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あらまし これまで陸上伝搬のみならず海上伝搬特性を明らかにすることを目的として，多くの電波伝搬実験
が行われてきた．本研究で対象とした瀬戸内地域は，対岸からの電波が到来しやすい環境であるが，その測定例
は少ない．筆者らは，今後地上デジタルテレビ放送や移動通信への利用が検討されている UHF 帯に着目し，標
高の異なる 2 箇所の受信点において瀬戸内海上を伝搬した UHF 帯テレビ放送波の定点測定を行った．18 か月
間の測定データから各受信点における伝搬損の月ごと累積確率分布や 1時間ごとの伝搬損変動幅を算出すること
で，伝搬特性の定量的な評価を行った．また，直接波と海面反射波を想定し，従来から知られている 2 波モデル
に基づいて大気屈折率と潮位の変動を考慮し，伝搬特性の考察を行った．測定の結果，受信点の標高が高く直接
波と海面反射波の経路長差が大きいほど，伝搬損の変動が大きくなることを確認した．この伝搬損変動は大気屈
折率の変化に伴う K 形フェージングによって生じること，また大気屈折率が変化せず伝搬路が安定する場合に
も，反射点の潮位の変化に伴って約 12 時間周期の伝搬損変動が生じることが分かった．また 2 波モデルによる
考察から，瀬戸内地域における UHF 帯電波の海上伝搬特性は，大気屈折率と潮位の両方の影響を考慮する必要
があることを示した．
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1. ま え が き

電波利用の拡大に伴い，各種無線システムの実現を

目指し，これまでに様々な環境における電波伝搬実験

が行われてきた．陸上伝搬のみならず海上伝搬につい

ても，地上テレビ放送や屋外長距離無線 LAN等の構

築を目的として数多くの検討が行われている [1]～[4]．

一般に，海上伝搬では陸上に比べて伝搬損が小さく，

変動が大きいことが知られている [5], [6]．そのため，

海上伝搬特性を明らかにすることはフェージング対策

や混信障害対策を講じる上で重要である．

本研究の対象とした瀬戸内地域は，対岸までの距離

が 50 km程度の近い地形が続き，対岸からの電波が到

来しやすい国内でも特異な環境である．実際に筆者ら

は，これまでの研究において，愛媛県松山放送局から

送信されるテレビ放送波が海上を越えて，瀬戸内海沿
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岸の広範囲に到来していることを経験している．しか

しながら，瀬戸内地域における海上伝搬の測定例は数

少なく，伝搬特性は十分に解明されていない．

そこで筆者らは，今後地上デジタルテレビ放送や

移動通信への利用が検討されている UHF 帯（470～

770MHz）[7] に着目し，瀬戸内地域における海上を

伝搬した UHF 帯電波の定点測定を継続して行って

きた [8], [9]．本測定では，既存の地上テレビ放送波

（NTSC方式 Ch.25）を送信源として利用している．

本研究では，標高の異なる 2箇所の受信点における

18か月間の測定結果を用い，伝搬路の違いによる伝搬

特性の比較・検討を行った．測定により得られた受信

レベルから各受信点における伝搬損の月ごと累積確率

分布や 1時間ごとの伝搬損変動幅を算出し，伝搬特性

の定量的な評価を行った．その結果，受信点の標高が

高く直接波と海面反射波の経路長差が大きいほど，伝

搬損の変動が大きくなることを確認した．この伝搬損

変動は大気屈折率の変化に伴う K 形フェージングに

よって生じること，また大気屈折率が変化せず伝搬路

が安定する場合にも，反射点の潮位の変化に伴って約

12時間周期の伝搬損変動が生じることが分かった．ま
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た，本研究では，直接波と海面反射波を想定し，従来

から知られている 2波モデル [10]を適用し，伝搬特性

の考察を行った．その結果，伝搬損への大気屈折率や

潮位の変動による影響や経路長差に伴う伝搬損変動の

差異を確認し，瀬戸内地域における UHF帯電波の海

上伝搬特性は，2波モデルによって推定可能であるこ

とを示した．

本論文の構成は以下のとおりである．2.では，測定

を行った伝搬路の詳細を述べ，測定周波数及び測定シ

ステムについて述べる．3.では，測定結果を示し，伝

搬損の累積確率や変動幅を求めることで伝搬特性の定

量的な評価を行う．4. では，各伝搬路に対して 2 波

モデルを適用し，伝搬特性を理論的に考察する．5.で

は，本論文の結論を述べる．

2. 測 定 方 法

松山放送局（MTY）から送信される UHF 帯テレ

ビ放送波の測定を，標高の異なる蒲刈（KMG）及び

野呂山（NRO）の 2箇所の受信点において行った．各

受信点の標高は蒲刈で 10 m，野呂山で 801mである．

本研究では，標高の大きく異なる両受信点での測定

結果から伝搬路の違いによる伝搬特性の比較・検討を

行った．なお，野呂山では 2005年 5月から，蒲刈で

は 2006年 7月から 2008年 5 月現在まで継続して測

定を行っている．本論文では，同時測定が可能となっ

た 2006年 7月から 2007年 12月までの 18か月間の

測定結果を用いて，伝搬特性の検討を行った．

2. 1 伝 搬 路

本研究の対象とした瀬戸内地域は，本州–四国間の

距離が 50 km程度の近い地形が続き，対岸からの電波

が到来しやすい特異な環境である．図 1 に測定を行っ

た蒲刈及び野呂山の伝搬路概略図を示す．両受信点は，

放送局から瀬戸内海を挟んでほぼ同方向に位置してお

り，ともに伝搬路の約 1/2が海上伝搬である．

図 2 に標準大気（等価地球半径係数 K=4/3）にお

ける伝搬プロファイルを示す．放送局–受信点間の距

離は，蒲刈で 44.7 km，野呂山で 56.2 kmであり，両

受信点ともに見通し内伝搬である．また，両伝搬路に

おける反射点はともに海上である．

直接波と反射波の経路長差 Δl 及び反射面と反射波

が成す接地角 ψは反射公式によって送受信点間の距離

と標高，等価地球半径係数Kから推定可能である [11]．

表 1 に各伝搬路における K=4/3 での Δl 及び ψ を

示す．経路長差 Δlは標高の低い蒲刈では 0.14 m，標

図 1 伝搬路概略図
Fig. 1 The measurement environments around the

Seto Inland Sea, the locations of the broad-

casting station MTY, two observatories KMG

and NRO.

図 2 伝搬プロファイル
Fig. 2 The terrain profiles on the propagation paths

from the broadcasting station MTY to ob-

servatories KMG and NRO, with possibly re-

ceived radio waves for K=4/3.

表 1 各伝搬路における Δl 及び ψ（K=4/3）
Table 1 The calculation results of difference of path

length and grazing angle by reflection for-

mula for K=4/3.

KMG NRO

Difference of path length Δl [m] 0.14 10.5

Grazing angle ψ [mrad] 7.4 20.1

高の高い野呂山では 10.5 m であり，各伝搬路で大き

く異なっている．また接地角 ψ は蒲刈では 7.4 mrad，

野呂山では 20.1 mradとともに非常に小さく，反射点

が海上のために海面からの強い反射波が定在的に到来

している環境である．

2. 2 測定周波数

本研究では，地上デジタル放送や移動通信への利用
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が検討されている UHF 帯（470～770 MHz）に着目

した．現在，UHF 帯は地上テレビ放送に割り当てら

れており，本測定では，送信源として既存のテレビ放

送波（NTSC方式）を利用した．測定周波数は，愛媛

県松山放送局から常に一定の電力で送信されている

テレビ放送波 Ch.25の音声搬送波である 547.75 MHz

とした．放送局の実効放射電力 ERP は 25 kW であ

る [12]．

2. 3 測定システム

図 3 に本研究で用いた測定システムの構成図を，

図 3 測定システム構成図
Fig. 3 The configuration of the measurement system

composed of a receiving antenna, a receiver,

an A/D converter, a PC and a GPS.

表 2 測定システム諸元
Table 2 The parameters of the measurement system.

Type of receiving antenna 20 elements Yagi-uda

Gain of receiving antenna 8 dBi

Receiver bandwidth (3 dB) 230 kHz

Measurement limitation −110 dBm

Sampling interval 2 s

A/D quantization 13 bit

図 4 伝搬損変動（2006 年 7 月～2007 年 12 月）
Fig. 4 The propagation losses for 18 months from July in 2006 to Dec. in 2007

measured at KMG and NRO.

表 2 にその諸元を示す．受信アンテナには UHF帯テ

レビ放送受信用の 20 素子八木宇田アンテナを，受信

機には市販の広帯域無線受信機を用いた．本測定シス

テムは，アンテナで受信した電波を受信機によって検

波し，その値を A/Dコンバータを介してディジタル

データに変換後，PCに連続記録する構成とした．受

信レベルに応じて変化する受信機内部の検波電圧値を

記録したため，検波電圧値から受信レベル（電力値）

への校正を行った．校正には，五次多項式の近似カー

ブ（誤差は 1 dB 未満）を用いた．また受信レベル及

び受信アンテナ利得，放送局の実効放射電力から，各

受信点における伝搬損を求めた．なお本測定システム

では，GPS による同期を行い時刻精度の高い測定を

可能とした．

3. 測 定 結 果

3. 1 受信点による伝搬損変動特性の違い

図 4 に各受信点における 2006年 7月から 2007年

12 月までの伝搬損変動を示す．なお，図 4 中の空白部

分は測定機器の不具合によるデータ欠落である．図 4

の蒲刈及び野呂山における測定結果から，瀬戸内地域

では，約 50 kmの対岸からの UHF帯電波の伝搬損は

約 120 dBとなることが確認された．これは自由空間損

から計算される値（蒲刈：120.2 dB，野呂山 122.2 dB）

とほぼ同じであった．また蒲刈では，年間を通して伝

搬損の大きな変動はなかったことが分かる．また 2006

年の 11月 12月や 2007年の 1月 11月 12月には他の
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図 5 伝搬損の月ごと累積確率
Fig. 5 The cumulative probability for each month of

propagation losses from July in 2006 to Dec.

in 2007 at KMG and NRO.

月に比べて特に変動が小さく，冬季には伝搬損の変動

が安定していたことが確認できる．一方，野呂山では

伝搬損が 120～150 dBの間で季節に関係なく大きく変

動していたことが分かる．

図 5に各受信点における伝搬損の月ごと累積確率（注1）

を示す．なお，月ごとの代表値として累積確率 1，10，

50，90，99%値をそれぞれプロットした．受信点ごと

にそれぞれ 1%値と 99%値の差の平均を求めると，蒲

刈では 3.2 dBに対し，野呂山では 22.5 dBとなった．

このことから，受信点の標高が高く Δl の大きな野呂

山では，Δl の小さい蒲刈に比べて，伝搬損の変動が

大きくなる傾向を有することが分かった．

3. 2 伝搬損変動特性の季節変化

次に，より詳細な伝搬損の変動特性を調べた結果を

示す．各受信点における夏季と冬季の典型的な伝搬損

の変動例として，図 6 に 2006年 8月 1日～8月 7日

（夏季の 1 週間），図 7 に 2007 年 1 月 8 日～1 月 14

日（冬季の 1 週間）の伝搬損をそれぞれ示す．なお，

送信源として利用した放送局は深夜に送信を停止する

ため，その時間帯は空白とした．

図 6 と図 7 を比較すると，夏季には，両受信点とも

に，冬季に比べて短い周期（約 1時間以下）の急激な

伝搬損変動が多く発生していたことが確認できる．こ

の変動は大気屈折率が変化したことに起因するものと

図 6 夏季の 1 週間における伝搬損変動例
Fig. 6 The typical examples of propagation losses in

summer for one week from Aug. 1 to Aug. 7

in 2006 at KMG and NRO.

図 7 冬季の 1 週間における伝搬損変動例
Fig. 7 The typical examples of propagation losses in

winter for one week from Jan. 8 to Jan. 14 in

2007 at KMG and NRO.

考えられる．大気屈折率の変化によるフェージングは

一般に，シンチレーションフェージング，K型フェー

ジング，ダクト型フェージングに分類される [11], [13]．

K 型フェージングは，主に伝搬路途中の大地（海面）

の影響により生じ，反射波との干渉に起因するレベル

変動であり，大気屈折率の変化（湿度，温度，気圧の

時間的変化）に対応して変動することが知られている．

本研究の対象とした伝搬路は，直接波と海面反射波か

らなる 2波干渉環境となることから，図 6 で示した伝

搬損の変動は，上記 3 種類のフェージングの中では，

K型フェージングによる影響が支配的であると考えら

れる．

また冬季には，両受信点ともに 12時間程度の緩やか

な伝搬損変動が生じたことが確認できる．この長周期

変動は，蒲刈及び野呂山の両受信点において同期して

おり，同一の変動要因による現象であると考えられる．

ここで，図 8 に反射点近傍に位置する松山地方気象

台 [14]における 2007年 1月 8日～1月 14日（冬季の

1週間）の潮位（毎時測定値）を示す．図 7 及び図 8

（注1）：本研究で求めた累積確率は，すべて “その値以上になる時間率”

である．
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図 8 冬季の 1 週間における反射点近傍の潮位
Fig. 8 The sea levels in winter for one week from Jan.

8 to Jan. 14 in 2007 at Matsuyama Meteoro-

logical Observatory located near the reflection

point.

図 9 伝搬損と潮位の月ごと相関係数
Fig. 9 The correlation coefficients between the prop-

agation losses and the sea levels for each

month.

から，潮位の上昇に従って伝搬損は増加しており，両

者が正の相関を有することを確認できる．

また，図 9 に伝搬損と潮位の月ごと相関係数を示

す．図 9 から，両受信点において，絶対的な相関係数

の値は異なるものの，冬季において相関係数が極大に

なる傾向を確認できる．これは冬季においては大気屈

折率の変化が少なくなる日が多く，K型フェージング

の影響が弱まることで，相対的に潮位の影響が支配的

になったためと考えられる．

3. 3 K形フェージングの発生頻度

本節では，本測定にて確認された伝搬損の K 形

フェージングに着目し，伝搬損変動幅について考察を

行う．ここで伝搬損変動幅は，12時間程度の長時間周

期で変化する潮位の影響を除くため，1時間の伝搬損

データから累積確率を求め，その 1%値と 99%値の差

分と定義した．図 10 に伝搬損変動幅の算出例を示す．

図 10 から，伝搬損変動幅を用いることで 1時間以下

の短周期変動を定量的に表せることが確認できる．

図 11 に各受信点における 2006年 7月から 2007年

図 10 伝搬損変動幅の算出例
Fig. 10 The example of calculating the fluctuation

levels.

図 11 伝搬損変動幅（2006 年 7 月～2007 年 12 月）
Fig. 11 The fluctuation levels for 18 months from

July in 2006 to Dec. in 2007 measured at

KMG and NRO.

12月までの伝搬損変動幅を示す．図 11 から，蒲刈及

び野呂山の伝搬損変動幅は，それぞれ，数 dB，数十

dBとなることが確認できる．

伝搬損変動幅の季節傾向を明確にするため，本研究

では伝搬損変動幅の月ごと累積確率を求めた．図 12

に両受信点の伝搬損変動幅の月ごと累積確率を示す．

各受信点において，それぞれ 1%値に着目すると，蒲

刈では 2007年 8月に最大値 6.5 dB，2006年 12月に

最小値 1.5 dBであり，野呂山では 2007年 9月に最大

値 27.7 dB，同年 1月に最小値 19.0 dBであった．こ

のことから，両受信点とも，12月や 1月の冬季には他

の季節に比べて伝搬損変動幅が小さくなる傾向がある

ことが分かった．これは，冬季には湿度が低く，季節

風が強まり大気が攪拌されることで電波伝搬路が安定
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図 12 伝搬損変動幅の月ごと累積確率
Fig. 12 The cumulative probability for each month of

fluctuation levels from July in 2006 to Dec.

in 2007 at KMG and NRO.

したため，大気屈折率変動に起因するK型フェージン

グが発生しにくかったためと考えられる．

4. 2波モデルによる考察

本章では，従来から伝搬解析で用いられている 2波

モデル [10]を適用し，測定結果から得られた伝搬特性

の考察を行う．なお，測定を行った瀬戸内海では外海

に比べて波高が小さいため，本研究では伝搬路を球面

平滑大地として仮定した．

4. 1 2波モデル

図 13 に球面平滑大地における 2波モデルの概念図

を示す．見通し内の海上伝搬では，1点から送信された

電波が海面に反射されるため，直接波（Direct Ray：

Rd）に加えて強い反射波（Reflected Ray：Rr）が定

在し，その合成波として受信される．このとき反射波

は，反射する際に位相が π radシフトし，直接波に比

べ経路長差 Δl 遅延するため，直接波と反射波の位相

差 Δθ [rad]は式 (1)で与えられる．

Δθ = Δl · k − π =
Δl

λ
· 2π − π (1)

ここで k は波数，λ は波長である．また Δl は式 (2)

で与えられる [11]．

Δl =
2h′

1h
′
2

d
(2)

図 13 2 波モデル概念図
Fig. 13 The concept of the Two-Ray model.

ここで d は送受信点間の大円距離を表す．また，h′
1，

h′
2 は送信点及び受信点の等価アンテナ高であり，以下

のように与えられる（図 13 参照）．

h′
1 = h1 − d2

1

2Ka
, h′

2 = h2 − d2
2

2Ka
(3)

ここで h1，h2 は送信点及び受信点のアンテナ高，d1

は送信点から反射点までの距離，d2 は反射点から受信

点までの距離，Kは等価地球半径係数，aは地球の半

径を表す．本論文では，潮位の変化を，送信点及び受

信点の両等価アンテナ高 h′
1，h

′
2 の増減にて表した．

また，直接波に対する合成波の相対的な伝搬損（Rel-

ative loss：Lr）[dB]は直接波と反射波の振幅比 ρ及び

位相差 Δθ から求められ，式 (2)で与えられる [10]．

Lr = −10 · log10(1 + 2ρ cosΔθ + ρ2) (4)

式 (4) から，Δθ が π rad 変化するごとに Lr は

大きく変動し，2nπ rad のときに 2 波が強め合い，

2nπ + π rad のときに打ち消し合うことが分かる

（n = 0, 1, 2 · · ·）．
また実際の伝搬路では，気象条件による大気屈折率

の変化や，潮位の干満による反射点の変化などの影響

を複雑に受けて位相差は変動すると考えられる．しか

しながら，これまでの研究では大気屈折率のみに着目

し，伝搬損変動の要因を考察する例が多かった（例え

ば [2], [3] など）．そこで次節では，大気屈折率のみな

らず潮位の変動を併せて考慮し，その両面から伝搬損

変動特性を考察する．

4. 2 伝搬損変動特性の考察

対流圏電波伝搬路において，大気屈折率は，気温や

湿度，大気圧等の気象条件により変化することがよく

知られている．一般に大気屈折率の高度分布を示す指

標として，等価地球半径係数 Kが用いられ，よく攪拌

された標準大気状態では K=4/3となる．また Kの中

央値は季節によって異なり，これまで，冬季に 1.3～

1.35，夏季に 1.6～1.7程度になるといわれている [15]．

229



電子情報通信学会論文誌 2009/1 Vol. J92–B No. 1

図 14 K 及び潮位を考慮した相対伝搬損 Lr

Fig. 14 The relative loss Lr in consideration of K and

Sea level.

また，測定を行った瀬戸内海は，周囲を本州と四国

に囲まれているため外海に比べて潮位（Sea level：SL）

の干満差が大きく，最大で約−2.0～約 2.0 mの間で変

動する [14]．また先に示した測定結果から，潮位が伝

搬損に影響を与えることが確認されたことから，本論

文では，2波モデルをもとにして，Kのみならず新た

に潮位の変動も考慮し，伝搬損変動特性の考察を行う．

図 14 (a)，(b)にそれぞれ蒲刈，野呂山における K

及び潮位の変動を考慮した相対伝搬損 Lr を示す．こ

こで Lr は，2波モデルを用いて 0.5 < K < 3.0，−2.0

< SL < 2.0 m の範囲で算出した．図 14 を用いるこ

とにより，K及び潮位の任意の範囲内で，複雑に変化

する伝搬損の推定を行うことができる．

図 15 に潮位 0.0 mでの両受信点における Kと伝搬

損 Lr の関係を示す．一般に，潮位の影響を考慮しな

い場合の K と Lr のみの関係は K パターンと呼ばれ

る [13]．図 15 から，蒲刈ではKの変化によって 5 dB

程度の伝搬損変動が生じることが推定できる．一方，

図 15 潮位 0.0m における K と相対伝搬損 Lr の関係
（K パターン）

Fig. 15 The calculation results of relationship be-

tween K and Lr for SL=0.0m by Two-Ray

model (K pattern).

図 16 K=4/3 における潮位と相対伝搬損 Lr の関係（潮
位パターン）

Fig. 16 The calculation results of relationship be-

tween Sea level and Lr for K=4/3 by Two-

Ray model (Sea level pattern).

受信点の標高が高く，Δlが波長の約 20倍の野呂山で

は，Kの変化によって 2波の位相差が π rad以上変わ

り，20～30 dB程度の大きな伝搬損変動が生じること

が推定できる．この推定により，図 6 に例示した測定

結果，つまり，蒲刈及び野呂山の伝搬損が，Kの変化

により，潮位変動のほとんどない 1時間程度でそれぞ

れ数 dB，数十 dB 変動した測定結果を説明すること

ができる．

また，冬季には Kが 1.3～1.35を中心に分布するこ

とが知られている．そこで，図 16 に K=4/3 での両

受信点における潮位と相対伝搬損 Lr の関係を示す．

本論文ではこれを潮位パターンと呼ぶ．図 16 の潮位

パターンから，蒲刈では −2.0 < SL < 2.0 m におい

て，潮位が上昇するに従って伝搬損が増加する正の相

関関係を有することが推定できる．また野呂山では，

−2.0 < SL < 1.0 m程度において正の相関関係となる

ことが推定できる．この推定により，冬季の伝搬損変

動例の図 7 と潮位変動の図 8 に示したように，Kが

ほとんど変化しない場合において伝搬損変動が潮位変
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動と正の相関関係となった測定結果を説明できる．ま

た図 16 の潮位パターンからは，図 7 に示したように，

K がほとんど変化しない場合，潮位の変化によって，

Δl の小さい蒲刈ではほとんど伝搬損変動は生じない

が，Δl の大きな野呂山では 20 dBを超える大きな伝

搬損変動が生じることも推定できる．

以上のように，UHF 帯電波の瀬戸内海上伝搬損の

変動を考察するには，K及び潮位の両面を考慮する必

要があることが分かった．

5. む す び

本研究では，瀬戸内海上を伝搬した UHF帯テレビ

放送波の測定を行い，2006年 7月から 2007年 12月

までの 18 か月間の実測データから伝搬特性の定量的

評価を行った．また，2波モデルに基づく大気屈折率

と潮位の変動を考慮した伝搬特性の考察を行った．以

下に結果をまとめる．
• 瀬戸内海対岸からの電波は伝搬損約 120 dBに

て到来していることを示した．
• 標高の異なる受信点での測定結果から，直接波

と海面反射波の経路長差 Δl が大きいほど，伝搬損変

動が大きくなることが確認できた．
• 従来の 2波モデルに基づき，等価地球半径係数

K及び潮位の両面を考慮することで伝搬損の変動特性

を推定できることを示した．
• 伝搬損変動は大気屈折率の変化に伴う K 型

フェージングによって生じていることが分かった．
• 冬季の大気屈折率が変化せず伝搬路が安定する

場合にも，反射点の潮位の変化に伴って約 12 時間周

期の伝搬損変動が生じることが分かった．

瀬戸内地域は，対岸からの地上テレビ放送波が多く

到来し周波数がひっ迫している地域であり，地上テレ

ビ放送のディジタル化の際には混信障害対策として，

本研究結果を適用可能であると考える．また瀬戸内海

上伝搬にはKが大きく影響していることから，電波の

受信レベル及び潮位から逆に K を求める，新たな K

の推定手法を検討することが今後の課題として挙げら

れる．
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