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ＡＯ－７の復帰 

AMSAT （ ア ム サ ッ ト ： Radio Amateur Satellite 

Corporation,MSAT）によれば、26 年も前に役目を終

えたはずの衛星オスカー７号のトランスポンダ（中継

器）が、全日照により動作状態に戻っていると報じて

います。 

 なお、Ｂモードのアップリンク周波数で衛星の運用

はできませんのでご注意ください、とのアナウンスが

有ります。グローバルなバンドプランの難しさが露見

しましたね。 

記事全文----------------------------------- 

■全日照でオスカー７号の中継器が動作中  

 AMSAT（アマチュア衛星通信協会）は、1974 年 11

月 15 日に打ち上げられたオスカー７号（AO-7）の中

継器が、全日照により現在、動作状態に戻っている

模様で、QRP での運用が可能となっていると報じて

います。 AO-7 に装置された 24 時間タイマーも動作

していて、毎日 11:30～11:45 （UTC）の間に、Ａ・Ｂ

の両モードが交互に切り替わっているということです。 

 AO-7 のＡモードは、アップリンクに 144MHz 帯、ダ

ウンリンクに 28MHz 帯を使用するもので、Ｂモードは

アップリンクに 430MHz 帯、ダウンリンクに 144MHz 帯

を使用しますが、現在、バンドプランの関係で日本の

アマチュア無線家が使用可能なのは、Ａモードのみ

となり、Ｂモードのアップリンク周波数で衛星の運用は

できませんのでご注意ください。 

 また、AMSATはFMモードなどの強力なシグナルを

受けると、衛星の動作がリセットされてしまう可能性が

あるので、運用には十分に注意して欲しいと呼びか

けています。 

【Ａモードの運用周波数】 

アップリンク：145.8500～145.9500MHz SSB/CW  

ダウンリンク：29.4000～29.5000MHz SSB/CW  

【Ａモードのビーコン周波数】 

ダウンリンク：29.5020 MHz CW  

衛星 AO-7 の諸元--------------------------- 

打上げ日 1974 年 11 月 15 日 17:11 UTC 

国際登録番号 1974-089B 

打上げ場 カリフォルニア州ロンポック 

打上ロケット ソーデルタ 

同時打上衛星 ITOS-G, INTASAT 

形状 高さ 36cm, 直径 42.5cm, 8 角形状

重量 約 29kg 

主設計・製作 AMSAT, AMSAT-DL 

軌道 

周期 115 分, 傾斜角 101.5 度,

遠地点高度 1488km, 近地点高度

1449km 

トランスポンダ  Ａモード 

入力周波数    145.850-145.950 MHz    

出力周波数 29.400-29.500 MHz      

トランスポンダ  Ｂモード 

入力周波数 432.125-432.175 MHz 

出力周波数 
145.975-145.925MHz 逆ヘテロダイ

ン 

出力 2W  14 / 3.5W 

ビーコン 

29.502MHz200mW,45.972MHz 

200mW,435.100MHz300 ～ 400m

Ｗ,2304.100mW 

動作停止年月日  1981 年 6 月 

 

第 2東京タワー 

「第 2 東京タワー」を建設する計画が進んでいます。

2011 年に東京都墨田区に完成する予定で、高さは

約 610 ㍍。 

現在の東京タワーより 2 倍近く高く、電波を送る塔と

しては、世界一となります。 

首都圏のアンテナ 

 そもそも巨大タワーの役割とは、一体何でしょうか。 

 港区にある現在の東京タワーと言えば、観光地のイ

メージが強いですね。修学旅行で訪れたり、オレンジ

色に輝く夜のライトアップを見たりしたことがある人も

多いでしょう。 

 このタワーは高さ 333 ㍍、1958 年に完成しました。

映画やドラマにもよく登場して、「東京と言えば東京タ

ワー」というぐらい、半世紀近くにわたって、東京のシ

ンボル的な存在です。 
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 でも、本来の役割は、首都圏のテレビや FM 放送な

どのアンテナとして、電波を送り出すことにあります。

そのほか、大規模な地震が起きた時に、列車を緊急

停車させる無線用のアンテナや、大気汚染の調査を

するための風速計なども設置されています。 

 では、なぜ今、新タワーを建設する必要があるので

しょう。 

高層ビルより高く 

 それには、テレビ放送のデジタル化が大きく影響し

ています。これまでテレビ番組を放送していた「アナ

ログ方式」は、2011 年で終わり、テレビ放送は、映像

や書声をデジタル信号に置き換えて送信する「地上

デジタル放送」に切り替わります。レコードが CD に替

わり、ビデオテープが DVD に替わったのと同じで、デ

ジタルの方が、アナログよりきれいな画質と音質で、

たくさんの情報を送ることができます。 

 ところが、現在の東京タワーのまわりには 近、高さ

200 ㍍以上の高層ビルが増え、電波をうまく送れない

ことがあります。地上デジタル放送では、移動しなが

ら携帯電話やカーナビで放送を楽しむ「ワンセグ」が

始まりましたが、より確実に電波を受信するためには、

ビルの影響を受けないぐらい高いタワーが必要という

わけです。 

五重塔の構造採用 

 新タワーを建設する東武鉄道の計画によると、高さ

は、カナダにある世界で も高い CN タワー（553 ㍍）

を 50 ㍍以上も上回ります。建設の費用は約 500 億円

かかる予定です。 

タワーのデザインも発表されました。足もとは三角形

で、上に伸びるにつれて丸みを帯びています。高さ

350 ㍍と 450 ㍍の部分には展望台が作られ、景色を

眺めることができます。 

 世界的に有名な建築家の安藤忠雄さんと、彫刻家

の澄川喜一さんがデザインを監修しました。大きな地

震にも耐えられるという五重塔の構造が取り入れられ

ているそうで、どことなく、日本的な建物の美しさがあ

ります。 

 新タワーができると、現在の東京タワーのような観光

地になることが予想されるため、計画を立てた当初は、

首都圏の各地から「ぜひ、うちに建てて」という要望が

相次ぎました。 終的に墨田区に決まったことで、東

京の下町に新たな名所ができることになります。これ

から街は、大きく様変わりしていくでしょう。 

周辺観光地も期待 

 完成すると、1 年間に 300 万人が訪れ、交通費や展

望台の入場料、宿泊費、飲食代などで 473 億円も売

り上げが見込めるという予測もあります。タワ－の西側

には隅田川を挟んで観光地の浅草があり、南側には

大相撲が行われる両国国技館があります。 

 新タワーはこれらの観光名所に近く、交通の便も良

いので、人の行き来が盛んになるでしょう。それぞれ

の施設に訪れる人が増える効果も期待できます。隣

接地には、レストランやホテルなども建設される見込

みで、さらににぎわいそうです。 

 自治体や地域住民の期待は膨らんでいます。でも、

開発しすぎることのないよう、住民と話し合いながら、

街づくりを進めることが大切です。 

 

 

 

車載型無線基地局 

KDDI(株)は 17 日、地上通信回線のないところでも

利用できる、通信衛星を利用した車載型無線基地局

の運用を開始すると発表した。 

車載型無線基地局の運用イメージ 

この車載型無線基地局は、災害などによって携帯

電話機の無線基地局や光ファイバーなどの地上通

信設備が損傷した場合に、現地の設備に変わって運

用するというもの。被災した現地に駆けつけて、携帯

電話機による通話やメールのサービスをいちはやく

復旧させるのが目的だそうです。 
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なお、現在販売されている『A3011SA』(三洋電機 

( 株 ) 製 ) 、

『 A3012CA 』

(カシオ計算

機(株)製)の 2

機種は、出荷

時 の 状 態 で

はこの車載型

無 線 基 地 局

に対応してお

らず、auショッ

プなどに端末

を持ち込み、

内 蔵 ソ フ ト ウ

ェアを書き換

えることで利

用可能になる。

書き換えには

本日から対応

し て お り 、 料

金は無料。書き換え期間として1週間ほど必要になる

が、その期間内は代替機を無料で貸し出すという。 

 

進化する RAID 

テラバイトディスクは RAID が標準仕様に 

信頼性と容量を両立させた RAID 5 対応が進む 

 ハードディスクの故障でデータが全部なくなった。 

そんな 悪の事態を経験した人は二度と繰り返したく

ないと思うはず。モノである以上、ハードディスクはい

つか壊れる。といっても、日々の業務で扱うデータの

容量は増える一方。データ消失というリスクを回避す

る対策はますます重要になってくる。こうしたユーザ

ーの要望に答えるべく、メーカー各社は RAID 5 に対

応した NAS（NetworkAttached Storage：LAN 接続の

ハードディスク）や外付けハードディスクに本腰を入

れ始めた。 

【各社が RAID 対応ハードディスクを強化】 

RAID（レイド）とは、複数のハードディスクを接続し

て、1 台のドライブとして利用できるようにする機能の

こと。分散処理によるデータの読み書きの高速化や、

障害に対する信頼性向上という利点がある。アイ・オ

ー・データ機器とロジテックは、ドライブ 4 台を搭載し

て RAID 5 方式に対応した NAS を 2006 年 9 月に発

売。RAID 5 対応製品では先行していたバッファロー

も、eSATA（外付け用のシリアル ATA）対応製品を発

表、従来製品より高速化した NAS も投入した。  

 購買者の大半は企業ユーザー。特に LAN で接続

でき、簡易的なサーバー機能を持つ NAS の需要が

高い。販売店でも「顧客の会社のネットワーク構成を

聞きながら商品を案内することが多い」（ビックパソコ

ン館池袋本店）という。  

 企業ユーザーが RAID 製品に注目する理由は、デ

ータを保護できるという安心感。「ハードディスクの故

障を経験したことのあるユーザーの引き合いは強い。

積み上げたデータを故障で失いたくないという意識

が、企業に浸透してきた」（バッファロー）。テラバイト

もの大容量ハードディスクを導入するときに、データ

が一瞬で失われると考えれば、RAID 以外の選択肢

は考えにくいというわけだ。  

導入のしやすさも利点 

 RAID 5 に対応した製品であれば、1 台のドライブが

故障したとしても、新品に交換すればデータを失わ

ずに済む。全体容量の 4 分の 1 をデータ保護のため

のパリティの記録に割いているからだ（ドライブが 4 台

の場合、下図）。RAID 0 ではドライブの分散処理によ

って読み書きを高速化できるが、データを保護できな

い。RAID 1 ではデータを保護できるが、容量は全体

の半分になる。RAID 5 は RAID 0 と 1 の“いいとこ取

り”方式といえる。 

 

【RAID 5 ではパリティの分散記録でデータを保護】 

 

導入しやすいのも利点だ。従来、オフィス内でデータ

をまとめて保存できる場所を作るとなれば、ファイル

サーバーの設置を考えるのが普通だった。だが、ファ

イルサーバーを設置するにはシステム管理の知識と

手間が必要となる。市販の NAS であれば、購入して

LAN ケーブルに接続し、付属ソフトなどで設定する程

度。システム管理者のいない中小規模の企業でも、

導入しやすい。1TB（テラバイト）で 10 万円以下の製

品もあり、予算面でも負担が少ない。  
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 各メーカーは NAS の改良を続けている。例えば、ア

イ・オー・データ機器やバッファローの新製品では、

故障の際に簡単に交換ができるよう、ドライブがケー

スの前から引き出せる。長時間の稼動にも耐えるため、

効率的なエアフロー設計とした製品も多い。機能の

強化によってユーザーの信頼性が高まれば、これま

で以上にRAID搭載ハードディスクの普及が加速しそ

うだ。 

 

Windows のポート提供期間の延長 

マイクロソフトは 2007 年 1 月 25 日、「Windows XP 

Home Edition」および「Windows XP Media Center 

Edition」のサポート期間を 2014 年 4 月まで延長す

ると発表した。日本市場からの強い要望を受け、

全世界的な期間延長を決めたという。  

 マイクロソフトの製品は、ビジネス向けか一般消費

者向けかによってサポート方針が異なる。両者に対し

て実施されるのが、「メインストリームサポート」。これ

は、無償／有償の電話サポート、セキュリティを含む

さまざまな修正プログラムなどを提供するものだ。発

売日から 5 年間、もしくは次期製品の発売から 2 年間、

のどちらかのうち、長い方が適用される。ビジネス向

け製品には、これに加えて 短 5 年間の「延長サポ

ート」が設けられている。延長サポートでは、セキュリ

ティの修正プログラムや有償の電話サポートなどが提

供される。  

 Windows XP Home Edition および Media Center 

Edition は、一般消費者向け製品に該当するため、本

来適用されるのはメインストリームサポートのみ。期間

は Windows Vista の発売から 2 年間とされていた。こ

のため「パソコンを 近購入した人からは、そのサポ

ートで本当に十分なのかどうかという問い合わせが多

く寄せられた」（同社のジェイ・ジェイミソン Windows 本

部長）。そこで、ビジネス向け製品と同じく 5 年間の延

長サポートを提供することに決めたという。なお、サポ

ート対象となるのは、Service Pack2 を適用済みの製

品のみであることには注意が必要だ。  

 ビジネス向け製品である Windows XP Professional

および Windows XP Tablet PC Edition については、

サポート方針の変更はなし。従来通り、2014 年 4 月ま

での延長サポートを実施する。  

Service Pack3 も提供の可能性あり 

 Windows XP には 2008 年前半に Service Pack3 提

供の計画もある。「計画はあくまでも予定に過ぎない

が、本当に Service Pack3 をリリースした場合には、

Service Pack2 もいずれサポート対象外になる可能性

がある」（同社）。同社は Service Pack をリリース後、そ

れより一つ前のバージョンの Service Pack のサポート

期間を 短で 12 カ月と決めているためだ。ただ

Service Pack3 がリリースされたとしても、サポート期間

に変更はないという。  

 一般発売を間近に控える Windows Vista にも、

「Home Basic」「Home Premium」という一般消費者向

けのエディションが存在する。これらのサポート期間

については「今はまだ説明できる段階にない。将来

の状況を見て判断する」（ジェイミソン氏）という。また

XP のサポート期間延長が Vista の売れ行きに影響を

もたらす可能性もあるが、ジェイミソン氏は「今回の決

定は Vista の販売に対してポジティブな影響を与える。

当社がユーザーからのフィードバックをきちんと受け

止めていること、セキュリティの重要性を理解している

ことを、顧客が感じ取ってくれるからだ」と語った。 

 

携帯の電磁波 

「携帯の電磁波、細胞・遺伝子への悪影響なし」ド

コモなど実験結果発表  

 NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの携帯電

話事業者各社と三菱化学安全科学研究所は2007年

1 月 24 日、携帯電話の電磁波が人体に与える影響

について調べた細胞実験の報告書を発表した。実験

ではヒトとマウスの細胞に対し、規定値の 大10倍の

電磁波を一定時間照射し、がん細胞への変異など 5

項目の影響を調査。その結果として、細胞やその内

部の遺伝子に対する悪影響は見つからなかったと結

論づけている（発表資料）。  

 この細胞実験は、外部の電波を遮断する電波暗室

内に、細胞を載せた培養皿 49 枚に電磁波を照射で

きる専用の実験装置を用意。この実験装置を使い、

総務省の規定する電波防護指針の基準値と、その

10 倍の電磁波をそれぞれ照射した。  

 検体は、ヒトの細胞 4 種類とマウスの細胞 1 種類。

電磁波を照射する検体と照射しない検体とに分け、

(1)細胞の増殖、(2)細胞の損傷（DNA 鎖切断）、(3)細

胞のがん化、(4)遺伝子の働き、(5)ストレスによるタン

パク質の変化と細胞死（アポトーシス）---の 5 項目に

ついて、照射する検体と照射しない検体との細胞・遺

伝子の差異を分析した。電磁波の照射時間は 5 項目

それぞれに設定しているが、(3)の細胞のがん化につ

いては 大 41 日間にわたり電磁波を照射した。  

 この結果、5 項目のいずれについても、電磁波を照

射した検体と照射しない検体とで、細胞・遺伝子の働

きや変異に有意な違いが見られなかったとしている。  

 今回の実験は、NTT ドコモなどが三菱化学安全科

学研究所に委託する形で 2002 年 11 月から実施して

きた。弘前大学 医学部 教授の宮越順二氏と北海

道大学 工学部 教授の野島俊雄氏が実験結果の検

証に携わった。実験結果を含む論文は、米国の生体

磁気関連の学会である Bioelectromagnetics Society

（BEMS）と同学会誌において発表している。  

 

 


