
QPSK31 と BPSK31 の性能比較 

（副題）QPSK31 は「文字化け」の改善に効果がないのか？ 
PSK31 には BPSK31 と QPSK31 の２つのモードありますが、世界的に BPSK31
が一般的です。優れ者の QPSK31 がなぜ、デフォルト･モードでないのか？

QPSK31 は「文字化け」の改善に効果がないのか？それらの疑問を解消すべく

JO1QOR、VK3BGH、JA1SCW は JA－VK 間で PSK31 の伝送実験を行った。       

                                   JA1SCW 日下 覚 
                                   JO1QOR 小野 勉 

VK3BGH Graeme F Harris 
PSK31 とは？ 
  考案者である G3PLX（Peter Martinez）が伝送実験を８０ｍ帯で距離５０

Km にて１９９７年に開始し、翌１９９８年に方式を公開した、最新の文字通信

モードです。PSK31 はパソコンのキー･ボードを入力装置とし、モニター画面を

出力装置とした無線による文字通信です。これまでの RTTY を省電力・狭帯域

にて実現しており、全世界で普及して来ています。世界各局の設備の平均像はバ

ーチカル･アンテナと３０W 出力です。簡単な設備で CW と同等の飛びとインタ

ーネット上のリアルタイム・チャットと同様の操作感を味わえる非常に魅力的な

モードです。なお、PSK31 の PSK は位相シフト･キーイングであり、３１は帯

域幅の 31.25Hzに由来しています。簡単なインターフェイス･ボックスとフリー･

ソフトの追加、および電波形式 F1 の免許取得でどなたでも気軽に運用できます。 
 
PSK31 の 2 つのモード 

PSK31 には BPSK31（以下 BPSK）と QPSK31（以下 QPSK）の２つのモ

ード（変調方式）があります。当初、G3PLX は BPSK の取扱いに慣れた人に

QPSK を使って貰いたいと考えていたようですが、その優れた QPSK の性能と

は裏腹に QPSK は忘れられたモードになっています。なぜ、QPSK が忘れられ

ているのでしょうか？ G3PLX は、初心者がいきなり QPSK を運用するのは無

理が（同調精度、処理遅れ）あると考えたようです。一方、復調性能が優秀な

QPSK でも極地を通る EU ―USA パスで発生する強いフラッタ―を伴う信号を

満足な状態で復調できません（完全無欠なモードでない）。それらの理由で QPSK
を敢えてデフォルト･モードに位置付けなかったようです。そんな訳で、全世界

的に BPSK が一般的になり、QPSK の存在は忘れられているのが現状です。 
BPSK と QPSK の違い 

 QPSK にはエラー訂正機能があります。BPSK にはエラー訂正機能があり

ませんが、QPSK の倍の位相マージンがあります。今回の実験は、QPSK のエ

ラー訂正機能と BPSK の優れた位相マージンを比べた結果と言えるでしょう。

図のように、ベクトルスコープで両者の波形の違いは顕著にわかります。 



QPSK の特徴 
   ローカル QSO のように、変調波がほとんど位相変動を受けない QSO で

は QPSK と BPSK の性能差は出ません。QPSK は DX QSO で AFC がロックし

ないような信号でもある程度の復調をするし、周期がある程度までの QSB には

BPSK よりはるかに良い結果をだします。しかし、マルチパスによる位相歪みを

伴う QSO では文字化けが多くなり、パス変化が速くなってくると文字化けが増

えて QSO できなくなります（BPSK では早い段階で QSO 不能になる）。例えば､

国内夜間７メガで時に発生する強烈なフラッタ―には歯が立ちません。極地パス

で発生する周期の速い QSB は苦手です（BPSK では復調不可能と思われます）。

南北アメリカ、オセアニアとの QSO で発生する QSB にはかなり良好です。た

とえば、BPSK では満足に復調できない状態のときでも、QPSK だとチャット可

能レベルの良質な復調が期待できます。理論的には BPSK の２倍の周波数安定

度と同調精度が要求されますが、体感上はその違いは感じません。エラー訂正過

程で発生する 0.8 秒の遅れも通常の QSO では全く気になりません。 
 
BPSK と QPSK の性能分岐点 

 ホワイトノイズを使った「エラー対 S/N 比」の机上実験では概念図のよ

うな特性を示すようです。実際の QSO ではパルス性ノイズとかあらゆる種類の

QSB など外乱が混入しますので、分岐点を念頭に様々なパスで QSO を積重ねな

い限りこの性能分岐点を特定できません。私がこれまでの QSO で得た感触では

１～２の例外を除き、性能分岐点はノイズレベルだった印象です。つまり、見え

ている殆ど全ての信号で QPSK の耐文字化け性能が優れていました。 
 
伝送実験までの経緯 
   PSK31 に出会う 
   友人 N2SS の執拗な薦めで始めたのが PSK31 でした。それから間もなく

ローカルで以前から精力的に PSK31 を運用していた JO1QOR と出会い

更に PSK 熱を煽られ、PSK31 チャットの不思議な魅力にとりつかれまし

た。 
QPSK に嵌る 
 ある日 QPSK を使う機会が突然やってきました。強い信号だが文字化け

が多くて困っていた時、頭に浮かんだのがこのモードです。幸い QPSK
に理解がある相手だったので、QPSK へのモード移行もすんなり行き、完

璧なプリントが１時間以上に渡って得られました。これが元で、QPSK の

ファンになりました。 
 



QPSK を使い込む 
 HALPSK31 の作者、児島 OM に QPSK 絡みのマクロを作って頂き、意

識的に QPSK を優先して運用を始めました。また、OM の笑談室 
（http://homepage2.nifty.com/je4ivn/）で話題を提供しました。国内外

QSO で QPSK が有効と思われる場合は、積極的に QPSK による QSO を

試みました。殆どの QSO で BPSK より QPSK の方が「文字化け」が少

ない感触を得ました。 
 
VK3BGH の誘い 

   VK との QSO では周期の速い QSB をしばしば経験します。BPSK では文

字化けの為に QSO 出来ない場合でも、QPSK ではかなり良好なプリント

で QSO できます。VK3BGH は私との交信がきっかけで QPSK のファン

になった一人です。その VK3BGH からアマチュア精神を発揮して QPSK
と BPSK の性能比較実験をやりたいと申し入れが有りました。 

 
伝送実験 
 実験は送信電力とモードを変えて、交互に送信しながら行いました。JO1QOR
には受信バックアップと進行監視をお願いしました。予備実験で判った不具合を

修正し、本実験は毎週水曜日の 2100JST から次の要領で行いました。 
 

実験方法 
 コンディション変化の影響が至近の QPSK と BPSK で極力出ないように、

下表のパターンで QPSK と BPSK を交互に送信した（時間は目安）。 
送信電力 送受 モード 送信文（評価用） 

BPSK (８０秒） The quick brown fox jumps over a lazy dog. 

QPSK The quick brown fox jumps over a lazy dog. 

BPSK The quick brown fox jumps over a lazy dog. 

QPSK The quick brown fox jumps over a lazy dog. 

BPSK   The quick brown fox jumps over a lazy dog. 

VK→JA

（８分） 

QPSK    

  アンテナ/ ソフト 

50W （1６分） 

JA→VK

（８分） 
同上 

   JA1SCW：３エレ八木 １２ｍH  MixW２ 

２５W（１６分）   JO1QOR：３エレ八木 １５ｍH  HALPSK31 

１０W（１６分）   VK3BGH：２エレ CQ １５ｍH   MixW２ 

 ５W（１６分）  周波数  １４０７０KHｚ＋１５００Hz 前後 

http://homepage2.nifty.com/je4ivn/


実験結果 
「文字化け」比較（５０W 送信、悪コンディション時 VK3BGH が受信）  

BPSK   QPSK  

e quipk brown ftx jumps over    l  zy7og. The quick brown fox jumps over a lazy dog. 

Tae quick yrtwn fo3 :umps overg lazycob. The quick be own fox jumps over e lazy dog. 

The kuick btown Õx jumps ov Oa lazy dote. The quick brown fox jumps over e eazy dog. 

oe”e uick bro  fox:umps eger a lazA degs The quick beown fox jumps over a lazy dog. 

lhe ic¯b{i n fex jumps ofer    l  zy dog on The quick brown fox jumps over a lazy dog. 
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誤字率（悪コンディション)
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考察 
   誤字率の増加につれて文章の解読率は急激に難しくなります。そのことを

前提に、上のグラフを眺めると QPSK を活用すべき状況が見えて来ます。コン

ディションが良好な時でも QPSK にするとより完璧なプリントが期待できます

し、コンディションが不良の時はモードを BPSK から QPSK に変えて誤字率を

下げるトライをやってみる価値がありそうです。１０W／５W の奇妙な現象（５

W 時に誤字率が低い）は説明がつきませんが、何か原因がありそうです。 
おわりに 
 実験は、QPSK は BPSK より文字化けが少ないと言う結果になりました。２

バイト文字の和文では１バイト文字の英文ほど QPSK の優位性が期待できない

かもしれませんが、みなさんの多くの QSO と共に QPSK の実力をより明らかに

できれば幸いです。今後、QPSK がより一般的に使われるならば、考案者の

G3PLX も喜ぶことでしょう。最後に、本稿をまとめる際にご意見･助言を頂いた

G3PLX(Peter)、UT2UZ(Nick)、JE4IVN(児島さん)および JA5FP(間さん)の各

氏に感謝いたします。 
 
――――――関連の図――――――――― 
HALPSK31 上の QPSK と BPSK 
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性能分岐点の概念図 
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