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１．資料の名称、形式 

(Japanese) : パソリンク（超小型マイクロ波通信システム） 

(English) : PASOLINK (Microwave Radio Communications System) 

 

２．製作(発明､発表)時期 

(Japanese) : 1983 年 

(English) : 1983 

 

３．所有者 

(Japanese) : 日本電気株式会社 

(English) : NEC Corporation 

 

４．開発者 

(Japanese) : 日本電気株式会社 

(English) : NEC Corporation 

 

５．保存場所 

(Japanese) : 日本電気株式会社 

(English) : NEC Corporation 

 

６．資料の歴史的重要性 

(Japanese) : 

超小型マイクロ波通信システムであるパソリンク※は 1983 年、日本で 50GHz 帯の周波数利

用が簡易電波無線局として制度化された際に、主に企業内のビル間通信システムとして開

発された。パソリンクは今日の携帯電話サービス、デジタルデータ固定回線サービスに必要

不可欠なバックホール回線を提供する基盤システムであり、適用範囲は広範囲にわたって

いる。近年、特に携帯電話サービスの普及により、基地局間を結ぶ高品質、大容量のデジタ

ル通信回線の用途として、特に海外からの需要が多く、急速に市場規模が拡大している。開

発当初のパソリンクは可搬使用を考慮して、電源、ベースバンド部、RF 部、アンテナを一

体化し小型、軽量化を図っている(写真 1)。変調方式に FM(FSK)を採用し、送信出力は 15mW



である。アンテナは直径 30cm のカセグレンアンテナを採用しており、一次放射器としては

直径 2.5cm のコニカルホーンを内蔵している。消費電力は約 17W、質量は 7.5kg である。 

モバイルバックホールへのパソリンクの設置風景が写真 2 に示されている。 

 

※NEC の商標 

(English) : 

PASOLINK *, an ultra-compact microwave communication system, was developed mainly 

as an inter-office communication system in Japan in 1983 when the use of frequencies 

in the 50 GHz band was institutionalized in Japan as a simple radio station. PASOLINK is 

a basic system that provides backhaul lines indispensable for today's mobile phone 

services and digital data fixed line services. Its application range is wide. In recent years, 

particularly with the spread of mobile phone services, it is used for high-quality, large-

capacity digital communication lines between base stations. Demand is particularly high 

from abroad, and its market size is rapidly expanding. The original PASOLINK was 

designed to be compact and lightweight by integrating a power source, a base band 

section, an RF section, and an antenna for portable use (photo 1). FM (FSK) is adopted 

as a modulation system. The transmission output is 15 mW. The antenna employs a 

Cassegrain antenna with a diameter of 30 cm. A conical horn with a diameter of 2.5 cm 

is built in as a primary radiator. Power consumption is about 17W and mass is 7.5 kg. 

The installation of a PASOLINK in a mobile backhaul is shown in photo 2. 

*) Trademarks of NEC 

 

７．主要性能 

(Japanese) : 

形式：カセグレンアンテナ 

アンテナ直径：30cm 

周波数：50.4~51.4GHz 

利得：40dBi 

半値幅：1.5 度 

注）上記は開発当初の値である。 

 

(English) : 

Type : Cassegrain antenna 

Antenna diameter : 30 cm 

Frequency : 50.4 to 51.4 GHz 

Gain : 40 dBi 



Half power beam width : 1.5 degrees 

Note) The above are the values at the time of development. 

 

８．関係論⽂・⽂献 

(Japanese) : 

1)大迫他、”50GHz 簡易無線システム PASOLINK50”, NEC 技報 Vol.39 No.7, 1986 

2)川内他、”パソリンクの製品紹介とトップシェアを獲得した背景”, NEC 技報 Vol.61 No.3, 

2008, https://jpn.nec.com/techrep/journal/g08/n03/pdf/080329.pdf 

 

(English):  

1) Ohsako et al., “50GHz Millimeter Wave Communications System”, NEC Technical 

Report Vol.39 No.7, 1986(Japanese) 

2) Kawauchi et al., “Introduction of PASOLINK and background for acquiring top market 

share”, NEC Technical Report Vol.61 No.3, 2008(Japanese) 

 

９．関係特許 

(Japanese) : 

(English) : 

 

写真 

https://jpn.nec.com/techrep/journal/g08/n03/pdf/080329.pdf


 

写真 1 開発当初のパソリンク 

 

写真 2 パソリンクの設置風景 
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(Japanese) 

 

マイクロ波通信システム、デジタルデータ固定回線サービス、カセグレンアンテナ 

 

(English) 


