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2009 Orbital Commercial Launches

Manufacturer Market Share of Satellites Launched Through November 30, 2009
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Selected Satellites with Regulatory Activity During November 2009

Description of Selected Regulatory Activity for November 2009

Location

Activity

Intelsat 1R
Intelsat 15

Satellite

50 WL
274.85 WL

Intelsat 709

305.15 WL

Intelsat applied to relocate Intelsat 1R from 45 WL to 50 WL.
The FCC granted Intelsat’srequest for authority to launch and operate Intelsat 15 at
274.85 WL (85.15 EL) as a replacement for Intelsat 709.
Intelsat applied for permanent authority to relocate Intelsat 709 from 274.85 WL (85.15
EL) to 305.15 WL (54.85 EL) after the launch of Intelsat 15 at the former location..

derived from Futron’s FCCFilings.com service
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aia-aerospace.org

コンステレーションの安全性に関して NASA の態度急変にそしりを受ける

NASA accused of flip-flop on Constellation safety

A 2005 NASA report found that it could take seven flights of the

by contrast, NASA asserts that the Constellation system will be

next-generation Ares I rocket before the new vehicle exceeds

safe for astronauts after just one unmanned flight -- a key

safety standards to serve as a space shuttle replacement. The

contention in the agency's battle against using commercial

study recommended five unmanned cargo flights in addition to

rockets, as recommended by the Augustine Commission. Orlando

two test launches to ensure safety before astronauts were

Sentinel (Fla.)/The Write Stuff blog (12/1)

allowed to board an Orion crew capsule atop the Ares I. Today,
[関連リンク先]

Dec 1, 2009

First flights of NASA's Ares rocket: less safe than space shuttle?

http://blogs.orlandosentinel.com/news_space_thewritestuff/2009/12/first-flights-of-nasas-ares-rocket-less-safe-than-space-shuttle.html

-----------------------------------------091202

aia-aerospace.org

米国防衛オーソライゼーション法は衛星を USML(米武器リスト)からはずす検討を要す
National Defense Authorization Act Requires Study on Removing Satellites from USML
In a long-awaited development, language in the Fiscal Year 2010

base for the development of critical space technologies that

National Defense Authorization Act conference report requires

keep America safe and competitive. However, barriers to export

an assessment of the national security implications of removing

for U.S. products have prompted the growth of foreign space

satellites and related components from the U.S. Munitions

capabilities to fill critical market needs overseas. As a

List.The

which

consequence, U.S. market share—particularly in the commercial

technologies may be candidates for removal from the munitions

satellite industry—has dropped precipitously since the late 1990s.

list. While ultimately legislation will still be needed to adjust

Unless U.S. space export control restrictions are updated, there

controls for commercial satellites, AIA believes the study

is every reason to expect this trend to continue.

requirement is a good indication of an open-minded view in

administration directed the National Security and National

Congress to improving the system.

AIA has long argued that

Economic Councils to conduct an interagency review of the

restrictions on space technologies have weakened the U.S. space

export control system, action promised during the 2008

industrial base and must be updated. Specifically, both industry

presidential campaign by then-candidate Obama. AIA continues

and government have concerns that the 1998 law that landed

to work with Congress to support the passage of legislation

commercial satellites on the munitions list alongside firearms and

needed to empower the administration to move from a

fighter jets has unduly hampered both U.S. economic growth and

one-size-fits-all control on commercial satellites and related

national security. The U.S. relies on a healthy space industrial

components to a system that ensures the right technologies are

report

also

requires

an

assessment

of

2

Recently the

controlled in the right way.

While the House of Representatives

passed a bill earlier this year that would make major strides
towards modernizing export control for space systems, similar
provisions have yet to be passed in the Senate. Clearly, some
important steps have been taken this year to move towards a
modernized export control system, but much remains to be done.
Industry stands ready to help the U.S. reach its full potential, not
only for commercial satellites, but also for the entire space
industry.
http://www.aia-aerospace.org/newsroom/publications/aia_eupdate/november_2009_eupdate/national_defense_authorization_act_requires_study_on_removing_satellites_from_usml/
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マーズ・ローバ： Spirit の砂地からの脱出への努力継続

Mars rover: Free Spirit effort continues

NASA announced Tuesday that [Mars rover] Spirit's right-rear
wheel stalled again on Sol 2099 (Nov. 28, 2009) during the first
step of a two-step extrication maneuver. This stall is different in
some characteristics from the stall on Sol 2092 (Nov. 21). The
Sol 2099 stall occurred more quickly and the inferred rotor
resistance was elevated at the end of the stall. Investigation of
past stall events along with these characteristics suggest that
this stall might not be result of the terrain, but might be internal
to the right-rear wheel actuator. Rover project engineers are
developing a series of diagnostics to explore the actuator health
and to isolate potential terrain interactions. These diagnostics
are not likely to be ready before Wednesday. Plans for future

NASA's Mars Exploration Rover at 2,099th Martian day.

driving will depend on the results of the diagnostic tests.(後略)

Credit: NASA/JPL-Caltech

http://www.technobahn.com/article/200912031619
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technobahn

Mars Odyssey Orbiter は自身をセイフ・モードにする

Mars Odyssey Orbiter puts itself into safe mode

NASA's Mars Odyssey orbiter put itself into a safe mode on

computer. The spacecraft reported that the reboot had been

Saturday, Nov. 28, and the team operating the spacecraft has

completed successfully. "This event is a type we have seen

begun implementing careful steps designed to resume Odyssey's

before, so we have a known and tested path to resuming normal

science and relay operations within about a week. Engineers have

operations," said Odyssey Project Manager Philip Varghese of

diagnosed the cause of the Nov. 28 event as the spacecraft's

NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. Odyssey has

proper response to a memory error with a known source. The

been orbiting Mars since 2001. In addition to its own major

likely cause is an upset in the orbiter's "memory error external

scientific discoveries and continuing studies of the planet, the

bus," as was the case with a similar event in June 2008. In safe

Odyssey mission has played important roles in supporting the

mode over the weekend, Odyssey remained in communication

missions of the Mars rovers Spirit and Opportunity and the

with ground controllers and maintained healthy temperatures and

Phoenix Mars Lander. Until Odyssey is available again as a

power. To clear the memory error, the team commanded

communications relay, Spirit and Opportunity will be operating

Odyssey today to perform a cold reboot of the orbiter's onboard

with direct communications to and from Earth.

3

Artist rendering of Mars Odyssey. Credit: NASA
http://www.technobahn.com/article/200912021340

------------------------------------------Nov 30, 2009 12:48 GMT
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スェーデンが無重力環境での実験に絡んでロケット打上げ

Sweden launches rocket with experiments in weightlessness world

The Texus-46 sounding rocket was launched on 22 November at

last week and some adverse weather, but finally we were able to

12:30 CET from the Esrange space centre in Swedish Lapland to

launch the rocket. According to preliminary analysis, the

provide 388 seconds of microgravity for its two experiment

scientific results are very good.“ “The fuselage of the rocket

payloads. Texus-46, the latest in the series of ESA-funded

housing the experiments has been hoisted back to Esrange by

sounding rockets, soared into a blue sky on Sunday, when the

helicopter and the de-integration work of the experiments has

unpredictable weather of early winter finally allowed launch after

been already completed showing excellent conditions of the

a seven-day wait. “The launch was very smooth, all systems

experiment modules,” said Martin Zell, Head of Research

functioned perfectly and luckily the weather cooperated, too,”

Operations Department of the Directorate of Human Spaceflight.

said Antonio Verga, ESA’s sounding rocket project manager.

（後略）

“We had some problems during the preparation of experiments

4

ESA/DLR-funded Texus 42 sounding rocket launches from
Esrange, east of Kiruna in northern Sweden on 1 December 2005
at 10:06 Central European Time. On board is the first IMPRESS
experimental payload, the…

The TEXUS 43 sounding rocket was successfully launched 11 May 2006 from the
Swedish Space Corporation's (SSC) launch facility Esrange …

http://www.technobahn.com/article/200911301248

------------------------------------------Dec 1, 2009 16:52 GMT
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X-37B は打上げ準備完了

X-37B ready to launch

The X-37B orbital test vehicle in Boeing’s Huntington Beach,
California plant last August. The adaptor at its base will link it to
an Atlas V booster. The first flight of the X-37B is scheduled for
April 2010 on an Atlas V rocket from SLC-41 at Cape Canaveral
Air Force Station. The spacecraft will be placed into low Earth
orbit for several days of testing, then it will be de-orbited for
landing. The landing is to occur on a runway at Vandenberg Air

The X-37B orbital test vehicle in Boeing’s plant.

Force Base with Edwards Air Force Base as the alternate site.

Credit: U.S. Air Force

Artist concept of X-37 vehicle on the orbit. Credit: Boeing Phantom Works

Artist concept of the X-37 advanced technology flight demonstrator
re-entering Earth's atmosphere. Credit: NASA/MSFC

http://www.technobahn.com/apps/news/read?f=200912011652&n=2
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Frank Morring, Jr.

WISE ミッション・データは数十年にわたって使われるであろう

WISE Mission Data Will Be Used For Decades

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

Wright of UCLA, principal investigator on the mission. "So WISE

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

is very much like a wide-angle lens, taking an all-sky picture, and

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

the big telescopes are like telephoto lenses. Both are

launch into a 523-km. Sun-synchronous orbit as early as Dec. 9

necessary." WISE is expected to complete its all-sky survey in

on a Delta II rocket flying from Vandenberg AFB, Calif., WISE will

about six months, well within the 10-month operational limit by

use 40 lb. of solid hydrogen to chill some of its detectors to less

the coolant supply. Collecting a four-color image every 11 sec.,

than 8K. Combined with a 40-cm. telescope, the spacecraft will

the spacecraft will generate literally millions of images that will

equip

of

be combined to form a panoramic view of the infrared Universe

unprecedented detail to cue the planned James Webb Space

like those generated by the International Infrared Astronomical

Telescope and other narrow-field IR observatories. "WISE will

Satellite (IRAS) in 1983. But the IRAS instrument had only 62

give us a road map that will be used by big telescopes - we have

pixels, while the WISE instrument will carry 4 million. The newer

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

spacecraft will be able to study objects ranging from distant

James Webb Space Telescope - so that they can visit or point

ultra-luminous infrared galaxies rich in the birth of new stars to

at the most interesting objects in the sky," says Edward (Ned)

cool brown dwarfs that may wind up being the nearest stars to

astronomers

with

an

infrared

(IR)

sky

map
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the Sun. The spacecraft is also expected to spot approximately

mirror is gold-coated aluminum, and the whole spacecraft will be

100,000 new asteroids in the main asteroid belt between Mars

steered with reaction wheels and torque rods. Its solar arrays

and Jupiter, and "hundreds" of near-Earth objects that have not

generate 500 watts of electricity. Plans call for a one-month

been previously detected. While not always apparent in visible

checkout period after launch, followed by the six-month all-sky

light, asteroids glow with the reflected heat of the Sun in the IR

survey and, possibly, an extended observation period until the

wavelengths the WISE instrument is designed to detect, says

coolant gives out. But as was the case with the IRAS data, the

Amy Mainzer of the Jet Propulsion Laboratory (JPL), the WISE

object catalogues and infrared sky maps that WISE produces will

deputy project scientist. Because asteroids move in relation to

be useful for much longer. "WISE will allow us to learn lots of

the more distant stars in the background, they are "very easy to

things about the objects that we already know about and even

detect" in IR, whether they are made up of light or dark material.

more superlative examples - the closest stars and the most

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

luminous galaxies," says Peter Eisenhardt, WISE project scientist

Mainzer says "Spitzer was only able to survey about 1% of the

at JPL. "But perhaps the greatest benefit of an all-sky survey is

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

that you can keep coming back to it. There are objects that are

near-Earth objects like the asteroids and comets we expect to

likely to be discovered years after the WISE survey is complete,

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

and if you want to know the infrared properties of those objects

In addition to pinpointing dark asteroids, astronomers hope to

you can come back to the WISE survey and the catalogue and

learn more about the density and other structures of asteroids,

atlas will tell you all about it. There are hundreds of papers being

which Mainzer says could help in devising "mitigation campaigns

published today based on the [IRAS] 25 years ago. The legacy of

for potentially hazardous asteroids." WISE was built by Ball

all-sky surveys endures for decades."

Aerospace in Boulder, Colo., with its instrument provided by
Space Dynamics Laboratory of Logan, Utah. It will weigh 1,400 lb.
at launch, much of it the Lockheed Martin cryostat that will
preserve the solid-hydrogen coolant used to chill the focal plane
and

optics.

The

mercury-cadmium-telluride

and

arsenic-implanted silicon detectors are set at 3.4, 4.6, 12 and 22
microns, with resolutions of six arc sec. in the two near-infrared

Photo Credit: NASA

bands and 12 arc sec. in the mid-IR wavelengths. The primary
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=awst&id=news/aw113009p3.xml&headline=WISE%20Mission%20Data%20Will%20Be%20Used%20For%20Decades
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Michael A. Taverna

新しい衛星ビジネスは開発途上国市場で欧州の力を示す

New Satellite Business Shows Europe's Strength In Developing World

Two moves in South Asia could provide Astrium with a launch

satellite supplied for Europe's Galileo satellite navigation system.

customer for a new small communications spacecraft, while

Designed to carry up to 24 transponders with a 15-year service

reinforcing the company's lock on the remote-sensing satellite

life, GMPT gives Astrium another option at the bottom end of the

market. On Nov. 16, Sri Lanka signed a memorandum of

satcom sector. The EADS division now serves this segment

understanding (MOU) to acquire a small telecom satellite from

through an agreement with the Indian Space Research

U.K.-based Surrey Satellite Technology Ltd., which Astrium

Organization's Antrix arm. The first of two spacecraft it has

acquired at the beginning of the year to bolster its small-sat

agreed to build with the Antrix bus failed after launch early this

know-how. SSTL CEO Matt Perkins says he hopes to conclude a

year; the second, Hylas-1, is slated to be orbited in mid-2010. In

contract by mid-2010. The sale would be the first for the GMPT,

particular, the new SSTL bus will provide Astrium with a

a multipurpose platform intended for communications, navigation

low-cost high-performance alternative to spacecraft that China

and exploration applications. The three-axis, 2.5-kw.-class bus is

and other newcomers have been marketing with some success to

based on heritage from the 600-kg. (1,320-lb.) ｭ Giove A test

developing nations. The aim, Perkins says, is to take the

6

approach SSTL has employed so successfully in Earth

Francois Auque. Its partner would be the Vietnam Academy of

observation - involving a broad mix of technology transfer,

Science and Technology, which is responsible for creating a local

technical assistance and academic exchange - and apply it to

remote-sensing capability. The accord also calls for the supply of

satellite communications. Like another small-satcom bus being

ground control, reception and processing stations, technical

introduced by OHB System, the new platform was developed

assistance and training, and integrating the country's existing

under an European Space Agency initiative aimed at helping

multi-satellite Earth station into the system. The launch date

European manufacturers to compete more effectively in the

and price tag were not given, but Vietnamese authorities

small-satcom market, which is dominated by Orbital Sciences

previously said VNREDSat-1 would cost around $100 million and

Corp. However, unlike the first OHB application - Hispasat's AG1

be launched in 2012. This would imply a microsatellite-based

- the first SSTL mission will not be a demonstration flight, says

system similar to that supplied late last year to Chile. Vietnam

Perkins, and ESA will have no role in its financing. If the deal is

had earlier turned to Lockheed Martin Commercial Space

finalized, SSTL would also provide Sri Lanka with the means to

Systems for its first communications satellite, Vinasat-1. The

access

maker's

two deals, coming on the heels of an Astrium contract in

22-meter-resolution multispectral UK DMC-2 spacecraft. In

September with Kazakhstan for two surveillance spacecraft -

addition, the island nation would acquire a virtual-ground-station

one of which will be supplied by SSTL (AW&ST Oct. 12, p. 34) -

capability for training in interpreting data, and later purchase a

highlight the continuing ability of Astrium and other European

permanent station. And by purchasing these data, Sri Lanka

contractors to tap developing nations' desire to acquire an

would gain a role in SSTL's disaster-monitoring constellation,

indigenous space capability. In addition, the new contracts

which includes UK DMC-2. Moreover, SSTL would ensure

underscore the value of the SSTL acquisition, for which Astrium

exchanges between Surrey University, which still owns a small

paid a hefty price. Together, the two companies have sold

share in SSTL, and academic institutions in Sri Lanka, and advise

remote satellites to a long list of developing nations in recent

the government on creating a space agency. Although the

years, including Algeria, China, Nigeria, South Korea, Taiwan and

country has demonstrated an interest in space - notably through

Thailand.

and

task

the

U.K.-based

satellite

the Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies - it
currently has no space capability. The Sri Lanka MOU followed a
preliminary Astrium agreement, revealed on Nov. 13, to provide a
remote-sensing satellite system for Vietnam. Astrium would
supply the system, VNREDSat-1 (for Vietnam natural resources,
environment

and

disaster-monitoring

satellite),

within

a
Photo Credit: ESA/SSTL

long-term strategic cooperation framework, including technology
transfer, training and technical assistance, says Astrium CEO

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/aw113009p2.xml&headline=New%20Satellite%20Business%20Shows%20Europe's%20Strength%20In%20Developing%20World&channel=awst
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SES は Astrium に新衛星 4 機を発注

SES orders four new satellites from Astrium

Global satellite operator SES S.A. and Astrium announced

over the coming years. The satellites are scheduled for launch in

Monday that SES has ordered four multi-mission satellites from

several steps between 2012 and 2014. The design life of each

Astrium to provide replacement as well as incremental capacity

satellite is 15 years. “This important investment in new satellite

for its SES ASTRA and SES WORLD SKIES divisions. The new

capacity will enhance the prominence of SES ASTRA’s 28.2

satellites, to be designated ASTRA 2E, ASTRA 2F, ASTRA 2G

degrees East position, mainly for the UK and Irish markets, and

and ASTRA 5B, will allow the release of the existing satellites at

improve coverage of Eastern Europe from 31.5 degrees East,”

two orbital positions (28.2 and 31.5 degrees East) and add new

said Romain Bausch, President and CEO of SES. “It will also

capacity as well as fleet deployment flexibility for the SES group

allow SES WORLD SKIES to extend its offer to the African and

7

Middle Eastern markets. By adding significant flexibility and

working again with Astrium. SES has appreciated the quality of

improved functionality, these new satellites will allow SES to

their products and their customer dedication in recent and

further drive its DTH, DTT, enterprise and broadband businesses

ongoing contracts, and this is exactly what we are looking for in

while

this multi-satellite contract.”（後略）

consolidating

space

assets

and

strengthening

the

international reach of the group. Also, we are pleased to be

A2F CloseUp 1280+halo. Credit: SES

SES Orders Four New Satellites from Astrium. Credit: SES

http://www.technobahn.com/article/200911301258
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New launch pad

The Soyux launch pad at Europe's Spaceport in Kourou, French

корпус;

Guiana (foreground) with the propellant storage areas (right), the

(background) and the launch centre (behind MIK). ESA plans to

launcher

launche first Soyuz liftoff from Europe’s Spaceport in French

assembly

and

test

building

(монтажно-испытательный

montazhno-ispytatelniy

korpus

-

MIK)

Guiana late 2009 to early 2010.

http://www.technobahn.com/article/200911301057
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ISRO 長官は献納の音楽を演じる

ISRO chief renders devotional music

Guruvayur (Kerala), Nov 28 (PTI) An eternal art enthusiast, ISRO

occasion of Ekadasi last evening, Radhakrishnan also found time

Chairman K Radhakrishnan rendered devotional classical music

to enjoy performances by other artistes. Radhakarishnan, who

at the famous Sri Krishna temple here. After rendering some

took over as the head of the Indian Space Research Organisation

'Keerthanas' at the Chembai Music festival organised on the

recently, is also a Kathakali dancer who still takes time off his

8

busy schedule to give stage performances occasionally. Chembai

the south. Guruvayur Ekadasi at Sri Krishna Temple falls in the

music festival is held annually during the Ekadasi festival in

waxing phase of moon in the Malayalam month Vrishchikam

memory

(November?December)

of

the

Carnatic

maestro

Chembai

Vaidyanatha

Bhagavathar. The ten-day event attracts leading musicians from

and

the

day

is

considered

most

auspicious.

http://www.ptinews.com/news/398205_ISRO-chief-renders-devotional-music

------------------------------------------Space News
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12/1/09 10:54 AM ET

Com Dev は 2 カ国の政府プログラムでコストの上昇が悪影響

Com Dev Hurt by Cost Growth on Two Government Programs Peter B. de Selding
http://www.spacenews.com/satellite_telecom/com-dev-hurt-cost-growth-two-government-programs.html

12/1/09 10:11 AM ET

IS 15 が陸上打上げロケットで打上げ

IS 15 Lofted by Land Launch Rocket

インテルサット

By Peter B. de Selding

PARIS — A Russian-Ukrainian Zenit-3SLB rocket marketed by

Intelsat’s 85 degrees east orbital slot, replacing the Intelsat 709

Sea

satellite now at that position.（後略）

Launch

Co.

successfully

placed

Intelsat’s

IS-15

telecommunications satellite into orbit Dec. 1 in a launch that
was made possible by an agreement brokered by the U.S.
bankruptcy court handling Sea Launch’s Chapter 11 case.
Operating from the Russian-run Baikonur Cosmodrome in
Kazakhstan, a Land Launch rocket — the same vehicle Long
Beach, Calif.-based Sea Launch operates from a floating
platform in the Pacific Ocean — placed the 2,484-kilogram IS-15
into geostationary transfer orbit. Intelsat subsequently confirmed
that the satellite was healthy in orbit and sending signals.
Bermuda- and Washington-based Intelsat said the launch

A Land Launch Zenit-3SLB rocket successfully placed Intelsat's

accuracy was such that IS-15 is likely to operate for “at least”

Intelsat-15 telecommunications satellite into orbit Dec. 1 from the

17 years, rather than the 15 years originally planned. Built by

Russian-run Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Credit: Orbital

Orbital Sciences Corp. of Dulles, Va., IS-15 will operate at

Sciences artist's concept

http://www.spacenews.com/launch/091201-lofted-land-launch-rocket.html

11/30/09 04:04 PM ET

下院輸送委員会は商業宇宙飛行を吟味

House Transportation Panel to Examine Commercial Spaceflight

By Amy Klamper

WASHINGTON — A Federal Aviation Administration (FAA) official

designer-turned-rocket scientist who served on the U.S. Review

in charge of licensing commercial launches and a self-taught

of Human Space Flight Plans Committee this summer and is

propulsion engineer preparing to launch paying passengers to the

currently

edge of space are among the witnesses slated to testify Dec. 2

Federation;

at

◆ Gerald

a

House

Transportation

and

Infrastructure

aviation

vice

chairman

Dillingham,

of

director

the

of

Commercial

the

U.S.

Spaceflight

Government

subcommittee hearing on the safety and regulation of U.S.

Accountability Office’s physical infrastructure issues division;

commercial spaceflight. The subcommittee announced Nov. 30

◆J.P. Stevens, the Arlington, Va.-based Aerospace Industries

that the witnesses asked to testify at the hearing include:

Association’s vice president of space systems;

◆ George Nield, the FAA’s associate administrator for

◆James Testwuide, chairman of the Great Lakes Aerospace

commercial space transportation;

Science and Education Center, Spaceport Sheboygan, Wis.

◆ XCOR

President

Jeff

Greason,

a

computer

chip

The subcommittee, chaired by Rep. Jerry Costello (D-Ill.) is

9

expected to consider regulatory changes during the next three

spaceports will have on air traffic control and the safe and

years as NASA gets ready to retire its space shuttle fleet, firms

effective use of the national airspace system, as well as the

like XCOR look to launch passengers into suborbital space, and

need to ensure passenger and crew safety. The House

private companies including Space Exploration Technologies

Transportation and Infrastructure subcommittee hearing is

prepare to deliver cargo and eventually people to the

scheduled to take place at the same time the House Science and

international space station, according to the hearing charter

Technology space and aeronautics subcommittee is holding its

posted Nov. 30 on the subcommittee’s Web site. The panel will

own hearing on ensuring the safety of human spaceflight.

also examine the effect of

space tourism and commercial

http://www.spacenews.com/civil/091130-house-transportation-panel-examine-commercial-spaceflight.html

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

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

December 01, 2009 米空軍/ロッキード・マーチン・チームは世界初のミサイル警戒衛星の環境試験を無事完了

SBIRS GEO-1

U.S Air Force/Lockheed Martin-Led Team Successfully Complete Environmental Testing Of First-Of-Its-Kind Missile Warning Satellite
http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/121_ss_sbirs-tvac.html

November 30, 2009

ロッキード・マーチンは量産型 F-35 EO ターゲティング・システムの初号機納入

Lockheed Martin Delivers First Production F-35 Electro-Optical Targeting System

EOTS = Electro-Optical Targeting System

http://www.lockheedmartin.com/news/press_releases/2009/MFC_113009_LockheedMartinDeliversFirstProductionF-35.html

------------------------------------------Boeing News Releases
Dec. 1, 2009

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

ボーイング・レーザ・アベンジャは IED（即席路傍爆弾）をテストで破壊

Boeing Laser Avenger Destroys Improvised Explosive Devices in Test
HUNTSVILLE, Ala., Dec. 1, 2009 -- The Boeing Company [NYSE:

combat vehicle destroyed 50 improvised explosive devices (IEDs)

BA] and the U.S. Army successfully completed a test in

similar to those used by adversaries in war zones.(後略)

September in which a laser system mounted on an Avenger
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=968

Dec. 1, 2009

ボーイングは射場に高品位放送衛星 DirecTV 12 を出荷

Boeing Ships High-Definition Broadcasting Satellite DIRECTV 12 to Launch Site *B11

*B11

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=967

Nov. 30, 2009

ボーイング WGS 衛星 3 号機はケープカナベラルからの打上げ設定

3rd Boeing WGS Satellite Set to Launch From Cape Canaveral

*B12

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=963

10

*B12

Nov. 30, 2009

ボーイングは B-1 ターゲティング・ポッドのソフト・アップグレードのフォローオン契約を行う

Boeing Receives Follow-on Contract for B-1 Targeting Pod Software Upgrades
http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=43&item=962

------------------------------------------2009 年 11 月 30 日

人民網日本語版

日本 情報収集衛星「光学 3 号」の打上げに成功
日本は 28 日、情報収集衛星「光学 3 号」の打上げに成功した。この
衛星は日本の第 2 世代偵察衛星で、過去最高の解像度を持つ。
宇宙航空研究開発機構によると、「光学 3 号」は同日午前、鹿児
島県種子島宇宙センタからキャリアロケットＨ２Ａで打上げられた。打上
げ後 20 分後にロケットから分離し、予定の軌道に乗ったことが確認され
た。 同衛星は 3 カ月間のテスト期間を経た後、2003 年 3 月に打上げ
られ、設計寿命 5 年の「光学 1 号」に代わり、業務を開始する。(編集
SN）

http://j.people.com.cn/95952/6827943.html

http://j.people.com.cn/96160/6827946.html

- - - - - - - - - 関連ニュース- - - - - - - - - Nov 28, 2009 10:57 GMT

technobahn

日本は 5 番目のスパイ衛星打上げ成功

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- - - - - - - - - Nov 28 7:07 PM ET (0007 GMT)

日本は偵察衛星を打上げ

http://www.spacetoday.net/

Japan launches reconnaissance satellite
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An H-2 rocket placed a Japanese reconnaissance satellite

carried out by the Japanese space agency JAXA, but

into orbit on Saturday. The H-2A rocket lifted off at 8:21

without the fanfare and publicity of civilian launches;

pm EST Friday (0121 GMT, 10:21 am local time Saturday)

Japanese government officials declared the launch a

from the Tanegashima Space Center in southern Japan

success without providing additional details. The IGS

and placed into orbit the fifth Intelligence Gathering

spacecraft is designed to provide high-resolution imagery

Satellite (IGS) for the Japanese military. The launch was

for the Japanese military.

Related Links:
Spaceflight Now article

http://www.spaceflightnow.com/h2a/f16/index.html

AP article

http://news.yahoo.com/s/ap/20091128/ap_on_re_as/as_japan_spy_satellite

AFP article

http://news.yahoo.com/s/afp/20091128/sc_afp/spacejapansatellitenkorea

Mainichi Daily News article

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20091128p2a00m0na014000c.html

Japan Times article

http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20091129a1.html

------------------------------------------Dec 1, 2009 10:49 GMT

technobahn

量産型 F-35 EO ターゲティング・システム初号機が納入された

First production F-35 Electro-Optical Targeting System delivered

Lockheed Martin has marked successful entry into low rate initial

Missiles and Fire Control. “This delivery marks a pivotal

production on the F-35 Lightning II Electro-Optical Targeting

achievement for the EOTS as we transition from a system design

System (EOTS). The first production units have been delivered

and development program to a production program.” The F-35

to Lockheed Martin Aeronautics in Fort Worth, TX, for

EOTS production is ramping up to produce up to 200 units a year.

integration onto the aircraft. Embedded into the F-35’s fuselage

“The outlook for the F-35 program is very strong,” Hinkle said.

with an innovative faceted sapphire window, the low-drag,

“Our success in supporting the program is vital to the F-35’s

stealthy EOTS is the world’s first and only sensor combining

mission to provide dominant airpower across the full air-to-air,

forward-looking

track

air-to-ground mission spectrum.” The latest generation infrared

functionality. The F-35 EOTS will provide Lightning II pilots with

sensor technology, the F-35 EOTS builds upon the success of

significant air-to-air and air-to-ground situational awareness in a

Lockheed Martin’s Sniper Advanced Targeting Pod to provide

single compact and completely passive sensor.

high-resolution

“Our team looks forward to meeting its commitment to provide a

infrared-search-and-track, laser designation and range finding,

superior targeting system to F-35 pilots around the world as we

as well as laser spot tracking—all at greatly increased standoff

gear up to produce more than 3,000 units,” said Rich Hinkle,

ranges. Modular components allow the F-35 EOTS to be

program director of F-35 Lightning II EOTS at Lockheed Martin

maintained on the flight line for true two-level maintenance.

infrared

and

infrared

search

F-35 Lightning II EOTS High-Resolution Imagery.
Credit: Lockheed Martin

and

imagery,

automatic

F-35 Lightning II Electro-optical Targeting System (EOTS).
Credit: Lockheed Martin

http://www.technobahn.com/article/200912011049

- - - - - - - - - -関連サイト- - - - - - - - - - - -
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target

tracking,

F-35 Lightning II EO ターゲティング・システム

F-35 Lightning II Electro-optical Targeting System

The Electro-optical Targeting System (EOTS) is an affordable,

infrared that provides superior target detection and identification

high-performance,

for

at greatly increased standoff ranges. EOTS also provides

precision air-to-air and air-to-surface targeting. The low-drag,

high-resolution imagery, automatic tracking, infrared search and

stealthy EOTS is integrated into the Lightning II's fuselage with a

track, laser designation and rangefinding and laser spot tracking.

durable sapphire window and is linked to the aircraft's integrated

As the world’s first and only system that shares a Sniper®

central computer through a high-speed fiber-optic interface. The

Advanced Targeting Pod and IRST systems legacy, it provides

EOTS uses a staring mid-wave 3rd-generation forward-looking

high reliability and efficient two-level maintenance.

lightweight,

multi-functional

system

http://www.lockheedmartin.com/products/F-35LightningIIEOTS/index.html

[編注] 上記サイトには静止画の他に Video も 9 本ほどアップされている。
------------------------------------------2009 年 12 月 4 日

人民網日本語版

スイス ソーラ発電飛行機の「テスト走行」に成功
スイス・デューベンドルフで先ごろ、世界初の世界一周飛行のために設

初飛行し、最終的には 2012 年に大西洋横断を行う計画。これが飛

計されたソーラ発電飛行機が空港滑走路で「テスト走行」を実施。こ

行機製造における快挙であることは間違いない。（編集 YH）

のソーラ発電飛行機は翼長が 262 フィート、幅は新型エアバス A380
超大型旅客機と同じくらい、A380 の 580 トンという重さに比べ、ファイ
バ・カーボンで作られたこの飛行機はわずか 1.5 トン。超薄型太陽電池
が日中太陽光を集め、エネルギーに転化、エンジン 4 台に供給。この
飛行機はスイス探検家・ベルトラン・ピカール氏が操縦し、来年 2 月に
http://j.people.com.cn/95952/6832760.html

------------------------------------------30/11/2009

RIA Novosti

Su-30MKI 戦闘機が西インドで墜落、パイロットは生存

Su-30MKI fighter jet crashes in western India, pilots survive

An Indian Su-30MKI fighter jet crashed on Monday near

50 SU-30MKI aircraft from Russia in 1996-98 and an additional

Jaisalmer in the northwestern state of Rajasthan, but both pilots

40 planes in 2007. Hindustani Aeronautics (HAL) was also

survived, an Air Force spokesman said. "The aircraft crashed

contracted to build 140 aircraft in India between 2003 and 2017

during an ongoing exercise. Both pilots ejected safely and were

under a licensed production agreement. The Indian military said

not injured," the official said. The incident was the second since

after the April accident it was satisfied with the performance of

the Russian-made Su-30MKI was put into service with the Indian

Russian Su-30MKI fighters, despite the crash, and planned to

Air Force in 2002, and occurred five days after Indian President

double the number in service with the air force to at least 230 by

Pratibha Patil flew in a two-seat Su-30MKI jet for 30 minutes.

2015.

NEW DELHI, November 30 (RIA Novosti)

The first Su-30MKI crashed in April during a routine training
flight near a village 170 kilometers (105 miles) from Jaisalmer,
killing one of its two pilots. Russia sent in May a group of 20
experts to examine the wreckage of the plane and help the Indian
Air Force with the investigation, but the results of the probe
have not been disclosed. The Indian Air Force originally ordered
http://en.rian.ru/mlitary_news/20091130/157043482.html

------------------------------------------25/11/2009

RIA Novosti

インド空軍向けの Su-30MKI 戦闘機輸出版

An export version of Su-30MK aircraft for the Indian Air Force
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http://en.rian.ru/infographics/20091125/156980751.html

------------------------------------------2009/12/03

journal.mycom.co.jp

Intel、1 チップデータセンタの実現を目指した研究用 48 コアプロセッサを公開
Intel は 12 月 2 日(米国時間)、Intel Labs の研究チームが、48 コアの

しながら、低消費電力化も実現すること、および開発効率や並列処

研究用プロセッサ「Single-chip Cloud Computer (SCC)」を公開した。

理のプログラミングを容易にすることが求められており、その解決に向け、

同社では、2010 年にこの研究用チップを 100 個以上、業界や大学な

1 チップでクラウドコンピューティングを支えるデータセンタのようなことがで

どに提供し、ソフトウェアアプリケーションやプログラミングモデルの研究開

きることを目的に SCC は考え出された、と説明する。なお、同チップの

発 で 協 力 す る 計 画 。 同 チ ッ プ は 、 45nm の High-K / Metal

詳 細 は 2010 年 2 月 に 米 国 で 開 催 さ れ る The International

Gate(HKMG)プロセスを採用。2 コアを 1Tile とし、それぞれにルータ回路

Solid-State Circuits Conference (ISSCC)にて語られる予定である。

を 搭 載 。 各 Tile ご と に 、 2 次 元 の メ ッ シ ュ 状 に 組 ま れ た 帯 域 幅
256GB/s のネットワークで接続されており、ネットワーク上には 4 つの
DDR3 メモリコントローラが含まれ、最大 64GB のメモリを管理することが
できる。コアとしては第 2 世代 Pentium である P54C を採用。4Tile を
1Bank とし、それぞれを異なる電圧で管理することが可能なほか、各
Tile ごとに動作周波数を選択することが可能であり、消費電力は最少
で 25W、最大で 125W で動作する。同社ではクラウドコンピュータリング
を支えるデータセンタには数千台規模のネットワークに接続されたコンピ
ュータが PB 規模のデータなどを処理しているが、より高密度化を実現

14

Intel が開発した SCC のダイ写真

2 コアを 1Tile、4Tile を 1Bank とし、電圧をそれぞれで制御するほか、各 Tile ごとに動作周波数を制御、それぞれが用途に応じた処理を独立して行う

1 チップながら、複数のコンピュータが存在しているような状況を構築できるため、デ
ータセンタ上の物理的なサーバ台数の削減が可能となるというのが同社の主張

ISSCC で発表される内容の要約。567mm2 processor と書かれていることから、
ダイサイズがこれに当てはまると思われ、相当大きなダイだということが見てとれる。

http://journal.mycom.co.jp/news/2009/12/03/054/?rt=na

[関連ニュース]

12 月 2 日(現地時間) 発表

2009 年 12 月 03 日 14 時 55 分

Intel、48 コアの IA プロセッサを開発

Intel、48 コア搭載のプロセッサをデモ

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20091203_333078.html

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0912/03/news043.html

------------------------------------------2009/12/07 11:52 朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

インタビュー：長島防衛政務官に聞く（1/4）

ｃhosunonline.com

東京＝鮮于鉦（ソンウ・ジョン）特派員

日本を動かす「40 代の新権力」

日米関係は短期的には危機

見が出ている。

民主党は内政に重点、外交の優先順位は低い

「自民党政権時代の 2006 年、沖縄県普天間基地を県内名護市

今年 9 月 16 日に民主党政権が誕生して以来、日本の外交・国防・

の米軍基地キャンプ・シュワブに移すことで合意した。しかし、民主党は

政治・経済・社会の各分野の方向性に乱れが生じている。それぞれど

“沖縄県外への移転”を公約に掲げ、政権に就いた。その後、米軍は

こに向かおうとしているのか。今、日本では 40 代政治家が権力中核を

移転問題の“年内決定”を要求したが、鳩山首相は就任から 3 カ月を

占めており、過去 100 年にわたる「官僚支配」を代替した。これら政治

経ても決定に至っていない。連立政権に加わる社民党は最近、普天

家のことを知らなければ、今の日本は見えてこない。本紙は、日本政

間基地の沖縄県外移転を検討しなければ連立を離脱するとも宣言」

治の専門家であるソウル大のパク・チョルヒ教授（46）と共に、日本の

「（米の要求通り）必ず年内に決定するとしたら、一歩踏出すことも難

「40 代の新権力」を連載インタビューした。第一弾は、現在もっとも先

しい。首相決断は、もう一度、選択肢を広げるというものだ。個別の基

鋭化している懸案事項の在日米軍再編問題を担当する長島昭久防

地問題ではなく、東アジアで戦略的役割分担をどうするのか、ということ

衛省政務官（47）＝衆院 3 選。インタビューは今月 4 日に行われた。

から始まり、米軍の兵力構成、基地問題の道を探る」

■普天間問題、来年秋までに結論

－それでは、いつまでに結論を出すつもりなのか。

－沖縄県普天間の米海兵隊航空基地の移転問題をめぐり、日米間

「来年は、日米新安全保障条約 50 周年に当たる。オバマ米大統領

にあつれきが生じているのはもちろん、連立与党内からも先鋭的な意

が 11 月までに日本訪問することになっており、遅くとも来年秋を目標と

15

している」
http://www.chosunonline.com/news/20091207000039

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - （2/4）- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - －普天間基地は韓半島（朝鮮半島）とも関係がある。沖縄とグアムで

に確実なメッセージを送らなければ、日米関係はより危機的状況に陥

は（韓半島から）距離が異なる。

るかもしれない」

「金大中（キム・デジュン）元大統領も、沖縄問題が浮上した 1998－

－連立与党を構成する社民党が、予想外に強く出ているようだ。

99 年に、“沖縄から簡単に海兵隊がいなくなっては困る”と語ったと記

「民主党が選挙で勝ったのは、自民党支持者の 30％が民主党を支

憶している。もちろん、沖縄の住民の立場から見ると、米軍は負担だ。

持したからだ。“年内には決定しない”という決断で、連立（内部の対

しかしアジア・太平洋地域から見れば、在沖米軍は“国際公共財”の

立）問題はひとまず回避された。国民とメディアに対し、“連立（維持）

ような存在ではないか。日本の事情だけで“こっちに行け、あっちに行

のために決定した”とは言わないでもらいたい、と首相に進言した。日米

け”と簡単に言えるものではない」

関係を、より広い視野からリセットしよう、という意向を（米側に）伝えな

■日米関係、短期的には危機

ければならない」

－普天間基地移転問題について来年秋までに結論を出すという立場
を、米国は受入れるだろうか。
「心配だ。そこで、米に説得力のあるメッセージを送る方法が最も重
要だが、時間がない。12 月 18 日までに、米国議会は米軍再編関連
の費用を含む国防歳出法案を通過させるとしている。その前に、日本
の方向性がどちらに向かっているかを確実に伝えなければならない。わ
たしは、特使を派遣するほどの事案だと考えている。外相が首相の親
書を持ってホワイトハウスを訪問するくらいの（米に対する）配慮も検討
しなければならない」
－今の日米関係をどう判断するか。

先月 4 日、ソウル大のパク・チョルヒ教授とのインタビューに応じる長島昭久防衛

「短期的には、危機にあると見ている。危機を克服できる“リカバリショ
ット（ゴルフ用語で、ミスショットを回復するためのショット）”が求められる。

省政務官。在日米軍再編問題を担当する長島政務官は、現在の日米関係
について「短期的には危機にある」と語った。／写真＝鮮于鉦特派員

左打ちで打つほどの“ミラクル・リカバリーショット”が必要（笑）。近いうち
http://www.chosunonline.com/news/20091207000040

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -（3/4） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■外交は内政よりも順位が下

挙前に（基地移転問題を）決定しなければならないという話は、大して

－社民党の意向通りにするならば、沖縄県外に移転する選択肢しか

説得力を持たない」

残らない。

－民主党が主張する「生活政治」「システム改革」はとても良いが、や

「結局、すべてグアム（米）に行けという話になる。フィリピンのときも、在
韓米軍のときもそうだった。出ていくときは早い。一度決定すると、あっと

り過ぎると「内部志向」にもなり得る。国際社会を幅広い視野で見るこ
とができず、内部だけを重点的に見るという愚を犯さないか。

いう間に出ていく。では本当に、米海兵隊が沖縄からすべて撤収するの

「内政改革が民主党政権の歴史的使命であることは間違いない。そ

が日本の安全保障にとって良いことなのか。中国を含む安全保障の力

のため、民主党政権の国政アジェンダ（議題）のうち、内政が 80％程

学を考慮すると、果たしてそうなのか。日本が決定すべきことだ。まず日

度を占めている。外を向いているのは 10－20％程度だ。外交がやや後

本政府が、その（日本の安保に関する）判断を確実に行い、沖縄の住

ろに下がっていることに対しては、残念に思う」

民を含む日本国民に説明しなければならない」

－韓国では、「政務官」というポストには馴染みがないが。

－（決定を延期したが）来年 1 月の名護市長選挙で反対派が当選し
たら、さらに困難な状況にならないか。

「かつての自民党政権と最も大きく異なるのが、“脱官僚・政治支
配”だ。政治家が政策を決定する。自民党政権時代も、“政務三役”

「逆に、選挙前に結論を出すことで反対派が勝つ結果が出るとも言

（大臣・副大臣・政務官）はあったが、派閥間の事情と年功序列、順

える。どちらにせよ、より大きな負担だという点に変わりはない。選挙のと

番によって決定される場合が多かった。民主党政権では、政務三役が

きは“反対”したが、選挙後にさまざまな振興策を組合わせてみることで、

役割を分担し、官僚を統制する。わたしの役割は、米軍再編、インド

“この程度であれば受入れてもよい”と変わることもあり得る。従って、選

洋・アフガニスタン支援と、“防衛計画の大綱”に対する再検討の三つ
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だ」
http://www.chosunonline.com/news/20091207000041

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -（4/4） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■自衛隊の国際協力・情報収集の強化

ガニスタンの PRT を）決定しなかったため、日韓共同協力は次の機会

－年内に予定していた「防衛計画の大綱」（5 年おきに改定される基

に先延ばしとなった。しかし日本も、（アフガニスタン再建の資金として約

本防衛政策）の決定を 1 年延期したが。

束した）50 億ドル（約 4500 億円）の支援だけで終わりにはしない。日

「自民党的なアプローチを、民主党的なアプローチに変えるわけだ。
方向は 2 種類ある。まずは国際協力を強化すること。国際安全保障

韓協力の道はまだ開けている」
■長島防衛省政務官とは

が日本の防衛につながっている。紛争の芽を摘取ることに、日本も一

日本の民主党政権の代表的な米国通で、2003 年から東京 21 区

定の責任を果たさなければならない。もう一つは、情報収集と分析（機

で 3 期連続当選を果たしている。慶応大法学部を卒業後、米ジョン

能）を強化することだ。来年初めに発表される米の QDR（4 年おきに行

ズ・ホプキンス大高等国際問題研究大学院（SAIS）で修士号を取得。

われる国防政策の見直し）、核政策も参考にして決定する」

1997 年、米国外交問題評議会（CFR）の研究員に在職中、「韓半

－韓との共同国際協力も模索できるのではないか。

島平和構想プロジェクト」に参加した。02 年に出版した『日米同盟の

「今年初めに、ソマリア海賊対処・アフガニスタンの PRT（地域復興支
援チーム）において韓と協力していくと主張した。われわれが今回（アフ

新しい設計図』は、米軍再編の議論にも大きな影響を与えた。「戦略
的日韓関係を構築する議員の会」の幹事長も務めている。

http://www.chosunonline.com/news/20091207000043

------------------------------------------中国・韓国 関連
------------------------------------------2009 年 12 月 4 日

人民網日本語版

中国 南極に極地地球・宇宙環境実験室を建設へ
専門家がこのほど明らかにしたところによると、中国は第 26 回南極観

極地上観測は宇宙科学研究において、極めて重要な地位を持つ。

測期間中、南極東部の中山ステーションに「極地地球・宇宙環境実

中山ステーションは地球・宇宙環境観測において地理的なメリットに恵

験室」を建設する。3 日新華網伝。中国極地研究センタ・極地高空

まれている。胡主任は「地球磁気圏の隙間は太陽風が地球の高空

大気物理学研究室の胡紅橋主任によると、極地は地球が宇宙に向

大気に入る直接ルートだ。中山ステーションはちょうどこの隙間と同じ緯

かって開いた窓という。極地では磁場がほとんど垂直に出入りしており、

度にあるため、世界でも数少ない、午後のオーロラ観測ができる観測ス

太陽風中の荷電粒子が地球磁気圏に入りやすく、さらにその下の電

テーションの 1 つとなっている。地球自転に伴い、中山ステーションは昼

離層、中高層の大気にもほぼ垂直に荷電粒子が運ばれ、各層間で

間は磁気圏の隙間、夜間はオーロラ帯が囲む極冠エリアと、1 日に 2

エネルギー、運動量、質量の結合を生み出しており、ここからオーロラ、

回オーロラ帯を通り、豊富なオーロラ現象と電離層の変化を観測でき

粒子の沈下など、重要な地球物理現象が生まれている。このため、南

る、理想的な地球・宇宙環境観測地」と述べる。(編集 SN）

http://j.people.com.cn/95952/6832386.html

------------------------------------------2009 年 12 月 2 日

人民網日本語版

中国初、無人機で広範囲にわたる海氷観測実施へ
第 26 次南極調査において、中国は初めて南極で無人機を使い広範

載でき、最大航続時間 2 時間、最大航程 240km。謝氏によると、か

囲にわたる海氷観測実験を行う。1 日新華社ウェブサイト｢新華網｣伝。

つて第 24 次南極調査で初めて極地で無人機を使った実験が行われ、

北京航空航天大学ロボット研究所の謝成蔭氏によると、今回実験で

中山基地から北へ 30km ほど高度 150km で超低空飛行した。それを

使われる無人機「雪燕」は民間航空機で、航空カメラと赤外放射計、

ベースに今回はさらに無人機を使った観測範囲を広げる。「雪燕」は中

赤外線プローブを搭載、中山基地付近プリッツ湾海域上空で海氷観

山基地付近の海氷が広く分布する、形態が豊富な 1600 平方 m 区

測実験を行う。トンボ形をした「雪燕」は FRP ハニカムサンドイッチ構造

域を計画航路に従って飛行する。(編集 KA)

設計で、翼長 3.2m、全長 2.8m、重量 1.5kg で、10kg 分の機器が搭
http://j.people.com.cn/95952/6830192.html

または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091201/topic_3_05.html

-------------------------------------------
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2009 年 11 月 30 日

spc.jst.go.jp

中国、南極に衛星受信基地を設置へ
国家衛星海洋応用センタと国家海洋環境予報センタの主任を兼ね

当初は海洋関連の衛星データ受信を中心に、海洋水の色や海洋動

る蒋興偉氏はこのほど、南極にリモセン衛星のデータ受信基地を設置

力環境のほか、極地環境の動態変化のデータ収集していくという。中

し、中国の海洋衛星応用システム整備計画を明らかに。海洋環境の

国には現在、北京、三亜、牡丹江、杭州の 4 カ所に海洋衛星受信

リアルタイム・モニタを強化し、地球気候変動に対応するためのデータを

基地がある。蒋主任によると、南極に設置予定のリモセン衛星受信基

収集していく考え。28 日新華社ウェブサイト｢新華網｣伝。第 26 次南

地は国内受信基地と違い、極軌道を通る衛星の作業効率を最大限

極観測隊が行った学習会で、蒋主任は全隊員に「海洋衛星事業とそ

に高めることができるため、広範囲の地球データをスピーディかつリアルタ

の応用」と題し講義を行った。それによると、リモセン衛星データ受信基

イム収集する有力なプラットフォームとなる。

地を中国がこれまでに南極に建設した中山基地と長城基地に設置し、
http://www.spc.jst.go.jp/news/091201/topic_1_05.html

または

人民網日本語版

http://j.people.com.cn/95952/6827919.html

------------------------------------------2009 年 11 月 30 日

spc.jst.go.jp

気象衛星「風雲 3 号 02 星」 2012 年に発射へ
気象衛星「風雲 3 号 02 星」の使用要求がこのほど正式に専門家の

と、気候変動の分野における、中国の応用能力・レベルを大幅に高め

審査を通過し、1 機目の衛星が 2012 年に打上げられる。衛星設計寿

ることが期待される。「風雲 3 号 02 星」は衛星 4 機からなり、相互に

命は 5 年。中国気象局専門家の 27 日の発表によると、「風雲 3 号

機能を補い合っている。観測がスタートした後は、中国の世界天気予

02 星」は気象予報・予測の正確性向上、気候変動、災害防止、災

報観測データ更新が現在の 12 時間ごとから 6 時間ごとに短縮され、

害減少の分野で役割を発揮するという。30 日科学網が伝。同衛星は

予報正確性が約 3％高まる。予報可能時間も 24 時間に延長される。

「風雲 3 号 01 星」の基礎の上に、信頼性、安定性、観測精度を向上

衛星観測回数は 6 時間に 1 度となり、気象災害の予測可能時間は

させ、さらに世界の気象衛星発展情勢と国内の現状・ニーズに基づき、

約倍になる。

段階的な改良と、新観測能力を加えたもので、気象災害防止・減少
http://www.spc.jst.go.jp/news/091201/topic_1_02.html

または

人民網日本語版

http://j.people.com.cn/95952/6827582.html

------------------------------------------2009 年 11 月 30 日

spc.jst.go.jp

衛星ペイロード技術産業化 西安に産業パーク建設へ
投資総額 25 億元にのぼる衛星ペイロード技術産業化プロジェクトが

技術開発、サブシステムの統合、民間産業の発展が一体となった国

29 日、西安国家民用航天産業基地で着工した。中国は 10 年以内

際水準のハイテク産業パークが建設される。これにより、中国はペイロ

に各種宇宙船ペイロードシステム需要を満たし、中国の民間航空機の

ードシステムの大量生産ができるようになり、10 年以内に各種宇宙船

技術開発力を大幅増強していく方針。29 日新華社ウェブサイト｢新華

ペイロードシステム需要を満たし、中国の民間航空機技術開発力を

網｣伝。衛星ペイロード技術産業化プロジェクトは中国航天科技集団

大幅増強するほか、中長期的気象予報や自然災害警報、国土資

公司傘下の中国空間技術研究院西安分院が投資し建設するもの

源探査、ナビの技術水準を高め、民間宇宙開発技術の産業化を推

で、投資総額は 25 億元。建設期間は 3 年で、中国最大の宇宙船ペ

進し、世界の宇宙開発市場における競争力を強めたい考え。

イロード開発・産業化プロジェクトとされ、ペイロードシステムの総設計、
http://www.spc.jst.go.jp/news/091201/topic_1_04.html

または

人民網日本語版 http://j.people.com.cn/95952/6827916.html

------------------------------------------2009 年 12 月 4 日

人民網日本語版

中航工業西飛、オーストリアの航空用品メーカ買収
中航工業西安飛機工業（集団）有限責任公司とオーストリアの航空

功でもある。FACC は 1989 年創業で、複合材料部品およびシステム

用品メーカであるフィッシャー・アドバンスト・コンポジット・コンポーネント

の研究開発、製造に特化した企業。エアバス「A380」の一級サプライヤ、

（FACC）の株主とは 3 日、オーストリア・ウィーンで株式分割譲渡式を

ボーイング「B787」の二級サプライヤでもある。これまでに FACC が手に

行った。これは、中国の航空工業企業としては初の海外での買収成

した契約金額は約 18 億 6 千万ドルに上る。（編集 KS）

功であり、アジアの航空製造業界初の欧米系航空用品メーカ買収成
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http://j.people.com.cn/94476/6832434.html

------------------------------------------2009 年 12 月 4 日

人民網日本語版

国産大型旅客機「C919」の初期プランが決定
上海飛機設計研究院および中国商用飛機設計研究センタが、この

服の任務を担当。中国商用飛機公司の金壮竜総経理によると、上

ほど設立された。中国の民間航空機メーカによる大型旅客機プロジェ

海飛機設計研究院設立によって ARJ21 の設計やテスト、認証作業

クトが加速し、世界一流の航空企業になる重要な一歩と期待される。

が早くなり、C919 総体技術案の審査、材料や構造の選択実験、試

4 日科学時報伝。70 年代に設立された上海飛機設計研究所は国

作品制作、超臨界翼の空気力学設計など鍵となる技術の開発に力

内の大中型民間飛行機の設計・研究機関で、中国で第 1 号となる

が注がれる。上海飛機設計研究院の郭博智院長によると、国産大

大型旅客機「運 10」を設計。中国商用飛機公司設立後、同所もこ

型旅客機「C919」初期プランは既に決定。今年、この 150 シートクラス

れに組込まれ、重点 3 大センタの一つとなり、新コミュータ機「ARJ21」

の新型幹線旅客機の鍵となる技術開発が 10 項目以上行われた。

や大型旅客機「C919」の設計やテスト、プレリサーチ、核心技術の克

(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6832622.html

------------------------------------------2009 年 12 月 4 日

人民網日本語版

中国、第 3 代 DNA 配列解析装置の開発スタート
中国科学院北京ゲノム研究所と浪潮集団は 3 日、「中国科学院北

現在、中国 DNA 研究機関が使用している第 2 代 DNA 配列解析装

京ゲノム研究所-浪潮ゲノム科学連合実験室」を設立し、世界先端

置は全て輸入品で、中国が独自開発する第 3 代 DNA 配列分析装

の第 3 代 DNA 配列解析装置の共同開発に取組み、3 年以内の発

置は第 2 代とは原理的にも効能上でも本質的な違いがある。単分子

売を目指すことを北京で発表。4 日中国網伝。この DNA 配列解析装

を操作し繁雑な生物学的反応を減らすと同時に膨大なデータを効率

置を使えば、一人でゲノム配列を解析する時間が現 6 週間から 10-15

よく処理する技術が組合わさり、遺伝子配列をスピーディに低コストで

分に短縮され、解析コストは 10-30 万ドルから 5-8 千元に削減される。

解析できる。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6832618.html

------------------------------------------2009 年 12 月 4 日

人民網日本語版

北京移動硅谷にテラフロップス級の移動通信拠点
北京亦荘移動硅谷有限公司は 2 日、北京市の北京経済技術開発

毎年 1 千億元前後の売上高が期待される。同日、京芯世紀（北京）

区移動硅谷でプレートを掲げて営業をスタート。これにより同開発区に

半導体科技有限公司や徳信無線通信科技有限公司をはじめとする

おけるテラフロップス級移動通信産業拠点の建設が正式着工した。移

移動硅谷への入居第一陣約 20 社が、同開発区と入居合意及び意

動硅谷は移動通信の本部、研究開発、取引、サービスを網羅するエ

向合意に相継いで調印し、登録資本金は約 40 億元に達した。（編

リアと位置づけられ、2014 年にはここで行われる全工事を終える予定。

集 KS）

今後 5 年で総投資額は約 300 億元に達する見込みで、周辺産業に
http://j.people.com.cn/94476/6832301.html

------------------------------------------2009 年 12 月 2 日

人民網日本語版

中国初、人命救助ロボットの開発に成功
山東省科学院自動化研究所と瀋陽新松ロボット自動化有限公司、

ど各種技術をどこよりも先駆けて組合せた人命探査方式が採用され

山東省石炭工業局が 3 年の歳月をかけて開発した中国初の生命探

た。食料や水、鉱山用ランプ、救急箱の物品を積み、事故現場で生

査機能をもつ坑内用救援ロボットが 11 月 30 日、専門家審査を通過。

存者を確認し捜索・救助を行える。さらに温度や圧力、混合ガスの成

世界先端水準のこのロボットは特に防爆技術で世界をリードする。3

分とその濃度など様々な環境パラメータを計測するほか、坑内での長

日科学日報伝。国内で初めて正圧防爆や本質安全防爆などの防

距離通信およびリアルタイム画像配信ができる。このロボットはキャタピ

爆技術とロボット技術が結合し、防爆・耐震・防水機能を備えている

ラ式で移動するため、劣悪環境でも機敏に動くことができ、光学モニタ

ため、安全に坑内作業ができる。音響計測や映像観測、赤外画像な

ー装置を搭載、多角度のセキュリティ監視と重点ターゲット追跡が可
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能。ほかにも、救援隊員の代わりに先に 500m 範囲内の事故現場で

送り、救助計画決定や迅速な救助に重要な根拠とサポートを提供す

捜索・救助を行い、採取情報を画像や音声、データで主制御センタに

る。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6831603.html または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091201/topic_4_03.html

------------------------------------------2009 年 12 月 2 日

人民網日本語版

韓国軍が「サイバー司令部」新設へ
韓国国防省は 1 日、インターネットを通じた国家機密の漏洩防止や
各種のサイバーテロへの対策のため、来年 1 月に「サイバー司令部」を

新設すると発表。国防情報本部傘下で、少将級将校が指揮する
200 人前後の独立部隊となる。（編集 NA）

http://j.people.com.cn/94474/6829806.html

------------------------------------------2009/12/02 14:02:

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版

韓国軍：KF16 女性パイロット第 2 号誕生

張一鉉（チャン・イルヒョン）記者

キム・ヒョソン中尉、高等飛行教育を首席で修了

韓国空軍主力戦闘機 KF16 を操縦する二人目の女性パイロットが誕

を送りたいと思うようになった。与えられたすべての任務を格好良く、完

生。空軍は 1 日、「第 20 戦闘飛行団 157 戦闘飛行大隊所属のキ

ぺきに達成する最強の戦闘パイロットになるのが目標」と語った。空軍

ム・ヒョソン中尉（26）＝空士 55 期＝が 7 カ月にわたる「転換及び作戦

は 1997 年に士官学校の門戸を女性に開放したのに続き、02 年には

可能訓練（CRT）」を修了、正式に KF16 パイロットになった」と発表。

初の女性パイロットを生み出した。現在、空軍には戦闘機パイロット 13

KF16 の女性パイロット誕生は、2007 年 11 月のハ・ジョンミ大尉（空士

人と輸送機パイロット 13 人、ヘリコプタ・パイロット 4 人の計 30 人の女

50 期、現在第 20 戦闘飛行団 121 大隊所属）以来 2 年ぶりのこと。

性パイロットがいる。

07 年 6 月、T103 訓練機で「実習課程」を始めたキム中尉は、国産
KT1 訓練機で「基本過程」を、国産超音速訓練機 T50 で「高等課
程」を修了。高等飛行教育修了式と同時に KF16 を操るようになった
キム中尉は、その後 7 カ月間にわたる CRT 訓練に臨み、堂々と KF16
のパイロットになった。キム中尉はこの訓練で飛行点数 2 位となったのを
はじめ、学術知識やリーダシップ、体力などすべてで優秀な成績を収め、
20 人ほどの同期のうち「最高の成績（1 位）」で修了。キム中尉は「高
校のとき天文部で活動をしたことで空が好きになり、空と関係する人生
http://www.chosunonline.com/news/20091202000061

------------------------------------------2009 年 12 月 1 日

人民網日本語版

中国 中米仏の衛星を利用して第 2 回土地調査を実施
第 2 回全国土地調査データの真実性、正確性、信頼性を確保する

重慶市および、山西省、広東省、海南省、雲南省の一部地域が含

ため、中国は国産衛星、「QuickBird」を含む米の衛星、仏の衛星

まれる。「QuickBird」を含む米の衛星は、分解能 0.6-1m、200 平方 m

「spot5」および航空写真の技術を用いて綿密な調査を行い、不正を

ごとの変化がはっきりと反映され、天津市、河北省、安徽省、四川省、

厳しく取締まる考え。11 月 30 日新華網北京伝。国務院第 2 回全国

陝西省、新疆ウイグル自治区の一部地域など、計 140 万平方 km が

土地調査指導グループの徐紹史・副グループ長（国土資源部部長、

撮影される。仏の衛星「spot5」は分解能が 2.5m で、1 ムー（約 666.7

国土土地総督察）は 30 日、第 2 回全国土地調査業務電話会議に

平方 m）ごとの変化を反映できる。黒竜江省、吉林省、湖南省など 8

おいて、「第 2 回全国土地調査は、衛星など現代の科学技術を十分

省を含む計 500 万平方 km が撮影される。また、国産衛星写真の分

に利用し、データの真実性、正確性、信頼性を確保する」と述べた。

解能は 3m から 4m で、2 ムーごとの変化が反映できる。主に内蒙古自

今回の調査で用いられる航空写真技術の分解能は 0.3-0.5m、200

治区、青海省、新疆ウイグル自治区、甘粛省など 180 万平方 km が

平方 m ごとの変化がはっきりと反映され、撮影面積は 140 万平方 km。

撮影される。これら技術により、今回の調査では高画質ベースマップが

遼寧省、江蘇省、浙江省、江西省、山東省、広西チワン族自治区、

得られる。(編集 SN）

http://j.people.com.cn/95952/6828649.html

-------------------------------------------
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中国の全光ファイバ・レーザ技術の研究に進展
中国科学院西安光学精密機械研究所と光子技術国家重点実験

日科学時報伝。この大出力光ファイバ・レーザ発生装置は高効率で、

室の大出力光ファイバ・レーザ研究チームが手がける全光ファイバ・レー

ビームの質がよく、高安定性、メンテナンスが必要ないのメリットがあるこ

ザ技術研究に重要な段階的進展があった。国内の全光ファイバ・レー

とから、工業加工や国防の分野で幅広く利用されており、国内外のレ

ザ発生装置の研究としては最高水準の出力電力が 1kW 以上、光か

ーザ・メーカや研究機関が競って研究を進めている。ここ数年、中国科

ら光への変換効率が 62％に達した。今後、出力電力がさらに高い全

学院西安光学精密機械研究所はこの分野で比較的速い発展を遂

光ファイバ・レーザ発生装置開発に必要な技術的基礎を固めた。30

げている。(編集 KA)

http://j.people.com.cn/95952/6829247.html

------------------------------------------2009 年 11 月 30 日

中国国際放送局 日本語部

中国、軍補給の民間調達化を試行
軍の補給を民間調達でまかなうという試行作業が 30 日、30 の施行拠

まれている」という内容を掲載。 補給の民間調達化は軍の後方補給

点で全面的に始めた。 中国国防部公式サイトはこの日、試行作業

の近代化に向けての重要な取組み。中国は 2007 年 1 月に「2006 年

の指揮に立っている指導者グループ弁公室の話として、「民間調達化

から 2010 年まで、軍隊の後方補給とその他補給の民間調達化」に関

の対象には、食堂の民間会社による経営、すべての商業サービスの民

する各項目の改革目標を発表。専門家は、このような改革は「軍隊と

間での運営、すべての駐屯地での不動産管理の導入、公用車の民

民間の結びつき」を強調する新型補給システム確立を狙いとしていると

間会社への発注、布団や服装調達の民間への発注、また条件の整っ

見ている。

た機構における民間医療保険の加入やガソリンの民間調達などが含
http://j.people.com.cn/94474/6828688.html

------------------------------------------2009 年 12 月 3 日

人民網日本語版

国防知的財産権戦略が全面スタート
「国防知的財産権戦略実施動員配置会議」が 2 日午前、北京で開

ある。2008 年 6 月 5 日、国務院は「国家知的財産権戦略綱要」を

かれ、国防知的財産権戦略の実施に向けた配置・動員が行われた。

発表。その後、総装備部が筆頭となって国防知的財産権部分の戦

3 日科技日報伝。国防知的財産権戦略は困難を要する複雑な長

略実施が明確化された。総装備部は工業情報化部、科技部、国家

期戦略任務であることから、科学的発展観の堅持を指導とし、国防

国防科工局、国家知的財産権局の部門と、国防知的財産権戦略

科技と武器装備の需要に緊密に結びつけ、国情・軍情に立脚し、国

実施指導チームを発足し、「国防知的財産権戦略実施方案」を制定。

家知的財産権戦略の統一配置に基づき総合計画を強化し、発展方

同方案で 2015 年までの短期目標と 2020 年までの長期目標が定めら

向を明確化し、建設重点を押え、着実に推進していかねばならない。

れ、2012 年から全面実施段階に入り、短期と長期戦略目標のそれぞ

整備された国防知的財産権制度の構築のほか、制度の規範的な運

れの実現を目指す。(編集 KA)

用環境づくり、国防知的財産権の数や質の向上にも力を注ぐ必要が
http://j.people.com.cn/95952/6831613.html

または

http://www.spc.jst.go.jp/news/091201/topic_4_05.html

------------------------------------------2009 年 12 月 2 日

人民網日本語版

発明特許申請件数、増加率で中国が欧米を抜く
世界知的所有権機関（WIPO）がこのほど発表した報告によると、中

ては初めて「特許協力条約」（PCT）特許申請ランキングで 1 位になっ

国の知的財産権事業の世界に対する影響力がますます強まっている。

た。07 年に世界で行われた商標申請のうち 20.6％が中国から提出さ

2009 年版「世界知的財産権指標報告」によると、1995 年から 2007

れたものだった。また世界では外観デザインをめぐる特許申請件数が急

年までの間に、中国国家知識産権局が受理した発明の専利（特許、

速に増加しており、これは主として中国からの申請件数が大幅に増加

実用新案、意匠）申請件数の年平均増加率は 23.9％に達し、欧米

していることが原因と考えられる。同報告によると、発明特許に関して

を大きく上回った。中国の知財権事業の活発な動きは以下のような事

は、世界全体での申請件数は持続的に増加しつつ、増加ペースが

例からうかがえる。2008 年に中国ハイテク企業・華為が中国企業とし

徐々に緩やかになっているが、中国の申請件数はこうした流れとは逆に
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増加傾向にあり、日米との開きが次第に縮まっているという。（編集

KS）

http://j.people.com.cn/94476/6830081.html

------------------------------------------2009 年 11 月 30 日

spc.jst.go.jp

中国、技術論文の発表本数で世界一
米 Science Citation Index（SCI）に昨年収録された中国の科学技術

22.53％を占めた。なかでも中国内陸部の研究機関が発表した論文

論文は 9 万 5500 本で初めて日本を抜き、世界第 4 になった。一方、

は 8 万 5000 本と 21.5％を占め、前年よりも 2.9 ポイント増えた。論文

米 The Engineering Index（EI）に昨年収録された中国技術論文は 8

発表本数で中国は世界一を保持。また SCI データベースの統計による

万 5000 本で世界一だった。27 日午前に行われた 2009 年中国科技

と、昨年収録された科学技術論文は計 143 万 7400 本と前年に比べ

論文統計結果発表会で、中国科学技術情報研究所の武夷山総設

13.4％増加。中国の科学技術論文は 11 万 6700 本収録され、世界

計師が報告。30 日人民網伝。統計結果によると、EI のデータベースに

の 9.8％を占め、世界 2 位だった。なかでも中国内陸部で発表された

昨年収録された定期刊行論文（核心部分）総数は 39 万 6800 本、そ

論文は 9 万 5500 本で前年よりも 7.2％増え、世界の 6.6％を占め日

のうち中国の論文が 8 万 9400 本収録され、世界の論文総数の

本を抜いて世界第 4 となった。トップ 3 は順に米、英、独。

http://www.spc.jst.go.jp/news/091201/topic_1_03.html

[関連ニュース]

または

人民網日本語版

http://j.people.com.cn/95952/6827915.html

ESI 論文発表数及び被引用数ランキング 出典：「中国科学技術統計年鑑」2008

ESI 論文発表数ランキング（1997 年 1 月から 2007 年 8 月までの蓄積

は 6 位（47.2 万本）。論文被引用回数について、米は 1 位（3902.8 万

データ）では、米は１位（286.4 万本）、日は 2 位（77.8 万本）となり、中

回）、日は 4 位（661.3 万回）、中は 13 位（189.5 万回）となっている。

http://www.spc.jst.go.jp/enjoy/ranking/ranking_090610.html

------------------------------------------2009 年 12 月 3 日

人民網日本語版

中日韓の大企業 50 社の CEO を比較
「朝鮮日報」が伝えたところによると、韓国・中国・日本の上場企業トッ

知識を持つ CEO が競争する中で、認可を得たければ修士・博士の学

プ 50 社の CEO に対する学歴を調査したところ、博士の学位を持つ中

位を持っていたほうが良い」と述べる。また中国では、3 年あれば博士の

国人 CEO が特に多かったことが分かった。中国人 CEO の約 3 分の 1

学位を取得できる。これも CEO に博士が多い原因の一つ。分析による

（32%、15 人）は博士号を持っていた。このほか、修士号を持つ中国人

と、これに比べて日本の企業文化は現場で使える技術を重んじるため、

CEO は 42.5％（20 人）に上った。中国新聞網伝。つまり、中国の大企

学士の CEO が多いと見られる。このほか、中国の CEO の卒業大学は

業 50 社のうち、4 分の 3 は博士と修士。対照的に、日本の CEO のう

様々である一方、日本と韓国の CEO はほとんどがいくつかの決まった

ち 82％（41 人）は学士。韓国の CEO の学歴は中国と日本の中間に

大学を卒業している。3 カ国の CEO の平均年齢は、日本が 63.1 歳で

あり、修士・博士（あわせて 54％）と学士（44％）の比率はほとんど同じ

年齢層が最も高かった。その次が韓国で 59.7 歳、中国は 51 歳だった。

だった。中国人 CEO に修士・博士が多い原因として、ある専門家は

性別から見ると、日本と韓国は 100％が男性だったが、中国には 3 人

「中国の CEO のほとんどは理工学科出身だ。理工・技術分野で専門

の女性 CEO がいた。(編集 SN）

大企業 50 社 CEO
学歴
平均年齢
出身大学

中国 （3 名の女性 CEO 含む）
博士号(32%), 修士号(42.5%), 学士(25%)
51 歳
様々、理工学科出身がほとんど

韓国 （全て男性）
博士+修士号(54%), 学士(44%)
59.7 歳
いくつかの決まった大学出身

http://j.people.com.cn/94475/6831360.html

-------------------------------------------
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日本 （全て男性）
博士+修士号(18%), 学士(82%)
63.1 歳
いくつかの決まった大学出身

------------------------------------------宇宙ニュースの小部屋
2009-12-06-Sun

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

Spaceflightnow(12/3)

http://d.hatena.ne.jp/t-naka/200912

http://www.spaceflightnow.com/news/n0912/03angara/

Russia delays Angara rocket debut as testing progresses
■[ロケット] ロシア、Angara ロケット開発状況を公表。Proton 置換えは 2015 年頃の見通し。
開発元 Khrunichev 社によると、第 1 段認定燃焼試験が先週完了、今後第 2 段燃焼試験に移行する。

the Angara Rocket Family

2009-12-04-Fri

NASA Spaceflight(12/3)

http://www.nasaspaceflight.com/2009/12/live-ula-delta-iv-launch-with-wgs-3/

SCRUB: ULA Delta IV launch with WGS-3 delayed atleast 48 hours
■[ロケット] ULA 社、Delta IV M+(5,4)初号機の打上げを 24 時間延期
Delta IV の M+(5,4)コンフィギュレーション（GEM60x4+Φ5m の 2 段）は

ーシンクロナス GTO に投入される。今回の打上げは今年の Delta IV

初フライト。衛星は軍用通信衛星 WGS-3 で、衛星質量は 6ton。遠

最後の打上げで 3 機目。

地点高度 67000km,近地点高度 440km,軌道傾斜角 24 度のスーパ

2009-12-02-Wed

Spaceflightnow(12/1)

SpaceNews(12/1)

http://www.spaceflightnow.com/news/n0911/30landlaunch/

http://www.spacenews.com/launch/091201-lofted-land-launch-rocket.html

Zenit rocket launches with communications satellite

IS-15 Lofted by Land Launch Rocket

■[ロケット] SeaLaunch 社、LandLaunch の打上げに成功
Intelsat の通信衛星 IS-15 を打上げ。衛星質量は 2.5ton、投入軌道は近地点高度 10200km,軌道傾斜角 12 度。
コメント： 衛星が軽いのでかなり近地点を上げて軌道傾斜角を下げています。衛星負担増速は 900m/s 強程度。

2009-12-01-Tue

SpaceDaily(11/30)

http://www.space-travel.com/reports/ISRO_Plans_36_Launches_During_11th_Plan_999.html

■[機関] インド、年 6 機以上のロケット打上げを計画
11 次計画で 36 機の打上げを計画。年 6 機以上の打上げを含む。
コメント： 11 次計画が何年計画なのか探せませんでした。

2009-11-29-Sun

asahi.com(11/28)

[編注]

2007-2012 のようで。

http://www.asahi.com/special/space/SEB200911280008.html

■[ロケット] H-IIA F16 打上げ成功
------------------------------------------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]

【防衛力整備における核武装の問題点】

大陸向け核攻撃は両刃の剣

核よりも先端技術兵器と通常戦力を充実せよ
日本安全保障・危機管理学会理事

●核武装論：北朝鮮の核実験を契機に再燃

元陸上自衛隊幹部学校教官

高井三郎

題が待ち受ける。当然、米国は重要な核技術情報を軽々に日本に

「消極的な専守防衛では国を守れない。積極的に脅威の根源を叩

引き渡さないであろう。

次に核兵器システムとして

く核武装に踏み切れ！」、「原発のプルトニウムを衛星打上げロケットに

潜水艦、陸上陣地、航空機、水上艦の４案が考えられる。結論を先

載せれば、核ミサイルが直ぐに出来上る」と政界の一部と軍事評論家

に述べれば、陸地が狭い反面、広い海域に恵まれた日本の地理的条

は主張する。たまたま昨年秋、北朝鮮が核実験の成功を公表するに

件、機動性、秘匿性等を総合的に考慮すれば、原潜（原子力潜水

及んで、俄かに核武装論が燃え上った。

艦）が適している。 英仏両国はいずれも親ミサイル１６発を搭載する

●多事多難：核兵器システムの開発

原潜４隻を就役中である。仮に日本がフランス方式を採れば、１隻当

筆者は技術、経済両面から日本における核武装の可能性に疑問を

り親ミサイル１６基に各々１００ＫＴ級個別誘導子弾（ＭＩＲＶ）６発で

抱いている。弾頭、運搬手段、発射基地、指揮情報機能を含む核

合計９６発、したがって４隻の総計は６４基、３８４発になる。

兵器システムの開発及び配備は膨大な経費、長年月を要する空前

３ これだけの弾数は最低限１４６発の所要に応えるとともに予備能力

の事業になる。これより先に唯一の核被爆国特有の国民心理動向が

も提供する。射程６０００㎞以上の親ミサイルは日本列島を遠く離れ、

背景を成す世論を説得する努力も容易でない。

敵による捕捉が不可能な中部太平洋の海中から大陸を攻撃する事

１ 米韓情報によれば中国の遼寧省に在る東風３／２１、２７発及び

ができる。 各原潜は上空からの探知を避ける秘匿性と防護力を具

北朝鮮に配備中のノドン１／２、約４５０発が日本を攻撃可能である。

備する複数の洞窟型基地に待機すべきである。そこで、原潜システム

軍事原則から見れば、脅威を一掃する核先制攻撃は反撃能力を殺

の開発生産、基地の建設等に恐らく２０兆円（年度防衛費の４年分）

ぐまで徹底しなければならない。残された僅かな核でも首都圏などが報

の投資を必要とする。 陸上陣地は原潜搭載用と同じ親ミサイル６４

復攻撃に遭えば、破滅的な被害を被るからである。 大陸のミサイル

基に同数の偽陣地を加えた１２８基のサイロを１０㎞間隔で格子状に

陣地、指揮中枢等の打撃用所要弾数は最低限１４６発と試算する

配備する。その狙いは敵の核弾頭が着弾し、複数のサイロが同時に被

事ができる。１４６発とは高度の情報活動が解明した真陣地（真目

害に遭うのを防ぐにある。

標）に見合う弾数であるが、別に多くの偽陣地が存在するに違いない。

域に相当するが、我が国情は広大な軍用地の取得を許さない。

実のところ解像度の優れた衛星画像でも巧みに偽装した陣地の真偽

核爆弾１４６発を同時に運搬するには、エアバス級の爆撃機２４機が

の判別は容易でなく、諜報等、高度の情報活動は更に困難である。

必要である。更に敵の防空組織を突破するため、電子戦機、制空戦

それ故に確実な撃破効果を収めるため、真偽が疑わしい全目標を打

闘機及び対地攻撃機、合計約１２０機を支援に充てなければならな

撃すべきであり、１４６発より多くの弾数が必要になる。

い。

ミサイル陣地

所要地積は１２０㎞四方と概ね四国全

３万㌧級の水上艦４隻に原潜４隻と同じ核攻撃能力を持た

は野晒しでなく、地下深くに及ぶ細長い堅固なサイロ、すなわち硬目

せる事ができる。ただし各艦に数隻の対空・対潜護衛艦艇を必要とす

標である。

る。当然、常時、海面に暴露した状態の水上艦は原潜よりも遥かに

これを壊すには市街地、航空基地など暴露して防護力の乏しく表面
積の広い軟目標ないし地域目標を空中破裂により加害する在来核

脆弱である。
４●死の灰を呼ぶ大陸向けの核攻撃は実行不可能

弾頭では役立たない。堅固なサイロの破壊には精密打撃及び深層部

仮に実現した核ミサイルにより大陸に攻撃をかければ偏西風に乗る

の貫徹が可能な１００ＫＴ～１ＭＴ級の弾頭が必要である。ちなみに広

死の灰が日本列島を襲い、大気、水、食品を汚染する。やがて国民

島・長崎型原爆は、せいぜい１５ないし２０ＫＴであった。

の中に放射能障害が多発して社会機能が麻痺状態になり、日本は

２ 米国でも現有の硬目標向き核弾頭は４００ＫＴ級爆弾、Ｂ６１－１

自滅の道を辿る。更には世界の自然環境を壊す事態にも発展する。

１が５０発に過ぎない。潜水艦発射用の親ミサイルに装着する１００Ｋ

政府当局が多大な期待を寄せる米国の核の傘が発動されても同じ

Ｔ級個別誘導子弾、Ｗ７６は７年前から硬目標型に改良作業が続い

弊害を生ずる。それ故に大陸に対する核攻撃は両刃の剣に等しい。む

ており、実戦配備は数年先になる見込みである。

しろ日本に関わる上記の問題を戦略核兵器の廃絶を核保有国に訴

まして、

核兵器技術が未経験の日本では硬目標打撃用核弾頭の迅速な開

えるための根拠資料に利用すべきである。

発は先ず期待できない。開発に当り、精密誘導機能、所望の深度に

●抑止力に欠ける核戦力：通常戦力に頼るイラク戦争 冷戦時代に

達するまで壊れない堅牢な弾殻及び延期信管等、多くの技術上の難

おける米ソの核戦力が戦争の抑止に寄与したと言われている。然るに
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核が戦争の勃発及び早期終結を共に防げなかった事実に注目すべき

に違いない。

である。

●核武装よりも先端技術が支える通常戦力の充実

ちなみに朝鮮戦争中に中国は米国が核兵器を保有する

事を知っていた。当時、毛沢東は「米国の原爆は張り子の虎、人民解

日本の場合、現実の脅威は核ミサイルよりもテロ、ゲリラ、あるいは工

放軍は原子戦に不死身」と宣言し、米軍と戦うため、朝鮮半島に派

作員である。既に本州沿岸、離島の警備の手薄な地点で密航、密

兵したのである。

輸、潜入、隠密偵察が頻発している。更に都市部では不法入国者が

５ 米国のリーダ－は戦争中に戦局打開のため、ピョンヤン及び共産

社会を蝕み、侵略基盤の培養する兆候も認められる。

軍に対する核攻撃を何回も検討したが、決断できなかった。攻撃の効

防衛力整備上の課題は核武装でなく、陸海空の通常戦力及び治安

果に寄せる疑問に加え、広島・長崎の惨害を再現すれば、国際社会

機関の強化にある。このため業界の持てる先端技術の開発能力こそ、

の不評を招き、政治上、不利に陥ると判断したからである。

通常戦力充実の決め手になる。その一つは沿岸、離島及び人口密

今、ア

思うに

フガン、イラクでも折角の強力な核戦力は無用の長物である。皮肉な

集地帯の警備力を強化する各種の監視器材に他ならない。

事に米軍は原始的な戦いを挑む地方武装勢力に対し、歩兵主体の

６ 付言するに筆者は核武装よりも弾道ミサイル防衛組織の方が実

通常戦力を向けている。ただし何とか米軍の優位を支えるのは戦車、

現の可能性が十分にあると見ている。

装甲車、ヘリなどの先端技術を活かす在来兵器である。 今後も第３

る通常戦力による敵地への先制攻撃能力の整備も提案する。これら

世界では米国の核戦力の裏手を行く通常戦力による戦いが頻発する

の具体策は別の機会に論じたい。

更には先端技術力が支え

要図：大陸に対する核攻撃が呼ぶ死の灰の嵐

原文： UPI Asia Online 09.09.11 Japan's priority: Non-nuclear conventional weapons
http://www.upiasia.com/Politics/2009/09/11/japans_priority_non-nuclear_conventional_weapons/1755/

------------------------------------------DefenseNews.com
30 November 2009

http://www.defensenews.com/

By WILLIAM MATTHEWS

米海軍向け Ion Tiger 燃料電池無人機の滞空時間快挙

Ion Tiger's Feat of Endurance for U.S. Navy

UAV Takes Fuel-Cell Technology Far, But Not Far Enough
Twenty-six hours and one minute. That's how long the Ion Tiger

what can be accomplished with fuel-cell power and a small UAV.

circled nonstop over the Aberdeen Proving Ground in Maryland.

But it also revealed some of what still remains to be done. With

The 37-pound experimental U.S. Navy aircraft set an endurance

26 hours of endurance, a UAV like the Ion Tiger could be sent on

record for fuel-cell-powered UAVs Nov. 16 and Nov. 17, more

long-range missions. Or it could simply be launched to loiter

than doubling the flight time of its closest rivals. On board: a

overhead, ready to be used when it is needed, said Karen

5-pound payload, a 9.5-pound tank of compressed hydrogen and

Swider-Lyons, head of the chemistry division of the Naval

a lightweight but powerful fuel-cell engine. The flight showed

Research Laboratory's alternative energy section. Equipped with
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a day-night camera, the plane could become a reconnaissance

could serve as a relay node. (後略)

and surveillance platform. With communications gear on board, it
http://www.defensenews.com/story.php?i=4396063&c=FEA&s=TEC

- - - - - - - - - - 同報- - - - - - - - - - C4ISR Journal

http://www.C4ISRJournal.com/

実験無人機が滞空記録を樹立

Experimental UAV sets endurance record

By WILLIAM MATTHEWS

http://www.c4isrjournal.com/story.php?F=4397165

-------------------30 November 2009

中国の潜水艦がもっと静かに、しかし、古いロシアのものよりもまだ大きな音

China's Subs Getting Quieter By william matthews

But Still Louder Than Older Russian Submarines
The Chinese Navy appears to be stressing quality over quantity

intelligence report that surfaced briefly on the Office of Naval

as it modernizes its submarine force, according to a U.S. Navy

Intelligence Web site, then vanished. The report was captured

intelligence report. But China still has a way to go on quality.

and published by the Federation of American Scientists.

Some of its newest submarines are as noisy as subs built

The Jins - there are two in service - are more advanced than

decades

missile

China's first-generation Xia ballistic missile submarines, but

submarines are designed to give China's naval force, known as

they're not exactly stealth machines. According to a chart in the

the People's Liberation Army Navy (PLAN), "a credible

U.S. Navy report, Jins are louder than Soviet Delta III submarines

second-strike capability," the U.S. Navy said in an August

built 30 years ago.(後略)

ago.

Nuclear-powered

Jin-class

ballistic

http://www.defensenews.com/story.php?i=4396071&c=FEA&s=CVS

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

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

04-Dec-2009

スイスは軍事輸出禁止を拒絶

Swiss reject defence exports ban
The Swiss public has rejected a proposal to ban the national

proposal to ban Swiss...

export of defence materiel. The popular initiative - the third

30-Nov-2009

ボ－イングと GD は A-12 の事案を最高裁判所に持込む準備中

Boeing, GD prepare to take A-12 case to Supreme Court
Boeing and General Dynamics (GD) are to appeal to the US

the US government ...

Supreme Court following the latest court decision in favour of

30-Nov-2009

スペインは EU の大統領は防衛ターゲットであることを概説

Spain outlines EU presidency defence targets
Spain's major security goals for its EU presidency include

and increasing the effectiveness of the union's ...

boosting the competitiveness of the European defence sector

27-Nov-2009

米国はイスラエルの F-35 への独自システム搭載の要望を退ける

US rejects Israeli request to install its own EW systems on F-35
The US Department of Defense (DoD) has rejected Israel's

the F-35 Joint Strike Fighters (JSFs) ...

request to install indigenous electronic warfare (EW) systems on

27-Nov-2009

中国航空製造企業は輸出市場に門戸を開く
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Chinese aero manufacturers open up to engage export market
Over the last month China's National Aero-Technology Import &

sales monopoly, along with its industrial partner, Aviation

Export Corporation (CATIC), the state-licensed aircraft export

Industries...

27-Nov-2009

ギャップをうめる：

EDA 欧州防衛庁

Bridging the gaps: The European Defence Agency
Although one of the EU's smallest and youngest entities, the

wide-ranging mandates of any. From...

European Defence Agency (EDA) has one of the most

27-Nov-2009

侵略への警告、 イランが自国の防衛のテストを行う

Warning against aggression, Iran tests its defences
Iran has conducted a three-phase, comprehensive series of

facilities that the Islamic Republic has consistently maintained...

aerial manoeuvres designed to repel any attack against nuclear

25-Nov-2009

中国の新しい UAV は ISR 機能をもつかもしれない

New Chinese UAV may have ISR function
A

new

Chinese

medium-altitude

long-endurance

(MALE)

Beijing in October, according to sources. While no...

unmanned aerial vehicle (UAV) was spotted at an airfield near
http://idr.janes.com/public/idr/index.shtml

------------------------------------------[平山ニュース]

バックナンバ

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

------------------------------------------[NEWS]
12/1 0715GMT 帰還:Soyuz TMA-15(ISS 19S),Kazakhstan
11/30 2100GMT 打上成功:通信衛星 Intelsat 15,Land Launch(Zenit3SLB),Baikonur
11/28 1021JST 打上成功: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
11/27 金星探査機あかつき(PLANET-C) ISAS 相模原で報道公開(JAXA,時,共,朝,毎)
11/26 きぼう船外の全天 X 線監視装置が世界最速 2 ヶ月で全天観測(JAXA,時)
11/26 GX ロケット事業仕分け資料に誤り 再審査へ(時,共,経,読,毎)
[予定]
12/4 0022-0143GMT 打上:軍事通信衛星 WGS3,Delta4,Cape Canaveral
[EVENT]
12/5-1/31 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」,大阪市立科学館
12/5 JSASS 関西支部 ライト祭 2009,島津製作所関西支社(大阪)
12/5-25 ISAS パネル巡回展,日本の宇宙開発の歴史,福井原子力センタ
12/4 宇宙からの地球観測講演会「宇宙からの自然災害の監視と防災」,鳥取環境大学
12/3-6 宙博 2009,東京国際フォーラム
ISAS パネル巡回展 // ・12/1-27 太陽のふしぎ,佐久市子ども未来館 // ・12/1-23 月のふしぎ,北海道立オホーツク流氷科学センタ
[学会]
12/4 第 25 回宇宙構造・材料シンポ,ISAS 相模原
12/4 第 11 回航空宇宙材料フォーラム 2009,岡山コンベンションセンタ
12/1 申込締切:The 17th St. Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems, 2010/5/31-6/2,St. Petersburg, Russia
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[etc.]
12/18 申込締切:超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS)による 「宇宙から メリークリスマス。」メール配信>JAXA
12/17 応募締切:第 14 回国際宇宙大学(ISU)年次シンポ学生派遣プログラム>JAXA,2010/2/15-18,Strasbourg,France
------------------------------------------[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/

------------------------------------------小惑星探査機「はやぶさ」の健気 ファンが「帰って来い」大合唱（J-CAST ニュース）5 日 - 10 時 15 分
野口宇宙飛行士 故ガガーリン氏の墓参り 露「赤の広場」（毎日新聞）4 日 - 13 時 3 分 *S09
「世界天文年」の旗を返還＝若田さんが宇宙に持参－東京（時事通信）4 日 - 11 時 38 分
野口飛行士 「ＩＳＳで大いに暴れたい」会見で抱負（毎日新聞）3 日 - 22 時 30 分 *S10

*S09

*S10

野口さん、最終試験合格（時事通信）3 日 - 20 時 5 分
野口さん、最終試験合格＝ロシア宇宙船の操縦訓練（時事通信）3 日 - 19 時 54 分
国産民間航空機の輸出めざす、当局が安全認証着手（聯合ニュース）2 日 - 16 時 15 分
ISS に「宇宙ごみ」接近も、危険性なしと NASA（CNN.co.jp）2 日 - 15 時 33 分
（CNN） NASA は 12 月 1 日、ISS に宇宙ごみ（スペース・デブリ）が接近してい

避指示は出さなかった。ISS には 11 月、スペースシャトル「アトランティス」搭乗飛

たが、1km 以内に近づく恐れがないと判断、危険性ないと発表。NASA によると

行士も含め大人数が滞在していたが、同 30 日にロと ESA、カナダ宇宙機関の

1 日早朝、宇宙ごみ接近が確認されたため、宇宙ごみの動きに注目。場合によ

飛行士 3 人が、ロの宇宙船ソユーズで地球に帰還、カザフスタンへ着陸したばか

っては、ISS 滞在飛行士 2 人に、脱出用カプセルのソユーズへ退避させる可能

り。現在、ISS には 2 人の飛行士が作業にあたっている。12 月 23 日に、ロと

性があった。しかし、宇宙ごみは ISS 接近がないと確認されたため、飛行士へ退

NASA、日本の野口聡一飛行士が到着予定。

＜受験体験＞「失敗から学ぶこと多かった」 星出彰彦さん（宇宙飛行士）（毎日新聞）2 日 - 10 時 12 分 *S11

*S11

*S12

星出彰彦さん 初会見「宇宙楽しむ企画考えたい」（毎日新聞）1 日 - 19 時 57 分
長期滞在決定、星出さん会見（時事通信）1 日 - 18 時 44 分 *S12
「日本をゆっくり見たい」＝長期滞在決定、星出さん会見（時事通信）1 日 - 16 時 41 分
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ソユーズ ２１日打ち上げ ４０年近く死亡事故ゼロ（毎日新聞）1 日 - 15 時 23 分 *S13

*S13

「進化」がテーマの競売、化石や宇宙旅行用品が登場（ロイター）11 月 30 日 - 14 時 52 分
2 カ月で全天観測＝きぼうの X 線装置（時事通信）11 月 30 日 - 10 時 40 分 *S14

*S14

過去最速の 2 カ月で全天観測＝きぼうの X 線装置－宇宙機構など（時事通信）11 月 30 日 - 4 時 47 分
------------------------------------------[月探査]

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

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

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

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

------------------------------------------米露首脳、戦略兵器削減で調整…ＣＯＰの場（読売新聞）5 日 - 19 時 42 分
＜アフガン新戦略＞ＣＩＡの無人偵察機攻撃拡大か 米紙報道（毎日新聞）5 日 - 19 時 29 分
ＳＴＡＲＴ１失効 米反応 弾頭数削減、中国にらみ懸念も（産経新聞）5 日 - 18 時 56 分
ＳＴＡＲＴ１が失効 米露首脳間は継続で合意（産経新聞）5 日 - 15 時 25 分
米ロ START1 が失効＝交渉妥結へ協議継続（時事通信）5 日 - 9 時 8 分
新条約へ固い決意 ＳＴＡＲＴ１後継 米露首脳共同声明（産経新聞）5 日 - 7 時 56 分
START1 の効力延長＝期限切れ前の妥結はできず－米ロ（時事通信）5 日 - 0 時 27 分
核軍縮失効後も協力継続＝米ロ大統領が共同声明（時事通信）4 日 - 23 時 23 分
核軍縮条約が期限切れへ（産経新聞）4 日 - 21 時 52 分
日本の核軍縮決議案、国連総会で採択：インドは引き続き反対（インド新聞）4 日 - 8 時 0 分
日本提出の核軍縮決議案、国連総会で採択（読売新聞）3 日 - 11 時 7 分
＜国連総会＞核兵器全廃目指す決議案採択 １６年連続（毎日新聞）3 日 - 10 時 57 分
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日本の核廃絶決議を採択＝16 年連続で成立－国連総会（時事通信）3 日 - 9 時 3 分
アラブ連盟事務局長＝訪日控え会見（時事通信）2 日 - 8 時 45 分 *N11

*N11

気候変動や核不拡散で協力強化＝訪日控え会見－アラブ連盟事務局長（時事通信）2 日 - 7 時 8 分
ＩＡＥＡ 天野体制、嵐の船出 待ち受ける難問（毎日新聞）2 日 - 0 時 9 分
天野事務局長就任＝IAEA（時事通信）1 日 - 21 時 14 分 *N12
核不拡散強化へ指導力に期待＝天野事務局長就任－IAEA（時事通信）1 日 - 18 時 3 分
濃縮１０施設計画 ＮＰＴ脱退論も イラン硬化、米反発（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
＜イラン＞核施設増設計画を発表…ＩＡＥＡ決議や米欧に不満（毎日新聞）11 月 30 日 - 20 時 50 分
ＩＡＥＡ 天野体制あす発足 イラン・北の核 どう対処（産経新聞）11 月 30 日 - 7 時 56 分
------------------------------------------[米軍動向]

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

------------------------------------------普天間、頓挫なら決着１５年後にも…米ＮＳＣ元部長（読売新聞）6 日 - 11 時 44 分
外相、普天間の嘉手納統合案を断念（読売新聞）6 日 - 9 時 47 分
普天間移設問題 「日米合意見直し困難」 外相、嘉手納統合を断念（産経新聞）6 日 - 7 時 56 分
岡田外相、八方ふさがり 「普天間存続の懸念も」（産経新聞）6 日 - 7 時 56 分
普天間移設 「県外」は時間かかり難しい 沖縄で岡田外相（毎日新聞）5 日 - 22 時 26 分
外相、沖縄知事と会談（時事通信）5 日 - 22 時 16 分
外相危機感、普天間「白紙なら米の信頼失う」（読売新聞）5 日 - 22 時 5 分
増派の第 1 陣派遣を命令、今月中に海兵隊か アフガン駐留米軍（CNN.co.jp）5 日 - 15 時 30 分
米兵の子４人、ロープ事件で殺人未遂容疑逮捕（読売新聞）5 日 - 12 時 35 分
外相に宜野湾市長反論「危険除去と移設は別」（読売新聞）5 日 - 11 時 36 分
普天間移設の遅れ懸念＝宜野湾市長と会談－外相（時事通信）5 日 - 11 時 23 分
岡田外相が沖縄再訪問 「普天間」年内決着断念を伝達（産経新聞）5 日 - 9 時 54 分
普天間問題 米に大きな失望感（産経新聞）5 日 - 7 時 56 分
米、アフガン戦略発表後初の攻勢（産経新聞）5 日 - 7 時 56 分
普天間問題 「鳩山は日本の盧武鉉」 「まるで社民党政権」民主議員（産経新聞）5 日 - 7 時 56 分
普天間交渉「暗礁」 米大使一変、激怒（産経新聞）5 日 - 7 時 56 分
米、普天間継続使用も…老朽化で予算措置の考え（読売新聞）5 日 - 3 時 58 分
「グアム移転止まる」と警告＝普天間見直しで撤回も－ホワイトハウス高官（時事通信）5 日 - 2 時 31 分
普天間移設 「日米合意に悪影響」…米、結論先送りに懸念（毎日新聞）4 日 - 21 時 58 分 *M10
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*N12

*M10

*M12

閣議 １２分で終了…普天間・補正など互いにけん制？（毎日新聞）4 日 - 21 時 29 分
＜普天間移設＞「日米合意に悪影響」…米、結論先送りに懸念（毎日新聞）4 日 - 21 時 27 分
＜閣議＞１２分で終了…普天間・補正など互いにけん制？（毎日新聞）4 日 - 21 時 24 分
米、「迅速な解決」要求＝普天間めぐり閣僚級会合（時事通信）4 日 - 20 時 3 分
北沢防衛相、年内の普天間解決「容易ではない」（産経新聞）4 日 - 19 時 43 分
「年越し」確実な普天間問題 喜ぶ「福島」に渋面「岡田」（J-CAST ニュース）4 日 - 19 時 35 分
米兵死亡増やし、失敗するだけとタリバーン 駐留米軍の増派（CNN.co.jp）4 日 - 18 時 3 分
行程表見直しは「長期的視点で」＝幅広い協力訴え－駐日米大使（時事通信）4 日 - 17 時 54 分
普天間の年内先送りを懸念＝岡田外相（時事通信）4 日 - 16 時 49 分
同盟に深刻な影響＝普天間決着延期に強い懸念－元米公使（時事通信）4 日 - 16 時 33 分
普天間移設で首相、現行案も排除せず（読売新聞）4 日 - 13 時 58 分
読谷ひき逃げ 県警本部長「逃げ得を許さない」（琉球新報）4 日 - 13 時 45 分
橋下知事 普天間問題で抗議される 「神戸移設を検討」（毎日新聞）4 日 - 13 時 33 分
皇后さま 海外移住資料館を訪問 横浜国際センタ（毎日新聞）4 日 - 12 時 27 分
神戸市の抗議に激怒＝普天間移設で－橋下大阪知事（時事通信）4 日 - 12 時 5 分
橋下知事激怒「本当に神戸市はダメだ」 市室長から抗議電話され（産経新聞）4 日 - 11 時 58 分
在日米軍再編「パッケージ」分割検討へ 平野官房長官が表明（琉球新報）4 日 - 11 時 45 分
＜普天間移設＞平野官房長官、対米交渉で新方針（毎日新聞）4 日 - 11 時 38 分
普天間移設 北沢防衛相、現行計画以外も検討へ（毎日新聞）4 日 - 11 時 38 分
財務省も「密約」調査－藤井財務相（産経新聞）4 日 - 11 時 25 分
招かれざる大臣？ 岡田外相「対話集会」で波紋（琉球新報）4 日 - 11 時 15 分
普天間移設問題で首相「グアムも検討」 社民は歓迎（産経新聞）4 日 - 11 時 15 分
首相の指示「非常に歓迎」＝福島氏（時事通信）4 日 - 11 時 5 分
普天間移設、遅れる可能性＝代替案の検討、米に午後提起－官房長官（時事通信）4 日 - 10 時 53 分
＜米国務省＞普天間年内見送り「ノー・リアクション」（毎日新聞）4 日 - 10 時 47 分
鳩山首相「辺野古は生きている」 普天間移設問題で（産経新聞）4 日 - 10 時 42 分
米国防軍事委で基地影響報告へ ジュゴン訴訟原告団（琉球新報）4 日 - 10 時 30 分
普天間問題、協議を継続＝米（時事通信）4 日 - 9 時 54 分
名護市議会野党 県外決議案提出へ（琉球新報）4 日 - 9 時 50 分
基地従業員給与、引き下げ中止要請へ 県議会で仲井真知事（琉球新報）4 日 - 9 時 45 分
首相 県外も検討指示 普天間移設先、年内決着を断念（琉球新報）4 日 - 9 時 40 分
普天間移設、新たな移設先検討＝現行案の可能性も－首相（時事通信）4 日 - 9 時 25 分
治安権限移譲、早期実現も＝アフガンさらに 3 千人増派可－米国防長官（時事通信）4 日 - 9 時 21 分
普天間決着、越年へ 「同盟」より政権維持（産経新聞）4 日 - 7 時 57 分
社民・福島党首４選へ 強硬姿勢で分裂封じ（産経新聞）4 日 - 7 時 56 分
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普天間決着、越年へ 社民、離脱示唆／首相、米に説明指示（産経新聞）4 日 - 7 時 56 分
普天間移設「新しい場所を」首相が指示（読売新聞）4 日 - 3 時 4 分
普天間 鳩山首相、結論越年へ 「新移設先」指示（毎日新聞）4 日 - 2 時 30 分
鳩山首相、新たな移設先の検討指示＝普天間、年内決着断念（時事通信）4 日 - 0 時 46 分
普天間移設 野党批判強める 対応揺れる政府に（毎日新聞）3 日 - 23 時 6 分
前原国交相が橋下知事に感謝 米軍訓練の関空受け入れ検討で（産経新聞）3 日 - 19 時 26 分
関空の活用、排除せず＝普天間移設問題－外務副大臣（時事通信）3 日 - 18 時 45 分
前国防長官が反論、前政権が増派要請を再三拒否のオバマ氏発言（CNN.co.jp）3 日 - 18 時 36 分
連立維持は重要＝前原沖縄相（時事通信）3 日 - 17 時 55 分
社民に配慮「普天間」米の対日不信深まる恐れ（読売新聞）3 日 - 16 時 13 分
アフガン出口戦略、与野党から批判 国防長官は見直し示唆（CNN.co.jp）3 日 - 16 時 6 分
＜アフガン新戦略＞「無条件の撤退開始危険」米に元大使警告（毎日新聞）3 日 - 15 時 1 分
社民・福島党首、連立離脱を示唆（時事通信）3 日 - 14 時 39 分
普天間移設、年内決着を事実上断念（読売新聞）3 日 - 14 時 31 分
基地従業員給与維持を国に要請へ 仲井真知事、県議会で答弁（琉球新報）3 日 - 11 時 55 分
普天間決着、越年へ＝社民に配慮－政府（時事通信）3 日 - 11 時 54 分
読谷村ひき逃げで抗議決議＝米兵引き渡し要求－沖縄県議会（時事通信）3 日 - 11 時 31 分
＜アフガン新戦略＞再評価後見直す可能性を示唆 米国防長官（毎日新聞）3 日 - 11 時 7 分
NATO のアフガン増派、「5000 人以上」と事務総長（CNN.co.jp）3 日 - 10 時 12 分
起訴前対応、４軍バラバラ 専門家「統一性要求を」（琉球新報）3 日 - 10 時 10 分
社民・福島党首、連立離脱を示唆＝無投票 4 選へ（時事通信）3 日 - 9 時 27 分
国連事務総長、オバマ米大統領のアフガン新戦略を評価（CNN.co.jp）3 日 - 9 時 18 分
「普天間」年明けへ先送り論、政府内に浮上（読売新聞）3 日 - 3 時 8 分
＜地位協定＞政府、環境保全条項を米側に提起へ（毎日新聞）3 日 - 2 時 30 分
米国のアフガン増派、タリバンの決意を一層強める＝タリバン声明（ロイター）2 日 - 23 時 12 分
＜普天間移設＞社民、国民新に配慮も 官房長官、防衛相ら（毎日新聞）2 日 - 22 時 40 分
オバマ戦略 アフガンに高いハードル（産経新聞）2 日 - 21 時 12 分
アフガン増派、対テロ勝利の成算は？（産経新聞）2 日 - 21 時 8 分
オバマ米大統領の決断 長引いたアフガン（産経新聞）2 日 - 20 時 0 分
韓国政府、米国のアフガン増派に支持表明（聯合ニュース）2 日 - 19 時 52 分
普天間決着、来年に持ち越しも 官房長官（産経新聞）2 日 - 19 時 28 分
普天間移設 橋下知事、負担分担へ知事会で問題提起（毎日新聞）2 日 - 19 時 7 分
アフガン支援、具体化に課題＝治安状況を懸念－政府（時事通信）2 日 - 18 時 15 分
新戦略は十分な人的資源を約束と、アフガン駐留米軍司令官（CNN.co.jp）2 日 - 16 時 18 分
アフガン増派、米大統領「出口戦略」示す必要（読売新聞）2 日 - 13 時 43 分
普天間移設で橋下知事「知事会で問題提起」（読売新聞）2 日 - 12 時 17 分
学生の肩抱く米大統領＝アフガン新戦略（時事通信）2 日 - 12 時 2 分 *M11
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アフガン増派、ＮＡＴＯに協力求める 米国務長官が説明へ（産経新聞）2 日 - 11 時 50 分
米アフガン新戦略…米兵３万を来年増派、１１年撤収（読売新聞）2 日 - 11 時 38 分
３万人再増派 ２０１１年７月に撤退開始 オバマ大統領、アフガン戦略公表（産経新聞）2 日 - 11 時 35 分
2010 年夏までにアフガン駐留米軍 3 万人増派＝大統領（ロイター）2 日 - 11 時 30 分
アフガンに 3 万人追加増派＝米大統領（時事通信）2 日 - 11 時 27 分
米大統領 アフガン １１年７月撤退開始と３万人増派発表（毎日新聞）2 日 - 11 時 26 分
吉野元局長「密約」法廷で認める 沖縄密約開示訴訟（琉球新報）2 日 - 9 時 50 分
カナダにアフガン撤退方針の変更迫る？ 米大統領、直接伝達せず（産経新聞）2 日 - 9 時 42 分
オバマ大統領、追加増派と 2011 年の撤退開始を表明へ（CNN.co.jp）2 日 - 9 時 33 分
２０１１年７月の撤退開始目指す 米大統領、きょうアフガン戦略発表（産経新聞）2 日 - 8 時 41 分
11 年 7 月に撤退開始＝追加増派は 3 万人－アフガン新戦略発表・米大統領（時事通信）2 日 - 6 時 39 分
アフガンへ 1 万人増派要請＝米が同盟 42 カ国に－仏紙（時事通信）2 日 - 1 時 11 分
オバマ米大統領がアフガン新戦略発表へ ３万人超増派か（産経新聞）1 日 - 23 時 13 分
＜普天間移設＞「早期結論信じる」米太平洋軍司令官（毎日新聞）1 日 - 22 時 9 分
「沖縄密約」訴訟 証人の元外務省局長が存在認める（産経新聞）1 日 - 20 時 41 分
米軍訓練「神戸空港でも」＝橋下大阪知事（時事通信）1 日 - 13 時 15 分
グアンタナモ基地収容者 2 人、イタリアへ移送（CNN.co.jp）1 日 - 12 時 21 分
＜米大統領＞アフガン新戦略の実行指示…３万人増派など柱（毎日新聞）1 日 - 11 時 16 分
＜米国＞アフガン追加増派戦費２．５兆円 戦争税導入の声も（毎日新聞）1 日 - 11 時 6 分
北沢防衛相「今週末にも日米閣僚級のＷＧ開催の可能性」 普天間飛行場移設問題で（産経新聞）1 日 - 10 時 36 分
米大統領、鳩山首相に連絡なし＝普天間問題が影響？－アフガン戦略（時事通信）1 日 - 10 時 2 分
ルース氏「日米合意が唯一」 駐日米大使来県（琉球新報）1 日 - 9 時 40 分
普天間移設 「年内決着」へかじ 現行計画の沖合移動案軸（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
普天間移設 「予算」にらみ待ったなし（産経新聞）1 日 - 7 時 56 分
「訓練の恒常化懸念」 米海兵隊が日出生台演習場調査 市民団体 １００人が抗議集会（西日本新聞）1 日 - 7 時 7 分
ビンラーディン取り逃がし、増援拒否が原因…米上院（読売新聞）11 月 30 日 - 20 時 36 分
沖縄県知事と駐日米大使が会談（時事通信）11 月 30 日 - 20 時 1 分 *M12
普天間移設、「関空案議論も」＝橋下大阪知事（時事通信）11 月 30 日 - 19 時 4 分
普天間検証、早期決着を＝沖縄知事と会談－駐日米大使（時事通信）11 月 30 日 - 18 時 58 分
イラク駐留米軍、撤収へ向け膨大な荷物と「格闘」（CNN.co.jp）11 月 30 日 - 18 時 30 分
普天間問題 米大使、辺野古移設は「唯一実行可能な選択肢」（琉球新報）11 月 30 日 - 18 時 0 分
普天間移設、橋下知事「関空案議論拒否できぬ」（読売新聞）11 月 30 日 - 14 時 0 分
橋下知事、関空を軍民共用化？「話があれば普天間受け入れも」（産経新聞）11 月 30 日 - 13 時 59 分
普天間移設 首相、早期結論に意欲 仲井真知事と会談（毎日新聞）11 月 30 日 - 12 時 40 分
鳩山首相、沖縄県知事と会談 普天間年内決着も視野に（産経新聞）11 月 30 日 - 12 時 1 分
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＜普天間移設＞首相、早期結論に意欲 仲井真知事と会談（毎日新聞）11 月 30 日 - 11 時 54 分
ビンラディン容疑者捕そくのチャンス、兵力不足で逃すと（CNN.co.jp）11 月 30 日 - 11 時 42 分
沖縄県知事、首相に普天間の早期結論要請（読売新聞）11 月 30 日 - 11 時 41 分
普天間移設 「話あれば関空に」橋下大阪府知事（毎日新聞）11 月 30 日 - 11 時 39 分
沖縄県知事と再会談＝鳩山首相（時事通信）11 月 30 日 - 11 時 33 分
普天間「日米の検証待ち判断」＝首相、沖縄知事と再会談（時事通信）11 月 30 日 - 11 時 22 分
「普天間」沖縄に広がる政権不信（産経新聞）11 月 30 日 - 10 時 46 分
県外移設困難、政権内で共有＝防衛政務官（時事通信）11 月 30 日 - 10 時 39 分
鳩山首相、普天間移設「無責任に延ばせない」（産経新聞）11 月 30 日 - 9 時 37 分
「普天間」沖縄に広がる政権不信（産経新聞）11 月 30 日 - 7 時 56 分
ビンラディン容疑者取り逃がす＝前米国防長官が増派拒否－上院調査報告書（時事通信）11 月 30 日 - 6 時 24 分
鳩山首相が沖縄知事との秘密会談認める 普天間問題（産経新聞）11 月 29 日 - 22 時 17 分
------------------------------------------[ASAGUMO NEWS]

朝雲新聞社

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

12/2 「コラム」更新

・朝雲寸言 // ・審議拒否 VS 強行採決 // ・リスボン条約の発効
11/30 「ニュース」更新

防衛省関連事業仕分け //

平和協力センターは「廃止」 //

広報・募集予算は「縮減」

監視飛行１００回達成 アデン湾でＰ３Ｃ部隊
技術が消える！ // 窮地に立つ防衛産業（４） //火薬も、ロケットも // 誰が継ぐ熟練の技 // 減り続ける技能工 安全対策にも悪影響
陸・空で優秀隊員表彰 //

陸 全国から夫妻 30 組招く //

「響き合う志」をテーマに //

華やかに音楽まつり 日本武道館

日米主力艦が集結 //
米「現行案のみ可能」 //

空 曹長夫妻ら 10 組に褒賞

九州・南西諸島海空域 海演に合わせ訓練
普天間移設閣僚級協議 「早期に結論」で一致

米軍普天間飛行場の代替施設建設に関する日米両政府の外務、防衛閣僚
級作業部会の初の協議が１１月１７日、外務省で開かれ、代替施設問題につ
いて早期結論を出すことで日米が一致。
先の鳩山、オバマ会談で同閣僚協議を通じ普天間飛行場移設問題をでき
るだけ早期に解決することで合意したことを受け開かれたもので、日本側は岡田
外務、北沢防衛両相、武正外務、榛葉防衛両副大臣、米側はルース駐日米
大使、グレグソン米国防次官補、ドノバン筆頭国務次官補代理、シファー国防
次官補代理が出席。
席上、岡田外相は米側立場を踏まえた上で、代替施設検証に基づく早期
解決に理解を求めた。北沢防衛相も事業実施責任者の立場から「年内に結論
を出すよう考えている」と述べた。
これに対しルース米大使は、「日米同盟を発展させる目的を日米が共有してい
る以上、必ず解決できる」と述べ、同作業部会の性格について

日本側の考えに同意。また、米側はこれまでの日本政府努力を評価するととも
に、新政権検証作業に理解を示した。
その上で米側は「現行案は唯一実現可能なオプション。１５年にわたって検討
した結果の、米政府全体の考え」などと説明。予算審議を行う米議会が在沖海
兵隊グアム移転を支持しているものの、不安定な状況が続けば議会の反応が変
わる可能性があるとの懸念を示した。
最後に岡田、北沢両大臣とルース米大使は、早期に結論が得られるよう今
後とも閣僚レベル、高級事務レベルで精力的に作業部会を開くことで一致。
◇
高見沢防衛政策局長と外務省の梅本北米局長は１１月２４日、普天間移
設問題で米側と事務レベル協議を行うため訪米。キャンベル米国務次官補らと
会談予定。

------------------------------------------[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)]
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全世界のエアライン業界はＱ３期には業績改善を見せた

Global airline industry shows improvement in Q3

Major airlines swung to a $718 million profit in the third quarter of 2009, according to a sampling of 75 international carriers, reversing a
$3.37 billion loss last year. North American carriers showed the biggest improvement, posting combined profits of $245 million after
losing $2.35 billion in the year-ago period. Asia/Pacific carriers narrowed their losses by nearly 71%, while European airlines saw their
earnings slide more than 50% to $563 million. Air Transport World (12/2)

34

パイロット居眠り防止等疲労に関し、ＦＡＡで新ルールはないと上院で説明

No new rules on pilot fatigue in 2009, FAA tells Senate panel

Naps in the cockpit likely won't be part of new FAA guidelines for fighting pilot fatigue, agency officials told the Senate Committee on
Commerce, Science and Transportation on Tuesday, adding that the updated rules won't be finished by Dec. 31, as originally planned.
The committee heard from safety experts and industry groups urging approval for so-called "controlled naps," with "overwhelming"
evidence that they can help boost safety, according to the Air Transport Association. Besides the issue of naps, regulators are wrestling
with caps on allowable work hours for pilots, as well as rules for mitigating long commutes. The Dallas Morning News (12/2) , The Wall
Street Journal (12/2) , Chicago Tribune (12/2) , Bloomberg (12/1) , Los Angeles Times (12/2)
日米航空交渉で、年内にもオープンスカイ条項が承認される見通し Open skies pact with Japan could be approved this year, says AA exec
With a new round of talks scheduled for later this month, the U.S. and Japan could reach an "open skies" agreement by the end of the
year, according to Will Ris, American Airlines' senior vice president of government. Once the treaty is in place, an antitrust waiver for
greater cooperation between American and Japan Air Lines "wouldn't be very complicated at all," Ris said Tuesday. The Wall Street
Journal/Dow Jones Newswires (12/1)
ボーイング７８７最終地上テスト実施中

Boeing confirms "milestone" test on Dreamliner

給油機 現行のＲＦＰ（入札条件）では、応札しないとノースロップグラマン

Northrop Grumman won't bid for aerial tanker under current RFP

Northrop Grumman has notified the Pentagon that, under the existing request for proposals, it will not bid for the U.S. Air Force
replacement aerial tanker, but it could enter the process if substantial changes were made to the RFP. Northrop has complained that
the 373 pass/fail requirements in the RFP give equal weight to less important items, such as water flow in sinks, with critical capabilities,
such as fuel offload rates. AviationWeek.com
消防用無人ヘリコプタ コーストガードが検討中

Coast Guard eyes Fire Scout unmanned helicopter

The Coast Guard is closely evaluating Northrop Grumman's Fire Scout unmanned helicopter to meet the requirements for its National
Security Cutter. The service used the company's Fire Scout P6 for land-based tests, and Northrop Grumman has been using company
money to integrate the non-developmental radar on the aircraft. Aviation Week & Space Technology (12/1)
エアバス 軍用輸送機 A400M キャンセルがなくとも 赤字プロジェクト

Even without cancellations, Airbus to lose money on A400M

Even as Airbus prepares its A400M for first flight as early as next week, questions remain about the plane's political and financial future.
European governments have ordered an outside audit of the program as they meet this week to determine their tolerance for new price
increases and delivery dates. Even if the plane's seven original purchasers agree to higher prices, Airbus still stands to lose at least $3.6
billion on the $30 billion contract. The Wall Street Journal (12/2)
国防関連企業に対して敵視政策の雰囲気が大統領府・議会に広がっていると専門家
Experts: Washington creates "poisonous" atmosphere for contractors
Some former Pentagon officials say the White House and Congress are creating an atmosphere of hostility toward defense firms -- a "a
global war on contractors," in the words of Jacques Gansler, once the Pentagon's chief weapons buyer. By criticizing private firms'
profits, ethics and contracts, Washington is putting the industry "at an arm's length," according to speakers at a Washington forum
sponsored by the Lexington Institute. "The role of contractors is now viewed as poisonous," said David Berteau, a Defense Department
official in the Reagan administration. Defense News (12/1)
ロッキード ミサイル防衛システムでボーイングに対抗

Lockheed takes aim at Boeing on missile-defense contract

Lockheed Martin Corp. says it plans to bid on a 10-year, $6 billion contract for operations and maintenance of Ground-based
Mid-course Defense, the core of the U.S. missile defense shield. That would pit Lockheed against Boeing Co., the current GMD lead
contractor that will have reaped an estimated $18 billion on the program between 2001 and 2011. Reuters (12/1)

SmartQuote
"Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men."
小さな夢など見るもんじゃない、なぜなら小さな夢は人の心を動かすような力を持っていないから。
--Johann Wolfgang von Goethe, German poet, playwright, novelist and statesman 独詩人・作家・政治家：ジョナサン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
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ペンタゴン JSF 関連予算増やす

Pentagon may increase Joint Strike Fighter funding

Pentagon officials may increase funding for the $300 billion Joint Strike Fighter program in the fiscal 2011 budget program. However, the
Pentagon may ask Lockheed Martin to share any cost overruns for the flight-test plan for the aircraft. The Marine Corps aircraft
recently underwent trials the NAS Patuxent River, Md. Aviation Week & Space Technology (11/30)
JAL との提携関係をめぐりエアラインのアライアンスの在り方が再検討

Column: Fight for JAL could rewrite alliance rules

The battle over Japan Air Lines has changed the rules in airline alliances, writes travel columnist David Grossman. For the first time,
rival alliances are publicly fighting a high-stakes membership battle, in contrast to the kind of quiet, behind-the-scenes jockeying that
has traditionally prevailed. "If airlines and alliances are now offering cash incentives for recruiting new members, could similar bidding
wars for other airlines break out when an alliance is locked out of a strategically important part of the world?" Grossman wonders. USA
TODAY (12/1)
日本の DoCoMo 環境情報ネットワーク 米国土安全庁（DHS）にも関心

Japanese cellular network to monitor environment

Japanese cellular giant DoCoMo says it will use its network to monitor the environment for carbon dioxide, ultraviolet rays and other
conditions. The DoCoMo effort follows news that the U.S. Department of Homeland Security hopes to use cell phones to detect
biological and chemical agents. HomelandSecurityNewsWire.com (11/30)
FAA の人材問題：モラルの低さで、優秀な技術者が集まらない

Report: FAA lags in morale, diversity

The FAA may have trouble attracting and keeping tech-savvy workers due to low morale and ineffective diversity efforts, according to a
report from the Government Accountability Office. With 38% of "critical" employees eligible for retirement by 2013, the agency must do
more to fix morale problems, the report suggested. In a 2009 survey of the best places to work in the federal government, the FAA
ranked 214th out of 216 agencies. The Washington Post (12/1)
航空機リース最大手 ILFC 社の CEO が個人的に、40 億ドル相当の航空機を買い取るとのうわさ
ILFC co-founder eyes $4B aircraft purchase
Steven Udvar-Hazy, CEO of International Lease Finance Corp., is reportedly seeking to buy some $4 billion worth of aircraft from the
company, after American International Group Inc. failed to find a buyer for all of ILFC's assets. The world's largest aircraft lessor
remains profitable despite some $30 billion in debt and a sharp downturn in the aviation market. The Wall Street Journal (12/1)
EA-18G (米海軍向け) 量産体制へ

Pentagon steps up Boeing Growler production

The Pentagon has moved Boeing's EA-18G Growler program into full production, with the company now building 22 aircraft per year for
the Navy. The ramp-up in production represents a $386 million modification to a previous contract. American City Business Journals/St.
Louis (12/1)
無人機（UAV）での滞空 26 時間の記録を樹立

26-hour UAV flight sets endurance record

An experimental UAV known as the Ion Tiger recently set an endurance record by remaining aloft over Aberdeen Proving Ground in
Maryland for more than 26 hours. With a fuel-cell engine and compressed hydrogen tank, the Ion Tiger has a lower heat signature than
UAVs with internal combustion engines. DailyTech (12/1)

SmartQuote
"Along with success comes a reputation for wisdom."
成功すれば、それは知恵と言われるようになる。
--Euripides, Greek scholar and poet

ギリシャ哲学者エウリピデス
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777 用エンジン修理だたちに実施は不要

No need for immediate 777 engine repairs, FAA says

The FAA has rebuffed the National Transportation Safety Board in deciding against a short deadline for replacing key engine parts on
about 130 Boeing 777s. The FAA ruled that the planes may continue flying with the suspect parts into early 2011, partly out of concern
that replacement parts are in short supply. Aviation regulators have warned that ice buildup can restrict fuel flow to the 777's engines,
especially when flying in polar regions. However, the FAA agreed with Boeing Co. that interim fixes and operational standards can ensure
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against the rare icing problem, mitigating the need for a near-term overhaul. The Wall Street Journal (11/30)
エアバス A400M 12 月 7 日の週に初飛行の予定

Airbus promises A400M will fly second week in December

After a series of delays, Airbus has announced the A400M transport plane will make its first flight the week of Dec. 7. Airbus is
scrambling to renegotiate contracts with European governments, and France and Germany have said the company has until year's end
to prove that the plane remains viable. Defense News/Agence France-Presse (11/27)
全世界の航空便の需要 旅客は微増、貨物は減少

Global air travel ticks up in October

International air traffic rose half a percentage point in October, though air cargo fell by a similar amount in year-over-year terms.
Passenger traffic is now up 6% from its March 2009 nadir, though it remains 5% off peak levels reached in early 2008. Reuters (11/30)
セスナ会長：ジェナラルアビーエーションの環境問題、産官共同で対処

Cessna chief: Industry, government must partner on green measures

Progress and technology in general aviation needs to be balanced with environmental sensitivity, but industry and government need to
collaborate on green innovation or else the industry could be stifled, said Cessna Aircraft Chairman Jack Pelton at a recent meeting.
Without such collaboration, the growth and vitality of the industry is at risk, he said. General Aviation News (11/29)
民間航空の環境問題対策が ICAO の場で議論

Civil aviation community endorses climate change policy

AIA and company representatives from Boeing, General Electric, Pratt & Whitney and Rolls-Royce North America were observers at a
historic meeting in Montreal this month where member states affirmed their commitment to work through ICAO to reduce aviation
emissions that contribute to climate change. Read more.

SmartQuote
"The things you fear are undefeatable not by their nature but by your approach."
あなたがかかえている難題は、問題自体が難しいというより、あなたのアプローチの仕方が間違って難しくなっている。
--Jewel,

singer-songwriter

シンガーソングラアイター：ジュエル

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

THE WIZARDS OF LANGLEY

[約 30 年前の偵察衛星の歴史的話]

Inside the CIA’s Directorate of Science and Technology

Chapter 7

Cracks in the Empire （ REAL TIME pp 198-pp 202 ）

REAL TIME
On the morning of December 19, 1976, a Titan 3D rocket blasted off
from Vandenberg Air Force Base. Its mission was to propel yet another
KEYHOLE satellite into orbit. Through December 18, there had been
296 days of satellite coverage that year. Although there had been no crises
equivalent to the Middle East wars, the Soviet invasion of Czechoslovakia,
or the Cuban missile crisis to monitor, U.S. spy satellites certainly
had not lacked targets.
The launch went smoothly, with the Titan 3D sending its payload into a
polar orbit. Seemingly, yet another KH-9/HEXAQON had been lofted
into space. But close observers noted at least one difference. The new
satellite had a markedly higher perigee and apogee than previous KH-9
satellites, coming no closer than 165 miles to the earth's surface-as
compared with the normal KH-9 perigee of a little over 100 miles. In an
article published in early 1978, space expert Anthony Kenden noted: "A
Big Bird was launched on 19 December 1976 into an unusually high orbit,
from [153 to 330 miles]. ... This new type of orbit may indicate that
it was the first test of a Program 1010 vehicle."15
Indeed, the payload that was placed in orbit on December 19 was the
first launch of the KENNAN program (designated 1010 by Lockheed, the
primary contractor), which had successfully produced a spacecraft with
an electro-optical system-known as the KH-11. The specific spacecraft
bore the designation 5501 to specify the particular satellite and mission
number. 16

リアルタイム
1976.12.19 打上げ

The KH-11 was launched within two months of the target date, and despite reports to the contrary, it came in substantially under budget. Before
Dirks's tenure would end, another three KH-11s would be successfully
launched-on June 14, 1978, February 7, 1980, and September 3, 1981. In
addition, the code name for the program would be changed from KENNAN

KH-11 は目標とした日付の 2 ケ月以内に打上げ、
予算内に
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従来打上げの KH-9 と差異
近地点と遠地点がはるかに高い

Program 1010 ビークルの最初のテスト
KENNAN プログラム(=ロッキード呼称では 1010)
= KH-11 光学衛星
5501 と名づけられた特定宇宙機

1978.6.14, 1980.2.7, 1981.9.3 打上げ継続
プ ロ グ ラ ム の コ ー ド ネ ー ム は 1982 年 に KENNAN か ら

to CRYSTAL in 1982. 17
In general, no two versions of any imaging satellite are necessarily
identical, because modifications are often made to sensors and other
equipment. The basic dimensions of the KH-11 remained the same from
the initial launch-the cylindrical spacecraft measured about 64 feet long
and 10 feet in diameter and weighed about 30,000 pounds. 18
The optical system, however, underwent a major change between the
first and subsequent satellites. The first satellite relied on light-sensing
diodes to collect the light reflected from the target. By the time the second
spacecraft was constructed, Lockheed was able to turn to charge coupled
devices, or CCDs. The CCD originated at Bell Telephone Laboratories
in the late 1960s when two researchers, William S. Boyle and
George E. Smith, invented a new type of memory circuit-a development
that had been in the works for most of the decade. The researchers
quickly realized that the tiny chip of semiconducting silicon they first
demonstrated in 1970 had a variety of other applications, including signal
processing and imaging (the latter because silicon responds to visible
light). By 1975, scientists from the California Institute of Technology's
Jet Propulsion Laboratory and the University of Arizona were using a
CCD in conjunction with a 61-inch telescope to produce a picture of
Uranus, about 1.7 billion miles from earth. 19
The optical system of the KH-11 (and its successors) scanned its target
in long, narrow strips and focused the light onto an array of CCDs with
several thousand elements. The light falling on each CCD during a short,
fixed period of time was then transformed into a proportional amount of
electrical charge. In turn, the electrical charge was read and fed into an
amplifier, which converted the current into a whole number, between 0
and 256, representing a shade of color ranging from pure black to pure
white. Thus each picture was transmitted as a string of numbers-one
from each element.20
More specifically, the CCD captured particles of energy, visible light,
in an array of picture elements known as pixels. The pixels automatically
measured the intensity of the particles and then would "send them on
their way in orderly rows until they are electronically stacked up to form

CRYSTAL に変更されることになる
どの撮像衛星も同一ではなく、センサや機器に変更がされた

a kind of mosaic." The standard CCD used in the Hubble Space Telescope
has a total of 640,000 pixels arranged in an 800-by-800 format and occupies less than half a square inch. 21
The KH-11's charge-coupled devices could not, however, do the job
alone. Without a good mirror in front of them, even the best CCDs produce photographs with poor resolution. But the mirror for the first KH-11
was quite good and quite large-seven feet, eight inches wide. (Subsequently, mirror size increased). The secondary mirror, greater than one
foot in diameter, narrowed the image coming off the primary mirror and
sharply focused it. 22
Another key to the KH-11's ability to produce high-quality photographs was its computer. About the size of a sleek VCR, the computer
was fundamental to maintaining the KH-11 in a stable position, pointing
the mirror and obtaining photographs of the desired targets. 23
Once the visible light was collected and transformed into an electrical
charge, the signals were then transmitted to one of two Satellite Data System (SDS) spacecraft as the relay spacecraft passed slowly over the northern Soviet Union. The SDS orbit was identical to that first employed by
Soviet Molniya satellites. Orbiting with a 63-degree inclination, the satellite approached to within 250 miles of earth when passing over the Southern hemisphere, and it moved as far away as 24,000 miles as it drifted
over the Northern Hemisphere. A spacecraft in such an orbit took eight to
nine hours to pass over Soviet territory, leaving it available to receive and
transmit imagery for long stretches of time.24
The SDS spacecraft, the first two of which were launched in June and
August of 1976, performed a variety of functions. In addition to transmitting the KH-11 digital signals, they relayed communications to any
B-52s flying on a polar route, served as communications links between
the various parts of the Air Force Satellite Control Facility, and carried
nuclear detonation detection sensors. Those other functions, Bud

ハッブル宇宙望遠鏡に使われる CCD は 0.5 平方インチ弱の
ところに 800x800 のフォーマットで合計 640,000 ピクセルがあ
る。
KH-11 の CCD は単独では機能を得ることはできなかった。
CCD の前に良いミラーがなくては最高の CCD でも貧弱な分
解能の画像しか得られない。しかし、KH-11 初号機のミラー
は 非 常 に 良 いも の で 、 非 常 に 大 き い も の 7ft x 幅 8
inches(後でミラー寸法は増加) ２番目のミラーは径 1ft より
大きく主鏡からくる光を狭め、焦点をシャープに結ばせた。
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KH-11 の円筒型長さ 64ft, 径 10ft, 30,000 ポンドは変わら
ず
しかし、光学システムは初号機と後続衛星では大きな変化
2 号機は CCD を使用
CCD はベル・テレホン・ラボラトリーズで 1960 年代後半に
William S. Boyle と George E. Smith が発明
[編注] 奇しくも彼ら二人は 2009 年のノーベル物理学賞を
受賞
最初に 1970 年に実証した半導体シリコンの小さなチップは
他の様々な応用があることに彼らは直ぐに気づいた。その応
用には信号処理と撮像が含まれている。シリコンは可視光
に感度があるから。
1975 年までにカリフォルニア工科大の JPL(ジェット・プロパル
ジョン研)とアリゾナ大の科学者は 61 インチの望遠鏡と CCD
をいっしょに使い地球から 17 億マイルの距離の天王星を撮
影した。
KH-11 と後続衛星の光学システムは目標を長い細い縞状
に走査して、光を数 1,000 の素子数の CCD アレイ上に焦点
を結ぶようにさせた。
各々の CCD に当たった光は一定時間に電荷に変換され、
電荷はアンプで電流になり 0 から 256 の間の値の白黒の階
調になった。
各々の絵は数値の連なりとして各々の素子から送られた。
もう少し具体的に言えばピクセルと呼ばれる画像の要素のア
レイの中に CCD は粒子のエネルギー可視光を捕えた。ピク
セルは自動的に粒子の強度を測定し、モザイク画形状にな
るように列の順番に送られる。

高品質の画像を得るための KH-11 の能力の別の鍵はその
コンピュータにあった。スマートなビデオカセットレコーダの寸法
のコンピュータは KH-11 が安定した位置と指向をミラーにさせ
所望の目標の画像を得続ける必須のものであった。
SDS リレー衛星

SDS 打上げ 1976.6, 1976.8

B-52 にリレー

Wheelon noted, were "strictly a sideshow," a nice bonus if they worked
but a minor loss if they did not.25
The SDS satellite then transmitted the KH-11 signals for initial processing to a ground station at Fort Belvoir, Virginia, about twenty miles
south of Washington. The Mission Ground Site-a large, windowless,
two-story concrete building-was given the cover title of Defense Communications Electronics Evaluation and Testing Activity and also was
designated as Area 58.26
Its method of transmitting data permitted the first KH-11 to remain in
orbit for over two years-770 days. The next three lasted 1,166,973, and
1,175 days, respectively,27 The KH-ll was not limited, as were the KH-8
and KH-9, by the amount of film that could be carried on board. In addition,
it had a higher orbit, approximately 150 by 250 miles, that reduced
atmospheric drag on the spacecraft.
The new system had one serious initial limitation. Although it could
transmit its data instantaneously, it could do so only for two hours per
day. So much power was required to transmit the data to the relay satellite
(via the KH-11 's traveling wave tube amplifier) that the system drained
power far faster than it could be replaced by the satellite's solar panels.
Thus, the new model of the spy satellite fleet could be used only sparingly
at first. 28
The KH-11 operated along with KH-8 and KH-9 satellites for several
years before becoming America's sole type of photographic reconnaissance
satellite. Only a few, very select government officials were permitted
to know of the KH-11 's existence or even see its product. The KH-11
was treated with even greater secrecy than usual in the black world of reconnaissance satellites-the photographs and data derived from them
were not incorporated with data from the KH-8 and KH-9 systems. The
decision to restrict the data to a very small group of individuals was taken
at the urging of senior CIA officials, including COMIREX chairman
Roland Inlow, but it was opposed by military officers who wanted the information to be more widely distributed throughout the armed forces. 29
Among the officials who did know about KENNAN in early 1977 were
president-elect Jimmy Carter and his national security adviser, Zbigniew
Brzezinski. The latter had been briefed extensively on the new system after
Carter's election in November. On December 30, 1976, Enno Henry
"Hank" Knoche, the Deputy Director of Central Intelligence, along with
John McMahon and other CIA representatives, met with Brzezinski. As
part of the briefing, which covered human and technical collection operations,
McMahon described the KENNAN system "at some length."
Knoche suggested to Brzezinski that he think of the new real-time capability
in the context of new approaches to crisis management. He noted
that a KH-11 could be tasked by crisis managers, "made responsive to
live needs," and be the "basis for re-thinking the organization of current
crisis management."30
In the month between its launch and Carter's inauguration, the KH-11
underwent checkout and testing and that day finally transmitted its first
photos. By this time, Knoche was the CIA's acting director, pending
confirmation of the new President's choice for DCI. George Bush had wanted
to remain as DCI, but Carter would not extend the stalwart Republican's
tenure, not even until his own choice could be confirmed. Until that happened-and confirmation took longer than usual because Carter's first
nominee. former Kennedy White House aide Theodore Sorensen, withdrew
when it became clear he could not win approval-Knoche was head of
the world's most technically accomplished intelligence establishment.
Among Knoche's first roles was to show Carter the capabilities of America's
newest spy satellite---one way of demonstrating the CIA's value to the
new President.31
The most dramatic demonstration would have been for Carter to see the
photos within moments of their arrival. But he was busy on Inauguration
Day-taking the oath of office, strolling down Pennsylvania Avenue in
subfreezing weather, and attending the various traditional celebrations. In
addition, to have the most dramatic effect would have required either that
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地上局 ヴァージニア州 Fort Belvoir

より高い高度は宇宙機への大気抵抗を減らした
新システムには深刻な初期の限界があった。
直ぐにデータ送信できるものの一日に 2 時間しか送信できなかっ
た。KH-11 の進行波管によりリレー衛星にデータを送るのに非
常にパワーが必要だったので、衛星の太陽電池で充電するより
早くシステムのパワーが干上がった。
それでスパイ衛星の新しいモデルでは最初は節約して送信し
た。

KH-11 の存在とその画像を見るのは政府の非常に限られた担
当者のみが許可された。

軍の担当は情報を軍隊にもっと広く配布するよう反対した。

[編注]フィルム回収型写真偵察から電子情報の送受になった
のは、飛躍的に responsive 即応になったということで。

カーター大統領就任

Carter make the trip to Ft. Belvoir or that Ft. Belvoir come to Carter, neither of which was feasible. As a result, Knoche decided to wait a day before
visiting the new President."
So it was 3: 15 in the afternoon of January 21 when Knoche and Admiral
Daniel l. Murphy, the DCI's deputy for intelligence community affairs,
began a fifteen-minute meeting with Carter and Brzezinski in the
White House's second-floor Map Room. Knoche had a handful of six-inch
square black-and-white photos with him.33 McMahon had told Carter
what the KH-11 could do; now Knoche would show him. Carter
examined the photographs that Knoche spread on the map table. The
photographs did not reveal some secret, nefarious activity on the other
side of the world, but provided an overhead perspective of something
much closer to home-Carter's inauguration. After peering at the photos
for a few moments, Carter looked up at Knoche, grinned, and then
laughed appreciatively. He congratulated Knoche and Murphy on the apparent quality of their latest reconnaissance system and requested
Knoche to send over some more samples for the next day's National Security Council meeting, his first as President. "Of course," Carter said as
he turned to Brzezinski, "this will also be of value in our arms control
work."34
Carter and Brzezinski knew they had something of immense value.
Indeed, it was more obvious to them than to some in the CIA, for it was the
president and his advisers who might be pressed in a crisis to make crucial
decisions that could dramatically affect the fate of the United States. Now
they would be able to make those decisions with timely information."

カーター大統領への KH-11 撮影画像の提示

カーター大統領はブレジンスキーに軍縮作業にも価値がある
と述べる
米国の運命に重大な影響を与える重要な決断を行う危機
に直面するのは CIA の何人かより大統領と補佐官であるの
は明白であった。今や、彼らは時機にかなった情報でそれら
の決断を下せるようになるのだ。
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Ps.102:27
Mal.3:6
Heb.1:12

Heb..13:8
[編注]

変わらない

But You are the same. And Your years will have no end.
For I am the Lord, I do not change; ・・・
Like a cloak You will fold them up, And they will be
changed. But You are the same, And Your years will not
fail.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.

091125MS に Heb. 13:8 を追加。
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しかし、あなたは変ることなく、あなたのよわいは終ることがありません。
主なるわたしは変ることがない。・・・
・・・これらは衣のように変わるが、あなたは、いつも変ることがなく、あ
なたのよわいは、尽きることがない」・・・
イエス・キリストは、きのうも、きょうも、いつまでも変ることがない。

