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謹んで台風２３号、新潟中越地震による災害のお見舞いを申し上

げます。 

このたびの災害により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。 

この上は一日も早い復旧をされますよう心からお祈り申し上げます。 
 

 

 
 

災害復旧関係 
 

台風２３号関連 
 

台風２３号の災害復旧に使用される無線局の臨機の

措置について 

～京都府大江町・舞鶴市及び日吉町の災害復旧対

策～ 

 

近畿総合通信局（局長松本正夫）は、台風２３号によ

る災害復旧のために、以下の無線局の免許等に関

する臨機の措置を行いました。 

１ 京都府加佐郡大江町の防災無線局で使用不能

になっていた通信系のうち、移動系は設備の修理等

により１０月２２日から、同報系は新設備に取り替えて

１０月２３日から使用可能となっています。 

また、災害復旧を迅速に行うために陸上移動局５局

を１０月２２日に増設免許しました。 

２ 京都府舞鶴市の災害復旧のため、財団法人近畿

移動無線センター（理事長壇須寿雄）から提供のあ

った連絡用無線設備１３局を舞鶴ボランティアセンタ

ーに対して１０月２４日に貸与し、復旧活動に使用さ

れています。 

３ 京都府船井郡日吉町役場付近における災害によ

る携帯電話不感地域を解消するために、ＮＴＴドコモ

関西株式会社から申し出のあった、臨時の中継設備

の設置について、本日付けで免許をしました。 

 

台風２３号の災害復旧に使用される無線局に免許 

～兵庫県豊岡市付近の災害復旧対策～ 

 

近畿総合通信局（局長松本正夫）は、台風２３号の豪

雨等によりほぼ市内全域が被災した兵庫県豊岡市付

近の復旧のため、日本モトローラ株式会社から提供

のあった連絡用無線設備（陸上移動局１０局）に対し

て臨機の措置として免許しました。 

この無線設備は、災害復旧のために貸与要望のあっ

たボランティア団体に対して、財団法人日本船舶振

興会（会長曽野綾子）を通じて貸与されるものです。 

今回貸与される無線設備の概要は、下記のとおりで

す。 

 

記 

通信方式等 

周波数：１５０ＭＨｚ帯 電波の型式：Ｆ３Ｅ 

空中線電力：５Ｗ 

 

新潟中越地震関連 
 

信越総合通信局では、新潟県中越地震などの非常

災害に対処するため、下記のとおり地方公共団体等

へ通信機器の貸し出しを行っています。 

 

記 

 

◎貸し出し対象者：地方公共団体等 

◎貸し出し機器：衛星携帯電話（一部貸出中） 

◎貸し出し条件：利用に際しての電気通信事業者へ

の手続及び通信費等については、申込者にご負担

願います。 

◎問い合わせ先：信越総合通信局 総務部 総務課 
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  電話０２６－２３４－９９６３ 

 

平成１６年１０月２５日 １３：００現在、貸し出し可能な

無線機 

       衛星携帯電話 

      （ＮＴＴドコモ）衛星携帯電話：８３台 

      （ＫＤＤＩ）衛星携帯電話：３９台 

       

電力線搬送通信 

家庭の電気コンセントにパソコンをつなぐだけで高

速インターネットが利用できる「高速電力線通信」の

実用化に向け、電力会社や電機メーカーが実験に

取り組んでいる。早ければ二〇〇六年にも実用化さ

れるとみられるが、電線から電波が漏れて他の通信

を妨害する電波漏れの防止が最大課題になってい

る。 

 

■実験解禁 

電気が流れる電線は、電気信号に変えた情報も送

ることができる。もともと電力会社は低周波の信号を

送って、遠隔地の設備がきちんと動くか点検するの

に利用していた。 

二〇〇〇年ごろから、より多くの情報を送ることが

できる高周波の信号を使って、高速通信を実現しよう

という動きが出てきた。 

最大の問題は、高周波になるほど電波漏れも多く

なることだ。利用が想定されている二～三十メガ・ヘ

ルツの周波数帯はアマチュア無線や短波放送に割り

当てられており、漏れた電波がこうした通信や放送に

干渉してしまう。このため、高速電力線通信は電波法

で規制されている。 

しかし、電波漏れを抑えるモデムの技術開発が進

み、関西電力や三菱電機などが実用化を目指す協

議会を設立して国に働きかけるなどした結果、今年

一月、実験が解禁された。 

 

■メリット 

高速電力線通信は現状では、第三者に電波漏れ

の影響が及びにくい室内での通信向けに想定されて

いる。 

情報はまず、光ファイバーなどで家庭まで送られた

後、屋内のモデムで電気信号に変わって電気配線

に乗る。その後、コンセントとパソコンの間に取り付け

たモデムで、電線から情報だけを取り出す仕組み

だ。 

高速電力線通信が実現すれば、家庭向けの通信

インフラとして主流になっているＡＤＳＬ（非対称デジ

タル加入者線）や光ファイバーに加えて、契約者の

選択肢が増えることになる。 

メリットとしては、新規の配線工事が不要で、パソコ

ンを家庭内の様々な場所に持ち運びしやすくなるこ

とがある。現行の無線ＬＡＮ（構内情報通信網）のよう

に、壁などによって通信状態が悪くなるという問題も

ない。 

また、家電にモデムを組み込めば、コンセントでつ

ながった家電の遠隔操作やネットワーク化も簡単に

できる。例えば、居間のＤＶＤに保存している映画を、

どの部屋のテレビでも見ることができる。 

通信速度はおおむね、光ファイバーには及ばなく

ても、ＡＤＳＬと互角の最高数十メガ・ビットが想定され

ている。 

 

■企業の動き 

高速電力線通信の実現に力を入れているのは、

電力会社 と電機メーカーだ。電力自由化で電気料

金の引き下げなどを強いられている意力会社は、通

信事業の強化・拡充が急務になっており、既存の電

線を利用できる高速電力線通信は有力な武器にな

る。 

電機メーカーにとっても、情報家電の普及につな

がるというメリットがある。総務省によると、九月末まで

に十四事業者が、三十六の設備で実験認可を得て

いる。 

関西電力は、二〇〇〇一年にイスラエルの会社と

共同で高速電力線通信の研究会社を設立するなど、

いち早く実用化に向け取り組んできた。子会社が大

阪府茨木市で実験を進めており、屋内での利用なら、

屋外の短波ラジオに影響を与えないことを確認し、現

在は他の通信機器への影響を検証中だ。 

東京電力も最高四十五メガ・ビットを目指した実験

を三月から行ってきた。八月からは、住友電気工業

が開発した高速対応モデムを使い、高速電力線通信

としては世界最高速度となる、上り・下り合計で二百メ

ガ・ビットの実現を目指している。 

このほか、通信事業では電力会社とライバルにな

るＮＴＴ－ＡＴも、屋内での通信メニューの多様化に

つながるとして、八月から実験に乗り出した。 

 すでに海外では、スペインやドイツなどで実用化が

進んでいる。こうした国々では電線の地中化率が高く、

電波漏れの問題が起こりにくいためだ。また、アジア

では、韓国で十月から規制が緩和される見通しとな

っている。 

国内各社は今秋にも実験で得られたデータを協議

会に集約したうえで、本格的に総務省に法改正を働

きかけ、規制緩和を実現したい意向だ。 

 
電力線通信の仕組み 
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コンセントに繋ぐだけ

で高速通信が出来る

「電力線通信」の実証

実験をする東京電力

の職員（東京都内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡＲＬの取組 
最近、PLC（電力線搬送通信）について新たな動き

があり、この動向について今後とも十分注意して見守

る必要があります。PLC については、これまでも JARL 

NEWS や JARL Web などでお知らせしてきましたが、

なぜ PLC の動向について注意しなければならないか、

ここであらためて簡単に説明いたします。  

 

インターネット接続のための有線通信回線というと、

電話線や CATV、光ファイバー網などが一般的です。

オフィスや家庭に引き込まれている「線」は、これらの

通信回線だけではありません。電力を供給する商用

電源の「電力線」が必ず引き込まれています。PLC は、

Power Line Communication（電力線搬送通信）の略

称で、オフィスや一般家庭に引き込まれている商用

電源ラインに、電力を供給するだけでなくデータの信

号を乗せて電力線を通信回線として共用使用とする

技術で、電力会社や通信機器メーカなどが中心とな

って短波帯を使用する PLC の開発を進めています。 

この PLC は、短波帯（1.7MHz～30MHz）の周波数

の搬送信号波を電力線に乗せ、電源と同時にデータ

信号を送受信し、インターネットへの高速接続を可能

にしようとするものです。ここで問題になるのが、短波

帯の信号を使用するこの技術は、HF 帯の繊細な電

波を使って交信を楽しんでいる私たちアマチュア無

線家にとって、大きな障害を与える危険性を持ってい

る点です。なぜならば電力線は、わが国では通常電

柱間を電線で結ぶ架空（かくう）配線となっています。

架空配線はもともと短波帯の信号の伝送用線路とし

て設計されていないため、架空配線からの短波帯の

搬送信号波が外部に放射（漏えい）されることになる

からです。このため、繊細な HF 帯の信号を扱うアマ

チュア無線にとっては、重大な混信を受ける可能性

が極めて高いものであり、この動向については十分

注意する必要があることがおわかりいただけたことと

思います。  

 

約２年前になりますが平成 14 年 4 月、総務省にお

いて「電力線搬送通信設備に関する研究会」が発足

し、JARL もこの研究会の実環境実験ワーキンググル

ープに参加し、PLC の漏えい問題について実証試験

等に参加してきました。 

また、このワーキンググループには短波帯に深く関

わりのある NHK、電波天文周波数小委員会などの各

機関も参加しています。当時の JARL の活動につい

ては、JARL NEWS や JARL Web 等でお知らせしてき

ました。 

平成 14 年８月に出された、同研究会の結論の骨

子は、次のとおりです。  

 

「現在開発されているモデム及び現在の電力線の

状況では、電力線搬送通信設備が航空管制や短波

放送等の無線通信に対する有害な混信源となり得る

ことから、使用周波数帯を拡大することは困難であ

る。 

なお、今後 PLC のモデムや電力線等において漏

えい電界強度を大幅に低減する技術の開発が考え

られることから、研究開発などを継続することが必要

である。そのため、実証試験を行えるよう制度整備

（研究開発目的の設備の許可制度）を必要とする。」  

 

PLC に関する新たな動きは、同研究会で得られた

結論の一つである、「研究開発のための実証試験を

おこなう制度整備」に基づくものです。 

つぎに、ここまでの PLC に関する動向などを整理

してみました。 

 

【平成 13 年３月】 

政府の IT 戦略本部は「ｅ-JAPAN 重点計画」で、PLC

設備に使用する周波数帯拡大の可能性の検討が表

明された。 

【平成 14 年 3 月】 

電波産業会（ARIB）から総務省にPLC の周波数拡大

に関する規制緩和案が提言された。 

【平成 14 年４月】 

総務省に「電力線搬送通信設備に関する研究会」が

発足。 

【平成 14 年 8 月】 

同研究会の「現時点においては有害な混信源となり

うる」との結論を受け、総務省では規制緩和の見送り

を決定。併せて今後の技術的な開発研究（実験）が

できるよう法制度の整備の必要性があることを提言し

た。 

【平成 15 年３月】 

PLC の高速化技術、既存システムとの共存技術の検

証をおこない、日本国内でのPLCの早期実用化を目

的とする「高速電力線通信推進協議会（PLC-J）」が

発足。参加会員は、関西電力、きんでん、住友電気

工業、日立製作所、富士通、本多エレクトロン、三菱

電機、松下電器産業、松下電工、ラインコムの10社。 

【平成 15 年７月】 

IT戦略本部は、「ｅ-JAPAN戦略II」の中で家庭内（宅

内系）の PLC に関して、研究開発の推進と実用上問

題がないことが確保されたものについて活用推進を
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図ることを表明。 

【平成 15 年 8 月】 

国内実証実験を許可するための電波法施行規則等

の一部改正案を総務省が発表。意見（パブリックコメ

ント）を募集した。 

【平成 15 年 11 月】 

同改正案については、電波監理審議会において審

議された結果、同審議会から「本実験制度の運用に

当たっては、既存の無線通信及び放送に影響を与

えないよう十分配慮する必要がある」旨の意見を付し

た上で原案どおりの答申があった。 

【平成 16 年 1 月】 

総務省では、高速 PLC 設備に関する実験制度導

入のための「実験用 PLC 設備の設置許可にかかる

方針」を平成 16 年 1 月 21 日に公表した。また、1 月

26 日には、電波法施行規則等の一部改正省令を公

布した。これは即日施行され、同日から実験用 PLC

設備の申請受付を開始。 

【平成 16 年 3 月】 

九州、近畿、関東、北海道の各総合通信局が、九州

電力(株)等数社から出された実験用 PLC 設備の設

置申請に対して設置を許可した。 

【平成 16 年 5 月】 

東海、近畿の各総合通信局が、中部電力(株)等数社

から出された実験用 PLC 設備の設置申請に対して

設置を許可した。 

【平成 16 年 6 月】 

関東、近畿、東北の各総合通信局が、東北電力(株)

等数社から出された実験用 PLC 設備の設置申請に

対して設置を許可した。 

【平成 16 年 7 月】 

九州の総合通信局が、パナソニックコミュニケーショ

ンズ(株)から出された実験用 PLC 設備の設置申請に

対して設置を許可した。 

【平成 16 年 8 月】 

東海、東北の各総合通信局がそれぞれ、中部電力

(株)、本多エレクトロン(株)から出された実験用 PLC

設備の設置申請に対して設置を許可した。 

【平成 16 年 9 月】 

関東総合通信局が三菱電機(株)、日本電気(株)から、

近畿総合通信局が松下電器産業(株)から、九州総合

通信局が九州電力(株)から出された実験用 PLC 設

備の設置申請に対して設置を許可した。 

 

平成 16 年１月に総務省が公表した実験制度の概要

は、次のとおりです。 

 

 (1)実験用 PLC 設備の許可の条件 

電力線から漏洩する電波を低減する技術の検証の

ために実施するものであること。使用周波数は、

2MHz～30MHz の範囲内であること。 

 

 (2)混信妨害対策 

実験設備を設置しようとする者は、無線通信等に影

響を与えないよう、電力線等から漏えいする電波に

関する目標値を設定し、混信等を与えない技術的根

拠を示すこと。 

実験設備の設置者は、事前に周辺住民等に実験

計画を周知し、万一混信等が生じた場合、実験を停

止してその原因を究明するとともに、それが生じない

ことが確認できるまで実験を再開しないこと。 

 

 (3)実験の公表 

総務省のホームページに実験設備の設置者名・

連絡先、設置場所、使用周波数等を掲載する。 

 

      － ★ － ★ － ★ － 

3 月 10 日から、各総合通信局のホームページで、

各総合通信局が設置を許可した、実験設備の設置

者名・連絡先、設置場所、使用周波数等の公表が次

のようにおこなわれています。 

 

九州総合通信局は、本年 3 月 10 日の報道発表で

「全国初！九州電力(株)の高速電力線搬送通信設

備を許可」という見出しで、実験用高速 PLC 設備の

設置を同日付けで許可したことを発表しています。 

その後、3 月 12 日および 19 日には、近畿総合通

信局から三菱電機(株)、ラインコム(株)、松下電器産

業(株)の３社に、3 月 22 日には関東総合通信局から

東京電力(株)に、３月 29 日には北海道総合通信局

から三菱電機(株)に、それぞれ実験用 PLC 設備の設

置を許可されています。 

5 月 21 日および 28 日には、近畿総合通信局から

松下電工(株)、(株)ゼルライン・ジャパンに、26 日には

東海総合通信局から中部電力(株)が、それぞれ実験

用 PLC 設備の設置を許可されています。 

6 月 8 日には、関東総合通信局から東京電力(株)

が、18 日には近畿総合通信局から日本電気(株)、東

北総合通信局から東北電力(株)が、それぞれ実験用

PLC 設備の設置を許可されています。 

7 月 22 日には、九州総合通信局からパナソニック

コミュニケーションズ(株)が、8 月 17 日には東海総合

通信局から中部電力(株)、8 月 23 日には東北総合通

信局から本多エレクトロン(株)が、９月１日には近畿総

合通信局から松下電器産業(株)が、９月 10 日には関

東総合通信局から三菱電機(株)が、９月 13 日には関

東総合通信局から日本電気(株)が、９月 17 日には九

州総合通信局から九州電力(株)が、それぞれ実験用

PLC 設備の設置を許可されています。 

 

9 月 24 日現在で、各地方総合通信局管内におけ

る設置許可の状況をまとめると、次表のとおりとなって

います。 

 

各地方総合通信局管内における実験用 PLC 設備の

許可状況 
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設置者名：総通局許可の日：設置場所：周波数

(MHz) 

    

九州電力(株)：九州：03/1：0 福岡市南区九：電総合研

究所内 福岡市東区 福岡県遠賀郡遠賀町 3.199～

6.960 7.940～11.710 14.491～16.991      18.985

～22.755 

三菱電機(株：)近畿：03/12：神戸市兵庫区和田崎町

1-1-2２～30 

ラインコム(株)：近畿：03/12：茨木市清水 2-5-5２～30 

松 下 電 器 産 業 ( 株 ) ： 近 畿 ： 03/19 ： 草 津 市 野 路 東

2-3-1-1４～28 

三菱電機(株)：近畿：03/19：草津市野路東 2-3-1-1２～

30 

東京電力(株：)関東：03/22：横浜市鶴見区江ヶ崎町

4-1 東京電力(株：)技術開発センター 練馬区 東電社

宅２～30 

三菱電機(株)：北海道：03/29：江別市牧場町 14 番地 

札幌市中央区南 19 条西 13 丁目２～30 

松下電工(株：)近畿：05/21：守口市八雲東町 1-277 

 (モデルハウス１～４)２～30 

中部電力(株：)東海：05/26：日進市米野木町南山

840-1 中部電力(株)：人材開発センター２～30 

 (株)ゼルライン・ジャパン：近畿：05/28：茨木市清水

2-5-5２～23 

東京電力(株)：関東：06/08：東京都江東区 東京電力

(株)社宅 (２ヵ所)２～30 

日本電気(株)：近畿：06/18：茨木市清水 2-5-5２～30 

東北電力(株)：東北：06/18：仙台市青葉区中山 7-2-1 

東北電力(株)研究開発センター 原町市泉字大磯 120 

東北電力(株)総合研修センター２～30 

パナソニックコミュニケーションズ(株)：九州：07/22 熊本

県玉名郡菊水町高野 1080 菊水工場内４～28 

中部電力(株)：東海：08/17：愛知県名古屋市南区      

中部電力(株)寮内２～30 

本多エレクトロン(株)：東北：08/23：岩手県花巻市椚ノ

目 2-32-1 本多エレクトロン(株)花巻工場２～30 

松下電器産業(株)：近畿：09/01：大阪府守口市八雲東

町 1-277 モデルハウス１～４４～30 

三菱電機(株)：関東：09/10：東京都荒川区荒川 7-19-1 

三菱電機ビルテクノサービス(株) システムプラザ B 館２

～30 

日本電気(株)：関東：09/13：東京都江東区 東京電力

(株)２～30 

九州電力(株)：九州：09/17：福岡県遠賀町(1)3.199～

6.960MHz(2)7.940 ～ 11.710MHz(3)14.491 ～

16.991MHz(4)18.985～22.755MHz 

※実験期間は、許可の日から平成 17 年３月 31 日まで。 

 

【連絡先電話番号】 

会社名：連絡先電話番号 

 

九 州 電 力 ( 株 ) ： 福 岡 市 中 央 区 渡 辺 通 2-1-82      

092-761-3031(平日) 090-1084-6239(夜間、休日) 

三菱電機(株)：神戸と草津は 078-682-6477 

北海道支社電力部電力 IT グループ：11-212-3722 

東京は三菱電機(株)社会 e ソリューション事業所：

078-682-6482 

ラインコム(株)技術部：06-6538-0888 

松下電器産業(株)ネットワーク開発本部：06-6900-9694 

東京電力(株)電子通信部 03-4216-1111(代表) 

松下電工(株)システム技術研究所 06-6908-6752 

中 部 電 力 ( 株 ) 電 力 技 術 研 究 所 平 日 昼 間

052-621-6101(代表)休日・夜間 090-4444-7178 

 (株)ゼルライン・ジャパン：03-5777-1985 

日本電気(株)メディア・エネルギーソリューション事業

部：東京都港区芝 5-7-1  03-3798-8749 

東北電力(株)情報通信部通信ネットワーク技術グルー

プ： 022-225-2111 

パナソニックコミュニケーションズ(株)：福岡市博多区美

野島 4-1-62 電話 092-477-1616 

本多エレクトロン(株)第三開発グループ：東京都中央区

京橋 2-14-1 電話 03-5250-7326 

 

●新たな動きに対する JARL の取り組み● 

JARL ではこれまで、(社)電波産業会（ARIB）との共

同実験や、総務省の「電力線搬送通信設備に関する

研究会」での実証試験への参加を通じて、PLC によ

る電波の漏えいについて警鐘を鳴らし続けてきました。

これらの実証試験は、JARL 電磁環境委員会（委員

長 芳野赳夫氏・JA1XF）が主体となり、また、多くの

会員の方々や、日本アマチュア無線機器工業会

（JAIA）を中心とする各メーカーの参加を得ておこな

われ、PLC による具体的な HF 帯の電波の漏えいの

事実を示してきました。 

その結果が、平成 14 年８月の同研究会の結論に

大きく反映されています。 

当時の経過や実証結果などの詳細は、こちらで掲

載しています。 

 

●新たな実験への動き● 

前の「電力線搬送通信をめぐるこれまでの動き」に

もまとめてありますが、昨年３月、PLC の高速化技術、

既存システムとの共存技術の検証をおこない、日本

国内での PLC の早期実用化を実現することを目的と

した「高速電力線通信推進協議会」（PLC-J）が発足

しています。その事務局は ARIB 内にあり、平成 16 年

6 月 30 日現在 26 社が参加しています。PLC-J の主
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な活動内容などはこちらのＨＰを参照願います。 

 

・PLC を利用するための技術基準（漏えい電磁界レ

ベルなど）に関する検討 

・PLC を実現するための技術（漏えい抑圧技術など）

及び実用化手段の検討 

・既存無線システムとの共存方法の検討 

・高速電力線通信の普及啓発 

 

PLC-J では、漏えい抑圧技術の開発や、既存無線

システムとの共存方法の検討をおこなう上で、アマチ

ュア無線や電波天文などとの共同実験が必要である

としています。 

このような中で平成 15 年 11 月には、JARL におい

て PLC-J との第１回の会合をおこない、本年は約１ヵ

月ごとの定期的な会合をおこなっています。 

これまでの会合で、次のような点に関して具体的な

打ち合わせをおこないました。 

 

・共同実験については JARL では電磁環境委員会で

対応する点。 

・電波暗室およびフィールドでの測定方法の検討に

ついて。 

・電波暗室で得た値を基準として、今後のフィールド

等での実験を評価することについて。 

 

このように PLC-J との打ち合わせは、HF 帯アマチ

ュア無線の運用に大きな障害を与える漏えい電波の

抑圧技術等の開発という観点から、純粋に技術的な

話し合いを進めていますが、JARL としては PLC の実

用化については、その抑圧技術や漏洩電波の低減

などについて PLC-J との共同実験を通じて、慎重に

対応していきたいと考えています。 

 

太陽雑音 

ＴＶ番組のディスカバリーチャンネルを観ていたら、

ＴＶ画面に「ただ今、太陽雑音の影響で補聴が困難

になっております。しばらくお待ちください。」

とのテロップが流れて映像が消えました。10 月 8 日（9

時 28 分） 

 

「太陽雑音」って、なんだろう？と思い検索をしてみま

した。 

 

太陽からはさまざまな周波数の電磁波が輻射され

ており、その電磁波が通信回線を劣化させる雑音と

なり。そのことを指して太陽雑音と言うそうです。  

  

地球局のアンテナ指向ビームは常に静止軌道上

の衛星に対して向けられています。この地球局アン

テナの指向ビームの延長線上を太陽が横切るときに

地球局の受信機に太陽雑音が加わり受信 C/N が劣

化し、回線品質の劣化を生じます。これは地球局の

受信機の見かけ上の雑音温度が上昇したのと同様と

なります。 

太陽雑音の発生する日時は、衛星の経度及び地

球局の緯度、経度、アンテナ径により幾何学的に求

める事ができます。北半球に受信局がある場合、春

分の日の前／秋分の日の後にそれぞれ数日間発生

する事になります。（南半球の場合はこの逆になりま

す。)また、発生する時間は受信地球局の経度が衛

星の経度より西にある場合は午前中に発生し、東に

ある場合は午後に発生します。  

 受信アンテナの電力半値幅がβo であったとき、太

陽が受信アンテナの電力半値幅にかかる角度βは

次のように与えられます。 

 

β ＝ ０．５ ＋ βo [度] 太陽の見かけ上の直径は

約 0.5 度 

地球の自転は１度あたり４分かかるため、太陽が受信

アンテナの電力半値幅を通過する最長時間は 

４ ｘ β [分] 

となります。 

また、太陽が受信アンテナの電力半値幅にかかる期

間は太陽の赤緯が１日あたり約０．４度変わるため、 

β／０．４ [日] 

となります。 

受信アンテナの電力半値幅は、直径をＤ、受信周波

数の波長をλとしたときパラボラアンテナの場合一般

的に以下の式で求められます。 

βo ＝ ７０ ｘ λ／Ｄ [度] 

このことより受信アンテナの直径が大きくなるほど、

太陽雑音の継続時間及び発生期間は短くなります。 

受信アンテナ直径に比例してアンテナゲインが高

くなる為、太陽雑音の量を多く受けます。但し、太陽

雑音による衛星通信回線への影響は、アンテナ径の

みによって決定されるものではなく各受信地球局の

回線マージン、受信機の雑音温度、通信方式等の要

因によりその影響の度合いが異なります。 （JAST か

ら転載） 

だそうです。de JJ3UXN 

 

 


