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情報通信システム

n 情報を電気的信号に変換して伝送

n 有線システム
n 電流 ---------　電話　など
n 電波，光 ---　ＣＡＴＶ，光ファイバ　など

n 無線システム
n 電波
n 光　



有線上の「無線」信号

n 無線周波数信号の有線上伝送
n CATV --- FDMA多チャネル伝送

n ADSL --- DMT/FDD 

n 電力線通信 --- AM, PM, SS, Multi Tone, OFDM

n 光・電波融合領域通信システム
電波をそのままの形で光ファイバに閉じこめて遠距離まで伝送．



電力線通信システム
～すこし昔の狭帯域～

電力線通信システム
～すこし昔の狭帯域～



日本における法規制

CSMA
連続送信0.2s以下

9.6kbps以下
スペクトル拡散

10mW

/10kHz *

30kbps以下115/132kHzPSK350mW

CSMA
連続送信0.7s以下

100/200bps 
(AC:50Hz)

120/240bps 
(AC:60Hz)

125/165kHzASK100mW

以下特別搬送式

ディジタル

伝送装置

スペクトル拡散
10mW

/10kHz *

10～450kHz

ASK, PSK, FSK100mW一般搬送式
ディジタル

伝送装置

アナログ

3.4kHz以下

6ch（230, 270,
310, 350, 390,

430kHz)
周波数偏移
±10kHz以下

AM, PM５０ｍW
搬送式

インターホン

その他データ速度搬送波周波数変調方式許容電力

* 拡散範囲 10～200kHzの場合は，30mW/10kHz 以下．

電力線通信システムの型式指定条件（電波法施行規則46-2より抜粋)



ECHONET
～プロトコルスタック～

ECHONET 規格書

Date ：May18, 2000
Version 1.0 より

次世代

ホームネットワークシステム
を目指す



ECHONET
～電灯線搬送方式～

～ 電灯線A方式 ～

*スペクトラム拡散方式

直接スペクトラム拡散（拡散符号は規定しない）

１次変調方式 差動符号化

*伝送速度

９６００ｂｐｓ

*送信電力

１０ｍＷ ／１０ｋＨｚ 以下

（最大値は定格値の１２０ ％以下）

*拡散範囲

１０ｋＨｚ ～４５０ｋＨｚ
*出力端子におけるスプリアスの強度

４５０ｋＨｚ を超え５ＭＨｚ 以下：５６ｄＢ μＶ 以下

５ＭＨｚ を超え３０ＭＨｚ 以下：６０ｄＢ μＶ 以下

*漏洩電界（送信装置から３０ｍ 、の距離において）

A) 拡散範囲の周波数 ：１００ μＶ ／ｍ

B) 526.5kHz ～ 1606.5kHz  ：３０ μＶ ／ｍ

C) 上記A,B以外の周波数 ：１００ μＶ ／ｍ

*受信感度

入力電力０ ．１ｍＷ 以下

*キャリアセンス感度
入力電力０ ．１ｍＷ 以下

～ 電灯線A方式 ～

*スペクトラム拡散方式

直接スペクトラム拡散（拡散符号は規定しない）

１次変調方式 差動符号化

*伝送速度

９６００ｂｐｓ

*送信電力

１０ｍＷ ／１０ｋＨｚ 以下

（最大値は定格値の１２０ ％以下）

*拡散範囲

１０ｋＨｚ ～４５０ｋＨｚ
*出力端子におけるスプリアスの強度

４５０ｋＨｚ を超え５ＭＨｚ 以下：５６ｄＢ μＶ 以下

５ＭＨｚ を超え３０ＭＨｚ 以下：６０ｄＢ μＶ 以下

*漏洩電界（送信装置から３０ｍ 、の距離において）

A) 拡散範囲の周波数 ：１００ μＶ ／ｍ

B) 526.5kHz ～ 1606.5kHz  ：３０ μＶ ／ｍ

C) 上記A,B以外の周波数 ：１００ μＶ ／ｍ

*受信感度

入力電力０ ．１ｍＷ 以下

*キャリアセンス感度
入力電力０ ．１ｍＷ 以下

～ 電灯線B方式 ～

*マルチキャリア方式
- 等周波数間隔で分散した複数のトーンに変調信号を載せる．
- トーン周波数

4.3125kHz ×ｎ （n=32, 48, 64, 80, 96）

の中から等間隔の3 本を選択．

- デフォルトトーン( N=48, 64, 80)

- ホッピング機能
伝送路の状態により適応的にトーン周波数がホッピングする。

- 一次変調：DBPSK, DQPSK

*伝送速度

必須：8.12kbps

オプション：36.5kbps，24.4kbps，12.2kbps または4.06Kbps

*使用周波数

１０ＫＨｚ ～４５０ＫＨｚ

*送信出力

１トーンあたりの送信電力 ７５ｍＷ ～２５ｍＷ
*出力端子におけるスプリアスの強度

基本波出力 －４３ｄＢ 以下

*受信感度

入力電力０ ．１ｍＷ 以下

*キャリアセンス感度

入力電力０ ．１ｍＷ 以下

～ 電灯線B方式 ～

*マルチキャリア方式
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- トーン周波数

4.3125kHz ×ｎ （n=32, 48, 64, 80, 96）

の中から等間隔の3 本を選択．

- デフォルトトーン( N=48, 64, 80)

- ホッピング機能
伝送路の状態により適応的にトーン周波数がホッピングする。

- 一次変調：DBPSK, DQPSK

*伝送速度
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*使用周波数
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*送信出力

１トーンあたりの送信電力 ７５ｍＷ ～２５ｍＷ
*出力端子におけるスプリアスの強度

基本波出力 －４３ｄＢ 以下

*受信感度

入力電力０ ．１ｍＷ 以下

*キャリアセンス感度

入力電力０ ．１ｍＷ 以下

MESA-SS方式MESA-SS方式



ＰｈｉｓｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌｓof LonTalk 

LonMark Layers 1-6 Interoperability 
Guidelines より



新しい試み
～広帯域電力線通信システム～

新しい試み
～広帯域電力線通信システム～



256 devices per 
household.

backbone STM -1 (155 MBit/s).

1-30MHz
2 MBit/s (net)

300m (max 450m)

From FAQ
Ｑ：Is a transmission rate over 2Mbit/s possible?                  
Ａ：Physically, a data transmission rate over 100 MBit/s is 
possible. We are working on the development of higher data rates.

From FAQ
Ｑ：Is a transmission rate over 2Mbit/s possible?                  
Ａ：Physically, a data transmission rate over 100 MBit/s is 
possible. We are working on the development of higher data rates.

"household of the futurehousehold of the future"
in Essen by RWE Energie from Mar. 2000

200 residential and business                      
customers.

the first large-scale use of PLC
in Germany



Outdoor 
- Transmission distance Up to 350 m, without repeater
- Connection capacity Up to max. 250 homes
- Transmission frequency Up to approx. 12 MHz
- Special preparation of network Not required

Indoor 
- Transmission distance Up to 70 m
- Transmission frequency 15～ 30 MHz 

Net transmission rate
- Demonstrator 1.3 Mbit/s 
- Objective for the field trial module  approx. 2.0 Mbit/s
- Objective for 1st PLC generation approx. 3.0 Mbit/s

Transmission quality 
- Data transmission error rate 10^9 
- Voice transmission real-time delay 10 ～ 15 ms

Modulation: GMSK

Outdoor 
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- Connection capacity Up to max. 250 homes
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- Special preparation of network Not required

Indoor 
- Transmission distance Up to 70 m
- Transmission frequency 15～ 30 MHz 

Net transmission rate
- Demonstrator 1.3 Mbit/s 
- Objective for the field trial module  approx. 2.0 Mbit/s
- Objective for 1st PLC generation approx. 3.0 Mbit/s

Transmission quality 
- Data transmission error rate 10^9 
- Voice transmission real-time delay 10 ～ 15 ms

Modulation: GMSK

PLC System of Ascom (Switzerland) 



PLC System of Xeline Co., Ltd

e-magic
Model Name       e-Magic PLC Modem
Features
- High speed data communication with 2Mbps
- Plug and play feature
- No installation or configuration
- Ethernet / USB Interface
- Power line optimized Error Correction function
- Robust against line impedance & noises on power line
- Minimization of effects by loads and noises
- FEC Chipset
- Network MAC chipset

- PLC modem chipset (Enhanced Algorithm)s

e-magic
Model Name       e-Magic PLC Modem
Features
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- No installation or configuration
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- Power line optimized Error Correction function
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- Network MAC chipset

- PLC modem chipset (Enhanced Algorithm)s



＊Integrated Physical Layer (PHY) and 
Media Access Controller (MAC) 
＊Data rate: up to 14 Mbps 
＊Frequency band 4.3 MHz - 20.9 MHz 
＊OFDM symbol modulation 

－84 carriers 
－Automatic channel adaptation 
－Forward Error Correction 

＊Carrier modulation methods supported: 
－DQPSK, DBPSK, ROBO 

＊Access methods supported: 
－CSMA/CA 

＊Meets FCC Part 15 emission standards 

＊Integrated Physical Layer (PHY) and 
Media Access Controller (MAC) 
＊Data rate: up to 14 Mbps 
＊Frequency band 4.3 MHz - 20.9 MHz 
＊OFDM symbol modulation 

－84 carriers 
－Automatic channel adaptation 
－Forward Error Correction 

＊Carrier modulation methods supported: 
－DQPSK, DBPSK, ROBO 

＊Access methods supported: 
－CSMA/CA 

＊Meets FCC Part 15 emission standards 

Technical Specifications of

PowerPacket of Intellon



＊ Established on the 23-24 March 2000, in Interlaken, Switzerland.

＊ with the aim of uniting and representing the interests 
of players engaged in PLC from all over the world. 

＊The Board has in total 7 members 

＊51 founding members out of 17 countries in 3  continents.

＊ Established on the 23-24 March 2000, in Interlaken, Switzerland.

＊ with the aim of uniting and representing the interests 
of players engaged in PLC from all over the world. 

＊The Board has in total 7 members 

＊51 founding members out of 17 countries in 3  continents.

PLC forum 



Members of PLC forum 

•Aachen University of Technology (Germany)
•Alcatel Microelectronics (Belgium)
•Analog Devices (Germany )
•Ascom Powerline Communication AG (Switzerland )
•bmp Telecommunication Consultants  ( Germany )
•CETECOM ICT Services GmbH (Germany )
•Cinergy ( USA)
•Cisco Systems (Germany )
•Contactica LTD  (UK) 
•Datasoft ISDN Systems GmbH  (Austria)
•diAx Holding   ( Switzerland)
•Dresden University of Technology, Chair forTelecommunication                
(Germany)
•DS2 Design of Systems on Silicon, S.L  ( Spain)
•EDF (Eléctricité de France) 
•Eichhoff GmbH  (Germany)
•EnBW AG  ( Germany)
•ENDESA SERVICIOS, S.L.  (Spain) 
•Enel.it Spa  (Italy)
•EnerSearch AB  ( Sweden) 
•ENIKIA INC  (USA)
•EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne;
Département d'électricité; Laboratoire de
Telecommunications  (Switzerland)
•Eutelis Consult GmbH  (Germany) 
•EWE AG  (Germany)
•Inari Inc. (former Intelogis)   (USA)
•Instituto Balseiro-Universidad Nacional de Cuyo-CNEA                
(Argentina)
•Intellon Corporation  (USA) 
•ITRAN Communications Ltd.   (Israel) 
•Jyväskylän Energia OY  (Finland)

•Keyin Telecom  (Korea)
•Kurtosis Ingénierie S.A.  (France) 
•Mainnet Ltd   ( Israel)
•Morgan Stanley Dean Witter   (USA) 
•NAMS Ltd   ( Israel)
•NESA A/S  (Denmark) 
•Oneline AG  ( Germany) 
•ONI Telecom  (Portugal)
•OSI  (UK)
•Philips GmbH  (Germany) 
•Phonex Broadband Europe  (UK) 
•PolyTrax Information Technology AG  ( Germany) 
•PowerTec AG  (Germany)
•Power Trunk Corporation   (Canada) 
•RWE Energie AG  (Germany)
•Siemens AG   (Germany)
•SSS Siedle & Söhne Stiftung & Co.   ( Germany) 
•SWU Energie GmbH  (Germany)
•Sydkraft  (Sweden)
•Teamcom AS (Norway) 
•TeleBel GmbH (Germany) 
•tesion Kommunikationsnetze Südwest GmbH &Co. KG (Germany)
•Texas Instruments Deutschland GmbH (Germany)
•TIWAG Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft  (Austria)
•Universität Karlsruhe (Germany)
•Universität Paderborn, Fachgebiet Nachrichtentechnik (Germany)
•VEW EUROtest GmbH (Germany)
•Viken Energinett AS (Norway)
•White Box Solutions Ltd.  (UK) 



HomePlug  ～Purpose～



HomePlug
～Members～

2001年12月現在80社以上2001年12月現在80社以上



HomePlug 規格

2000年 5月 インテロンの技術をベースに仕様作成開始
2000年12月 HomePlug Ver.0.5
2001年1-4月 全米でフィールド試験（約５００ヵ所）
2001年 6月 HomePlug Ver.1.0

* ４．３～２０．９MHz
* OFDM （max 76carrier 195kHz separation) -50dBm/Hz
* 7, 10, 14, 18MHzのハムバンドは送信せず． Notch併用．
* 誤り制御：FEC+ARQ    
* CSMA/CA
* 13.75Mbps (Max PHY Lyer payload rate) 
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* 7, 10, 14, 18MHzのハムバンドは送信せず． Notch併用．
* 誤り制御：FEC+ARQ    
* CSMA/CA
* 13.75Mbps (Max PHY Lyer payload rate) 



n 広帯域化・高速化への動き
＊試作実験と実証実験へ

n RWE in Essen
n HomePlug 14Mbps （Intellon PowerPacket)
n DS2社 45Mbps( 27 Mbps down /18 Mbps upstream)

Adaptive 1280 carriers OFDM modulation

＊業界団体
n PLC Forum/HomePlug

* 規制緩和と既存システムの共存の模索
n 欧州で広帯域化先行．

n 国内でも検討⇒技術的検討の不足．緩和決定されず

n 広帯域化・高速化への動き
＊試作実験と実証実験へ
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n HomePlug 14Mbps （Intellon PowerPacket)
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Adaptive 1280 carriers OFDM modulation

＊業界団体
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* 規制緩和と既存システムの共存の模索
n 欧州で広帯域化先行．

n 国内でも検討⇒技術的検討の不足．緩和決定されず

電力線通信システムの現状（２）



電力線通信の周波数拡大？
n 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。しかし、今後モデムや電
力線等において漏洩電界強度を大幅に低減する技術の開発が期待されること
から、研究開発等を継続することが必要である。

n モデムの研究開発の促進、国際基準策定に必要なデータ取得等のため、実証
実験を今後も実施する必要があり、そのための制度整備（研究開発目的の設
備の許可制度）が必要である。

n 実証実験では、既存の短波放送等の無線通信、電波観測等に影響を与えな
いことが必要であり、個別許可とすべきである。また、実験の実施に当たって
は、付近の住民等と十分な調整を図り、既存の通信への影響がでた場合には、
実証実験側で適切に対応すること等を条件とすべきである。

n 今後、CISPR等で行われている国際基準の検討に情報通信審議会情報通信
技術分科会CISPR委員会等を通じて積極的に貢献し、我が国の状況を反映し
た国際基準の策定を目指すべきである。

総務省電力線搬送通信設備に関する研究会報告書　
平成14年７月



n R-LAN, PAN, PLCの周波数帯
n 他のシステムにも割り当てられている．

n システム間干渉が問題．

システムの棲み分け・共存



総務省：我が国の電波使用状況(H13)より

２．４ＧＨｚ帯の使用状況



総務省：我が国の電波使用状況(H13)より

５ＧＨｚ帯の使用状況

【４】将来の航空機自動着陸誘導システム（MLS）のために保留
【５】低軌道周回衛星のフィーダリンクに分配された周波数帯
【６】公共機関等の気象レーダ
【７】DSRC、画像伝送（特殊業務用）として利用予定



Chimney Approach

Low Peak Approach

広帯域PLC ２つのアプローチ



n R-LAN, PAN, PLCの周波数帯
n 他のシステムにも割り当てられている．

n システム間干渉が問題．

n システムの棲み分け規律
n 周波数分割・完全直交　から

n 空間分割・準直交　へ

システムの棲み分け・共存

電波天文のよう
への配慮必要

電波天文のよう
への配慮必要



電力線通信の潜在能力電力線通信の潜在能力



・帯域幅
狭帯域 >400kHz(10-450kHz) 
広帯域 ≒30MHz (例 1-30MHz）

・線路と電力
短距離（<500m) 有線

350mW(PSK)/440mW(SS)

・雑音
インパルス性（エントロピー小）
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広帯域 ≒30MHz (例 1-30MHz）

・線路と電力
短距離（<500m) 有線

350mW(PSK)/440mW(SS)

・雑音
インパルス性（エントロピー小）

電力線通信システムの潜在能力

電話モデム：> 30kbps/3kHz電話モデム：> 30kbps/3kHz

Blootooth：100mW/100mBlootooth：100mW/100m

無線系：熱雑音

（エントロピ最大のガウス分布）

無線系：熱雑音

（エントロピ最大のガウス分布）

狭帯域でも
数Mbps?!

狭帯域でも
数Mbps?!



新しい試み2
～狭帯域の再発見～

新しい試み2
～狭帯域の再発見～



Voice on IP through PLC@ISPLC2003
n Module: business card size
n 150-450kHz 128kbps interactive
n with noise cancellation and FEC
n System: Fujitsu Limited

Module : Honda Electron

Voice on IP through PLC@ISPLC2003
n Module: business card size
n 150-450kHz 128kbps interactive
n with noise cancellation and FEC
n System: Fujitsu Limited

Module : Honda Electron

New Narrowband PLC



通信路としてみた電力線通信路としてみた電力線



n 電力ケーブル
＊非通信用平行線路 高周波数の減衰

＊多数の分岐 マルチパス

n 接続された電気機器
＊雑音障害防止フィルタ 高周波的短絡

＊複雑なRLC構成 共振回路

＊能動素子 共振回路時間変化
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＊能動素子 共振回路時間変化

通信路としてみた電力線 ～伝搬特性（伝達関数）～

時変（周期定常）・周波数選択性（フェージング）チャネル時変（周期定常）・周波数選択性（フェージング）チャネル



電力線の伝達関数例（広帯域システム）



n 外来雑音・干渉
＊ 外来雑音

＊ 放送波 周波数一定，季節時間変化あり

＊ 通信波 周波数ランダム（一定範囲），時間変化

n 接続された電気機器
＊連続定常雑音： モーターなど

＊周期的な連続雑音：蛍光燈など

＊インパルス性雑音 ：サイリスタなど

＊特定周波数の雑音：インバータ電源，各種電子回路

n 外来雑音・干渉
＊ 外来雑音

＊ 放送波 周波数一定，季節時間変化あり

＊ 通信波 周波数ランダム（一定範囲），時間変化

n 接続された電気機器
＊連続定常雑音： モーターなど

＊周期的な連続雑音：蛍光燈など

＊インパルス性雑音 ：サイリスタなど

＊特定周波数の雑音：インバータ電源，各種電子回路

通信路としてみた電力線 ～雑音・干渉特性～

時変（周期定常）・周波数依存性雑音時変（周期定常）・周波数依存性雑音



電力線雑音の波形例

雑音成分

電源電圧波形



( )2
( )2

( )2

Noise Waveform

(Stochastic Process)
Noise Variance Function

(Deterministic Function)

l Noise is assumed to be Cyclostationary Gaussian.

l Simple representation of the variance is necessary.

TAC/2

TAC/2

Modeling of Noise



Measured at：1998.12.31 15:15 Apt. in Kamoda Toyohashi

Example of Parameters

58

a

-52

θ2

6.0x103

ｎ3

-19

θ3

8.4

Ａ3

2.5

Ａ2

0.65

Ａ1

5.0

ｎ2Ref.

300ｋＨｚ



Example-1

TAC

２
TAC

２



広帯域システムの雑音（干渉）



広帯域電力線雑音の時間周波数分布



帯域制限された電力線雑音波形

10kHz-450kHz



帯域制限された電力線雑音波形

6MHz-7MHz



帯域制限された電力線雑音波形

20MHz-21MHz



電力線の性質に配慮した

通信システム

電力線の性質に配慮した

通信システム



n 変調・誤り訂正
＊チャネルの時変性（周期定常性）・周波数選択性

n 時間・周波数空間への適応的な情報割り当て

n 変調・誤り訂正
＊チャネルの時変性（周期定常性）・周波数選択性

n 時間・周波数空間への適応的な情報割り当て

電力線通信システム設計の鍵（１）

送受信点
でのチャネ
ル状況の
相関？

送受信点
でのチャネ
ル状況の
相関？



１６０ｋHz
２４０ｋHz

４００ｋHz
３２０ｋHz

Ｂ
Ｅ

Ｒ

１

１０-1

１０-2

１０-3

１０-4

１０-5

１０-6
0 TAC

2time

BER is Time/Frequency Dependent

Δ＝２０ｋＨｚ

TAC

2
0

１００

２００

３００

４００

BER of MC BFSK

Different FEC rates according to frequency channel



RS-encoder modulator

Proposed System

s/p

RS-encoder

p/s

demodulator

data

data

１ｆ

１ｆ

２ｆ

２ｆ

３ｆ
ｆ４

ｆ４

３ｆ

Ｂ／Ｎ
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Ｂ／Ｎ１

２

Ｂ／Ｎ

Ｂ／Ｎ

Ｂ／Ｎ２

３

Ｂ／Ｎ３

４
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B1<B2<B3<B4

f1<f2<f3<f4
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ＳＮＲ ［ｄＢ］
６０ １２０９０

Ｂ
Ｅ

Ｒ

１０

１０

１０

１０

-1

0

-2

-3

same code rate 

Overall date rate: ８０ｋｂｐｓ

different code rate(１)

BER of the Proposed System

Proposed



n 復調
＊雑音の非ガウス性に配慮した受信方式

n ユークリッド距離が尤度を表すのはガウス雑音下

n 尤度関数に基づく最適受信が必要

n 非ガウス雑音は，エントロピー小 → 低SNRでも良好な特性

n 復調
＊雑音の非ガウス性に配慮した受信方式

n ユークリッド距離が尤度を表すのはガウス雑音下

n 尤度関数に基づく最適受信が必要

n 非ガウス雑音は，エントロピー小 →→ 低SNRでも良好な特性

電力線通信システム設計の鍵（２）

雑音の統計的性質の普遍性は？雑音の統計的性質の普遍性は？



クラスAインパルス雑音



クラスAインパルス雑音下での最適受信機の性能



n 多元接続方式
＊既存の方式はCSMA（ランダムアクセス）が主流

n 見逃し・誤警報による特性劣化
（広帯域システムでは，電力密度低く，より困難）

n 隠れ端末問題による特性劣化
＊FDMA
n チャネル品質が周波数依存性を持つため不適．

＊TDMA
n 共通クロックが必要であり，困難．

＊CDMA
n DS/CDMA  可能性あり

n MC/CDMA 周波数依存性を考慮した適応変調と整合

n 多元接続方式
＊既存の方式はCSMA（ランダムアクセス）が主流

n 見逃し・誤警報による特性劣化
（広帯域システムでは，電力密度低く，より困難）

n 隠れ端末問題による特性劣化
＊FDMA
n チャネル品質が周波数依存性を持つため不適．

＊TDMA
n 共通クロックが必要であり，困難．

＊CDMA
n DS/CDMA  可能性あり

n MC/CDMA 周波数依存性を考慮した適応変調と整合

電力線通信システム設計の鍵（３）



もう一つの特性改善技術
～電力線の改善～

もう一つの特性改善技術
～電力線の改善～



n 雑音対策
＊雑音を発生する電気機器にラインフィルタ

n インピーダンス変動対策
＊電気機器を高周波的に電力線と絶縁

n 無線（放送）信号重畳対策
＊引き込み部でフィルタ

＊電力線のシールド

n 雑音対策
＊雑音を発生する電気機器にラインフィルタ

n インピーダンス変動対策
＊電気機器を高周波的に電力線と絶縁

n 無線（放送）信号重畳対策
＊引き込み部でフィルタ

＊電力線のシールド

通信路としての電力線の品質改善



まとめまとめ



n 法制度
＊広帯域化：新たな周波数割り当て思想（共存）が必要

＊狭帯域のままでも，信号形式を柔軟にすれば高速化可能．

n 電力線通信路の理解
＊伝搬特性，雑音は，いずれも

時変（短期間では周期定常）かつ周波数選択性

＊通信の立場からの測定不足

＊簡単で正確な数学モデルが必要

n 電力線の特徴を理解した通信方式
＊周波数・時間依存性に対応できる変調方式（OFDM)
＊非ユークリッド距離特性に基づく復調方式

＊隠れ端末・見逃しに耐える多元接続方式（MC-CDMA) 

n 通信路としての電力線の特性改善技術

n 法制度
＊広帯域化：新たな周波数割り当て思想（共存）が必要

＊狭帯域のままでも，信号形式を柔軟にすれば高速化可能．

n 電力線通信路の理解
＊伝搬特性，雑音は，いずれも

時変（短期間では周期定常）かつ周波数選択性

＊通信の立場からの測定不足

＊簡単で正確な数学モデルが必要

n 電力線の特徴を理解した通信方式
＊周波数・時間依存性に対応できる変調方式（OFDM)
＊非ユークリッド距離特性に基づく復調方式

＊隠れ端末・見逃しに耐える多元接続方式（MC-CDMA) 

n 通信路としての電力線の特性改善技術

高速高信頼性電力線通信のために



第7回 電力線通信とその応用に関する

国際シンポジウム (ISPLC2003)

http://ISPLC2003.katayama.nuee.nagoya-u.ac.jp

ISPLC2003実行委員会メンバー構成

　　　　　森広芳照 (京都大学)　　　　丸林元 (創価大学), 
　　　　　片山正昭 (名古屋大学)　　　宮里健司 (関西電力), 
　　　　　都築伸二 (愛媛大学) 　　　　梅原大祐 (京都大学)



第7回 電力線通信とその応用に関する

国際シンポジウム (ISPLC2003)　実施成果 　

シンポジウム
参加者数: 131名 (うち学生21名)　　　国外参加者数: 49名 (うち学生13名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　国内参加者数: 82名 (うち学生8名)
参加国数: 15ヶ国

日本82名, 韓国15名，ドイツ6名，イギリス6名，ギリシャ5名，アメリカ3名，スペイン2名，
イタリア2名，スウェーデン2名，カナダ2名，タンザニア2名，フランス1名，ノルウェー1名，
南アフリカ1名，ブラジル1名

発表論文数: 53件
フィールドトライアル，チャネル測定，変復調技術，符号化技術，など．

技術展示: 7件9社
- Matsushita Industrial Equipment Co., Ltd. and EL Quest Co., Ltd.
- Honda Electron Co., Ltd. and Fujitsu Ltd.
- Linecom Co., Inc.
- Preminet, Inc.
- Sumitomo Electric Industries, Ltd.
- TDK Corporation
- Mitsubishi Electric Corporation


