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Ｅスポって？ 

夏は「Ｅスポ」の季節です！！  

さあ、Ｅスポを狙って、遠くの電波をつか

まえてみよう！！ 

☆スポラディックＥ層とは？  

スポラディックＥ層は、電離層の一種で、通称「Ｅス

ポ」と呼ばれ電波の世界ではおなじみのものです。こ

れが発生すると、思わぬ遠距離受信ができるなど、面

白いことが起こるんです。  

☆Ｅスポのどんな時に発生する？  

Ｅスポは、日本では夏場の昼間などに多く発生します。

日本以外では冬場に発生するところもあります。まあ、

日本でもたまに冬でも起こりますがね。  

電離層のＥ層高さ、地上 100Km 付近に狭範囲で突

発的に起こります。「スポラディック」というのは、英語

で「突発的な」という意味です。  

なぜ、E スポが発生するのかというと、ウィンドシアー

によって起こるらしいです。  

シアーの話ってのは、もう気象の話になっちまいます

ので、そっちを参照してください。  

電離層そのものの発生機序は別の項目にちょこっと

書いてるはずですので、そちらを参照してください。  

☆Ｅスポのすごさ！！  

電離層はふつう、短波帯（HF）までの電波を反射しま

す。しかし、Ｅスポは電子密度がやたら濃いため、  

超短波（VHF）の電波も反射しちゃうんです。それに

より、ＶＨＦ帯（超短波帯）のテレビ、ＦＭ放送などが

やたら遠くに伝わるため地元のテレビ局以外のテレ

ビなんかも見ることができちゃいます。  

普段は届かないような外国（中国、韓国とか）のテレビ

局からの混信がはいる可能性もあり、画面が乱れたり、

音声が乱れたりすることがあります。  

☆地震とスポラディックＥ層？ 

地震が起こるときなどにも発生します。  

これは、昔からアマチュア無線家の間で経験的に言

われてきたことではありますが、こういったことを研究

する学術機関が面白いほど極端に少ない、というか 

 

 

無いため、科学的な証明がなされてません。  

現在はアマチュア無線家レベルでの研究がなされて

ます。  

その研究の中で、とある元高等教育機関の先生だっ

たアマチュア無線家がこんなことを言っています。  

大体、こんな内容だったと記憶していますが、、  

プレートテクトニクスによって、地殻に歪みが生じると、

地殻中の花崗岩等が圧力を受けて、起電力が発生

する。（ピエゾ効果）圧力のかかり方は各地点でまち

まちだし、地殻成分も異なってくるため、起電力は各

地点で違ってくる。  

すると、電位差が生じ、電流が流れる。「地電流」って

やつ。  

地電流といっても、プレートが移動するときにズズズと

小刻みに圧がかかるので、瞬間瞬間に電流値が変

化するわけで、高周波電流となる。  

高周波電流というのはいわゆる電磁波のもとですから、

そこから発生した電磁波が空中に出ていって、放送

や通信にノイズを引き起こすと思われる。  

たしか、こんなことを言ってたと思います。 違ってた

らごめんね。  

少なくともこのようなことが起こり高周波電流が空中に

出て行くとすると、スポラディック E 層発生になんらか

の影響を与えると思われるわけで。  

地震の時に E スポが発生するのも頷ける気がします。

が、証明はされてません。  

地震発生時のEスポは、先のアマチュア無線家曰く、

積乱雲のような縦型と推測されるそうです。  

個人的に付け足すと、実際、地電流を計ったり、ラジ

オノイズを計ったりすると、やはり地震発生時期が近

づくと地電流が大きくなったり、ラジオノイズでも地震

発生時期が近づくにつれて低周波から高周波へ、何

度も何度もノイズが発生します。  

この説は、例え間違っていても遠からずの様な気がし

ます。  

地震予知なんかの足がかりには、なるような気がする

のですがね。  

まあ実際やってるアマチュア無線家も居るわけです

けどね。  
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もう一つ付け足すと、地殻といっても0Ωではなく若干

の抵抗はあるし、場所により抵抗が違うわけですから、

そこに熱が発生するかもしれません。。まあ、、あくま

で理論上の可能性としてはあるということで。  

ですから、地震発生時に気温が上昇したりするかもし

れないなーと。 

なんて、、ラジオリスナーでアマチュア無線家でおバ

カなあたくしは、そんなふうに考えてるのであります。  

＊余談ですけど、この前、気象庁のサイト見たら、どう

やら「地電流」を定期的に測定してるようですね。  

参考にしてみたらいかがでしょう。  

http://yochi.iord.u-tokai.ac.jp/eprc/data/data.html 

 

ＷｉＭＡＸ 

車内に最新地図 散歩中に音楽配信サクサ

ク 

高速通信 街中包む  無線ネット接続「ＷｉＭＡＸ」 

 屋外でＡＤＳＬ（非対称デジタル加入者線）並みの

高速通信（ブロードバンド）を実現する無線のインタ

ーネット接続サービスが、今年度始まる。「ＷｉＭＡＸ

（ワイマックス）」と呼ばれる技術だ。地方に残った高

速通信空白域を解消する切り札としても期待されて

いる。（吉田昌史） 

 ＡＤＳＬや光ファイバーを導入した家庭なら、パソコ

ンで画質の良いネット動画を視聴できる。しかし、家

庭から一歩出ると、気軽に高速通信を楽しむのは難

しい。 

 高速通信が可能な公衆無線ＬＡＮは国内に１万５０

００か所以上設置されているが、電波が届く範囲は約

１００メートル。接続ポイントも駅構内やカフェなど特

定の場所に限られる。 

 ＷｉＭＡＸの通信範囲はもっと広い。「高速通信可能

な無線で、街ごと包むイメージです」。ＷｉＭＡＸの全

国サービスを行うＫＤＤＩ系の「ＵＱコミュニケーション

ズ」（東京）の要海敏和ネットワーク技術部長は、そう

説明する。 

 同社は２００９年２月に、東京２３区や川崎、横浜市

で試験サービスを始める。その夏から商用サービス

に移行し、大都市圏から全国に拡大していく。サービ

ス開始に合わせて、ノートパソコンに外付けする通信

端末や、通信機能を内蔵したパソコンが登場する予

定で、通信料は月平均３２００円程度と見込まれる。 

 電波の基地局は、１～３キロ・メートルごとに設置す

る。富士通の長谷川淳一ブロードバンド部長によると、

２０１０年に登場する次世代携帯電話の通信方式を

先んじて導入。データを効率よく送信することで、最

大毎秒４０メガ・ビットと、屋外でＡＤＳＬ並みの通信速

度を実現させる。 

 時速１２０キロで高速移動中もネット接続が途切れ

ず、電車内でも高速通信を楽しめる。 

 通信端末を組み込んだ携帯音楽プレーヤーなどに、

移動中でも音楽の配信を受けられる。ＮＥＣによると、

ＣＤ１枚分の音楽をわずか１２秒でダウンロードできる

という。 

 このほか、走行中に最新の地図や渋滞情報をカー

ナビにダウンロードしたり、屋外の自動販売機を遠隔

監視したりできるという。 

 ＷｉＭＡＸは、半導体最大手の米インテル社が中心

になって推進する国際標準技術。世界初の商用サ

ービスは２００６年に韓国で始まった。約１１０か国で

事業化の準備が進められており、韓国以外にも、本

サービスに移行した国もあるという。 

 仏通信機器大手アルカテル・ルーセントの日本法

人によると、通信基盤が未発達な途上国で、安くネッ

ト接続できる技術として注目され、２～３年後には普

及が進むとみられる。 

日本でも、Ａ

ＤＳＬなどの

サービス提

供が望めな

いへき地で、

高速通信を

実現する手

段として整

備計画が進

行中だ。 

 水田地帯

に集落が点

在する秋田

市雄和地区

（約３８０世

帯）もそうし

た地域の一

つ。東北電

力の子会社、

東北インテリ

ジェント通信

（仙台市）は

今年度中に

基地局を地区内に設け、各家庭と無線をつなぐ予

定。 

 「実験中は一瞬でホームページが表示されたのに、

ダイヤルアップ接続に戻った今は、１分もかかる。動

画の視聴も無理」。今年３月まで同地区で行われた

接続実験に参加した鈴木淳悦さん（３９）は、一日も

早いサービスの開始を心待ちにしている。 

 地域限定型のＷｉＭＡＸについて、総務省は、都市

部でも地域の公共福祉向上を目的としたサービスを

提供するなら認める方針。 

 東京・文京区や千代田区などでケーブルテレビ事

業を行う東京ケーブルネットワークは０９年春、都心で

ＷｉＭＡＸサービスを始める計画だ。通常のネット接続
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以外に、避難所への防災情報の提供や、災害時に

つながりにくい電話の予備回線としての活用も検討し

ている。同社の津滝義仁経営管理部長は「ＷｉＭＡＸ

を地域の防災力の向上に役立てたい」と話している。 

WiMAX【ワイマックス】 読み方 : ワイマックス 

フルスペル : Worldwide Interoperability for Microwave 

Access/IEEE 802.16a 

IEEE (米電気電子学会) が策定を進めている高速無線 

MAN (Metropolitan Area Network) 規格のひとつ。物理

層 (PHY) および MAC (Medium Access Control) 層

について規定しています。2～ 11 GHz の周波数帯を

使用し、通信方式には TDD (Time Division Duplex: 時

分割デュプレックス) と FDD (Frequency Division 

Duplex: 周波数分割デュプレックス)をサポートしていま

す。P2MP (Point-to-Multipoint) のほか、オプションとし

て、メッシュ型のトポロジもサポートします。 

 

新タワーの名称 

東京都墨田区に建設予定の高さ約６１０メ

ートルの新タワーの名称が「東京スカイツ

リー」に決まった。 

 新タワーの名称は、同社などが昨年１０月から公募。

全国から寄せられた計１万８６０６件の名称案の中か

ら、学識者らによる会議で６候補に絞り、インターネッ

トやはがきなどで全国投票を行った。 

 投票総数は約１１万票で、３万２６９９票を集めた「東

京スカイツリー」が、３万１１８５票の「東京ＥＤＯタワ

ー」を小差で破った。スカイツリーには「空に向かって

伸びる木のようなタワーのもとに、人と環境にやさしい

街が生まれ、世界の人々が集う」との願いが込められ

ている。 

 公募段階で人気の高かった「大江戸タワー」は既に

商標登録されており、「新東京タワー」も「既存の東京

タワーと区別しにくい」として候補から外れた。 

 新タワーは来月着工し、２０１１年１２月に完成する

予定。総事業費は約６００億円で、電波塔としては世

界一の高さとなる 

 

「名水百選」平成版を選定 

 環境省は４日、全国のわき水や河川などから選ん

だ「平成の名水百選」を発表した。１９８５年発表の

「名水百選」に続くもので、全国の「名水」はこれで合

計２００か所になった。 

 今回重視したのは保全活動が熱心に行われている

かどうか。集落内にわき水の水路を巡らせ、生活用

水として活用する滋賀県高島市の「針江の生水（はり

えのしょうず）」、住民が長く保全に取り組む熊本県嘉

島町の「六嘉（ろっか）湧水群・浮島」などが典型例

だ。 

北海道地方  

北海道／虻田郡京極町 羊蹄のふきだし湧水  

北海道／利尻郡利尻富士町 甘露泉水  

北海道／千歳市 ナイベツ川湧水  

東北地方  

青森県／弘前市 富田の清水  

青森県／平川市 渾神の清水  

岩手県／下閉伊郡岩泉町 龍泉洞地底湖の水  

岩手県／八幡平市 金沢清水  

宮城県／栗原市 桂葉清水  

宮城県／仙台市 広瀬川  

秋田県／仙北郡美郷町 六郷湧水群  

秋田県／湯沢市 力水  

山形県／西村山郡西川町 月山山麓湧水群  

山形県／東根市 小見川  

福島県／耶麻郡磐梯町 磐梯西山麓湧水群  

福島県／耶麻郡北塩原村 小野川湧水  

関東・甲信地方  

茨城県／久慈郡大子町 八溝川湧水群  

栃木県／佐野市 出流原弁天池湧水  

栃木県／塩谷郡塩谷町 尚仁沢湧水  

群馬県／甘楽郡甘楽町 雄川堰  

群馬県／吾妻郡東吾妻町 箱島湧水  

埼玉県／大里郡寄居町 風布川／日本水  

千葉県／長生郡長南町 熊野の清水  

東京都／国分寺市 お鷹の道／真姿の池湧水群  

東京都／青梅市 御岳渓流  

神奈川県／秦野市 秦野盆地湧水群  

神奈川県／足柄上郡山北町 洒水の滝／滝沢川  

山梨県／南都留郡忍野村 忍野八海  

山梨県／北杜市 八ヶ岳南麓高原湧水群  

山梨県／北杜市 白州／尾白川  

長野県／飯田市 猿庫の泉  

長野県／安曇野市 安曇野わさび田湧水群  

長野県／北安曇郡白馬村 姫川源流湧水  

北陸地方  

新潟県／中魚沼郡津南町 龍ヶ窪の水  

新潟県／長岡市 杜々の森湧水  

富山県／黒部市・下新川郡入善町 黒部川扇状地湧

水群  

富山県／中新川郡上市町 穴の谷の霊水  

富山県／中新川郡立山町 立山玉殿湧水  

富山県／砺波市庄川町 瓜裂の清水  

石川県／白山市 弘法池の水  

石川県／輪島市門前町 古和秀水  

石川県／七尾市 御手洗池  

福井県／三方上中郡若狭町 瓜割ノ滝  

福井県／大野市 お清水  

福井県／小浜市 鵜の瀬  

東海地方  

岐阜県／郡上市 宗祇水（白雲水）  

岐阜県／美濃市・関市・岐阜市 長良川（中流域）  

岐阜県／養老郡養老町 養老の滝／菊水泉  

静岡県／駿東郡清水町 柿田川湧水群  

愛知県／犬山市～可児川合流点 木曽川（中流域）  

三重県／四日市市 智積養水  

三重県／志摩市 恵利原の水穴（天の岩戸）  
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近畿地方  

滋賀県／彦根市 十王村の水  

滋賀県／米原市 泉神社湧水  

京都府／京都市伏見区 伏見の御香水  

京都府／宮津市 磯清水  

大阪府／三島郡島本町 離宮の水  

兵庫県／西宮市 宮水  

兵庫県／神戸市 布引渓流  

兵庫県／宍粟市 千種川  

奈良県／吉野郡天川村 洞川湧水群  

和歌山県／田辺市 野中の清水  

和歌山県／和歌山市 紀三井寺の三井水  

中国・四国地方  

鳥取県／米子市淀江町 天の真名井  

島根県／隠岐郡海士町 天川の水  

島根県／隠岐の島町 壇鏡の滝湧水  

岡山県／真庭市 塩釜の冷泉  

岡山県／岡山市 雄町の冷泉  

岡山県／苫田郡鏡野町 岩井  

広島県／広島市 太田川（中流域）  

広島県／安芸郡府中町 出合清水  

山口県／美袮郡秋芳町 別府弁天池湧水  

山口県／岩国市 桜井戸  

山口県／岩国市錦町 寂地川  

徳島県／吉野川市 江川の湧水  

徳島県／三好市東祖谷山 剣山御神水  

香川県／小豆郡小豆島町 湯船の水  

愛媛県／西条市 うちぬき  

愛媛県／松山市 杖ノ淵  

愛媛県／西予市 観音水  

高知県／県西部 四万十川  

高知県／高岡郡越知町 安徳水  

九州地方  

福岡県／うきは市 清水湧水  

福岡県／福岡市 不老水  

佐賀県／西松浦郡有田町 竜門の清水  

佐賀県／小城市 清水川  

長崎県／島原市 島原湧水群  

長崎県／諫早市 轟渓流  

熊本県／宇土市 轟水源  

熊本県／阿蘇郡南阿蘇村 白川水源  

熊本県／菊池市 菊池水源  

熊本県／阿蘇郡産山村 池山水源  

大分県／由布市 男池湧水群  

大分県／竹田市 竹田湧水群  

大分県／豊後大野市 白山川  

宮崎県／小林市 出の山湧水  

宮崎県／東諸県郡綾町 綾川湧水群  

鹿児島県／熊毛郡屋久町・上屋久町 屋久島宮之浦

岳流水  

鹿児島県／姶良郡湧水町 霧島山麓丸池湧水  

鹿児島県／川辺郡川辺町 清水の湧水  

沖縄地方  

沖縄県／南城市 垣花樋川  

 

無線局統計情報 

「無線局統計情報」は、電波法により定められた免許

又は登録を受けた無線局に関するデータから、無線

局数等について集計した統計情報です。 

アマチュア無線局 4 月 507,022 

 3 月 508,238 

先月よりも ｄｏｗｎ 1,216 局 

   

地方局  総計 

総無線局数 507,022 

北海道 
無線局数 45,019 

比率(%) 8.9 

東 北 
無線局数 50,321 

比率(%) 9.9 

関 東 
無線局数 135,603 

比率(%) 26.7 

信 越 
無線局数 22,094 

比率(%) 4.4 

北 陸 
無線局数 14,073 

比率(%) 2.8 

東 海 
無線局数 70,948 

比率(%) 14.0 

近 畿 
無線局数 61,107 

比率(%) 12.1 

中 国 
無線局数 36,416 

比率(%) 7.2 

四 国 
無線局数 22,480 

比率(%) 4.4 

九 州 
無線局数 46,387 

比率(%) 9.1 

沖 縄 
無線局数 2,574 

比率(%) 0.5 

 

電波利用料の推移 

電波利用ホームページで「電波利用料の区分別収

納済歳入額の推移」が掲載されていましたので、

アマチュア局関係だけを抜粋してみました。 

電波利用料の区分別収納済歳入額の推移 

（百万円） 

平成 年度無

線局区分 
H5 H6 H7 H8 H9 

実験試験局 

アマチュア局
760 805 668 606 500

H10 H11 H12 H13 H14 H15 

529 477 435 368 331 322 

H16 H17 H18 

302 254 258 0.4% 

（四捨五入のため合計が合わない場合あり。） 

 

 


