は、1 号より
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091127-00000009-cnn-int

-------------------------------------------
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[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

[北朝鮮核問題]

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

[核兵器]

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

[北朝鮮]

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

------------------------------------------飛行ショーの自衛隊機から尾翼落下…福岡

11 月 29 日 12 時 55 分配信 読売新聞 [編注] 「一人乗り」?,単座というボキャブラリがない？

２９日午前９時３５分頃、空自隊築城(ついき)基地（福岡県築上町など）で催

一帯に落下したとみられるが、今のところけが人や建物への被害の情報はないと

されていた航空祭で、基地上空を単独でショー飛行していたＦ１５戦闘機（一

いう。この戦闘機は部品落下の直後、同基地に着陸。乗員にもけがはなかった。

人乗り）の水平尾翼左前部と垂直尾翼左側のそれぞれの一部分が落下した。

航空祭はこの日午前８時から始まり、当時は約２万５０００人が来場。

築城基地や福岡県警豊前署によると、落下した部品はバラバラになって基地

＜ＩＡＥＡ＞エルバラダイ事務局長退任 核燃料保証で進展（毎日新聞）28 日 - 20 時 19 分
＜中朝＞軍部の緊密化、意図するのは「核問題への影響力保持」か―中国（Record China）28 日 - 1 時 14 分
来月、核軍縮新条約に署名＝期限前は困難－米ロ（時事通信）27 日 - 20 時 48 分
------------------------------------------2009 年 11 月 24 日

中国国際放送局 日本語版

米に小型核保有促す」
日本の『共同通信社』が 23 日に報じたところによると、麻生政権時代

末、在米日本大使館から 3 つの意見を聴取。意見は

の日本政府は米の「核の傘」を長期的に得るため、現在米が持たない

1.低爆発力の貫通型核が核の傘の信頼性を高める；

地中貫通型小型核の保有が望ましい、短距離核ミサイル退役も事

2.潜水艦発射の核トマホーク退役は事前に協議する；

前に日本と協議するよう、米議会「戦略態勢委員会」に求めていた。

3.核戦力や核作戦計画の詳細を知りたい。

また、同通信社記事によると、戦略態勢委員会ペリー委員長らは２月
http://j.people.com.cn/94474/6823143.html

------------------------------------------2009 年 11 月 24 日

中国国際放送局 日本語版

インド、「アグニ 2」中距離弾道ミサイル夜間試射に失敗
印メディアが 24 日報道したところによると、印は 23 日夜、東部のオリッ

術的故障で失敗。 現在、技術者は失敗原因につき分析中。

サ州試験場で初めて夜間に中距離弾道ミサイル「アグニ 2」を試射、技
http://j.people.com.cn/94474/6823145.html

------------------------------------------11 月 26 日 14 時 55 分 ロイター

冒険家「ジェットマン」、大陸間飛行に挑戦し落下
［マドリード ２５日 ロイター］ 背中にジェットエンジンを搭載した翼を

功した。

付けて飛び、「ジェットマン」の通称で知られるスイス人冒険家イブ・ロッ
シーさん（５０）が２５日、この方法で大陸間を移動するという人類初の
挑戦をしたが、落下したことが分かった。 ロッシーさんは、アフリカ大陸
からスペインを目指してジブラルタル海峡を渡る予定だったが、サポート
チームによると、モロッコ上空で小型飛行機から飛び立った直後にトラブ
ルが発生。公開ビデオ映像では、雲の間を飛んでいたロッシーさんが、
海上のパラシュートの近くで浮かんでいる姿に切替わり、ヘリで救助され

１１月２５日、スイス人冒険家イブ・ロッシーさんがジェットエンジン搭載の翼を装

るまでが映し出された。かつて空軍パイロットを務めていたロッシーさんは、

着して大陸間を移動する飛行に挑戦したが、落下したことが明らかに。写真は

無傷だったという。ロッシーさんは２００８年に英仏海峡横断に挑み、成

空港で機材を準備するロッシーさん（２００９年 ロイター/Rafael Marchante)
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091126-00000451-reu-int

- - - - - - - - - - - 関連ニュース- - - - - - - - - - - - 25 November 2009

news.bbc.co.uk

[編注] 動画、 今回は飛行に失敗して、海に落ち、ヘリで救助されているが、命に別状ないようで。

Yves Rossy はアフリカ-欧州の飛行に失敗

Jetman Yves Rossy fails in Africa-Europe flight attempt

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8378974.stm?ls

前回の英仏海峡横断の成功した飛行

Pilot completes jetpack challenge

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7637327.stm

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

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

------------------------------------------ボズワース代表は烏山から軍用機で訪朝、RFA（聯合ニュース）29 日 - 11 時 52 分
普天間移設、調整本格化＝首相、30 日に知事と再会談（時事通信）28 日 - 21 時 3 分
普天間の年内結論 首相「状況でない」（産経新聞）28 日 - 17 時 59 分
オバマ政権下でも虐待か＝アフガン 2 少年が証言－米紙（時事通信）28 日 - 16 時 43 分
キューバで「米軍侵攻」想定の大規模軍事演習、3 日間（CNN.co.jp）28 日 - 13 時 48 分
＜ドイツ＞労働相が辞任 アフガン空爆の虚偽報告で引責（毎日新聞）27 日 - 23 時 21 分
日米密約で有識者委が初会合 １月中に報告書提出（産経新聞）27 日 - 18 時 54 分
在外米軍に感謝祭の特別料理 オバマ大統領も激励の電話（CNN.co.jp）27 日 - 15 時 0 分
在日米軍「思いやり予算」切り込まず…事業仕分け（読売新聞）26 日 - 22 時 37 分
思いやり予算は見直し ＰＡＣ３は政治判断（産経新聞）26 日 - 21 時 39 分
思いやり予算「見直し」（時事通信）26 日 - 21 時 32 分
思いやり予算「見直し」＝PAC3 追加、判断せず－事業仕分け（時事通信）26 日 - 17 時 25 分
米軍増派でも敗北変わらずと、潜伏のタリバーン最高指導者（CNN.co.jp）26 日 - 16 時 48 分
グアンタナモ収容所、閉鎖担当者が辞任（CNN.co.jp）26 日 - 16 時 45 分
思いやり予算「仕分けになじまない部分も」平野官房長官（産経新聞）26 日 - 12 時 18 分
日米合意基盤に「第三の道」＝普天間移設で防衛相（時事通信）26 日 - 11 時 38 分
思いやり予算「仕分け意味ある」＝首相（時事通信）26 日 - 10 時 36 分
中国新型軍用訓練機、海外でのライセンス生産を認可へ―米国誌（Record China）26 日 - 3 時 9 分

Record China

[編注] 上はＭＨＩ T-2 かなり似た感じも

中国 L-15

平野官房長官、普天間移設予算の仮置き計上に含み（産経新聞）25 日 - 21 時 11 分
米国防総省、アフガンへ 3 万 4 千人規模の増派計画（CNN.co.jp）25 日 - 20 時 30 分
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Ｆ３５の“頭脳”共有せず 米国防総省（産経新聞）25 日 - 19 時 22 分
普天間移設 平野官房長官、１２月上旬にも沖縄訪問へ（毎日新聞）25 日 - 18 時 59 分
小沢幹事長と岡田外相が会談 普天間問題など意見交換（産経新聞）25 日 - 18 時 25 分
アフガン増派、米国民の世論分かれる 世論調査（CNN.co.jp）25 日 - 15 時 54 分
Ｆ３５搭載ソフト、共同出資国にも非公開へ＝米国防総省（ロイター）25 日 - 12 時 32 分
＜普天間移設＞米国防総省で日米局長級協議（毎日新聞）25 日 - 11 時 51 分
＜米大統領＞アフガン出口戦略発表へ 増派３万４０００人か（毎日新聞）25 日 - 11 時 46 分
普天間移設で事務レベル協議＝日米（時事通信）25 日 - 11 時 36 分
NATO にもアフガン増派要請へ 米軍関係者語る（CNN.co.jp）25 日 - 10 時 42 分
アフガン増派策は「包括的な戦略」に 米大統領（産経新聞）25 日 - 9 時 17 分
米軍演習場を立入り調査＝基地外住宅地の車被弾で－沖縄県警（時事通信）24 日 - 21 時 9 分
「普天間」協議で訪米＝外務・防衛局長（時事通信）24 日 - 19 時 48 分
「日米密約」外務省が有識者委員会設置（産経新聞）24 日 - 18 時 13 分
普天間問題、沖縄訪問を検討＝鳩山首相（時事通信）24 日 - 16 時 56 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

11/26 「コラム」更新

・朝雲寸言 // ・気候変動と普天間 // ・ミャンマーの新局面
------------------------------------------[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(1125)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ペンタゴン JSF プログラム 秘密事項の情報開示に慎重

Pentagon to keep JSF codes secret, even in sales to allies

The Pentagon says it is standing by its decision not to provide other countries with access to software codes necessary for the
maintenance and upgrading of stealth fighter aircraft, even though those countries have invested millions in the development of the
aircraft and plan to purchase the planes. One expert said the decision could be linked to concerns about sharing sensitive information
and pressure to protect American aerospace jobs, but Britain has threatened to cancel its order for 138 of the planes unless it can
maintain them on its own. The Ottawa Citizen (Canada) (11/24)
ボーイング、ゼネラル・ダイナミックス 1991 年の法廷闘争（ステルス技術をめぐる）に不問を提案
Boeing, General Dynamics dealt setback in stealth case
Boeing and General Dynamics said they will appeal a ruling by a federal appellate court to not rehear their appeal on a lawsuit stemming
from a Navy contract. The 1991 lawsuit followed the Navy's termination of a contract to develop the stealth bomber. "The Court of
Appeals' decision is clearly wrong as a matter of law, and it has broad implications for all forms of government contracting nationwide,"
said Boeing General Counsel J. Michael Luttig. Reuters (11/24)
中国の第 5 世代戦闘機の開発 試験飛行まじかというが

As China works on new fighter, experts express doubts

U.S. defense and intelligence officials believe China has the capability to produce a fifth-generation fighter, though doubts remain
whether the country has the knowhow to balance high tech with high production numbers. "You need a combination of the right shape,
structural design, surface coatings, aerodynamic performance and flight control system," says one Air Force official. "It's not magic, but
there's still a lot of art in it." China says its new fighter is already in the works and may soon begin flight tests. Aviation Week & Space
Technology (11/24)
US エア 飛行機の新規発注 54 機分を納期先き送り、アップグレードを遅らす

US Airways scales back fleet upgrade, deferring 54 new jets

US Airways says it will reduce capital outlays over the next three years by $2.5 billion by deferring delivery of 54 Airbus jets. The carrier
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will still take delivery of 28 A320 and A330 aircraft by 2012 and says financing for those planes is already in place. "We ... believe this is
a more manageable delivery rate given the current economic environment," says a company executive. Chicago Tribune/The Associated
Press (11/24) , Air Transport World (11/25)
ビジネス機分野でもカーボン削減取り組みにコミット

Business aviation groups vow to reduce carbon emissions

The International Business Aviation Council is teaming up with the General Aviation Manufacturers Association in pledging to make
significant carbon reductions on top of the 40% of improved fuel efficiency that the industry has achieved in recent years. The groups
vowed to achieve carbon-neutral growth and a 2% per year improvement in fuel efficiency by 2020, along with 50% reduction of carbon
emissions by 2050, compared to levels in 2005. AviationWeek.com (11/24)
エアラインの株価が発着定時性との関連すると、学会で発表

Study: Flight delays affect airlines' stock price

A study by four business school professors in the U.S. and U.K. finds that extended flight delays can push down the stock price of
airline companies. "Customers make future buying decisions based on the service they experience," explained one of the authors of the
study, which has not yet been published. "If an airline performs poorly in January, after a month or two it starts to affect sales." It
takes about six months for revenue to return previous levels, the study finds. Reuters (11/24)

SmartQuote
"A thankful heart is not only the greatest virtue, but the parent of all the other virtues."
感謝する気持ちは、単に徳の表れというだけでなく、すべての徳の源泉である。
--Cicero,

Roman orator

ローマ哲人：キケロ

DL(1124)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

エアフランスーKLM 航空 乗客乗せた通常運航の期待に初のバイオ燃料使用
Air France-KLM carries first passengers on biofuel test flight
A KLM 747 took off from Amsterdam's Schiphol Airport on Monday with a 50/50 biofuel blend in one of its four engines -- reportedly
the world's first such test flight with passengers on board. KLM's CEO and the Dutch economic affairs minister were among the 40
passengers on the historic flight, which was partially powered with fuel derived from the camelina plant. Air Transport World (11/24) ,
USA TODAY/The Associated Press (11/23)
エンブレア 170 機のエンジンコントロールに新しいソフトウエアの装着を FAA 命令

FAA mandates new software for some Embraer jets

Engine-control software on more than 250 Embraer 170 jets must be replaced to guard against sudden loss of engine thrust, the FAA
said Monday. The final rule, which goes into effect late next month, requires the changes be made within 600 hours of flight time. The
Wall Street Journal (11/24)
飛行パターンカスタマイズの専門ベンダーNAVERUS が GE Aviation に買収される

Naverus acquired by GE Aviation

GE Aviation has acquired privately held Naverus Inc., a pioneer in helping airports and airlines develop custom flight patterns that
reduce delays and fuel consumption. Required navigation performance, or RNP, technology is considered essential in the switch from
ground-based radars to satellite-based air traffic control. The Wall Street Journal/Dow Jones Newswires (11/23)

SmartQuote
"If a cluttered desk is the sign of a cluttered mind, what is the significance of a clean desk?"
もし乱雑な机上状態がその人の心が乱雑なしるしだというなら、奇麗に片付いた机の人の心はどんなだろう。
--Dr. Laurence J. Peter,

Canadian educator

カナダ教育者ドクター ローレンス J ピーター

DL(0814)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SmartQuote
"Life itself is the proper binge."
適当な（許される範囲の）食べ過ぎ、飲みすぎ、それはまさに人生そのものだわ
--Julia Child,

American chef

アメリカ料理人 ジュリア・チャイルド

DL(0811)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SmartQuote
"A bore is a man who deprives you of solitude without providing you with company."
退屈でうんざりさせる人というのは、あなたと付き合いでもないのにあなたから静かさを奪う人のことである。
--Gian Vincenzo Gravina,

Italian man of letters and jurist

イタリア人文・法学者 ジアン・ウ゛ィンツェンゾ・グラウ゛ィーナ

DL(0810)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SmartQuote
"Wisdom consists not so much in knowing what to do in the ultimate as knowing what to do next."
知恵というのは身に迫った次に何をすべきかにあって、究極的に何をすべきかといことを対象としない。
--Herbert Hoover,

31st U.S. president

フーバー 第 31 代米国大統領

DL(0801)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SmartQuote
"Memory feeds imagination."
思い出はイマジネーションをうみだす
--Amy Tan,

American writer

アメリカ作家 エイミー・タン

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

TIROS

Space Information

09.12

http://tiros.zarya.info/./index.htm

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

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

National Security
International
Space Station / Shuttle

Russia & engine tests for Angara rocket RIA Novosti 27 Nov 2009

Shuttle Atlantis Returns to Earth VOA 27 Nov 2009

China plans to launch 2nd lunar orbiter in 2010 RIA Novosti 27 Nov

Soyuz TMA-17 crews take final tests RIA Novosti 26 Nov 2009

2009

Shuttle Atlantis Returning to Earth After ISS Visit VOA 25 Nov

Kazakhstan & Baikonur spat with Russia RIA Novosti 25 Nov 2009

2009

Russia launches Eutelsat satellite RIA Novosti 24 Nov 2009

Atlantis separates from ISS, due Friday RIA Novosti 25 Nov 2009

Industry

NASA astronauts complete final spacewalk RIA Novosti 24 Nov

Lockheed Martin Launches Intelsat 14 Lockheed Martin 23 Nov

2009

2009

Science

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

http://www.spacetoday.net/articles_bycategory.php?cid=18
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------------------------------------------Friday, November 27

Aerospace Daily — 4:47 pm ET (2147 GMT)

France Seeks Military Space Investment Partners

Tuesday, November 24

Space News — 5:12 pm ET (2212 GMT)

Air Force space plane shooting for April launch

Wednesday, November 25

Spaceflight Now — 4:31 am ET (0931 GMT)

Third WGS Spacecraft To Launch Dec. 2
------------------------------------------[中国宇宙開発-2 spacetoday.net: China]

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

------------------------------------------Friday, November 27

China to take next leap in moon probe
China Daily — 8:21 am ET (1321 GMT)

China to launch second lunar probe in 2010: report
Xinhua — 8:18 am ET (1318 GMT)

China plans to launch second lunar orbiter in 2010
RIA Novosti — 8:04 am ET (1304 GMT)

------------------------------------------[Quotes from the Old/New Testament]
Ecc.12:1
Mal.4:4

覚えよ

Remember now your Creator in the days of your youth, ・・・
Remember the Law of Moses, My servant, ・・・With the
statutes and judgements.

25

あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ。・・・
あなたがたは、わがしもべモーセの律法、・・・彼に命じた定めとおき
てとを覚えよ。

