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読売新聞
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http://www.indoorflight.t.u-tokyo.ac.jp/

第１回全日本学生室内飛行ロボットコンテスト

主催：社団法人 日本航空宇宙学会

大学等での航空工学教育推進のため、室内で遠隔操縦可能な航空機を設計、製作し、飛行を競う学生のためのコンテスト
時： 平成１８年１月１５日（日） スケジュール

///

所： 東京都大田区産業プラザ

------------------------------------------------------------1 月 12 日 13 時 42 分更新

共同通信

無人偵察機の導入本格化 機種選定へ、防衛庁
【ロンドン１１日共同】英国訪問中の額賀福志郎防衛庁長官は１１

動向を念頭に情報収集能力の強化を図りたい考え。

日夜（日本時間１２日朝）、ロンドン市内で同行記者団と懇談し、長

また機種選定に向け、既に開発、保有している米、独、伊など関

時間飛行による情報収集、監視が可能な滞空型無人偵察機の

係諸国に近く調査団を派遣することを明らかにした。国産機研究

2007 年度導入を目指し、機種選定作業を本格化させる考えを明

開発も進める計画もあるが、当面、米からの輸入を軸に検討を進

らかにした。具体的な運用構想として、弾道ミサイル発射情報の早

め、複数機を配備する予定。

期収集などを想定していると表明。防衛庁としては北朝鮮などの

1

--------------------------------1 月 12 日 11 時 36 分更新

読売新聞

米国製の無人偵察機、０７年度から配備…防衛長官
【ロンドン＝今井隆】額賀防衛長官は１１日夜（日本時間１２日朝）、

なる。プレデタは１機約 14～18 億円だが、高度は約 15,000m、滞

ロンドンのホテルで同行記者団と懇談し、米国製の滞空型無人偵

空時間は 30 時間以上と性能面で劣る。

察機を 2007 年度から配備する方針を明らかにした。

無人機が配備されれば、米の衛星情報だけに頼らず、日本が独

06 年度末からミサイル防衛（ＭＤ）システムの運用が始まるのに合

自に防空識別圏内の高々度から北朝鮮のミサイル発射情報を収

わせ、赤外線センサ搭載偵察機で、北朝鮮の弾道ミサイルなどを

集することが可能になる。

監視する方針。

無人偵察機については、政府は中期防衛力整備計画（05～09 年

防衛庁は国産機研究を進めているが、開発には少なくとも 10 年程

度）中の導入を検討する方針を掲げ、昨年 10 月に米政府とまとめ

度かかるとされる。ＭＤや離島防衛などのため、早期配備が必要と

た在日米軍再編の中間報告でも、両国の防衛協力の課題に挙げ

判断し、米機購入に踏切った。額賀長官は懇談で、「できるだけ早

ていた。

く配備するためには輸入になる」と語った。購入は数機となる見込
みで、防衛庁は近く、米などの関係国に調査団を派遣。
同行筋によると、機種はグローバルホークかプレデタとなる見通し。
グローバルホークは米軍がイラクなどで使用しており、高度約
18,000m で 35 時間以上滞空が可能だが、１機約 64 億円が必要と

http://www.globalsecurity.org/intell/systems/global-hawk-pics.htm
http://www.airforce-technology.com/projects/predator/predator5.html

http://www.globalsecurity.org/intell/systems/global-hawk-pics.htm
http://www.fas.org/spp/military/docops/defense/actd_mp/MAE.htm
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------------------------------------------------------------Aerospace Daily & Defense Report

Jan 11, 2006

NASA グリフィン長官は天文学コミュニティを安心させる努力をする
NASA’s Griffin tries to reassure astronomical community
NASA Administrator Michael Griffin tried to reassure the

frankly, some daunting fiscal realities,” Griffin said.“These realities

astronomical community about NASA’s continued commitment to

dictate that we set priorities. NASA simply cannot accomplish

science during an address to the American Astronomical Society

everything that was on our plate when I took office last April.”

(AAS) in Washington Jan. 10, saying that NASA does not plan “to

Griffin warned that there will be“tough tradeoffs” made between

sacrifice present-day scientific efforts for the sake of future benefits

maintaining

to be derived from exploration.” NASA faces severe budget

developing new missions. There are 14 such missions currently

pressures as it grapples with a projected $5 billion shortfall in space

under way at NASA, he said.

shuttle operations and tries to ramp up its space exploration vision,

The next major high-energy astrophysics mission will be the

which includes returning astronauts to the moon by 2018 at an

Gamma-ray Large Area Space Telescope (GLAST), due to launch

estimated cost of $104 billion.“We who run NASA today are doing

in late 2007.（後略）

current

space-based

astronomy

missions

and

our very best to preserve a robust science program in the face of,

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

Jan 11, 2006

レーザ兵器にはサポートする技術が必要とノースロップグラマンは発言
Supporting technologies needed for laser weapons, NG says
The military services should start sooner rather than later on

Cleaner, less bulky

developing the various supporting technologies that will enable

Solid-state lasers are cleaner and less bulky than their chemical

future high-energy, solid-state laser weapons, according to Northrop

counterparts, but also not as powerful. The Army has said it would

Grumman.“A weapon system is made up of more than just the

like to accelerate solid-state lasers into the field, where they could

laser,” said Dan Wildt, the company’s director of business

be used to defend against rocket and mortar attacks, Wildt said.

development for directed energy systems. Supporting systems

Northrop Grumman so far has demonstrated a 27-kilowatt laser, and

include optics for aiming, technology to identify and track targets as

sees no major technical hurdles in ramping up to 100 kilowatts,

well as pick an aim point, and platform requirements such as power

according to Wildt. One hundred kilowatts is the generally accepted

and cooling, he said. Northrop Grumman and Textron recently were

power level for shooting down objects in flight such as rockets,

chosen to move into the third phase of the Joint High Powered

artillery, mortars, cruise missiles or aircraft, according to Wildt.

Solid State Laser (JHPSSL) program, which is aimed at producing

Northrop’s approach involves a modular design in which multiple

a 100-kilowatt solid-state laser over the next 36 months (DAILY,

laser “chains,” each capable of producing roughly 12.5 kilowatts,

Jan. 6).

are combined into a single laser. The eventual 100-kilowatt system

In the meantime, “what we’d really like to see is a start on an

will include eight chains. The company is reluctant to discuss how

integrated demonstration, where we can, in parallel with maturing

powerful solid-state lasers can become, “but I am willing to say that

the laser device, bring these [other technologies] together in a

there’s nothing in the physics or anything that we’ve done that

packaged sort of way and provide an integrated weapon system,”

would lead us to believe that ... there’s any inherent limit ahead of

Wildt said. “I think if you wait until the 36 months is over, you have

us,” Wildt said. “But we’d like to get to 100 kilowatts before we

unnecessarily put behind the rest of the parts of the system, and in

promise

fact will delay the introduction of this capability to the warfighter.”

(jeff_morris@AviationNow.com)

-------------------------------------------------------------
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anyone

the

next

stage.”

-

Jefferson

Morris

Aerospace Daily & Defense Report

Jan 11, 2006

光学の会社が国防省の ManTech ものづくり技術プログラムから$2.8M を得る
Optics firm gets $2.8 million from DOD ManTech Program
The Defense Department’s Manufacturing Technology (ManTech)

production runs - and eventually reduce assembly time - for

Program has awarded $2.8 million to Edmund Optics Inc. to

complex optical systems such as high precision night vision and fire

develop advanced manufacturing tools for producing complex

control systems, the company said.

conformal and advanced optical elements such as aspheres, the

The ManTech Program tackles production issues from system

Barrington, N.J., company said Jan. 10. An asphere lens allows the

development through transition to production and sustainment. The

user to better focus light, and one asphere can typically replace

program seeks to reduce risks and costs by identifying production

several lens components in an optical system. The DOD funding is

issues early and providing timely solutions before manufacturing

geared to creating precision glass molding technology. The aim is to

problems occur.

create low-cost tooling methods critical to low and mid-volume lens

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

Jan 11, 2006

国防省は航空機を守るデコイの製造を拡大
DOD increases production of decoys to protect aircraft
The Defense Department wants Alloy Surfaces Co. Inc. to produce

protect U.S. Army helicopters and other

...

worth at least half a billion dollars, and

...

four times as many "special materials decoys" a month to help

ロッキードマーチンは MDA の主導の地位を操っている
Lockheed Martin jockeying for MDA leadership post
Lockheed Martin Corp. is maneuvering to become the leader in the
budding maritime domain awareness (MDA) arena, a marketplace

オーストラリアは JSF の価格に狼狽える
Australians worry about Joint Strike Fighter cost
While being generally dismissive of price creep in the U.S.'s F-35

admitted that if cost goes up appreciably,

...

Joint Strike Fighter program, a senior Australian defense official

海軍オフィスは SLIRBM ミサイルのロケットモータのコンペを計画
Navy office plans competition for SLIRBM motor demo
The U.S. Navy is taking another step toward development of a solid

Ballistic Missile (SLIRBM). . . .

rocket motor for a future Submarine Launched Intermediate Range

シンガポールは 12 機の F-15G のエンジンに GE F110 を選定
Singapore picks GE F110 to power dozen F-15SGs
Singapore's government has chosen the GE F110 fighter engine to power a dozen of its Boeing F-15SG aircraft, GE Aviation said Jan. 9 . . .

ボーイングは 2005 年に 42 機の F/A-18E/F を納入した
Boeing delivered 42 FA/-18E/Fs in 2005

4

DELIVERIES: The Boeing Co. delivered 42 FA/-18E/F Super

delivery totals from the company's Integrated Defense Systems . . .

Hornet aircraft in 2005, the company said Jan. 10. Other 2005

Spending for Defense as a Share of Gross Domestic Product

Source: Congressional Budget Office

------------------------------------------------------------1 月 10 日 16 時 35 分更新

共同通信

迎撃ミサイルＳＭ３は３６発 ＭＤ計画で防衛庁
弾道ミサイルを迎撃するミサイル防衛（ＭＤ）計画で、防衛庁が米

末に閣議決定されたが、同庁は当面、従来型ＳＭ３による防衛体

国から購入する海上配備型迎撃ミサイル（従来型ＳＭ３）は計３６

制構築を目指す。防衛庁はＭＤ対応のため、弾道ミサイルの飛来

発に上ることが、１０日分かった。同庁は２００８年にも海上自衛隊

を関知して迎撃ミサイルを自動的に発射・誘導できる改良型のイ

のイージス艦「こんごう」（長崎県・佐世保基地）をハワイ沖に派遣、

ージスシステムをイージス艦に搭載する。改良型システムを使い、

購入したＳＭ３を１発使い日米共同の迎撃実験を計画している。Ｍ

現在のＳＭ２より到達距離の長いＳＭ３を発射すれば、大気圏外

Ｄ計画では、次世代型のＳＭ３を日米共同で開発することが昨年

の高い高度で弾道ミサイル迎撃が可能になるという。

------------------------------------------------------------1 月 11 日 17 時 0 分更新

時事通信

陸域観測衛星は「だいち」＝公募で決定、19 日打上げ宇宙機構
鹿児島県・種子島宇宙センターから 19 日に H2A ロケット 8 号機で
打上げられる陸域観測技術衛星（ALOS）の愛称が「だいち（大
地）」に決まった。宇宙航空研究開発機構が 11 日、昨年 12 月に行
った公募結果を発表した。

-------------------------------------------------------------
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1 月 11 日 18 時 5 分更新

共同通信

赤外線天文衛星を公開 ２月１８日鹿児島で打上げ
宇宙航空研究開発機構は１１日、鹿児島県肝付町の内之浦宇宙

衛星は冷却試験などを経て、今月末ごろにＭ５８号機に搭載され

空間観測所で、２月１８日にＭ５ロケット８号機で打上げ予定の赤

る予定。

外線天文衛星アストロＦを報道陣に公開した。
直径約２メートル、高さ約３・７メートルの円筒状で、重さ約９５０キロ。
単体の赤外線天文衛星としては日本初で、口径約７０センチの赤
外線望遠鏡のほかに、冷却装置や太陽電池パネルなどを備えて
いる。
１９８３年に米、英など３国が共同で打上げた赤外線天文衛星に比
べ感度や解像度が高く、誕生間もない銀河などを観測し、宇宙の
歴史の解明につながる成果が期待されている。

------------------------------------------------------------1 月 10 日 21 時 18 分更新

共同通信

運輸多目的衛星を公開 ２月１５日に打上げ
国土交通省と気象庁は１０日、Ｈ２Ａロケット９号機で２月１５日に打
上げ予定の運輸多目的衛星２号機（ＭＴＳＡＴ－２）を、鹿児島県
の種子島宇宙センターで報道陣に公開した。衛星は重さ約４・７ト
ンで、国内で打上げられる衛星としては過去最大の大きさ。航空
管制アンテナと気象観測カメラ、太陽電池パネルなどを備えてい
る。この日は防じん施設内でアンテナなどが畳まれた状態で公開
された。ＭＴＳＡＴ－２は、昨年２月に打上げられた気象衛星「ひま
わり６号」の予備機で、ひまわり６号とともに航空管制情報のデータ
通信も行う予定。

------------------------------------------------------------Jan. 10, 2006

Press Release

Northrop Grumman

ノースロップグラマンのグローバルホークが新電子信号情報センサを搭載し飛行
Northrop Grumman's Global Hawk Flies New Electronic Signal Intelligence Sensor
EDWARDS AIR FORCE BASE, Calif., Jan. 10, 2006 -- The U.S.

The HBS PCU is a key subsystem of the Airborne Signals

Air Force's Global Hawk unmanned aerial vehicle has made its first

Intelligence Payload (ASIP) sensor which is being developed and is

flight carrying a new sensor that can detect and identify radar and

expected to be operationally fielded in 2008. This system will

other types of electronic devices from an altitude of 60,000 feet.

dramatically increase the signals-collection capabilities of the U.S.

Global Hawk and the new sensor, known as the High Band System

armed forces. It will be integrated with the Air Force's Distributed

Production Configuration Unit (HBS PCU), are designed and

Common Ground Stations, which are used to analyze electronic

produced by Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC).

intelligence gathered by various airborne systems.

------------------------------------------------------------Jan. 09, 2006

Press Release

Boeing

ボーイング主導チームは新しい高速データバス技術を実証
Boeing-Led Team Demonstrates New High-Speed Data Technology
ST. LOUIS, Jan. 09, 2006 -- An industry team led by Boeing

[NYSE: BA] has demonstrated a new technology that dramatically

6

increases data transfer speeds in tactical aircraft, making them more

megabits per second in parallel with MIL-STD-1553 data being

effective in meeting the demands of the network-centric operational

transferred at 1 megabit per second. The team also transferred data

environment of the future.

at 40, 80 and 120 megabits per second on a second bus dedicated to

The new data "bus" technology, which uses existing aircraft wiring,

the higher speed data.

has proven it can transfer electronic data at least 40 times faster

"HyPer-1553 technology's increased performance, reduced down

than current data bus technology. These advantages will allow

time and relative low cost of implementation add up to a very

aircraft systems to be upgraded for future combat environments

innovative and affordable solution for our customers," Wilson said.

much more quickly and affordably than with other high data rate

Data Device Corp. is a leading international supplier of

options.

high-reliability data interface products for aerospace applications,

The new technology is a high performance version of the current

and has supplied MIL-STD-1553 products for more than 25 years.

military standard data bus known as MIL-STD-1553. It's called

Honeywell Aerospace has unique capabilities in displays and

HyPer-1553TM and is similar to Digital Subscriber Line

processors as well as high reliability switches and sensors.

technology that's used to expand the data-carrying capability of

Boeing Phantom Works is the advanced research and development

ordinary telephone lines.

unit and a catalyst for innovation for The Boeing Company. It

"HyPer-1553, developed by Data Device Corp., is particularly

provides

well-suited for applications in which it is difficult or impossible to

technologies that reduce cycle time and cost while improving the

add or replace wiring," said Steve Wilson, Boeing Phantom Works

quality and performance of aerospace products and services.

advanced

solutions

and

innovative,

breakthrough

lead engineer for the project. "And because it operates in parallel
with existing MIL-STD-1553 data buses, upgrades can be done
incrementally, which further expands the options for upgrading the
war-fighting capabilities of current and future aircraft."
The team of Boeing, Data Device Corp. (DDC) and Honeywell
Aerospace demonstrated HyPer-1553's capabilities by conducting a
flight test aboard the Boeing F-15E1 Advanced Technology
Demonstrator aircraft on Dec. 17, 2005, in St. Louis.
During the test, Boeing Phantom Works engineers used the
HyPer-1553 data bus to transmit imagery between a rugged
computer mounted in the forward equipment bay of the F-15E and a
modified Joint Direct Attack Munition (JDAM) mounted on a wing
pylon station. A DDC circuit card was mounted to a Honeywell
general purpose processor board on either end of the interface.
The results showed that HyPer-1553 transferred data at 40
http://www.boeing.com/news/releases/2006/q1/060109b_nr.html

ST. LOUIS, Jan. 09, 2006 -- The Boeing F-15E1 Advanced

Corp. (DDC). The faster speed of the new data bus helps increase

Technology Demonstrator aircraft takes off on Dec. 17, 2005 from

bandwidth between subsystems, which is becoming increasingly

Lambert International Airport at St. Louis during a flight test of a

necessary for network-centric operations and sensor fusion

new technology that dramatically speeds up the transmission of

applications. Boeing Phantom Works conducted the flight test, with

tactical aircraft data. The new technology is a High Performance

assistance from Data Device Corp. and Honeywell Aerospace.

TM

(Dave Martin photo)

1553 data bus (called HyPer-1553 ) developed by Data Device

-------------------------------------------------------------
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1/2/2006 to 1/6/2006

Astro.Expo

アリアンスペース：打上げサービスのさきがけ企業はリーダの地位を維持
1/6/2006 - Arianespace: A Launch Services Trailblazer Remains the Industry Leader
Jan. 4, 2005 - Founded in 1980, Arianespace was the world's first

solutions.

The

global

benchmark

in

space

transportation

launch services company. In 2005, Arianespace maintained its

Arianespace once again confirmed its global leadership in 2005 as

long-standing position as the world's leading supplier of launch

it signed seven new launch co -

アリアンスペースは Skynet 5C 軍事衛星を打上げる予定
1/6/2006 - Arianespace will Launch the Skynet 5C Military Satellite
Jan. 4, 2005 - EADS Astrium Ltd. has chosen Arianespace to

Arianespace, today announced the signature of a launch contract

launch the UK Ministry of Defence's third Skynet 5 military

with EADS Astrium Ltd for the Skynet 5C satellite. EADS Astrium

communications satellite, Skynet 5C. Jean-Yves Le Gall, CEO of

has already selected Arianespace for -

NASA 使い捨てロケット・ステータス・レポート
1/6/2006 - NASA Expendable Launch Vehicle Status Report: E06-001
Jan. 6, 2006 MISSION: New Horizons LAUNCH VEHICLE:

Jan. 17, 2006 LAUNCH WINDOW: Jan. 17 to Feb. 14, 2006. The

Lockheed Martin Atlas V 551 (AV-010) LAUNCH PAD: Complex

borescope inspection of the Atlas V RP-1 propellant tank was

41, Cape Canaveral Air Force Station, Fla. LAUNCH DATE: NET

successfully completed this week, and no defects -

NASA スペースシャトル・ステータス・レポート
1/6/2006 - NASA's Space Shuttle Processing Status Report: S06-001
Jan. 6, 2006 - NASA's space shuttle fleet is housed and processed at

(OV-103) Location: Orbiter Processing Facility Bay 3 Launch Date:

the Kennedy Space Center, Fla. Mission: STS-121 - 18th ISS Flight

NET May 2006; Launch Pad: 39B Crew: Lindsey, Kelly, Sellers,

(ULF1.1) - Multi-Purpose Logistics Module Vehicle: Discovery

Fossum, Nowak, Wi -

ロッキードは冬休み後にアトラスを検査
1/5/2006 - Lockheed Will Inspect Atlas After Holidays
Dec. 28, 2005 - /FSRI/ - Lockheed Martin will not inspect the Atlas

is bound for Pluto. The launch date for the spacecraft has already

5 fuel tank for potential problems until after a holiday break. The

been delayed to Jan. 17. If the launch is pushed back past Jan. 28, it

Atlas 5 is the launch vehicle for the New Horizons spacecraft which

will tak -

NASA は将来のシャトルの打上げは警告なしに突然であろうと発言
1/5/2006 - NASA Announces Future Shuttle Launches Will Be Sudden And Without Warning
Dec. 28, 2005 - /FSRI/ - NASA Administrator Michael Griffin

and impromptu missions. "Those who believe we lack initiative will

announced that the Space Shuttle program would address criticisms

be happy to learn that, from now on, we go at the drop of a hat,"

about delays and setbacks by placing the Shuttles on unannounced

Griffin said. "Whateve -

マイクロ・サテライトが射場に出荷された
1/3/2006 - Micro-Satellites Shipped To Launch Site
Jan. 1, 2006 - NASA 's Space Technology 5 (ST5) micro-satellites

have arrived at the Vandenberg Air Force Base, Calif., launch site

8

and are in the beginning stages of final launch preparation. ST5 is

and we are still working hard as we approach our launch date," said

scheduled to launch in February 2006. "The team is very excited

Art Azarbarzin, -

http://www.astroexpo.com/news/TopNewsbyType.asp?PRType=03LAUNCHES

-----------------------------------------------------------2006 年 1 月 11 日 19:00

WIRED NEWS (2006/01/11)

アップル社、インテル製チップ搭載の新型マックを披露
http://hotwired.goo.ne.jp/news/20060111301.html

米アップルコンピュータ社は、米インテル社の最新デュアルコア・

ノートパソコン『MacBook Pro』。今年末までにマックの全製品の移

チップを搭載したパソコンを予定より半年早く披露した。インテル

行を完了予定だが、従来ファンが離れていかないかと危惧する声

製チップ採用で高速になった新型『iMac』と、2 月発売される新型

もある。

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 11 日 19:00

WIRED NEWS (2006/01/11)

『MacBook Pro』に高い評価
http://hotwired.goo.ne.jp/news/20060111302.html

米アップル社が 2 月に発売を予定する新型ノートパソコン

製品を披露した『マックワールド・エキスポ』会場では、ステージに

『MacBook Pro』は、これまでの製品と比較し最大 4 倍の処理速度

登場した米インテル社オッテリーニ CEO の衣装も笑いを呼んだ。

だといい、「飛ぶように売れそう」と評価が高い。ジョブズ CEO が新

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 11 日 19:00

WIRED NEWS (2006/01/11)

地図データベースを最新状態に維持する(上)
http://hotwired.goo.ne.jp/news/20060111205.html

オンライン地図サービスや車載ナビゲーション・システムを支える

企業の場合、北米とヨーロッパで合計 500 人以上の実地調査員を

地図データベースを、正確で最新の状態に維持するべく、実際に

雇っており、2004 年に走破した距離は 560 万 km を超えるという。

道路を車で走り、データを収集する人々がいる。あるデータベース

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 11 日 19:00

WIRED NEWS (2006/01/11)

個人投資家によるオンライン為替取引が人気(下)
http://hotwired.goo.ne.jp/news/20060111107.html

オンラインの株取引とよく似た形態で外国為替取引ができるサー

が、逆にあっという間に資金を失うリスクも大きい。初心者の場合、

ビスが人気を集めている。レバレッジをかけて自己資金の何倍もの

仮想資金で取引するシミュレーション口座を利用して練習するの

取引が可能なため、短期間で大きな利益を手にできる場合もある

がお勧め。

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

Jan 10, 2006

公式の国防総省の ULA 打上げ合併会社の承認は近いとアナリストは発言
Formal Pentagon approval of ULA nearing, analyst says
Pentagon leaders appear to have reached an agreement "in

United Launch Alliance rocket merger, according to Jim McAleese

principle" to endorse Lockheed Martin and Boeing's proposed

of

言葉上の修辞にも拘わらず、NATO の航空機の計画は遅れ

9

...

Despite rhetoric, NATO aircraft plan slows
Despite a lot of rhetoric about improving NATO's warfighting technology, investments are small and improvements are glacially slow. . . .

ボーイング/SAIC は新しい将来戦闘システムオフィスを開所する予定
Boeing/SAIC to open new Future Combat Systems office
Boeing and partner Science Applications International Corp.

Systems (FCS) program in El Paso, Texas this . . .

(SAIC) plan to open a new regional office for the Future Combat

英国は空中発射誘導武器の試験を指揮
Britain conducts trials of air-launched guided weapon
LONDON - The British Defense Ministry has carried out in-flight

Air Warfare Center at China Lake. . . .

retargeting trials of an air-launched guided weapon using the Naval

仏の UAV 計画の論議は EuroMALE, 戦術フォローオンを脅かす
French debate over UAV plans threaten EuroMALE, tactical follow-on
PARIS - Industrial snags and persisting disagreement over force

attempts to help forge a European road map for unmanned

...

requirements and deployment strategies continue to plague French

テクストロンの新レーザへのアプローチはノースロップのとは非常に異なる
Textron approach to new laser 'very different' from Northrop's
Textron Systems' approach to the military's Joint High Power Solid

competitor Northrop Grumman, according to John Boness,

...

State Laser (JHPSSL) program is "very different" from that of

米国航空ガードを無人にすることで空軍は腹を立てる
AF frustrated in converting Guard to unmanned aircraft
The U.S. Air Force has been a bit frustrated in its plans to convert Air National Guard units from manned to unmanned aircraft. . . .

ゼネラルダイナミクスは USS 潜水艦オハイオの転換を完了
General Dynamics completes conversion of USS Ohio

said Jan. 9 that it has completed its conversion of the Trident

CONVERSION COMPLETED: General Dynamics Electric Boat

submarine USS Ohio as a multimission vessel for covert

10

...

Past & Projected Spending for Defense

Source: Congressional Budget Office

CBO’s Evolutionary and Transformational Alternatives: Spending for Defense

Source: Congressional Budget Office

------------------------------------------------------------[国際関係・一般]
------------------------------------------------------------ミサイル防衛計画 従来型ＳＭ３を３６発 防衛庁購入へ ０８年、日米で迎撃実験
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西日本新聞 06 年 01 月 11 日 朝刊 2 面 4 段 1941

------------------------------------------------------------[宇宙・航空・科学]
------------------------------------------------------------種子島宇宙センタ 国内最大衛星を公開 来月１５日打上げ
西日本新聞 06 年 01 月 11 日 朝刊 29 面 2 段 写 1977

------------------------------------------------------------ＮＡＳＡ シャトル再開ずれ込みも
産経新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 6 面 1 段 1582

------------------------------------------------------------陸域観測衛星の愛称「だいち」
読売新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 33 面 1 段 1078
陸域観測技術衛星の愛称 「だいち」
毎日新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 25 面 1 段 1185
陸域観測衛星は「だいち」
日本経済新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 38 面 1 段 1376
宇宙航空研究開発機構 陸域観測技術衛星「だいち」
産経新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 29 面 1 段 1489
宇宙航空研究開発機構 陸域観測衛星「だいち」に決定
日刊工業新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 25 面 1 段 0174

------------------------------------------------------------宇宙航空研究開発機構 天文衛星を公開 宇宙の歴史解明の「目」
西日本新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 1 面 1 段 写 2068

------------------------------------------------------------Ｈ２Ａ 小型衛星相乗り打上げ 宇宙航空研究開発機構２年後にも 「大学、企業に開放」
東京新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 3 面 4 段 1531

------------------------------------------------------------宇宙航空研究開発機構 ５００ｋｇ以下の衛星開発へ 宇宙ロボ研究も
日刊工業新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 25 面 3 段 0171

------------------------------------------------------------[宇宙利用・宇宙からの観測・宇宙環境利用・宇宙実験]
------------------------------------------------------------米仏日チームが光ファイバーで 大型望遠鏡つなぎ性能８．５倍
毎日新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 2 面 4 段 1272

------------------------------------------------------------ハッブル望遠鏡 近すぎて見えなかった・・・北極星の伴星撮影成功
毎日新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 25 面 2 段 写 1183

------------------------------------------------------------宇宙航空研究開発機構が専門チーム 人工衛星で災害監視
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 12 日 朝刊 12 面 1 段 2042
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------------------------------------------------------------[防災・環境・資源・エネルギー・リスクマネジメント]
------------------------------------------------------------国交省が法改正へ 航空機トラブル 報告範囲を拡大
読売新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 1 面 2 段 1148

------------------------------------------------------------関東整備局 利根川で総合危機管理体制構築機運 氾濫被害軽減技術に焦点大水害対策を充実
建設通信新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 4 面 5 段 0614

------------------------------------------------------------信越放送事故遺族 国などを提訴へ ヘリが気づかぬ送電線 標識の不備問う
朝日新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 35 面 5 段 写図※ 0988

------------------------------------------------------------東大などが模擬実験 新型インフルエンザ患者 満員電車運行制限で３割減
日本経済新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 38 面 3 段 1373
東大など 新型インフルエンザ拡大予測 満員電車で急速感染
産経新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 29 面 4 段 図 1481
東大など 新型インフルエンザ 電車内感染を解析
日刊工業新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 25 面 3 段 0169
東京大学生産技術研究所 感染解析システムを開発 新型インフルエンザ 満員電車を考慮
化学工業日報 06 年 01 月 12 日 朝刊 5 面 4 段 0341

------------------------------------------------------------[技術・産業]
------------------------------------------------------------東北大が開発 感度１００倍アップ 水素ガス検知器 燃料電池車普及後押し
読売新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 2 面 4 段 写 1151

------------------------------------------------------------電子材料特集 各社の製品／事業戦略 ＴＤＫ 村田製作所 ＮＥＯＭＡＸ信越化学工業 住友化学他
電波新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 10 面 5 段 写 0289

------------------------------------------------------------計測器総合特集 計測器飛躍の年 電波新聞のアンケート調査から ’０６売上げ増８０％超す
電波新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 21 面 8 段 写図 0330
計測器総合特集 自動車関連の計測ソリューション インバータ 電池 車載電装機器 車内通信
電波新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 37 面 5 段 写図表 0345

------------------------------------------------------------日本スプリュー ねじ締め用新部品開発
フジサンケイビジネスアイ 06 年 01 月 13 日 朝刊 15 面 3 段 1867

------------------------------------------------------------東大が解明 添加剤でセラミックス強度向上 内部に強い結合力
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 13 日 朝刊 10 面 3 段 2168

-------------------------------------------------------------
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ミネベア 特殊ベアリング 航空機向け攻勢 生産能力２割増強 ボーイング「７８７」 試験装置を導入
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 13 日 朝刊 12 面 4 段写 2186

------------------------------------------------------------ＧＥ横河メディカルシステム 超音波診断装置 高画質機ノート型に 持運び可能重症患者にも便利
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 12 日 朝刊 13 面 4 段写図 2048

------------------------------------------------------------[通信・放送・IT・セキュリティ]
------------------------------------------------------------日本テレビ放送網とサイバードが新会社 携帯電話で動画ニュース
フジサンケイビジネスアイ 06 年 01 月 14 日 朝刊 1 面 3 段 0966

------------------------------------------------------------沖電気工業 衛星回線使いＩＰ映像伝送
日刊工業新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 9 面 1 段 0084
沖電気工業 衛星電話回線で映像配信 災害現場で活用へ
電気新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 4 面 2 段 0413
沖電気工業 衛星電話回線で映像伝送に成功
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 12 日 朝刊 7 面 1 段 2023
沖電気工業が実証 衛星回線でＩＰ映像伝送 ポータブル映像圧縮伝送装置で
電波新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 4 面 2 段 0228

------------------------------------------------------------計測器総合特集 ＲＦ／無線システムの開発を効率化する測定ソリューション
電波新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 36 面 8 段 写図 0344
計測器総合特集 無線通信を支えるハンドヘルド測定ソリューション
電波新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 40 面 3 段 写図 0348

------------------------------------------------------------英国衛星放送ＢスカイＢ パソコンに映画配信 視聴者確保 通信ＢＴと競争
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 13 日 朝刊 2 面 3 段 2117

------------------------------------------------------------慶大が無線ＬＡＮ新技術開発 基地局通さず直接通信 ２０００人使用でも「パンク」せず
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 13 日 朝刊 10 面 4 段図 2165

------------------------------------------------------------青森県自動車会議所が今月から 登録代行業務 自販連支部に移管 電子化控え全国に足並み
日刊自動車新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 8 面 4 段 写 0515

------------------------------------------------------------エンターテインメント総合特集 岐路を迎える多チャンネル放送 衛星放送 ＣＡＴＶ
電波新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 29 面 7 段 写図 0299

------------------------------------------------------------ねだんの力学（３）＝映像・音楽配信 手ごわい無料の「常識」
日本経済新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 11 面 5 段 写図 1276

-------------------------------------------------------------
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[経営・人]
------------------------------------------------------------顔＝大学のロケット・衛星づくりを支える 川島レイさん 「大学の技術で事業目指す」
読売新聞 06 年 01 月 14 日 朝刊 2 面 3 段 写 0336

------------------------------------------------------------小泉首相、トルコの元機長に 決死の邦人救出２０年越し感謝の意
読売新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 4 面 1 段 1170
小泉首相、トルコ元機長に謝意 ２０年前の日本人救出劇「感動した」
毎日新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 5 面 4 段 1283

------------------------------------------------------------大阪大学産業科学研究所長 川合知二氏に聞く ナノテク次のステージへ 国際競争時代の課題
日刊工業新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 25 面 4 段 写 0204

------------------------------------------------------------国際航空運送協会のジョバニ・ビシニヤーニ事務局長 今年の航空貨物需要６％台の成長水準を期待
日本海事新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 3 面 1 段 0875

------------------------------------------------------------大競争時代に挑む＝０６年トップインタビュー 航空業界 日本航空社長兼ＣＥＯ 新町敏行氏
日刊工業新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 15 面 4 段 写 0095

------------------------------------------------------------世界を創る’０６新春インタビュー 富士重工業 竹中恭二社長 ２年間で１６％の原価低減
日刊自動車新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 1 面 5 段 写 0431

------------------------------------------------------------「会社法」どう変わる 情報開示編（２）＝買収防衛策の説明義務付け
日本経済新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 15 面 3 段 表 1311

------------------------------------------------------------いんたびゅー＝スカイマークエアラインズ社長 西久保慎一さん 夏の目標搭乗率８０－８５％
北海道新聞 06 年 01 月 11 日 朝刊 11 面 3 段 写 1770

------------------------------------------------------------格安航空競争激化 米国内インディペンデンス航空 原油高、大手の攻勢で参戦１年半、涙の撤退
北海道新聞 06 年 01 月 11 日 朝刊 11 面 3 段 写 1772

------------------------------------------------------------クローズアップあいち＝中部空港会社 平野幸久社長 直行便増やし利便性向上を
中日新聞 06 年 01 月 11 日 朝刊 18 面 5 段 写 1880

------------------------------------------------------------[航空輸送・エアライン]
------------------------------------------------------------ジェット・エアウェイズ 格安航空を買収へ
フジサンケイビジネスアイ 06 年 01 月 14 日 朝刊 10 面 2 段 1027

------------------------------------------------------------国交省 スターフライヤー社に事業許可 新北九州－羽田空港新たな翼
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西日本新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 1 面 3 段 1264
スターフライヤー 羽田－北九州線 国交省から許可
北海道新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 8 面 1 段 1082
スターフライヤー 航空事業で新規参入へ
朝日新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 13 面 1 段 1096
スターフライヤー 航空運送事業許可
読売新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 10 面 1 段 1191
スターフライヤー 航空運送事業許可を取得
日本経済新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 15 面 1 段 1453
スターフライヤー事業許可
産経新聞 06 年 01 月 13 日 朝刊 11 面 1 段 1619
スターフライヤー 東京－北九州間３月就航
フジサンケイビジネスアイ 06 年 01 月 13 日 朝刊 8 面 1 段 1821
スターフライヤー 羽田ー北九州線に就航 航空運送の許可取得
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 13 日 朝刊 29 面 2 段 2250

------------------------------------------------------------米ボーイング インド需要獲得へ環境整備 修理施設など建設
フジサンケイビジネスアイ 06 年 01 月 13 日 朝刊 11 面 4 段 写 1848

------------------------------------------------------------中国の航空会社８社 春節の旅客臨時便は８４００便増
フジサンケイビジネスアイ 06 年 01 月 13 日 朝刊 12 面 1 段 1863

------------------------------------------------------------インドネシア国営ガルーダ航空 原油高・バリ島テロ 再建追打ち晴れぬ視界 民営化や資本提携検討
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 13 日 朝刊 4 面 5 段写 2133

------------------------------------------------------------英ブリティッシュ・エアウェイズ ウィリー・ウォルシュＣＥＯ 燃料費高騰でもＢＡが好調維持
日経産業新聞（日経テレコン２１） 06 年 01 月 13 日 朝刊 29 面 5 段写図 2247

------------------------------------------------------------ＪＡＬ 北九州便値下げ 新空港開港 新興会社に対抗
日経流通新聞ＭＪ（日経テレコン２１） 06 年 01 月 13 日 朝刊 9 面 3 段 2313

------------------------------------------------------------国土交通省 ボルガ・ドニーパ航空乗り入れ許可
中日新聞 06 年 01 月 12 日 朝刊 11 面 1 段 2008

------------------------------------------------------------米ボーイング ０５年引き渡し２９０機 エアバスを下回る
フジサンケイビジネスアイ 06 年 01 月 12 日 朝刊 11 面 1 段 1687

------------------------------------------------------------格安航空競争激化 シンガポール、マレーシア 誘致に必死 国際空港に専用ターミナル
北海道新聞 06 年 01 月 11 日 朝刊 11 面 4 段 写 1771

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

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 14 日 2:06

AIA dailyLead January 13, 2006 –

Smart Quote

「常に正しく行動するーーこのことはある人を喜ばせ、また別の人にとって脅威となる」
"Always do right -- this will gratify some and astonish the rest."
--Mark Twain,

author

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 13 日 AIA dailyLead January 12, 2006 –

「（アメリカン）フットボールでは確かに運は大きな要素だ。いいクォーターバックが居ないというのは最悪の運だといわざるを得ない。」
"Sure, luck means a lot in football. Not having a good quarterback is bad luck."
--Don Shula,

football coach

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 12 日

AIA dailyLead January 11, 2006 –

「何でも知っていると豪語する人間は、本当に知っている人からすると鼻持ちなら無い種族である。」
"Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do."
--Isacc Asimov,

American writer

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 14 日 2:06

AIA dailyLead January 13, 2006 –

米陸軍ロッキードマーチン社のスパイ機契約見直し
Army cancels Lockheed Martin spy plane contract
The Army has canceled Lockheed Martin's contract

requirements are understood.

for a new spy plane called the Aerial Common Sensor.

Defense

The contract was worth $879 million. The Army said it

(1/13),

will "go back to the drawing board" to make sure the

News (1/13)

Report

(1/13),

Aerospace Daily &

The

The Denver Post (1/13),

Washington

Post

Denver Rocky Mountain

アラスカ航空安全性担当役員、シコルスキーへ移動
Alaska safety official to leave airline for new post
Alaska Air Group's Alaska Airlines said its vice

Dave Prewitt will become vice president of safety at

president of safety will leave the carrier next month.

Sikorsky Aircraft.

Seattle Post-Intelligencer

ボーイングの受注好調は懸案の助成金問題に影響ありとエアバス役員発言
Boeing's strong orders may affect dispute, Airbus executive says
An Airbus North America executive said Boeing's

booked for 2005, though analysts expect it to be

record orders in 2005 may hurt its case in a dispute

fewer

over aircraft subsidies. Chairman Allan McArtor said

spokesman said subsidies remain a problem and

the orders show Boeing competes effectively in the

government

market. Airbus has not released its number of orders

edge.

17

than

Boeing's

loans

Chicago Tribune

1,002

give
(1/13)

orders.

Airbus

A

an

Boeing

unfair

アメリカン、ユナイテッド両航空がロンドン・ヒースロー空港での給油率差別を訴える
American, United object to fuel ration system at Heathrow
American Airlines and UAL Corp.'s United Airlines

two airlines say they receive 70% of their long haul

say a fuel rationing system at London's Heathrow

fuel

airport discriminates against "visiting carriers." The

82%.

requirements

while

"base"

carriers

receive

Air Transport World (1/13)

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 13 日 AIA dailyLead January 12, 2006 –

ボーイング新しい商用衛星契約受注
Boeing wins new commercial satellite contract
Boeing won a contract to provide three satellites and

satellite customer in nine years.

equipment to Mobile Satellite Ventures. The contract

Journal (1/12),

is worth almost $1 billion, Boeing said. Mobile

(1/12)

The Wall Street

Seattle Post-Intelligencer/Associated Press

Satellite is Boeing's first new sizable commercial

ボーイングの機内テレビ・インターネット・サービス開始予定
Boeing to launch television Internet service
Boeing's Connexion in-flight Internet service will

offer programming via TV screens on the back of

allow travelers to watch live television on their laptop

aircraft seats.

computers starting Jan. 23. Nine foreign airlines

(1/11),

The New York Times/Associated Press

The New York Times/Associated Press

(1/11)

currently offer Connexion service; some U.S. carriers

小型機を使っての航空運輸業が新たな展開
Airlines may face competition from smaller planes
New, smaller jet aircraft may find a customer base

cheaper

among business travelers. The new planes are less

especially for short-haul flights, one airplane broker

expensive

says.

than

traditional

business

jets,

than

flying

on

a

commercial

airline,

The Dallas Morning News (free registration) (1/12)

manufacturers say. Service could end up being

ユナイテッド航空乗降ブリッジを飛行機の前方に加え後方の出入口も使って乗客扱い時間節約
United: Bridges will cut boarding time
UAL Corp.'s United Airlines thinks five new jet bridges

International Airport. The airline will use the bridges

that allow passengers to use both the front and back

with its low-cost Ted unit.

doors of the plane will decrease the amount of time it

News (1/12)

Denver Rocky Mountain

takes travelers to board and deplane at Denver

------------------------------------------------------------2006 年 1 月 12 日

AIA dailyLead January 11, 2006 –

ケネディースペースセンター：コロンビア以降の第 2 番目のシャトル打上げを 5 月に予定
Kennedy Chief: Shuttle launch still possible in May
The Director of Kennedy Space Center said NASA may

still be able to launch its second post-Columbia
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shuttle test flight in May. NASA has not set a date for

broke from Discovery's fuel tank in July and almost

the launch and is still trying to prove the shuttle can

hit the shuttle's wing.

Florida Today (Melbourne) (1/11)

safely fly without foam insulation. A piece of foam

ノースウェストは、航空組織改訂検討に 6 ケ月の猶予
Northwest gets extension for reorganization
Northwest Airlines received a six-month extension to

The judge in the case said he has been impressed by

develop a reorganization plan. The airline, which filed

the company's approach to restructuring.

for bankruptcy last year, had faced a Jan. 12 deadline.

York Times/Associated Press

The New

(1/10

エアトラン航空が成功するわけ
AirTran moves in where rivals are unsuccessful
AirTran has fared well by expanding its service on

new

service

from

Chicago

Midway

International

routes where competitors have failed or reduced

Airport after ATA Airlines cut service.

USA TODAY

service. For example, AirTran announced last month

(1/10)

デルタ航空の破産審査担当裁判官が体調不良から辞任
Judge in Delta case steps down for medical leave
The judge administering Delta Air Lines' bankruptcy

spokeswoman said the company expects "a seamless

case has stepped down for a two-month medical

transition."

leave. U.S. Bankruptcy Judge Prudence Carter Beatty

The Wall Street Journal (1/9),

will be replaced by Judge Adlai S. Hardin. A Delta

(Utah)/Associated Press (1/10)

Journal and Constitution (Atlanta) (1/10),
The Salt Lake Tribune

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2006/01/12 11:04
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高速版 Wi-Fi 規格「802.11n」、標準化作業が正常化へ
文：Marguerite Reardon（CNET News.com） 翻訳校正：河部恭紀（編集部）

新しい高速版 Wi-Fi 規格の策定作業が再開する可能性があると

802.11n 作業グループは、IEEE（米電気電子通信学会）内部で

同標準化プロセスの関係者が明らかにした。この作業は、2005 年

設置されてから 1 年以上が経過している。同作業グループは、無

終わりに頓挫してから数カ月にわたって難航していた。

線 LAN のデータ転送速度を 4 倍に高める次世代 Wi-Fi 技術

802.11n と呼ばれる同仕様の改訂ドラフトは、来週ハワイで開催

MIMO（Multiple Input/Multiple Output）標準化を目指している。

される 802.11n 作業グループの会議で発表される見通しで、正式

この規格は 2005 年春、対立グループ間で意見の相違が生じて

な規格ドラフトとなるために必須である 75％の賛成票も得られるも

いた。対立グループの一方は Intel 主導のもので、もう一方は

のとみられている。

Airgo Networks という小さな会社が主導した。Airgo Networks は

Motorola の規格担当バイスプレジデント Mike Pellon は、「見通し

MIMO ベースのチップを現在発売中の唯一のベンダー。ところが、

は非常に明るい。分裂の危機は去ったと思われる。分かれていた

Intel の支持する提案が頓挫したことで両陣営は行き詰まってしま

意見がここ数カ月でまとまってきた」と語っている。

った。IEEE のトップたちはこれを受け、共同提案チームを設置して

802.11n の残りの標準化プロセスがこのまま予定通りに進めば、

メインとなるこれら 2 つの提案の仕様を組み合わせ、1 つの規格ド

高速 Wi-Fi 技術をサポートした製品が 12～18 カ月以内に発売さ

ラフトを作成するよう両陣営に指示を出した。

れると、同氏は語っている。

しかし 10 月になると、Intel と 26 の企業が Enhanced Wireless
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Consortium（EWC）という分離団体設立を発表し、IEEE のプロセス

プは、11 月の IEEE 会議に提案を提出する計画だった。この会議

を妨害する動きに出た。この新コンソーシアム設立に際しては、

では、先の共同提案チームも規格ドラフトを最終承認するとみられ

Wi-Fi チップメーカーの Broadcom、Marvell Technology Group、そ

ていた。

して Atheros Communications が Intel に加わっていた。同グルー
切望された統合技術
EWC 発表時には、業界の分裂と標準化作業の遅れにつながる、
として Airgo を含む複数の企業がこの新グループに対して懸念を

Broadcom が開発したチップとは、互換性を確保できるだろうという
考えがあった。

表明していた。

しかし、11 月が過ぎても合意に至る提案は出なかった。その水面

Airgo の最高経営責任者（CEO）Greg Raleigh は、「標準化プロセ

下では、EWC 陣営のデバイスメーカーも含む各社が、いまだに

スの乗っ取りなど見たくない。示されている提案はすべて Airgo の

IEEE の承認を望んでいるという事実が明らかになっていた。

技術がベースになっている。規格はオープンなプロセスで策定し

その結果、Intel を含む各社が共同提案チームと密接に作業を

てほしい」と語っている。

進めるようになったと、Raleigh は語っている。両陣営は今週、共同

複数の主要チップメーカーから全面的な支持を受けていた EWC

提案ドラフトの詳細を最終承認するとみられている。これは、作業

は、正式な IEEE 規格の有無に限らず、単独で作業を進めると思

グループに来週提出される。Intel は、EWC 設立時に表明した通り

われていた。規格の批准が 2007 年初頭以降になる見通しである

共同提案チームと密接に協力していることを正式に認めた。

ため、Intel 陣営のデバイスメーカー各社は、これを待たずに標準
化前の MIMO 製品の製造を開始する可能性があった。そこには、
自社で製造した製品が、少なくとも市場リーダーである Intel や
関連記事

Wi-Fi チップメーカー各社、802.11n 標準策定に向けた新団体結成
2005/10/11 12:52

エアゴー、最大通 240Mbps の無線通信チップセットを発表
2005/09/15 21:32

次世代無線 LAN 技術「802.11n」の標準化が難航
2005/05/20 20:51

リンクシス、MIMO 技術を採用した Wi-Fi 製品を発表
2005/01/05 19:03

次世代無線 LAN の 802.11n 標準化、第 2 の勢力 TGn Sync も仕様を提案
2004/08/17 19:40
WWiSE コンソーシアム、次世代高速無線 LAN「802.11n」標準の仕様案を提出へ
2004/08/13 18:19
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