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We had developed field strength simulation system “
ERIAKAKUBEH”
. This system
is possible to simulate the abusolute service area of the analoge terrestrial
TV and the new service area of the digital terrestrial TV. We had approached
to develop the approximate formula and the result was nearly equaled to the
measurement value．
This paper discribes consideration of characteristic urban propagation,
effect of the antenna direction pattern, and D/U.

1．はじめに
ＲＣＣ中国放送では、国土地理院の数値地
図を利用して、放送局をはじめとする無線局
のサービスエリアや、到達電界などをシミュ
レーションできるコンピューターソフト「エ
リアかくべえ」を開発した。
現行アナログ局の現在のエリア、アナログ
局がデジタル局に移行した際のエリアの変化
や、デジタル局がアナログ局に与える影響な
どを効率よくシミュレーションできる。
２．計算方法の概要
電波伝搬計算では山岳回折による損失や反
射波による影響及び都市による減衰などをど
のように扱うかが重要である。
「エリアかくべえ」では、伝搬特性や都市減
衰特性などの複雑な図表を近似式により数式
化した。
このことにより、実測値により近い特性を
選べるとともに、ＩＴＵ－Ｒなどで推奨され
る伝搬距離特性や今後新たに提案される伝搬
特性にも、パラメータの変更だけで対応でき
、
さまざまな条件で、どの特性が現実に最も
適合するかを検証できる。（Fig．１）

Fig.１ Propagation curves

２．１回折損失
回折損失を求める計算方式には、現在、
三種類の近似計算方法が提唱されている。
①郵政省告示に示されたグラフによる近似
計算方式、②求めるリッジの前後のリッジ
を結ぶ延長線まで送信点を持ち上げて計算
する方式、③送信点を山岳の頂点に移動さ
せて計算する方式である。
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「エリアかくべえ」ではこれらの近似計算をそ
れぞれ①郵政省方式②擬似送信点方式③（送信
点）山頂移動方式と称し、『いずれの方式でも
計算できて比較することができる』。現段階で
は③が最も実測に近いことがわかってきた。
２．２反射波の影響
反射波については、送信点から一番近いリッ
ジに関する反射波と受信点に一番近いリッジに
関する反射波についてのみ考慮する。送信点か
らリッジに向かうビームと反射点に向かうビー
ムでは垂直角度差が生じ指向性減衰量が異なる
ので、この違いも考慮している。（Fig．2）

２．３都市減衰
都市部では建築物による都市減衰が重要
である。その例を、広島市近郊のサテ局で
示す。
Fig.４は都市減衰を考慮しないエリアで
ある。この場合には実測よりもはるかに広
いエリアが計算されてしまう。

Fig.４ TV surevice area at HIROSHIMA
(not consider the urban attenuation)
Fig．２

Consideration of refrection wave

反射点では、国土地理院の土地利用数値デー
タを使用して反射係数を決定し、反射波の強度
を計算できる。 反射係数は、雨期、乾燥期、
積雪などの土地状況に応じてパラメータを変更
できる。（Fig．３）また、反射波の伝搬は直
接波と同様に回折計算をおこなう。
実際の伝搬路では樹木の影響も見逃すことがで
ない。土地の利用状況により平均樹高も設定で
きる。（但し田んぼや畑など木の生えない所に
は反映しない。）

Fig.５ TV surevice area at HIROSHIMA
(consider the urban attenuation)

Fig.３ Coefficient of reflection

Fig.５は郵政省告示を参考にして、現実
のエリア（実測）に最も近い都市減衰特性
（Fig．６）を選んで計算したもので、全域
にわたって実測と計算がよく一致している
。
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Fig．７は郵政省告示に忠実な近似特
性であるが、Fig．６と比較すると減衰
が大き過ぎる。広島のような中規模都市
ではFig．６に示す都市減衰特性がよく
適合することがわかった。

そこで、「エリアかくべえ」では、垂直指向
性を上向き２０度、下向きは真下までの３次元
指向特性を基本データとしてエリア計算を実施
している。
この場合３次元指向特性がアンテナメーカー
から入手できる場合はそのデータを使うが、入
手できない場合のために、ペンタブレットを使
って２次元指向特性を簡単に入力できるシステ
ムに３次元換算を付加した『簡易指向特性入力
システムを考案』した。指向性データの分解能
は0.5度であるが、実際の計算では前後からの
補間により、精度を向上させている。
以下に３次元処理の状況を示す。

Fig.６ Urban attenuation at HIROSHIMA

Ｆig.７

Urban attenuation
(Notice No.640 in JAPAN)

２．４ 空中線指向特性
日本の場合、都市が海岸近くに発達し、
大都市における大電力送信所のアンテナ高
が周辺の山岳より低い場合が多く『妨害

Fig.９ Horizontal antenna direction pattern

となる遠方への電波は上向きの指向性
部分が多い』ことに着目してもらいた
い。（図８）

Fig.８ Tilte angle above horizontal plane

Fig．１０
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Fig.１２ ３dimentional direction pattern

２．５混信保護比（Ｄ／Ｕ）の計算
このたび、電気通信技術審議会（以下電技審）
から発表された混信保護比の暫定値を表１に示
す。「エリアかくべえ」では、この答申に基づ
いて複数局からのＤ／Ｕ計算ができる。
各個別妨害局または全合成妨害の状況をＤ／
Ｕマージンに換算して５段階の色別で表示、検
討できる.
Ｄ／Ｕを検討する範囲は①半径を指定した円
内、②サ－ビスエリアをマウスで指定、③地図
に描かれたサービスエリアをタブレットで指定、
の３つの方法で指定し、その範囲内のみ計算す
る。 ここで、アナログ局のオフセット無し・
精密・普通及びデジタル等の混信保護比は電技
審の答申に従う。
この他に、Fig．１３に示す受信アンテナの
水平指向性によるＤ／Ｕ改善比やFig．１４に
示す偏波面によるＤ／Ｕ改善比も考慮できる。
なお、本システムでは電技審答申に従ったも
の以外に任意な設定もできるが、公式書類では、
郵政省告示及び電技審答申に従っていただきた
い。

１０dB
Fig．１３

１２dB
Front-Back ration
for receiving ａntennas

Fig１４ D／U correction ration

Table．1 Protection

ｒatio

standard

for

Co-，Adjacent，and

Image

channeles
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以下にFig．１６に示す希望局とＡからＥの
妨害局の場合のＤ／Ｕ検討例を示す。
希望局（２５ＣＨオフセット普通）
妨害局Ａ（同一２５ＣＨオフセット精密）
妨害局Ｂ（上隣接２６ＣＨオフセット無し）
妨害局Ｃ（下隣接２４ＣＨオフセット普通）
妨害局Ｄ（イメージ４４ＣＨデジタル）
妨害局Ｅ（同一２５ＣＨデジタル）
としてFig１５のように設定する。
但し，各局の指向性及び出力等は仮に設定
したものである。
Fig．１８にＡ局からの単独の妨害状況を示
す。 同様にＢからＥ局の妨害を検討した結
果、すべての局からの妨害を合算したものを
Fig１９に示す。
この時、Fig．１７のスイッチによって希望
局からの受信電界がエリア内のすべての地点
で最低電界以上を確保している場合を図２０
に示す。

Fig．１６

Fig５

Selection of the desired station
and the undesired station

Position of the desired station and the undesired stations（A

to

Ｅ）
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Fig.１７ Example for D/U margine

Fig.１８ Interference from the station Ａ

３．その他の機能
３．１地球等価半径係数の変更
地球等価半径係数を 1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,
6/3に対応して計算できる。
３．２市販地図への直接印刷
エリア計算結果を５段階の受信レベルで色
分け表示し、市販の地図へ直接印刷できる。
地図上の緯度経度が判明している２点と地図
の長さ及び余白を入力することにより、どの
ような縮尺の地図へも印刷できる。
３．３土地利用状況の把握
プロフィールの断面図を土地利用色で表せ、
反射点や回折地点の土地状況を簡単に判別で
きる。
４．まとめ
今回の発表では、理論的な説明を省いたた
め、学会発表としては物足らないものになっ
たが、本システムを使用すれば複雑な理論に
基づく図表を近似式で計算したり、数値設定
なども簡単に変更できるため、理論と実際の
比較ができ易く、今後の電波伝搬新理論の検
証に役立つものと確信している。

Fig.１９

Total interference

Fig.２０ Minimum reqauirment field
strength to receive

Ｄ／Ｕ検討についてはまだ始めたばかりで
検討例が少ないが、妨害波を少なくするため
に垂直指向特性の上向き0.5度位に大きなヌル
を持つアンテナが必要なことが分かった。か
つては下向きヌルを改善するヌルフィンがア
ンテナメーカーの腕の見せ所であったが、今
後は、上向きヌルを新たに付加する新技術が
求められると想像する。
最 後 に ､ シ ス テ ム の 開 発 に あ た り ､エ ム ･
ディー･エス株式会社の田中氏､株式会社ユニ
コーンの中島氏､小林氏には大変お世話になり
ました.この場をかりてお礼申し上げます.
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