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通信やレーダ技術の発展により，陸上や宇宙ではほぼあらゆる場所において，無線で
様々なことができるようになりました．「Beyond 5G」の構想では，ネットワークの領
域が拡張されることが議論されており，無線技術のラストフロンティアとして，地球の
約 7 割を占める海中（水中）が、研究の領域として注目されていることは皆さんも御存
じだと思います．国内の取組みを見てみると，海洋資源調査産業の創出と日本の調査技
術及び環境影響評価手法の国際標準化を企図とした内閣府の戦略的イノベーション創造
プログラム（SIP）「海のジパング計画」や，水中環境でのローカルエリアネットワーク
を検討する ALAN コンソーシアムがあります．また，電子情報通信学会でも水中無線技
術特別研究専門委員会（UWT 研）が 2020 年に設立されています．

これまで水中では，電波は減衰が大きく，光は濁りに弱く，音が主役でしたが，音も
地上や宇宙での通信速度に比べれば低速であるという課題があります．また，水中での
資源探査等では潜水艇が欠かせない存在であり，操作・データ取得などを有線に頼って
いる現状では，探査範囲が限定される課題があります．こうした課題を解決するため，音，
光，電波を活用した水中無線性能を更に向上させるための研究開発が，まさに今，活発
化しています．

このような背景の下，現在のラストフロンティアである水中無線技術の開拓者の方々
に，興味深い解説論文を御執筆頂き，本小特集を編集致しました．初めに水中無線技術
全体研究動向と将来展望について俯瞰頂いた後，音，光，電波の 3 領域について 2 テー
マずつ，最新の研究成果を分かりやすく述べて頂いています．本小特集を通じて，多く
の皆さんが水中無線技術に興味を持たれ，これからも活発に議論が進んでいくことを期
待しています．

最後に，本小特集の発行にあたり，貴重な時間を割いて解説論文を執筆頂きました著
者の皆様と，編集作業に御協力頂いた皆様に心から感謝申し上げます．

小特集の発行にあたって

編集チームリーダ  瀧川道生
Michio Takikawa

ラストフロンティアに挑む
水中無線技術

小特集編集チーム
瀧川道生，遠藤寛之，関 裕太，竹村暢康， 

松井健一，山ヶ城尚志，湯田泰明



 1 水中無線技術が生かせる市場はあるか
近年の科学技術は大きな加速度をもって発展して

おり，2045 年にはシンギュラリティ (1)（用語）を迎え
ると言われている．特に複雑系のサイエンス，デー
タサイエンス，情報工学，生物工学，光・量子工学 (2)

の進歩はすさまじい．しかし，一方で，政治や経営
判断で科学技術の情報を用いずに決定が行われる場
合も散見される（ポストトゥルースの時代 (3)（用語））．
米国前大統領の決定や，我が国での感染症下でのイ
ベント開催判断など，皆様の記憶にも新しいだろ
う．このようなちぐはぐな感じのある社会で，私た
ちは研究・開発，製品化に携わっており，何を目指
して科学技術を進めればよいのか判断に迷ってしま
う．加えて日本では，「失われた 30 年」と言われ
るように，バブル崩壊後の経済低迷は御存じのとお
りであり，技術者や技能者の活躍の場に不安を感じ
る．更に，少子高齢化が世界に先駆けて進行してお
り，このままでは，2030 年にはゼロ成長時代 (4) に
入っていき，若手の技術者が減少することは間違い
ない． 

なぜ，水中無線の話でこのような書き出しとなっ
たかというと，水中の技術に挑戦すること，すなわ
ち水中に関わる産業に貢献しようと決めたのであれ
ば，失われた 30 年の間と同じ行動をしては何も起
こらない，と筆者が感じているからである．既出の

「失われた 30 年」関連の書物では，構造転換がなさ
れなかったことや，金融政策の失敗などが挙げられ
ている (5) が，どうすればよいのかが描けていない．
山岡の著作 (6) では，日本人的なところを見直した
らよいという提案がなされている．日本人論は賛否
両論あるものの (7)，日本で育ち，教育を受けた私た
ちには一定の思考・行動傾向があるようには思え
る．泉 (8) によれば，失われた 30 年は，既に 1960
年にウィリアム・ベルによって予言されていた情報
社会の到来を，日本では誰も気に止めなかったため
だ．一方，米国は製造業から情報サービス業に転換
し，今の「GAFAM」が出来上がったが，日本は

（ハードウェアを中心とした）製造業に注力し，新
たな産業分野に余り力を入れなかったために，日本
全体の成長が低迷したわけである．図 1 のグラフ
を見る限り，データをきちんと分析していれば，い
つの時点でも，日本は構造転換ができたわけだが，
データ分析能力にたけていても，社会学と技術を結
び付けたデータを，作らない・見ない・見ても行動
しない，わけである．泉先生の言を借りれば，「失
われた 30 年」ではなく，「何もしなかった 30 年」
なのだ． 

さて，斜陽する海洋産業において，いまだ新たな
海洋産業は生まれてきていない．もちろん，洋上風
力発電・海底資源をはじめ，自動運航船などには，
国と民間企業が一体となって取り組んでいる最中で
ある．しかし，これらを主体的に実施しているのは
大企業とその出資元である．つまり，欧米に比較す
ると動きはどうしても重くなってしまっている．と
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Summary 水中無線技術の歴史は古く，音波による測深技術や潜水艦の長波通信は，1900 年代前半に既に利用
されていた．世界においては現在も積極的に石油・ガス産業や防衛・軍事産業で水中無線技術が多用

されているが，我が国では，海洋産業の衰退もあり，市場の縮小とともに技術者も減ってきている．しかしながら，我が
国は世界で 6番目の広さの海洋面積（領海＋排他的経済水域）を有する国であり，そこには多くの資源があり，また，国
家としても海洋立国をうたっている．国内の海洋市場が縮小しているならば，市場を創るという行動をするべきだ．また，
普段，空気を媒質として研究を進めている多くの研究者にとって，液体導電性媒質の海水は非常に面白い研究ターゲット
である．市場形成を迎える前に，基礎研究を進め，いつでも応用が利くようにしておくべきだ．本稿では水中無線技術の
総論として，研究内容だけでなく，心構えや市場性，将来性について紹介する．
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りわけ海中ビジネスに目を向けると，近々に産業化
するアイテムは僅かと思われる．（2021 年現在，
ICT を活用した水域の自動化ビジネスについて取り
組んでいるベンチャー企業が相当数ある．しかし，
GDP から考えるとまだまだ小規模であり，試験運
用のレベルであったりする．）しかし，産業ポテン
シャルがないわけではない．図 2 に示すように，
水中の ICT －ロボットサービスに関する新たなビ
ジネスのポテンシャルは，2025 年には 2 兆円市場
と推定される (9)．なお，図中の「Subsea 技術」は，
深海石油・ガス業界に関わる技術サービス業を，ま
た「デュアルユース」は，防衛を主とするが民生転
用できるサービス業を示している． 

日本は世界で 6 番目に大きい海洋面積を有する
国である．この海洋を使わずして新たな産業は生み
出せないだろう．しかし，これまで述べたように，

「海洋産業に新たに取り組みたい」という希望はあ

るものの，この 30 年間で，技術の研究開発投資を
縮小してきた民間企業にとっては，新技術開発とそ
の実証が必要である海洋産業の創出に，リスクを背
負っては乗り出せないのだ．つまり，海洋に新ビジ
ネスを期待している企業は少なからず見受けられる
が，それらの企業は他企業が先行して事業に成功す
るかどうかをうかがっているという状況なのである． 

さて，私たち研究者・技術者は，ほとんどの場
合，自分のやってきた技術を中心に据えて産業応用
を検討する．しかし，この考え方では新たな分野の
開拓に挑むことができない．せいぜい，その分野の
知見者に伺いを立てて，いかに自分の有する技術を
利用できるかと考える範囲にとどまる．今こそ技術
者は大きな世界観を持って，新たな産業や新たな世
の中を創造するためのデザインを行うべきだ．視点
を変えれば，技術者が取り組んでいる技術は，「そ
れ」だけではなく，ほかのことを広く検討できるよ
うな基礎理論と手法を内包しているはずである．そ
のような高い視点に立ち，「専門家ばか」にならず
に，社会学などにも目を向けるとよいと思う．既に
顕在化している未来の社会課題を解決するために，
従来のフォアキャスト（用語）手法に加え，バックキャ
スト手法を用いて，必要な技術を見いだして新たな
取組みをすべきであろう．例えば，海洋であれば，
次代のエネルギー・資源獲得，気候変動・地球温暖
化対策，プレート境界型地震の予報といった非常に
グローバルな課題から，漁業・養殖業の構造転換，
水中インフラ保守整備の自動化といった身近な仕事
まで，非常に多岐にわたって，新産業のビジネスポ
テンシャルがある． 

自分のやってきた技術が使えないなら専門家な
どいらないではないか，とお叱りを受けそうであ
る．それはそのとおりであり，私が指摘したいの

 図 1　日，米，独，中のGDPの推移 (8)

 図 2　 水域ロボットサービスの2025年のビジネスポテンシャ
ルの推定（COCNフィールドロボット協議会作成 (9)）
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は，自分の専門に閉じ籠もり過ぎの日本人の思考傾
向だ．技術者であっても，社会に役立つ技術を知る
ためには，社会学者が使うデータを集めて分析する
べきなのだ．それを全部他人に委ねると，自分の視
点での分析ができなくなってしまい，結果，自分の
専門性を新規産業に生かすことができなくなってし
まう． 

この場をお借りして言っておきたい．海洋に興味
を持って頂いた研究者・技術者の皆様は，単なる技
術の一分野の情報として本小特集を読んで頂くので
はなく，自分たちの研究やビジネスの新分野の開拓
の機会がそこにあり，新たな取組みを試す最大の
チャンスが示されていると捉えて頂いたら非常にう
れしい．ほとんどの読者は，「面白そうだけど，実
際には水中無線技術は使い道がないよね」と考えて
しまいがちである．ところが，職業ダイバーや漁業
従事者の激減という社会課題に対応するソリュー
ションの一技術として考えて頂ければ，あなたの会
社や自宅からネットワークを通じて海洋や水中にア
クセスし，センサやロボットの遠隔操作の実現が必
要であることが分かり，通信としては水中だけでな
いことが容易に理解できるわけである．

 2 水中無線技術
水中・海中の無線技術の代表格は音響無線技術で

ある．最初に測深技術（ソナー）の研究が始まり，
その後に音響通信が続いた．電波とは異なり，水中
を振動する疎密波として伝わる音波は，環境条件，
つまり水の密度（水温，塩分濃度，圧力の関数）の
影響を大きく受けるものの，光や電波と比較して，
圧倒的に水中では長距離を伝搬できる特性を有して
いることから，着目され，研究開発が進んだわけで
ある．音波は電波のアナロジーとして考えたくなる
が，音波は水分子の振動であるわけだから，振動数
が高くなるとエネルギーが吸収される．この吸収減
衰は，周波数が高くなると，拡散減衰よりも効いて
くるため，利用される周波数の上限はおおむね数
MHz である．例えば，ざっくりと言うと，数 km
の距離では 10 kHz のオーダーが使用され，距離が
短くなると 100 kHz 台が利用される．搬送波周波
数が kHz 台ということは，通信速度も気中の電波
に比べて非常に低速となる．搬送波周波数に対する
占有帯域幅の比が非常に大きくなり，実際の設計に
影響を与える．当然のように，単一チャネルの半二
重通信がほとんどであった．しかし，近年は信号処
理技術と空間ダイバーシチ技術により，多チャネル

化や高速化がなされ，100 kbit/s を超える通信も可
能となってきている．ソナー応用としては，目的別
に数百 Hz から MHz まで広く利用される． 

光通信は，100 Mbit/s 以上の高速通信を提供で
きるポテンシャルがあるが，通信距離をとるために
はレーザを利用して光軸を合わせる必要があり，
LED のようにブロードな指向性では通信可能距離
は非常に短くなる．実際の通信の利用場所である沿
岸浅海域や河川では，濁度が高く，水の乱れも強い
ことから，通信可能な距離は数 m まで短縮され，
実用性が低下してしまう．しかし，キューブサット
における，3U サイズで数百 Mbit/s の速度を実現
しているような，衛星光通信のすさまじい発展状況
を見ると，海中光通信もまだまだ技術開発の余地が
あり，近未来には実用に供するシステムを実現でき
る可能性は高い． 

電波については，水中，とりわけ海中では使えな
いという通説どおり，マイクロ波領域の電波は吸収
減衰が大きく使い物にならない．しかし，周波数を
下げていくと，真水中では 100 MHz 以下で，海水
中では 100 kHz 以下で実用性が出てくる．例えば
海中で 10 kHz を利用すると，通信距離は 30 m 程
度で通信速度も 1 kbit/s 程度と遅くはあるが，環
境や媒質に影響されにくく安定した通信を行える可
能性が高い． 

２. １　水中音響技術の動向 
初めに水中音響の基礎を少しだけ紹介する．音源

（送波器）によって海水粒子の運動が励起される．
正弦波的に変化する運動が加えられれば，粒子は伝
搬方向に平行に運動しながら，隣接粒子によって伝
えられ広がっていく．海水は圧縮性流体であるか
ら，この運動が正弦波状の圧力変化を生む．圧力の
変化はマイクロホンのような圧力検出器（受波器）
によって検出する．平面波近似で考えると，音圧 p 

（Pa）は， 

p = ρvu （1）

と記述できる．ここで，ρ（kg/m3） は海水の密度，
υ  （m/s） は平面波の伝搬速度，υ  （m/s） は海水粒子
の速度である．ρv = 1.5×105 （g/cm2/s） は代表的な
海水における固有音響インピーダンスである．イン
ピーダンスを用いると，オームの法則の電圧＝イン
ピーダンス × 電流のアナロジーが利用でき，パワー
P （W/cm2） は式 (2) で書ける．

P = p2/ ρv×10-7 （2）
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　海中での伝搬減衰は，拡散減衰と吸収減衰の二つ
が主となる．吸収減衰は 1 MHz 以上の周波数で生
ずる粘性抵抗による減衰と，それ以下の周波数で現
れる分子共鳴による緩和に伴う減衰がある．吸収減
衰の経験式として有名な Thorp(10) の式がある． 

水中音響では，ドップラー効果の影響が非常に大
きく，例えば自律型無人探査機の代表的速度である
3 ノット（時速 5 km 程度）でも影響が大きい．水
中では反射波が大きいことも実装では問題になる．
音響装置を海中に展開するフレームに搭載すると，
そのフレームによる反射波が影響する．海面に近い
場所を航行する移動体との通信は，海面反射が大き
く影響する．これらの複数の反射波（マルチパス）
の影響は，特に河川や港湾など，多数の人工物があ
る場所で問題になるので，信号処理などで積極的に
取り除く必要がある．こういった理由から，浅海で
の音波の利用は環境に依存する． 

伝搬環境としての基礎知識をもう一つ紹介して
おきたい．先に述べたように，音波は水そのものの
密度の時間変動を利用して情報を伝達することか
ら，水の物理特性を大きく受ける．特に海水におい
て，海水密度は水温，圧力，塩分濃度の関数である
ことから，深海では垂直方向に特有の音速プロファ
イルを示す．図 3 に一例を示すように，温度と水
圧の関係から，海洋においては深度 1,000 m 付近
に SOFAR 層という導波レイヤが存在する．また，
この密度特性によって，見通し点においても不感帯
となるような場所が生ずることがある． 

さて，水中音響の技術の動向について紹介しよ
う．志村ら (11) は，この SOFAR 層を利用した音響
通信で実到達距離 1,000 km を超える通信を実証し
ている．彼らは，低周波の大形送受波システムを開
発し，伊豆・小笠原海域を利用して，音源と受波ア
レーを SOFAR 層に展開して，送受間の距離を変え
ながら計測を行った．このときに用いた手法は位相
共役波をコア技術とし，イコライジングによって変
動を吸収した．また，樹田ら (12) はイコライジング
を最適化することで，伝送速度 × 距離の値（BL 積）
を , 従来方式の 40 kbit/s×km 程度から，桁違いで
凌駕する 520 kbit/s×km の垂直方向の通信システ
ムを作り，海洋研究開発機構の有人潜水調査船「し
んかい 6500」の母船間映像通信に適用した．この
ような広大な海洋空間を利用した音響技術ばかりで
なく，マルチパスの影響が強い浅海での研究もいろ
い ろ と 進 ん で い る． こ こ 10 年 で は OFDM，
MIMO，ビームフォーミングなど電波通信で主流
の手法を海中に適用した研究が見受けられる．しか

し，電波通信で主流の手法が全て海中で主流になる
かというと，海中の伝搬遅延が大きくマルチパスの
影響が長時間生じるといった特性を考えると，そう
でもないことが分かっている．例えば OFDM は，
その優位性である周波数の有効利用というメリット
が得られにくいため，圧倒的優位な手法ということ
にはならず，幾つかある水中通信の一手法として利
用されるにとどまっている．吉澤ら (13) は，浅海で
の音響測位がマルチパスなどで使いにくい点に着目
し，浅海での測位手法の研究を進めている．NTT
未来ねっと研究所は MIMO 技術を利用した，1 
Mbit/s を超える水中通信の達成を目標とした研究
に着手している (14)． 

国内は水中に関するビジネスが少ないため，水中
音響の専業メーカは少ない．昔は，日立製作所や沖
電気工業，NEC などの大企業が水中音響機器を開
発・販売していたが，近年は防衛に関わる産業に限
定されているようだ．コンシューマ向けの製品とし
て残っているのは魚群探知機（魚探）ぐらいであろ
う．良いニュースとしては，近年のハードウェア集
積化とソフトウェア化により，かなり廉価な魚探が
販売され，専業者でなくとも購入できる価格になっ
てきている．つまり，魚探の分野では，ソナーは特
殊機器というよりも，ネットで買える汎用機器化し
ているわけだ．一方，小規模の企業であるが，OKI
シーテック，SGK システム技研，アクアサウンド
など，現在も精力的に水中音響機器を開発している
企業がある． 

国際的な水中音響の研究開発の傾向としては，要
素技術系としては MIMO 通信，空間多重通信，測
位技術として母船と水中機器の関係を逆にしたイン
バース SSBL（Super short base line）(15)，ソナー
や通信を目的としたファーズドアレー技術，ユニー
クなところでは深層ニューラルネットワークを利用

深度

0 m

1,000 m

2,000 m

1,480 1,500 1,520 

 図 3　海中の音速分布の深度依存性
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した通信の研究 (16) などが進められている．市場・
実用を目指したシステム技術系としては，水中セン
サネットワーク，多数の水中ロボットの協調制御，
養殖における魚固体数計量と体重推定などの取組み
があるようだ．

２. ２　水中光技術の動向 
水中の光は指数関数的に減衰する．この特性は有

名な Beer-Lambert 則となる．ここで E (r) は，光
源から距離 ⓡ における光強度を表している． 

E(r)=E0e
−cr （3）

減衰定数 c の減衰要因は複数ある．純水は緑～紫
の光をよく透過させる．しかし海水になると，塩分
や微粒子などの混ざり物があり，その混ざり具合に
より減衰量は大きく変化する．式 (4) は，混ざり物
として，イエローサブスタンス（生物の代謝や死滅
によると思われる化合物）と懸濁粒子を考慮した場
合の減衰定数である．  

c = aw + ay + ap + bm + bp （4）

ここで，aw, ay, ap はそれぞれ，純水，イエロー
サブスタンス , 懸濁粒子による吸収項，bm，bp は
それぞれレイリー散乱と，懸濁粒子等によるミー散
乱による散乱項である．以上のように，吸収・散乱
要因が複数あるということは，波長による吸収率の
違いが大きくなるということである．図 4 はイエ
ローサブスタンスと懸濁粒子が多く含まれる海域の
光吸収－波長特性である (17)．この図から読み取れ
るように，一般には海水は青色が透過すると言われ
ていたとしても，混ざり物にイエローサブスタンス
が多ければ，最適な波長は黄色側にシフトするとい
うことだ． 

2000 年以前の水中光応用は，主として，太陽光
を光源としたパッシブな計測系として発展した．そ
のような時代に浅沼ら (18) は，固体レーザを使った
植物プランクトンの計測手法の研究に挑戦した．大
形の固体レーザを研究船の甲板に設置し，ミラーで
曲げて海中に入射させ，プランクトンの誘起蛍光を
計測するシステムであったが，海面の反射が強く，
実用には至らなかった．また，海外の石油・ガス分
野で，赤色半導体レーザにより，至近距離からの海
中オイルパイプ点検装置なども開発されたようだ．
変化は突然に起きた．1990 年代後半の青色 LED
と半導体レーザの出現により，青色光源を手軽に海
中に持ち込むことができるようになった．最初に手
掛けられた海中光機器は石油・ガス向けの青色レー

ザスキャナである．現在は，処理が高度化し，欧米
のベンチャー企業によって，非常に多種のライン
ナップがそろえられ販売されている．現在の水中ラ
イダ（LiDAR）の研究開発は，深海利用と浅海利
用の二つのターゲットに分かれ，前者としてはソ
ナー並みの距離レンジ（30 m 以上）を有しながら，
cm の解像度を有する特徴を生かすことであり，
ボーイング社，3D at Depth 社が開発を進めてい
る．国内では，海洋研究開発機構と三菱電機特機シ
ステムの共同開発 (19) において，既に 30 m のレン
ジが達成され，現在は，50 m を超えるレンジの達
成に向けた開発が進められているようだ．浅海を
ターゲットとした研究開発は，高濁度環境でのレン
ジ・分解能を向上させることと，ローコスト化が課
題であり，現在，ALAN コンソーシアムの構成メ
ンバーにおいては，浅海向けライダの検討がなされ
ている． 

水中通信に関しては，机上の水槽実験による，通
信の高速化を主とした研究が世界的に進んでいる．
最近の論文には軌道角運動量多重方式を用いた通信
の研究報告がある (20)．2010 年頃には，国内でも水
中での光通信の実用実験が複数の技術チームでなさ
れ，太陽誘電と東洋電機の合同チームでは，NHK
の水中撮影ダイバー向けの高速光無線通信装置のプ
ロトタイプが発表された．しかし，市販機となる
と，世界でも数社しか販売していない．この中に
は，海洋研究開発機構の澤 (21) が協力し，島津製作
所が製品化した水中光通信装置が含まれている．ま

 図 4 　 懸濁粒子とイエローサブスタンスを含む海水の波長
スペクトル

（筆者が原本 (17) 中の Fig 4.2.6 を再描画した）
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た，2019 年には，KDDI 総合研究所がスマホの海
中無線化実験を，水中光通信を利用してデモスト
レーションした (22)．このような海中の光無線技術
を発展させる目的で，2018 年に ALAN コンソーシ
アム（用語）が立ち上がり，定期的な情報交換会が開
催されている．実環境を考慮した実験研究には台風
後の海水混濁時の光伝搬特性の報告 (23) がある．光
通信は秘匿性が高いことから，米海軍などは本格的
な利用を検討していると思われる．光による海中無
線給電の研究については，宮本 (24) がレーザを利用
した海中給電について基礎的な取組みを進めてお
り，課題や解決方法を提案している． 

以上のように，海中の光無線技術としては，主と
してライダによる可視化と通信の研究が行われてい
る．ライダについては，欧米で製品化が進んでお
り，国内もそれに追従する動きがあるが，国内市場
が形成されていないのが問題である．水中光無線通
信については，基礎研究は多く，製品化も国内外で
なされている．しかし，広く水中の現場で使われて
いるという話はほとんど聞かない．私見ではある
が，光通信装置の実用化には，Ka バンドや光の衛
星通信と同じく，廉価な自動光軸合わせのシステム
が必須なのである．光通信装置の本体だけでは，固
定点間であったとしても，水中で光軸を合わせるこ
とが非常に難しい．移動体では光軸の追尾がなけれ
ば，全く使えなくなる．欧米からは自動追尾の論文
が出始めているが，国内では追尾装置には研究費が
出ないため，開発が進んでいない．このほかに，コ
ストを下げることが水中光通信の課題である．現在
開発されている水中光通信装置は，耐圧容器内に回
路と素子を配置し，光学ウィンドにより防水と耐圧
を実現している．この耐圧容器を従来の水中系企業
が製作すると，1 個当り 100 万円を超える価格と
なる．これでは，幾ら水中通信ユニットを廉価に
作っても安くならない．中国製の水中ロボットを見
ると，数百 m 耐圧のものでも，数十万円の価格で
販売されている．当然カメラを搭載した耐圧容器込
みの値段だ．つまり，技術者たちは，自分の専門だ
けをこなして，後は専門家にお任せとしてしまって
は，いつまでたっても市場に食い込めないのであ
る．日本でも耐圧容器製作は，普通のケース製作と
変わらないというぐらいにし，廉価に製作していく
べきだ． 

２. ３　水中電磁波 
ここでは，「電波」でなく「電磁波」という単語

を使わせて頂く．どうしても「電波」という単語か

らは，ファーフィールドにおける，ポインティング
ベクトルによるエネルギー伝送のイメージになって
しまうからだ．先にも述べたとおり，水中では電波
は減衰してしまうので使えない．より厳密に電磁波
エネルギーの水中減衰について考えると，対象の場
を，導電率が 1(S/m) よりはるかに低い真水の場と，
導電率が 1(S/m) より大きい塩水（海水）の場に分
けて考える必要がある．（物理的には，純水とイオ
ンが含まれた水に分けた方が正確であるが，実用上
の感覚では，上記の分け方が適当と思われる．） 

真水には少しのイオンしか混じっていないため，
導電性が低くなる．一般に，電磁波エネルギーはイ
オン伝導によって失われると考えられているから，
真水での電磁波の減衰は僅かと言える．この場合の
電磁波エネルギーの水中での散逸メカニズムを簡単
に解説しよう．純水であれば，H2O 分子しか含ま
れていない．H2O 分子は分極構造をしており，変
動する電磁界が加えられると電界によって回転振動
する．（磁界では振動しない．）水分子が単体である
場合，回転によって放射が起こることから，エネル
ギーの散逸はないはずである．しかし，実際の水の
H2O 分子は，水素結合によって緩く結ばれており，
熱運動によって，水素結合は結合・分離を繰り返し
ている．ここに電磁界を加えると，当然，水分子は
振動しようとして，水素結合の分離・再結合をしよ
うとする．外部から印加される電磁界の振動数が高
くなるほど，この結合の分離・結合の速度が速くな
り，熱的に安定した状態から逸脱する．これによっ
て，分子のランダムな直線運動が生じてエネルギー
を散逸する．一般には GHz 帯に入ると，この散逸
が大きくなることが知られている (25)． 

海水のエネルギー散逸メカニズムは非常に複雑
である．一般には，イオンの移動のためにエネル
ギーが使われるように考えられているが，そんなに
シンプルではない．ここからは筆者の仮説 (26) であ
るが，おおむね，次に述べる振舞いによって電磁波
エネルギーが失われていると思われる．海水に入射
された電磁波のうち，電界成分が水分子の回転振動
を誘起する．ナトリウムイオンなどは，周囲に水分
子が結合した水和状態になっており，電磁界による
イオンの運動はほとんど起こらない．水分子が振動
すると，水分子の近くにいる水和イオンの結合力の
おかげで，すぐに水分子はランダムな直線移動を開
始する．これによって，水分子の振動は低下し，電
磁波エネルギーは水分子と水和イオンの直線移動の
ために使用される．これがエネルギー散逸メカニズ
ムの定性的な表現である．しかし，この描像には，
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海中に導電電流を作る媒体が抜けている．直流印加
時は，ナトリウムや塩素イオンがゆっくり移動する
描像は成り立つが，交流電磁界の場合は，上述のよ
うに，ほとんどイオンは動けないはずである．で
は，何が交流導電電流を媒介しているかという確証
がいまだとれていない．今のところ，プロトンが媒
体になっている可能性があると考えて (26) 実験を進
めると同時に，プロトンが導電電流を媒介するモデ
ルが成立するか検討をしている．さて，ミクロの物
理はこの辺で切り上げ，海中の電磁波エネルギーの
伝達は，導電物質中の電流の広がりと同等であると
考えて，次の話題に進めていこう． 

海中通信の実用化は潜水艦の超長波通信が最初
である．日本で潜水艦通信が開始されたのは 1941
年頃だ . 海中通信の本格的な研究は 1960 年前後か
ら盛り上がりを見せた．空気と海水間の問題は，
Banos(27) をはじめ，他の研究をベースに King(28) に
よって体系化された．King が定式化したラテラル
波は，浅海実験において現れ，初学者の計測データ
解釈を間違わせる．ラテラル波は海中を波源とする
電磁波が，最短距離である海中よりも，損失が少な
い気中を通り海中に再入射して，受信される波であ
り，アンテナ深度が数 m の浅海実験では非常に優
勢な波となる．Al-Shammaʼa ら (29) は，短波帯で
1,000 m 程度の海中通信が可能という実験結果を
報告した．彼等の実験ではアンテナ深度が数 m と
なっていること，使用する周波数が MHz 帯である
ことから，ラテラル波は観測されないはずなので，
彼等の実験が正しければ，海底などの想定しない伝
搬経路があったのだろうか． 

現在，国際的な海中電磁波の研究・開発は，それ
ほど盛り上がっていない．海中では音波に比較し，
指向性が弱く環境条件の変化に鈍感であることか
ら，磁気誘導を利用したセンサネットワークの研究
が比較的多い．また，低周波の電磁波は異種の媒質
があっても透過性があることから，海底・海中・気
中，海中・海氷・気中といったような，3 種類以上
の異なる媒質間通信の検討がなされている．一方，
2021 年現在，海中電磁波の研究が国内で盛り上が
りを見せている．佐藤ら (30) の海中アンテナの動作
解析，石井ら (31) の擬似スケールを利用した海水中
の伝搬実験，滝沢ら (32) の海底埋設物探知装置の試
作，高橋ら (33) の海中位置推定計算，江口ら (34) の
海中電力伝送などがある．既に市販されている海中
電磁波応用機器には，坂田電機の地盤沈下モニタリ
ングシステム (35) があり，全国で 250 を超える採用
実績がある． 

海中で利用できる電磁波は長波帯前後であるに
もかかわらず，石井 (31) が示すように指数的減衰が
距離とともに支配的になることから，サービスエリ
アが数十 m 程度に限定される．しかし，河川・港
湾の設備点検など，浅海の作業フィールドにおいて
は，マルチパスの影響によって音波は非常に使いに
くく，また装置のコストが高くなり，インフラ点検
の道具にはなりにくかった．こういった場面では，
サービスエリアが 30～40 m であっても実用上は
十分で，どちらかと言えば，安定した電磁波の方が
都合が良い場合がある． 

 3 将来展望
日本では少子高齢化と極点社会（用語）が同時に進

んでいる．陸・海・空を考えたとき，既に衰退が進
んでいる海洋産業は，開発に携わる人材が少ないこ
ともあり，真っ先に投資対象から外されそうであ
る．しかし，日本の強みは何か．広大な海があるこ
となのではないだろうか．将来の産業に海を生かさ
なくては，土地当りの人口密度が圧倒的に高い日本
は生き残れないのではないか． 

私たちは，新しい空間を開拓する際には，必ず，
そこの地図，そこへの移動方法，そしてコネクショ
ン方法を用意するはずである．水中無線技術は，こ
のように，新規開拓に必須の技術である．使う必要
が出る前に，私たちの「知的好奇心」を原動力とし
て，基礎技術を蓄えておくべきである．こうして近
未来の世界に冠たる水中技術国家を目指すべきだ． 

さて，掛け声だけなら誰でも掛けられる．実際に
水中にはビジネスポテンシャルがあるのか．答えは

「YES」である．まず，浅海域に限定して考えると，
漁業養殖の生産性向上がある．日本はノルウェーに
比較し，十分の一の生産性であり，技術によって生
産性向上のポテンシャルは非常に大きい．日本も

「獲る漁業」から「育てる漁業」に移行すべきであ
る．漁業を含む一次産業を復興させないと，既に低
い我が国の食糧の自給率 36% が，更に低下してし
まい，国際競争力がなくなってしまう．私たちは海
からたん白質源を供給すべきで，これまで全くロ
ボット化，ICT 化を進めてこなかった漁業・養殖に
急激な技術革新を与える機会が目の前にある．ま
た，河川・港湾の設備点検であるが，国交省の報告
では，2030 年までに点検・補修が必要なインフラ
市場は 5～8 兆円と見積もられている．これらのか
なりな部分が水中にある．点検・補修が進まなけれ
ば，昭和の建設物は利用できなくなってしまう．こ
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れらの手助けをするのも，ロボットと ICT 技術で
あり，水中無線技術が，これらの利用に際して重要
な技術ポジションを占めることになる．更に，
2050 年のカーボンニュートラル達成を目指した，
洋上や海中の発電設備や，温室効果ガスの計測・回
収・貯留を行う設備も，洋上展開される可能性が非
常に高い．また，かねて言われている，深海の海底
資源の利用ビジネスも将来的には現れてくる．この
ように，水中・海中の新規ビジネスポテンシャルは
非常に高く，我が国の優位性を出すためにも，進め
て行かなくてはならないだろう． 

本稿に続いて，各論として，それぞれの水中無線
技術について，最新の技術の紹介がなされるはず
だ．それらを読んで頂いた後，再び総論である本稿
を読んで頂き，基礎技術からビジネスまでの道筋を
模索して頂ければ幸いである．是非，あなたも水中
無線技術に手を染めてみませんか．

■ 用語解説

・シンギュラリティ 
レイ・カーツワイルの仮説であり，人間の頭脳が

及ばないほどに優秀な知性が誕生するという説． 
・ポストトゥルース 

客観的な事実よりも，感情的な概念に訴える方が
影響力がある社会・状態． 
・フォアキャスト・バックキャスト 

フォアキャストは現在・過去のデータにより，来
るべき未来を予測する．バックキャストは反対に，
ある時点の未来を予測・定義し，そうなるために，
何をするべきか考える手法． 
・ALAN コンソーシアム 

水中を一つのネットワーク環境と捉え，光技術に
よってディジタルディバイト地域である水中の環境
を改善することで，新たな市場を創ろうと考え，産
学官連携で設立されたコンソーシアム． 
・極点社会 

少子高齢化が進む地方から大都市に人口が一極集
中すること．増田レポートが有名．
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 1 はじめに
電波が急激に減衰してしまう水中において，水中

音響通信技術は無線通信を実現するための主要技術
である．特に，数百mを超えるような通信距離を対
象に考えると，現在のところほぼ唯一の実用的な通
信手法と言える．
水中音響通信技術の歴史は意外と古く，第一次世

界大戦期にモールス信号による交信装置が開発さ
れ，これを潜水艦に装備したことに端を発する（1）．
第二次世界大戦末期に米軍によって開発された，9 
kHz 帯送波器を用いたAM変調方式の通信距離 30 
km，200 字／分の文章通信装置の開発や，潜水艦
用水中通話機の開発は現代的な通信装置開発の黎明
期の事例として知られている（2）．陸上無線通信と時
を同じくして，1970年代から80年代にかけては水
中音響ディジタル通信技術の黎明期であり，コヒー
レント変調方式を用いた通信手法の研究が盛んに行
われた．国内においても1980年代後半～90年代に
か け て，20 kHz ±4 kHz 帯 域 で 差 動 QPSK
（Quadrature Phase Shift Key ing）変調を用い最小
二乗フィルタによる等化を行う画像通信用モデムが
開発され，有人潜水調査船「しんかい 6500」に搭
載・運用された（3）．1990 年代半ば頃から2000 年
代にかけては，空間ダイバーシチ受信を考慮した適

応等化技術（4）～（7）やマルチキャリヤ伝送（8）～（10）の研
究報告が盛んとなった．2010 年代までには，多く
の水中音響通信モデム製品が流通するなど，今後の
市場動向も注目されるところである．近年では
MIMO/Multi-User 通信などの研究も盛んになり，
海中－海上の複数無人機間通信に関する装置が開
発・実証されるなどしている（11）．
これまでの研究から，水中音響通信では大遅延を

伴うマルチパス干渉や，大きな時変動，送波器・媒
質の狭帯域特性によって通信の安定化や高速化が難
しいとされている．また，陸上無線通信とは伝搬に
関わるパラメータのオーダーが著しく異なるために，
通信処理の方法論は異なる部分が多い．例えば，陸
上無線通信において誤りが生じた場合に利用される
自動再送要求（ARQ）のような手段は，数 km遠方
との通信では伝搬速度が低速であることから，片道
数秒単位の時間を要するため実用的ではない．また，
伝搬特性が海域・季節・計測タイミングによって異
なることから，一般化された伝搬路モデルが今のと
ころ存在せず，画一的な評価方法が定まっていない
ために，実際に海洋で信号を観測するまでは通信処
理手法の実用性を検証することも難しい．
さて，本稿では水中音響通信技術の概説を目的と

する．初めに水中音響伝搬路の特性を概説し，水中
音響通信の物理層における技術的アプローチを紹介
する．最後に，幾つかの特徴的な伝搬環境における
水中音響通信の実例について紹介する．
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Summary 近年，海洋科学調査にとどまらず，海洋資源開発・インフラ開発や国家安全保障など多くの分野で水
中無人ロボットや水中センサを活用した技術体系の構築が進められている．海中機器と海上のプラッ

トホーム間で通信ネットワークを構築するために，多くの有線・無線の通信技術が研究開発されてきた．海中の電波伝搬
特性などにより数十ｍ以下程度の近距離通信環境を除いて，水中音響通信技術は唯一の無線通信手段として発展してきた．
　本稿では，水中音響通信技術について主に物理層における技術的アプローチを紹介することを目的とする．初めに水中
音響通信伝搬路の特徴について物理パラメータを基に概説し，続いて通信距離と周波数特性の関係から必然的に狭帯域特
性となることを明かす．また，水中音響通信伝搬路の送受波ジオメトリによる特徴を概説する．水中音響通信に特徴的な
伝搬特性に対して有効とされる技術の解説を行って，幾つかの実海域データにおける適用例を紹介する．これから水中音
響通信を始める技術者・研究者の助けとなれば幸いである．
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 2 水中音響通信伝搬路の基本的特性
２.１　媒質速度とパラメータ比較 
水中の音響波伝搬速度は，温度や塩分濃度に依存

する関数として近似でき，約 1,500 m/s 程度であ
ることが知られる．空中の電波と比較すると，約
20万分の 1の伝搬速度であることから，同程度の
距離を対象とした通信路の特徴は大きく異なる．
表 1は，移動体通信における電波伝搬と水中音

響通信のパラメータ比較を行ったものである．表 1
の伝搬遅延時間は水深 200 m，水平距離 1 km程
度の環境で 2～3波のマルチパス波が受信される場
合を想定したものである．表で示したように，二重
選択性の指標としてドップラーシフトと遅延時間の
積を用いると，水中音響通信伝搬路の二重選択性の
厳しさが桁違いであることが理解できる．

２.２　送受波器と送波音圧レベル 
水中音響通信信号を送受波するために，電気－機

械－音響の三つの系にわたる電気－音響変換器であ
る水中音響トランスデューサが利用される．通信用
途で利用される水中音響トランスデューサは，主に
チタン酸ジルコン酸鉛（PZT）などの圧電材料を利
用した，圧電振動子が用いられている．様々な機械
構造を工夫することで，およそ数百Hz から数百
kHz 程度まで，幅広い周波数帯のトランスデュー
サが構成可能である．
さて，実際に送出可能な信号レベルについて考え

る．海洋中の音響波の基準音圧を 1 µPa とした場
合に，海水の音響インピーダンスを Zsw（≒ 1.54 
sMPa・s/m），入力電力をW，電力効率η，指向
性利得をDI，とすると，送波音圧レベルは，
SL  = 10 log（ZSW） + 10 log（ηW） + DI

= 171 + 10 log（ηW） + DI
となる（12）．指向性利得を無視すると，消費電力 1 
W当り約 171 dB.re.µPa 程度の音圧が得られるこ
とになる．音源の帯域幅は構造によって様々ではあ

るが，通信用途では比帯域で 0.2～0.5 程度のもの
が多い．一般的にはカバーエリアを広くとるため
に，球形や円筒形の素子・指向性を用いた音源を用
いることが多いが，想定する通信系によっては，指
向性音源を使用することで，電力効率良く高い音圧
を送出することや，伝搬路を空間的に選択すること
で通信の安定化を図ることもできる． 
図 1 に，水中音響計測で広く用いられる球形素

子を用いた無指向性水中音響トランスデューサの構
造と送受波感度特性（インピーダンス整合回路を含
む）の一例を示す．半球形 PZT素子を合わせて球
形の駆動部を構成し，ゴムモールドによって防水処
理を施したものである．送波特性は，1 Vrms 当り
に送出される距離 1 mでの基準音圧（1 µPa）に
対する送波音圧レベルで規定され，図 1を例にと
ると 25 kHz においては約 155 dB/V 程度となって
いる．受信特性は，1 Vの受信電圧が生じるために
必要な音圧レベルで規定された受波電圧感度から計
算される．図１の例では，20 kHz の周波数でおよ
そ受波電圧感度は-190 V/dB 程度であり，これは
190 dB の音響波を受信したときに 1 Vの受信電圧
が得られることを意味する．また，増幅器などの内
部回路を含まない場合，基本的に圧電素子を用いた
トランスデューサは送受波器として用いることが可
能であるため，単一のトランスデューサで送・受波
を切り換えて使用することも多い．
水中音響トランスデューサの機械系共振周波数

は多くの場合で PZT素子の電気系共振周波数（数

表1　電波伝搬と水中音響伝搬の比較

パラメータ 電波伝搬 水中音響

キャリヤ周波数 800 MHz 20 kHz

遅延時間 10 µs 15 ms

移動速度 100 km/h = 27.8 m/s 3 kt = 1.54 m/s

ドップラーシフト 74 Hz 20.5 Hz

ドップラーシフト
×遅延時間 7.4 × 10－4 0.31

図1　水中送受波器の構造の特性の例
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十～数百 kHz 程度）よりも低くなるため， 用いた
い信号の波長に応じて寸法が変わることも特徴の一
つである． 

２.３　水中音響波の吸収減衰損 
電波と比べて吸収減衰による損失が小さいとは

いえ，水中音響波も周波数が高くなるにつれて吸収
減衰損失量は大きくなる．このために，km単位の
距離を対象とした通信では数十 kHz 程度までの周
波数帯を利用した通信を行う．
図 2は，吸収減衰の経験式（13）から求めた，水深

100 m，pH 7.8, 水温 20 ℃ , 塩分濃度 38 ‰にお
ける伝搬距離 km当りの吸収減衰損である．高周波
帯域においては急速な吸収減衰の影響を受けるロー
パス形の伝搬特性になるため，電波通信と比較して
狭帯域特性に制限されることとなる． 

２.４　水中の雑音 
吸収減衰特性によって高周波帯域の利用が制限

される一方で，特に低周波帯域においては様々な海
洋雑音の影響を考慮する必要がある．水中音響通信
では，船舶，風，波，生物雑音など様々な要因から
雑音の影響を受けることとなる．水中雑音に関して
は，Wenz による雑音スペクトルの経験式（Wenz
曲線）（14）が広く実用的に用いられている．図 3は，
Wenz 曲線において風速を 0, 10 m/s とした際の雑
音スペクトル密度を青線，赤線でそれぞれ示したも
のである．図中の線，破線，鎖線はそれぞれ近傍の
船舶活動がほとんどない場合，中程度，高密度に
なった場合の雑音曲線を示している．1 kHz 以下
の帯域においては，船舶航行雑音による影響が大き
く寄与する．航行する船舶の密度によって，ごく近
傍の船舶の影響がない場合でも 1 kHz 以下の雑音

はおよそ 65～85 dB/√ Hz 程度とされるが，近傍
船舶が存在する場合や周辺海域の航行量が非常に多
い場合などでは更に大きくなる．1 kHz～数十 kHz
の帯域においては，風浪による海面擾乱起因の雑音
が支配的となって雑音環境を大きく左右することと
なる．また，100 kHz 付近以上の周波数帯では，
受波器の熱雑音が支配的となる． 

２.５　周波数帯域と通信距離 
以上のように，高周波帯域では強い吸収減衰によ

る損失が生じ，低周波帯域では環境に依存した高レ
ベルの雑音環境となることから，送信エネルギーが
有限であることを考慮すると，通信距離に応じて周
波数選択を行う必要のあることが分かる．
図 4は自由音場（境界や媒質変化のない球殻拡

散伝搬）を仮定し，送信音圧レベルを 0 dB とした
場合に SN比の周波数依存性を，距離 5，15，25，
50 kmについて示したものである．吸収減衰損は
図 1の曲線を使用し，雑音レベルは図 2中の最も
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図2　吸収減衰の周波数特性 図3　海洋の雑音特性の例

図4　SL=0 dB時の各伝搬距離SN比特性
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雑音の大きい，風速 10 m/s かつ船舶航行が盛んな
環境における曲線を想定している．図 4の曲線か
ら，伝搬距離に応じて最適な周波数が選択され得る
ことが分かる．ここでは，およそ 5, 15, 25, 50 
kmの距離に対して，それぞれ約 12, 6.5, 4.5, 2.5 
kHz の周波数を選択することが最適なエネルギー
効率で音響信号を受信できることが示されている．
このように，長距離での通信を行うためには低い

周波数帯を利用する必要がある．水中音響通信では
このような検討に基づき，所望の SN比や電力条件
などアプリケーションに応じて使用する周波数帯が
選択される．以上のような周波数制限によって水中
音響通信の速度と距離の関係は，過去の研究では水
中音響通信速度はおおむね 40km・kbit/s と距離と
通信速度の積で表され，反比例の関係となっている
と評価されている（15）．また，現在のモデム製品群
の仕様値についてもおおむねこの程度となってい
る（16）．
ここまでで紹介した水中音響通信における物理

パラメータを用いると，水中音響通信における基本
的なレベルダイヤグラムが作成できる．ここでは一
例として，16-24 kHz 帯域で送波音圧レベルを
185 dB で送出し，距離 50～3,000 m をカバーす
る通信を考える．図 1を例にとれば，約 30 Vrms
で送波器に信号入力することに相当する．受波感度
を -190 V/dB，受信段でプリアンプとして 40 dB
の増幅を用いた場合に，図 5のようなレベルダイ
ヤグラムが作成できる．拡散損としては球殻拡散に
よる幾何的損を想定した．伝搬環境によって拡散損
が大きく変わるほか，用いる周波数帯によって様々
であるが，吸収損による影響が大きくなることが読
み取れる．また，遠方での送受信を考慮すると，ハ
イドロホン出力段において，多くの場合で数十～数

百 µV程度の微小電圧を受信信号回路において取り
扱うことに留意する必要がある．

２.６　水中音響チャネルの時間変動性 
水中音響チャネルの時変動性は様々な時間のス

ケールで観測できる．水温や海流の変動を伴う季節
変動，潮位の影響などの長期的な影響は試験データ
の再現性に影響を及ぼす．通信信号処理において大
きな影響を及ぼす時変動の主要因は，水面の動的変
動とプラットホームの運動である．
水面では，天候等によって様々な波長の波が重畳

することで粗い動的境界面となり，音響波が複雑に
反射・散乱・回折して伝搬応答を形成することで，
振幅や遅延プロファイルが大きく変化する．また，
水面の移動によるドップラー効果によって周波数方
向にも分散した伝搬応答となる．そのほかの影響と
して，水面付近には，微細な気泡などの散乱体が多
く生じているため，これらの影響による変動も存在
する．
運動の速度や方向が一定でない場合には，音響波

の入射角との射影成分に応じてドップラーシフト量
が大きく時間変化する．多くの場合，通信信号の時
間スケールに対してドップラーシフト量変化が無視
できないため，何らかの位相補償を要することとな
る．図 6は，海中の送波器から 18 kHz 中心の信号
を送出し，海表面を移動する小型船舶で受信した際
の時間－周波数シフト量を正規化して相対パワー値
で表示したものである．上側のグラフは当該受信
データの伝搬時間応答の包絡線である．送受波の相
対位置の移動によって，大まかに周波数シフトが約
20 Hz 程度生じ，加えて船体動揺等による影響で
受信パスごとに異なる周波数シフトが生じているこ
とが分かる．

図5　水中音響通信のレベルダイヤグラム例 図6　小型船舶にて受波した移動体伝搬応答
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また，移動体通信において運動状態に制約のない
通信系を構築する場合には，送信系は少なくとも無
指向性となるために，エネルギー効率が落ちること
となることに留意しなくてはならない．指向性音源
を使用した場合には，プラットホームの動揺や位置
関係の影響で受信レベルが激しく変動し，信号検出
が困難となることもある．

 3 鉛直／水平方向通信伝搬路
３.１　水平方向水中音響伝搬路 
水平方向に信号を送受波する水中音響伝搬路を

考えた場合，一般的に海洋の音響波は海面－海底に
挟まれた薄い海水の層中を伝搬することになる．こ
のとき，音響波は海面－海底の空気－固体境界にお
いて反射して伝搬するため，図 7のような両境界
で多重反射するマルチパス環境となる．
現実的な海洋の音響伝搬路は水中の音速構造や

海底の幾何構造によって様々な様相となる．水中の
音速は主に温度・塩分濃度・深度（圧力）の関数と
して，算出できることが知られている（12）,（17）．浅

部においては，水温が支配的となり表層の高温水の
影響で高音速になり，水の密度（約 4 ℃で最大）
の影響で深部に行くにつれて低温・低速となる．深
海域では，水温の安定する水深約 1,000 m 前後に
おいて音速の極小点をとり，更に水深を増すごとに
静水圧の影響で音速は上昇する．音響波は境界面で
の反射に加えて，音速プロファイル（音速の深度依
存性）に従って屈折伝搬をする．
図 8は，水深 300 m 程度の海域で 10 km にわ

たって音響波伝搬シミュレーションを行った例であ
る．図 8（左）に実海域計測データを使用した音速
の深度プロファイル，図 8（右）に音源の周波数を
6.5 kHz 指向性を ±20 度として計算した音圧の損
失量分布を距離深度平面にカラーマップ表示してい
る．音響波は音源近傍でおおむね均一に伝搬する
が，音速プロファイルに従って屈折することで徐々
に伝搬路の包絡線（caustics）を形成し，距離が延
びるにつれて低速度層へと集中する様子が分かる．
中長距離で通信を実施する場合には，低音速層にて
送受波を行うことで受信音圧を稼ぐことができる
が，多重に屈折・反射波が受信されることにより非
常に遅延量の大きい伝搬応答となる．一方，高速度
層となる表層で，特に図中上部に赤点線で示した
caustics の直上に当たるエリアでは，音圧がほとん
ど伝わらない結果となっている．これを Shadow 
Zone と言い，音速プロファイル形状と位置関係に
よって生じる特徴的な現象である．
中長距離の水中音響伝搬応答の実例として，図 9

（上）は水深 100 m 前後，距離 2 km で船舶から
送・受波器を水深約 50 m に吊下して 18 kHz±4 
kHz の周波数掃引信号を送受波した際の伝搬時間
（横軸，図 9（下）と共通）応答を受信時刻（縦軸）

図7　水平通信伝搬路の概念図

 図 8　水平方向音響波伝搬シミュレーションによる音圧分布の計算例
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ごとに並べたもので，信号の相対音圧を dBスケー
ルでカラーマップ表示している．計測の間，船舶の
操船は行っておらず，水平位置関係はほとんど変化
していない．図中の約 1 ms 付近に安定して記録さ
れているのが直接波，以降が海面・海底と反射して
伝搬した経路についての応答であり，それぞれ図中
にD，S，Bと表記している．BS，SB などは海底
－海面，海面－海底でそれぞれ多重反射する経路を
伝搬した応答を表している．図 9（下）は，図 9
（上）で表した時間応答について，全データ平均応
答及び各データについての到達ピーク検出結果のパ
ワーを表示している．まず，図 7では時刻 1 ms に
記録されている直接波よりも，3 ms 以降に記録さ
れている遅延波の振幅が大きい非最小位相系の応答
となっていることが理解できる．また，ピーク検出
結果から直接波の振幅変動が比較的小さくなってい
るのに対して，後続波では振幅の時間変動が大きく
なっていることが分かる．更に直接波及び海面／海
底一次反射波は，受信時間分布がほとんど変化して
いないのに対して，多重反射波は大きな振幅変動に
加えて伝搬時間変動を生じている．これは，海底・
海面の粗境界面における散乱現象が多重に寄与する
ことで伝搬応答が時間的に分散し，加えて海面は動
的境界（加えて海面近くの気泡の有無などの影響も
受けることを付記しておく）となるために不規則な
変動が生じた結果と考えられる．このことは，平均
応答のグラフとピーク検出値の分布を観察すること
でも理解できる．準静的な直接波，一次反射波と静
的境界面を仮定した際の多重反射波に近い伝搬路で
は，平均応答曲線にピーク検出値の寄与が見られ
る．一方で散乱によって動的に変動した応答はラン
ダム性が高くなり，その振幅分布が平均応答に寄与
しない傾向となる．
このように，中長距離の水平方向伝搬路では非最

小位相系のインパルス応答，かつ遅延波が大きく時
変動する応答となることが特徴的である．加えて，
各経路の伝搬時間差が大きく，スパースなマルチパ
ス群として受信される傾向となることも水中音響通
信の特徴と言える．

３.２　鉛直方向通信伝搬路 
水中音響通信では，送受波器配置が鉛直方向の関

係となる中長距離通信の場合は通信が比較的容易と
されている．中長距離の鉛直方向通信の場合は，海
面の船舶と深海の観測プラットホーム（海中ロボッ
ト，係留系など）との通信が主な対象となる．この 
ような場合には，直接波と送受波器後方からの海

底・海面反射波の干渉が主たる伝搬特性となるた
め，反射波を取り除くように送受波器の指向性を工
夫することで干渉成分の除去を物理的に行うことが
容易である．特に，大きな船舶を用いた場合には船
舶動揺による影響も小さくなるため，比較的単純な
受信処理構成で通信を実現することができる．
鉛直方向通信の指向性トランスデューサとして

は，図 10のようなランジュバン形素子を用いたも
のが代表的である．PZT リング素子をフロントマ
ス（放射側）とリアマスで挟み込み，ボルトで締め
込んだ構造で，両端マスの質量により PZTリング
単体よりも共振周波数を下げることができ，小形で
低周波の送波器を製作できる（12）,（18）．放射面には
音響整合層を設けることで，効率的に音響波を送出
できるように工夫される．フロントマス面積を広げ
ることや，アレー化することで放射面の面積を広げ
ることで，放射面方向に円すい形の指向性で音響波
を送出でき，放射面側は指向性利得で高感度なトラ
ンスデューサとなる．（２. ２で示した送波音圧レ
ベルのDI 項の値が大きくなる．）また，リアマス
の質量を大きくすることや背面側の固定方法を工夫
することで，背面側の感度は小さく抑えることがで
きる．受波器には，ここで紹介したような指向性ト
ランスデューサを指向性受波器として用いるほか，
受信系をコンパクトにしたい場合などは図 1のよ

図9 水平方向伝搬路の時間変動性
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うなトランスデューサのうち小形のものをアレー化
してダイバーシチ受信系を構成することが多い．

 4 通信信号処理手法
４.１　シングルキャリヤ－DFE 
水中音響通信では，マルチパス干渉とドップラー

効果による厳しい二重選択性に対処するために時空
間等化器によるアプローチが求められる．対象ユー
ザ数が限定的な場合の中長距離通信では，実効電力
が高く時間領域等化器の直接的な取扱いが可能なシ
ングルキャリヤによるシリアル伝送方式が用いられ
ることが多い．
シングルキャリヤを用いた信号処理法としては，

判定帰還形等化器（DFE）を用いた受信信号処理ス
キームが広く用いられている（4）,（5）,（7）．図 11 は，
シングルキャリヤ伝送路において多チャネルの判定
帰還形等化器を用いた場合の受信信号処理シーケン
スである．この方式の処理の流れを下記に記載す
る．
①  多くの場合比帯域が大きいために各周波数成分

に対するドップラーシフト量が帯域内で大きく
異なる問題から，キャリヤ補正のみではドップ

ラー補正が不十分となる．このためキャリヤ補
正に加えて信号の伸縮補正を実施して，ドップ
ラーシフトの直流成分を各周波数成分について
取り除く（4）．

②  フィードフォワードフィルタ（FF）とディジタ
ル位相同期（DPLL）による特性補償と位相シ
フト補正を実施した信号を受波チャネル加算す
る．

③  フィードバックフィルタ（FB）出力により，干
渉成分を除去する．

④  誤差出力を用いて FF, FB, DPLL の係数更新を
同時に行う．

水中音響通信では通信信号区間内においても位
相が大きく乱れる傾向にある．このため逐次的位相
追跡を行う必要があり，二次のDPLL を DFE に埋
め込んで逐次補正することで時変動への対応を強化
している．FFのタップ長と遅延量の関係によって，
多くの場合ダイバーシチ合成／マルチパス除去のど
ちらかに解が収束して処理は安定する．非最小位相
系応答に対しては，上記の FFによる空間ダイバー
シチ処理の効果に加えて，FBによる非線形処理に
よって干渉を抑え込むことが可能である．
DFE を用いた処理系は非常に強力であるが，演

算量が多く，消費電力が大きくなる傾向にあるた
め，AUV（水中無人探査機）や母船など比較的大
形のプラットホームに搭載するモデムで採用される
ことが多い．

４.２　OFDMと時変動対策 
水中音響通信においてもブロック伝送方式は多用

されている．特にOFDM（Orthogonal Fre quen cy 
Division Multiplexing）などのマルチキャリヤ信
号を用いた通信手法の研究開発が近年では主流の方
式と言える．一方で中長距離通信においては，距離

図10　ランジュバン形トランスデューサ模式図

 図 11　多チャネルDFE処理ブロック図
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10 km以上の水平方向通信のようなマルチパス遅
延が大きく低周波で帯域幅が狭い系での適用は余り
現実的ではなく，数 km以下の通信距離での適用例
が多い．
さて，マルチキャリヤ信号を用いたブロック伝送

方式では，時々刻々と変化する伝搬応答によって
キャリヤ間干渉（ICI）が発生するため，水中音響
通信伝搬路の急速な変動に対応するために幾つかの
特徴的な対策が取られる．ここでは周波数方向にパ
イロット信号を配する場合について紹介する（10）．
水中音響通信のOFDM信号処理では，パイロッ

ト隣接サブキャリヤを積極的にヌルサブキャリヤと
することで，ドップラースプレッドによる信号パ
ワーの漏れ込みを検出して，周波数シフト量の推定
を行うことが多い．ヌルサブキャリヤを活用した方
式での処理スキームを図 12に表す．処理の流れと
しては，

①  プリアンブル－ポストアンブル信号などで同期
した結果を利用し，信号の伸縮補正を実施する．
更に信号ブロックを分割してベースバンド変換，
IFFTを実施する．

②  ヌルサブキャリヤを利用したパイロット信号パ
ワーの漏れ込み量を指標として，キャリヤ周波
数シフト量をブロックごとに推定して，補正を
実施する．

③  キャリヤ補正を行った結果からチャネル推定を
実 施 し て，MMSE（Minimum Mean Square 
Error）や ZFE（Zero Forcing Equalizer）など
により等化する．

信号の伸縮補正を実施する点はシングルキャリ
ヤでの処理と同様である．各ブロックで実施する
キャリヤオフセット補正＋チャネル推定によって， 
block-by-block での逐次的な補償ができるように
試みられている．水中音響通信のマルチキャリヤ信

号では多くの場合，サブキャリヤ帯域幅は数十Hz
程度（例： 帯域幅 10 kHz，サブキャリヤ数 256＝
約 39 Hz）となるのに対して，ドップラーシフト
のスケールが同程度となってしまうことから，ICI
低減のために上記のような多段階の逐次補正が必須
と言える．

４.３　ロバスト通信とスペクトル拡散 
水中音響通信では，FSK（Frequency Shift Key）, 

FH（Frequency Hop）-FSK などの非コヒーレント
変調方式やDSSS（Direct Sequence Spread Spec-
trum）方式を利用した通信手法も広く用いられて
いる．特にコマンド通信や救難信号通信など高い信
頼性が求められるアプリケーションでは，FH-FSK
方式のモデムが利用される傾向にあり，そのほかの
スペクトル拡散方式も含めて確立された技術として
多くの汎用モデムの通信方式に採用されてい
る（16）,（19）,（20）．信号処理が単純化でき，低シンボ
ルレートによる高スペクトル密度化，周波数ダイ
バーシチによる受信環境依存の狭帯域雑音（後述）
の影響緩和，マルチパス波の影響緩和ができるなど
の利点から，送受信電力におけるアドバンテージと
高雑音環境への頑健性が得られるため FH-FSK 方
式が用いられていると考えられる．一方で，シンボ
ル間隔を大幅に超えるような長大遅延が生じる場合
にはマルチパス干渉による影響は無視できず，何ら
かのチャネル等化手法を組み込む必要がある．
このほか，マルチパス干渉や時間・周波数依存雑

音特性などの影響を考慮して，周波数方向あるいは
時間方向に信号を繰返し配置するように拡散して，
ダイバーシチを得る手法も考案されている（20）,（21）． 

４.４　水中音響通信モデムの実現性 
水中音響通信では，空中の無線通信と比較して計

算コストの高い受信信号処理系を用いる傾向にある
と言える．二重選択性が厳しい伝搬特性に対応する

 図 12　OFDM受信処理ブロック図
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必要性が主たる要因である．しかしながら，本通信
分野では使用する周波数帯域が低く，狭いために，
高コストなアルゴリズムを実現するに必要なメモリ
量・処理速度などの実装上のリソースを小さくする
ことが可能である．中長距離を想定した水中音響通
信の場合，送受波間の伝搬時間が秒単位で必要にな
ることで，運用上は処理遅延がある程度許容される
ことも一助となっている．
水中音響通信では，以前からDSP や FPGAを利

用した通信装置が開発されてきた．2000 年代に米
国ウッズホール海洋研究所が開発したMicro-
Modemは 160 MHz, RAM 2 MByte の DSP 基板
による処理を核として，キャリヤ周波数 10 
kHz,15 kHz, 及び 25 kHz の帯域幅 4 kHz の PSK
変調信号あるいは FH-FSK 変調信号による通信を
行う．PSK の受信処理には，最大 8ブランチ入力
に対応した RLS（Recursive Least Squares）アル
ゴリズムに基づくDFE処理を実装している．
近年では，徐々にソフトウェア無線方式のモデム

開発やシステムのオープンソース化も進められてい
る（18）．ドイツの Develogics，Evologics，シンガ
ポールの Subnero がオープンソース化，物理層あ
るいはネットワーク層をユーザが定義可能なモデム
を 2010 年代初頭に発表している．また，プロトコ
ル規格化も一部で始まりつつありCMRE（Centre 
for Maritime Research and Experimentation）の
オープンソースプロジェクトから始まった JANUS
プロトコル（22）は，2017 年にNATOの水中音響通
信規格として採用された．
狭帯域特性や低速媒質に加えて，使用環境によっ

て伝搬特性が大きく異なるという水中音響通信の特
徴は，手法の選択・切換えを容易にするという意味
でもソフトウェア無線方式やオープンソース化と相
性が良い．今後の動向が注目されるところである．

 5 水中音響通信の実例
５.１　しんかい6500画像通信 
海洋研究開発機構が所有・運航管理する「しんか

い 6500」は，6,500mの深さまで潜ることができ
る潜水調査船で，1989 年に完成し，1990 年から
現在に至るまで運用されている．しんかい 6500 の
独自技術として，1990 年代当初からディジタル水
中音響通信技術を用いた，母船の「よこすか」への
画像通信が行われてきた．この装置は，20 kHz±4 
kHz 帯域を使用して，差動QPSK 変調方式を用い
た信号で 10 秒に 1枚のペースで 256×240 画素の
データをビデオカメラからキャプチャして伝送し，
船上の処理部で等化・モニタに表示する単向通信シ
ステムである（3）．ここでは，2018 年に開発・運用
開始した，新型機について紹介する．
しんかい 6500 の画像通信では単向通信を行って

いるが，しんかい－よこすか間では測位信号と水中
通話機による音声通信信号のやり取りが発生するの

 図 13　 しんかい6500通信信号の受信信号
パワースペクトル特性

 図 14　しんかい6500通信装置の基本構成
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で，それぞれが干渉しないように周波数割当が行わ
れている．図 13は，よこすかが測位信号と画像通
信信号を同時受信した際の周波数スペクトル図であ
る．約 7 kHz，14 kHz の測位信号と 20 kHz 中心
の画像通信信号が受信されていることが分かる．こ
のほか，より高周波帯域では，DVL（Doppler 
Velocity Log）やソナーなどの音響機器帯域として
用いられている．水中音響通信では用いることがで
きる帯域が厳しく制限されるため，ほかの機器との
割当に注意が必要である．
画像通信装置の基本構成を図 14に示す．しんか

いの送信ユニットでは，設定により 2～5秒の頻度
でしんかい 6500 に搭載された水中カメラの映像
データをキャプチャし，画像圧縮を行った後にセン
サデータや時刻データをヘッダに加えた信号を，
20 kHz ±5 kHz 帯域でシングルキャリヤ変調
（QAM）してパワーアンプへ出力する．しんかい
6500 と母船よこすかの通信路は，先に述べた鉛直
方向通信に当たることから，送波器・受波器は図
10で示したような指向性トランスデューサを利用
している．送波器指向性は約 20 度程度であるが，
水深 6,500 m においては水平方向に半径 2 km以
上のカバーエリアとなっている．よこすかの受信処
理は単一チャネルのDFEによる等化を行っており，
おおむね図 11 の処理系と同様である（23）．処理結
果の画像データは，船上のモニタに表示され，同時
に船内配信される．実際に，モニタに表示される画
像サンプルを図 15に示す．運用時には，このよう
な海底における作業映像を確認しながら，水中通話
機でやり取りを行って調査を進めている．

５.２　AUV-ASV間通信 
近年の海洋調査では，探査機の無人化が進められ

ており，小形の洋上無人探査機（ASV）とAUV間

の移動体通信需要が高まっている．海洋研究開発機
構においては，周波数分割多重による ASV- 複数
AUV 間 Multi-User 通 信方式が検討されてい
る（11）,（24）．
AUV-ASV間通信のような小形プラットホーム間

鉛直方向通信においては，鉛直方向通信伝搬路で
あっても困難な環境となる（24）,（25）．洋上の小形プ
ラットホームは，海面変動の影響を受けて激しく短
周期で動揺することで大きくドップラースプレッド
が生じる．また，プラットホームの駆動系による雑
音の影響を回避することが非常に困難となる．
図 16 に，17 kHz ±1 kH の通信信号を ASV で

収録した際の，帯域フィルタ通過後通信信号波形と
生波形スペクトログラムを示す．図中の時刻 1秒
から 5秒の間に通信信号が収録されており，主に
雑音や動揺の影響を受けてひずみが生じていること
が分かる．受信信号のスペクトログラムを見ると，
17 kHz ±1 kHz の通信信号（約 0～0.5 秒にかけて
のチャネル計測用周波数掃引信号と約 1～6秒にか
けての変調信号）のほか，約 14，16，18，19，

図15　しんかい6500から送られた海中画像の例 図16　ASV受信信号とスペクトログラム

図17　AUV-ASV通信信号処理結果例
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23 kHz 付近に受信記録時間を通して狭帯域周波数
成分が記録されている．これは主として，ASVの
スラスタを PWM制御する際に制御信号の周期で
モータが振動することで生じた音響波が，連続波状
の雑音として記録されているものである．
図 17 に，図 16 中の時刻約 2秒から 1秒間の信

号について，図 11で示した処理ルーチンを用いて
4ブランチ受信信号処理を行った結果を示す．それ
ぞれ，ペイロード信号のコンスタレーション（左
上），推定誤差（右上），FFフィルタタップ（左下），
DPLL の出力結果（右下）である．受信スロットご
とに信号伸縮の補正を施しているが，FFフィルタ
タップとDPLL 出力からは約 1秒間のスロット内
での時間変動による影響が見られ，π/2 以上の位
相シフトを補正していることが確認できる．また，
コンスタレーションや推定誤差からは，受信信号の
SN比に対して，高い品質でチャネル等化できてい
ることが確認できる．
このように，変動が大きく受信信号品質が不安定

な環境においては，多チャネルDFEのようなダイ
バーシチ合成と逐次的な位相補償を含めた等化は非
常に効果的である．

５.３　水平方向タイムリバーサル通信 
水平方向通信伝搬路では条件によっては，表 1

で示したよりも更に長大な遅延スプレッド環境とな
ることもある．このような系では，マルチキャリヤ
信号のサイクリックプレフィクスによる干渉除去や
時間等化器フィルタによるチャネル推定が現実的で
はなくなってしまう．
大遅延を伴う環境に有効な時空間等化手法の応

用例として，タイムリバーサル通信（TR）がある．
TRは，媒質の相反性を仮定したときに，受波位置
から時間反転波を逆伝搬させることによって送波点
に対して元の送信信号を時空間的に収束できる，と
いう発想を基にしている（26）,（27）．受波アレー側に
おいて伝搬応答を推定しておき，受信信号と伝搬応
答の相互相関処理を行うことで遅延波の位相キャン
セルとアレー重合を実施するパッシブ TR（PTR）
とDFEを組み合わせた手法（PTR-DFE）がよく用
いられる（28）,（29）．図 18で示すように，事前推定し
た伝搬応答の時間反転（位相共役）応答を受信信号
に畳み込んでチャネル加算することで，時空間的に
受波応答を収束させ ,干渉波成分を抑制する．実際
の計測では受波アレーが離散かつチャネル時変動が
加わるため，チャネル加算後の残留干渉成分を除去
するために後段に単一チャネルのDFEが配されて

いる．500 Hz の低周波音源を用いた実験では，
PTR-DFE を用いて，水平距離 600 km以上で高ス
ペクトル密度の通信（瞬間値 4 bit/s・Hz）に成功
している（29）．
高速移動体通信の場合，伝搬応答の時間変動が著

しいため，PTR 処理を行うための伝搬応答を逐次
推定することで，処理を安定化することもある（30）．
図 19 は，水深 20 m, 水平距離 400 m，20 ±4 

図18　PTR信号処理ブロック図
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kHz 帯域で移動体通信シミュレーションを実施し
た際の伝搬応答逐次推定型 PTR（CT-PTR），プロー
ブ信号を用いた事前推定型 PTR，マルチチャネル
DFE（MDFE）の結果を比較したものである．送波
器の水平移動速度を 0 kt, 8 kt としてそれぞれの
BER と AWGN環境における理論 BER を比較して
いる．CT-PTR とMDFE は公平のため伝搬応答推
定長と FFフィルタタップ長を同じにしている．送
波器の移動がない場合には，相関利得によって伝搬
応答推定誤差の小さい事前推定型 PTRが良い結果
となるが，送波器が高速で移動する場合には，時空
間的に信号が収束する位置が時間発展とともにずれ
込んでしまうことでパフォーマンスが低下する．そ
れに対し，CT-PTR, MDFE は逐次的な応答推定に
よって移動速度によらず安定した結果を示してい
る．また CT-PTR では各素子における応答推定・
PTR加算によりある程度時間スプレッドを抑えた
上で単一チャネルDFE による等化を行うことで，
MDFEと比較してより良い特性を示している．
PTR-DFE の応用として，空間多重MIMO/Multi-

User 通信が研究されている．空間分解能をより高
めるため，MVDR規範に基づいて各送波器からの
応答を直交化することでチャネル分離を行う手法が
用いられる（31）～（33）．図 20は，搬送波 6.25 kHz の
信号を用いて，受波アレーから 10 km以上離れた
位置に約 6 m上下に離した 2チャネルの送波器を
同時送信した場合の，空間多重MIMO信号処理結
果コンスタレーションとこのときの伝搬応答であ
る．長距離かつ屈折や反射波が複雑に伝搬する環境
においても，十分に信号を分離しつつ長遅延スプ
レッドの影響を低減できていることが分かる．

 6 おわりに
本稿では，中長距離の水中音響通信について，伝

搬特性の概説を行い，物理層における技術的なアプ
ローチを紹介した．また，最後に海洋研究開発機構
で実施されている水中音響通信の例として，しんか
い 6500，ASV-AUV Multi-User 通信，水平方向タ
イムリバーサル通信について簡単に紹介した．
水中音響通信は，低速伝搬速度・時変動・狭帯域

特性によって特徴付けられる．特に，時変動や長大
遅延に対する信号処理手法は，水中音響通信ならで
はと言えるものもあったかと思う．
ネットワーク層以上のレイヤに関する技術紹介

はほとんど行わなかった．水中音響通信の特性を考
慮したプロトコルはまだまだ研究段階にある．現

在，水中のネットワーク構築に向けて，様々な取組
みがなされており，今後の動向が注目されるところ
である．
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 1	 まえがき
近年，石油・ガス田などの海底資源開発が活発に

行われており，その探査，開発，生産に遠隔操作可
能な無人探査船が用いられている（1）．また，港湾
工事においても作業の安全性，効率性の観点から海
中重機等の無人遠隔施工の研究が行われている（2）．
海中では光学映像や音響映像を伝送可能な Mbit/s 

（Megabits per second）級の無線通信技術が実用
化されていないため，海底資源開発や港湾工事に利
用される機器は海上の支援船と 100 m 以上の通信
ケーブルで接続し，遠隔操作を行っている．しか
し，ケーブルを巻き上げるためには大形の支援船，
専用の人員を必要とするため運用コストが掛かる．
また，ケーブルが潮流によって流されるため作業の
効率性，安全性にも課題がある．したがって，より
効率的かつ安全な水中機器の遠隔操作を実現するた
めには，高精細な映像伝送を可能にする通信速度 1 
Mbit/s 以上の高速な水中無線通信技術が必要であ
る（3）．

水中無線通信は，10 kHz 以下の電磁波を利用す
る低周波電磁界通信，可視光を利用する光無線通
信，1 MHz 以下の超音波を利用する音響通信の三

つに大別される．低周波電磁界通信は，ダム堤体内
や海中，土中に設置した沈下計，水圧計，傾斜計な
どの各種センサとの通信に用いられ，距離 40 m で
通信速度 75 bit/s の製品が実用化されている（4）．
更なる長距離化，高速化の検討は行われているが，
30 m で 10 kHz の信号強度が 100 dB 以上減衰す
るため，1 Mbit/s を超えるような高速通信への適
用は困難である（5）．光無線通信は，利用可能な周
波数帯域が広く，最も高速化に向いているため，近
年活発に研究が行われている．2019 年には，通信
速度 20 Mbit/s，距離 120 m の伝送実験が報告さ
れている（6）．しかしながら，海水の濁り，太陽光
や生物発光等の干渉により通信距離，通信速度が大
幅に低下するため，資源開発や港湾工事など水深が
浅く，濁りが想定される浅海域への適用は困難と考
えられる（7）．音響通信は，低周波電磁界通信と比
べて広い周波数帯を利用でき，かつ光無線通信のよ
うな環境依存性もないため，水中では最もよく利用
されている（8）．しかし，電波を用いる陸上無線通
信に比べて伝搬路が桁違いに複雑かつ高速に変動
し，波形等化が困難なため，実海域での利用に耐え
る海中音響通信システムの通信速度は数十 kbit/s
程度にとどまっている（9）．波形等化とは，異なる
経路を通ってきた複数の到来波の重ね合わせにより
発生する波形ひずみ（フェージング）を補償し，送
信した信号波形を復元する処理のことであり，無線
通信では広く用いられる技術である．

水中音響通信の高速化に向けた
時空間等化技術
Spatio-Temporal Equalization Technology for High-Speed Underwater Acoustic 
Communications

水中音響通信の高速化に向けた

†  NTT 未来ねっと研究所，横須賀市
  NTT Network Innovat ion Laborator ies，
Yokosuka-shi，239-0847 Japan

ⓒ電子情報通信学会2022

Summary 水中での通信には，吸収減衰が少なく，海水の濁りや太陽光の干渉等の影響を受けない音響通信が一
般的に利用されている．しかし，音波の伝搬速度は電波と比べて5桁以上遅いことから，遅延広がり，

ドップラー広がりが共に桁違いに大きい二重選択性フェージングが発生し，その伝搬路変動の克服が課題である．一般的
に通信の高速化には高周波数帯を利用した広帯域伝送が有効であるが，高い周波数を利用した際により顕著となる高速な
伝搬路変動に追従可能な波形等化技術が確立されていなかったため，水中音響通信の高速化には限界があった．近年，高
周波数帯利用時に発生する高速な伝搬路変動の克服を目指し，マルチパス波の一部を空間領域で抑圧することで遅延広が
り，ドップラー広がりを圧縮する時空間等化技術が提案されている．本論文では，時空間等化技術を解説するとともに，
その動作原理や伝搬路変動への耐性を確認するための計算機シミュレーション，伝送実験について紹介する．
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本稿では，水中で利用される三つの無線技術のう
ち，環境依存性の低い音響通信に着目し，その高速
化を妨げる水中音響特有の劣悪な伝搬路変動を克服
するために提案された時空間等化技術について解説
する．

 2	 水中音響通信の高速化が困難な理由
本章では，水中音響通信特有の高速な伝搬路変動，

伝搬路変動への追従性向上を狙った判定帰還形等化
器とその動作条件，高速化に向けた課題について解
説する．

２.１　水中音響通信の伝搬路の特徴
水中音響通信の伝搬路は，そのインパルス応答が

時変動する二重選択性のマルチパスチャネルであ
る（10）．二重選択性とは，マルチパスの遅延時間差に
より周波数選択性を有するフェージングが発生する
とともに，ドップラー周波数差により時間選択性を有
するフェージングが発生するという意味である．水
中音響通信における二重選択性は，海面，海底，構
造物からの反射や海中の屈折率の違いによって生じ
た遅延波が，海面の揺らぎや端末の移動によりドッ
プラーシフトを伴って受信機に到来することで生じ
る．水中の音波の伝搬速度（約 1,500 m/s）は電波
の伝搬速度（約 3×108 m/s）に比べて約 20 万倍低
速のため，陸上無線通信で想定するマルチパス伝搬
路に比べて，遅延広がりもドップラー広がりも桁違
いに大きい二重選択性フェージングが発生する．

２.２　判定帰還形等化器とその動作条件
二重選択性の高い水中音響通信では，チャネル推

定値と伝搬路の応答のかい離による等化器の補償性
能の低下を軽減するため，データ区間でも等化器を
適応的に学習させ，伝搬路の変動に追従させる方法
が一般的である．これまでに，等化器出力をシンボ
ル判定した信号系列を参照信号として，適応アルゴ
リズムにより等化器を逐次学習させることで，伝搬
路の時変動に追従する時間領域の判定帰還形等化器

（DFE: Decision Feedback Equalizer）が提案され
ている（11）,（12）．

判 定 帰 還 形 等 化 器は，FIR（finite impulse re-
sponse）フィルタを用い，その係数が送信点と受信
点の間の伝搬路のインパルス応答の逆特性となるよ
うに逐次学習する．これにより，送信点から見た FIR
フィルタ通過後のインパルス応答が一点に収束し，
送信した信号波形が復元される．厳密には，伝搬路

のインパルス応答の逆特性は無限の応答を持つが，
実用上は FIR フィルタの長さは遅延広がり の数倍
程度の長さに設定することが多い．そのため，伝搬
速度の遅い音波を用いる水中音響通信では非常に長
いフィルタが必要となる．フィルタ学習したいパラ
メータの数が学習に利用できるデータサンプル数を
上回ると学習結果が不定値となるため，このような
長いフィルタの学習には長い学習時間が必要となる．
他方，水中音響通信では伝搬路のインパルス応答の
時間的な変化も大きい．すなわちドップラー広がり 

も大きいため，FIR フィルタの係数の学習中に学習
対象である伝搬路のインパルス応答そのものが変化
してしまい，FIR フィルタの学習ができない状態に陥
ることがある．導出については省略するが，伝搬路
のインパルス応答の逆特性の FIR フィルタで波形等
化するこれまでのアプローチでは， ≪ 1 を満たす
範囲がフィルタの学習を成立させ，通信を成功させ
るための条件，物理限界と考えられてきた（13）．なお，

はスプレッドファクタと呼ばれる伝搬路の時変
動の速さの指標であり，1 を超えると伝搬路応答の
観測すら不可能になること，電磁界を用いる陸上無
線通信ではおよそ <10-3 であることが知られてい
る（14）．

２.３　水中音響通信の高速化に向けた課題
無線通信の高速化には，高い周波数帯を利用し伝

送帯域幅を広げるのが一般的であり，情報理論の観
点からも最も合理的かつ効率的である．水中音響通
信においても，100〜300 m 程度の比較的短距離の
通信の場合，シャノンの定理，リンクバジェットの観
点では 100 kHz を超えるような高い周波数帯は十分
に利用可能であり，一見すると高速化は難しくない
ように見える．しかしながら，実際には，キャリヤ周
波数に比例してドップラー広がり が大きくなり，
100 kHz 以上の周波数帯では，現実的な移動速度の
通信環境下においても ≪ 1 を満たせず等化器を
構成する FIR フィルタの学習ができないため，高い
周波数帯の利用は困難である．水中音響通信の飛躍
的な高速化には，スプレッドファクタ が 1 を超
えるような高速な伝搬路変動環境下でも動作する新
たな波形等化技術が必要となる．

 3  高速な伝搬路変動を克服する時空間
等化技術

本章では，スプレッドファクタ が 1 を超える
ような高速な伝搬路変動環境下における波形等化を
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実現するために提案された時空間等化技術（15）,（16）

について紹介する．

３.１　時空間等化技術
２.で説明したとおり，水中音響通信における波

形等化の本質的な難しさは，二重選択性フェージン
グの克服，すなわち遅延広がりが大きくかつ時間的
に変化するインパルス応答に追従することである．
図 1 に波形等化アプローチとスプレッドファクタ
の関係を示す．図 1 左に示すように，従来の判定
帰還形等化器では，全てのマルチパス波を時間領域
で補償する．そのため，２.で説明した等化器の収
束条件であるスプレッドファクタ ≪ 1 を満たせ
ない伝搬環境では，波形等化を行うことができな
い．このような劣悪な伝搬環境においても波形等化
を成立させるために時空間等化という新たな波形等
化アプローチが提案されている．本アプローチは，
図 1 右に示すように，マルチパスの素波のうち選
択的に長遅延波を空間領域で除去し，伝搬路が持つ
本来のスプレッドファクタ を疑似的に に
圧縮することで，高速な時変動への追従を向上させ
ることを狙っている．

時空間等化を実現するために必要となるマルチ
パスの素波のうち選択的に長遅延波を空間領域で除
去し，短遅延波を時間領域で補償する処理は，従来
から提案されている複数の受波器それぞれに FIR
フィルタを具備するマルチチャネルの判定帰還形等
化器（M-DFE: Multi-channel DFE）（17）の構成を
用い，等化器を構成する FIR フィルタのフィルタ
長を適切に設計することで実現できる．具体的に
は，各 FIR フィルタの長さをマルチパスの遅延広
がり よりもあえて十分に短く設定する．その上で，
RLS（Recursive Least Square）アルゴリズムなど

の適応アルゴリズムを用いて FIR フィルタの係数
（等化器ウエイト）を学習させることで，適応アル
ゴリズムがフィルタ長を超える遅延波を無相関とみ
なし，空間的に除去する．他方，フィルタ長を超え
ない遅延波は，相関のある信号とみなされ時間領域
等化で波形等化される． 

３.２　時空間等化器による波形等化の動作原理
本節では，時空間等化器による遅延波除去動作の

一例を紹介し，本等化器の構成により遅延広がりが
原理的に短縮できることを示す．図 2 に 2 ブラン
チ時空間等化器の構成とその動作を示す．図 2 中
下部に示す波形は，動作原理を説明するために掲載
した直接波と遅延波の受信信号波形である．実際
は，直接波と遅延波は連続的な変調信号のため，重
なり合っていることに注意されたい．

初段の FIR フィルタは，受信信号（図 2 の①）
から遅延波を除去するために Ch.2 の受信信号を，
到来時間差 ∆T 分シフトさせた上で Ch.1 の遅延波
の逆位相に設定する（図 2 の②）．逆位相化された
Ch.2 の受信信号を Ch.1 の受信信号と合成するこ
とで遅延波が除去される（図 2 の③）．この処理を
通して，空間領域（アンテナ間の合成処理）で遅延
波が除去され，初段のフィルタの出力波形の遅延広
がりが短縮されることが分かる（図 2 の③時点の
インパルス応答）．続く 2 段目のフィルタは，Ch.1
と Ch.2 の直接波同士の足し合わせによってひずん
だ波形を等化する（図 2 の④）．時空間等化器の
フィルタ制御によりこの動作が実現できれば，図 1
のアプローチを実現可能である．なお，遅延波が 3
波以上到来する場合も，受信アンテナ数＞遅延波の
到来波数であれば，初段の FIR フィルタで遅延波
の到来方向に対する指向性利得が小さくなるヌル

図１ 波形等化アプローチとスプレッドファクタの関係
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ビームが形成できる．次節では具体的な回路構成を
述べる．

３.３　時空間等化を利用した復調器の構成例
時空間等化器の回路構成と FIR フィルタを最適

化するための適応アルゴリズムの適用方法について
紹介する．図 3 に同期部，フィルタ更新部を合わ
せた時空間等化器の構成図を示す．なお，時空間等
化器のベースとなる文献（15）に記載のフィード
バック（FB）フィルタは説明を簡略化するために
省略している．図 3 の FIR フィルタは，図 2 の 2
段目のフィルタを初段のフィルタに連結したもので
あり，2 段の FIR フィルタ構成と回路の機能は同一
である．このような構成とするのは，図 2 に記載
した FIR フィルタが 2 段に分かれた構成では二乗
誤差に 4 次の項が存在し、適応アルゴリズムを用
いて最適化すると局所解にトラップされる可能性が
あるためである．図 3 のような構成とすることで，
二乗誤差が凸関数となり，適応アルゴリズムを用い
て常に大域的最適解が得られる（18）．

受信機は，  個のハイドロホン（水中音響用受
波器）を具備し，それぞれのハイドロホンで音響信

号を電気信号に変換する．その後，各受信信号に対
し，ドップラーシフトのオフセット補正とデータフ
レームの先頭検出を実施し，データフレームの大ま
かな同期を行う．処理は次のとおり．初めに，デー
タフレームの先頭のプリアンブルを Ambiguity 
function 法（15）などにより相関検出する．続いて，
データ最後尾に配置されたポストアンブルを相関検
出し，データフレームの先頭と最後尾に生じる相関
ピーク間の時間からフレームの伸縮率を計算するこ
とでドップラーシフトのオフセット値を推定す
る（19）．推定結果に基づき，リサンプリングと CFO

（Carrier frequency offset）補正を受信信号に適用
することでドップラーシフトのオフセットを補正す
る． 

時空間等化器は，第 番目のハイドロホンの受信
信号を並べた受信信号系列 に対して，フィル
タ長 の FIR フィルタの係数 ， 

を乗算し，全ブランチのフィルタ
出力を合成することで時空間等化器の出力 を
得る．

図２ 時空間等化の動作原理
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（1）

ここで， は第 ⓘ 番目のハイドロホンにおけるリ
サンプリングと CFO 補正を行った後の第 n サンプ
ル目の受信信号，T は転置記号を表す．

伝搬路の変動に追従させるため，FIR フィルタの
係数 は逐次更新する．具体的には，適応アル
ゴリズムを用いて等化器出力 と参照信号
との誤差が最小となるように学習する．データ区間
における更新では参照信号 として等化器出力

をシンボル判定した結果を用いる．フィルタ
の係数が初期値の状態でデータ区間の学習を行うと
シンボル判定を誤り，誤学習が発生してしまう．そ
のため，データ区間の前に既知信号系列で構成され
るトレーニング期間を設け，参照信号 に既知信
号系列を用い，データ区間におけるシンボル判定が
誤らない程度に事前にフィルタの係数を学習させ
る．

個のハイドロホンに接続される FIR フィルタ
の係数 は RLS アルゴリ
ズムにより一括更新する．フィルタの係数を一括更
新する RLS アルゴリズムの更新式は以下のとおり
である．

 

 

 

 

 

 

ここで， はサンプル値から計算される自己相
関行列，λは忘却係数， は 次元
の単位行列であり，更新後のウエイト の
第 1  成 分 か ら 第 成 分 が

となる．また，上付きの * は複素共役を
表す．このように，基本的な更新式は判定帰還形等
化器と同じであり，入力ベクトル に複数の受
信信号系列 が , フィルタ係数ベクトル に
複数のフィルタの係数 が連接されている点だ
けが異なる．なお，フィードバックフィルタを利用
する場合，入力ベクトル にフィードバックフィ
ルタの入力信号を追加するとともに， FIR フィルタ
の係数を連結したベクトル にフィードバック
フィルタの係数を連結すれば式（2）を用いて係数
を更新できる．

図３	時空間等化器を用いた受信機の構成例
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異なる送波器から別のストリームを送信した場
合，それらの信号は無相関であり，FIR フィルタの
係数を学習する適応アルゴリズムからは同一の送波
器から送信した信号の遅延波と同じように扱われ
る．そのため，原理的には異なる送波器から送信し
た信号に対しても，遅延波と同様にヌルビームを形
成することが可能である．本手法を用いることで，
高周波数帯利用による広帯域化だけでなく，複数ス
トリームの並列伝送，いわゆる MIMO（Multi-Input 
Multi-Output）伝送による高速化も可能となる．

３.４　フィルタ長の設計
時空間等化は，これまでの波形等化のアプローチ

では一般的ではない FIR フィルタのフィルタ長
を遅延広がり よりあえて十分に短く設定すること
がポイントである．一般的な M-DFE との違いも踏
まえて，このような設計にする理由と具体的な設計
法について紹介する．

図 4 に，一般的な M-DFE のフィルタ長と等化器
の動作の関係を示す．図 4 に示すように，一般的
には遅延広がり より長いフィルタ長の FIR フィル
タを用いる．こうすることで，FIR フィルタの窓内
に直接波と全ての遅延波が含まれ，FIR フィルタの
学習を行う適応アルゴリズムでは全てが相関のある
到来波とみなされるため，図 4 右のように全ての

到来波を合成する動作が行われる．この場合，各
チャネルの FIR フィルタは伝搬路応答の逆特性の
フィルタが構成され，到来する全ての到来波を合成
する動作を行う．これにより，全ての到来波のエネ
ルギーを有効活用する効果がある一方で，前述した
とおり が大きいときはフィルタの学習ができな
い．

図 5 が，時空間等化器のフィルタ長と等化器の
w 動作の関係を示した図である．このように遅延
広がり よりも短いフィルタ長の FIR フィルタを用
いた場合，FIR フィルタの窓内に引き込まれない遅
延波が生じる．そのため，送信点と各受信点の間の
伝搬路応答の逆特性のフィルタを構成できないた
め，長遅延波を合成・利用することができない．し
かしながら，マルチチャネルであるため空間方向の
自由度があり，それを利用してヌルビームを形成す
ることで，FIR フィルタの窓内に引き込まれない遅
延波についても補償が可能となる．具体的には，
式（2）の適応アルゴリズムによる更新ステップに
おいて，参照信号 を FIR フィルタ内に引き込
んだ信号に設定することで，フィルタに引き込まれ
ていない長遅延波は参照信号と無相関とみなされ，
図 5 右に示すように自動的にその到来方向にヌル
ビームが形成される．以上説明したような動作によ
り，３. ２に示した原理が実現でき，スプレッド

図４ 一般的なM-DFEのフィルタ長と等化器の動作の関係

図５ 時空間等化器のフィルタ長と等化器の動作の関係
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ファクタ が 1 を超える厳しい伝搬路変動環境下
における波形等化が可能となる．

この動作を実現するためのフィルタのフィルタ
長は，３. ２の原理と図 2 の時空間等化器の理論上
の構成から導くことができる．３. ２で説明したと
おり，図 2 の初段のフィルタは素子ごとの音波の
到来時間差を制御するために用いられる．具体的な
例として，2 素子のリニアアレーの場合，幾何的な
経路長差を考慮にすると，到来時間差 の制御範
囲は

 

である．ここで， はアンテナ間隔， は音速であ
る．この範囲で遅延時間を制御できる FIR フィル
タを構成する必要があるため，初段の FIR フィル
タのフィルタ長 は

 

を満たす必要がある．ここで はシンボルレートで
ある．続く 2 段目の FIR フィルタのフィルタ長は
複数の素波を等化する場合，理論的に決定するのが
困難である．しかしながら，図 2 のような直接波
と遅延波だけのモデルの場合は，1 段目の FIR フィ
ルタで遅延波が除去されているため，素子間の直接
波の到達時刻のずれから必要なフィルタ長を計算で
きる．直接波の到達時刻のずれも直接波の到達時刻
のずれと同様に幾何的な経路長の差で決まるため，
2 段目のフィルタのフィルタ長 は，

 

となる．以上より，図 2 の前段と後段のフィルタ
を結合した図 3 の FIR フィルタのフィルタ長
は，

 

となる．例えば，シンボルレート 200 kHz，アン
テナ間隔 0.1 m の場合，フィルタ長は遅延広がり
の大きさにかかわらず約 54 シンボル分，すなわち
0.27 ms 分持てば直接波を抽出できる．水中音響
通信における遅延広がりは一般に数 ms〜数百 ms
であり，全てのマルチパス波を時間領域で補償する
判定帰還形等化器と比べ，桁違いにフィルタ長を短
くすることができる．これにより，フィルタの学習
に必要な時間が桁違いに短くなり，厳しい伝搬路変
動環境下における波形等化が可能となる．

 4	 計算機シミュレーション
本章では，計算機シミュレーションを用いて評価

した，DFE と時空間等化器の補償性能の違い，時
空間等化器の詳細な動作解析について説明する．

４.１　評価1（DFEと時空間等化器の補償性能の違い）
本評価では，波形等化アプローチの違いによる補

償性能の違いを明確化するため，直接波と長遅延波
の 2 波のみが到来するシンプルな伝搬路において，
時間領域で全てのマルチパスを合成して補償するア
プローチ（図 1 左）の判定帰還形等化器と，一部
のマルチパスを空間領域で補償する時空間等化器の
比較を行う．

初めに，等化器の性能を比較するため，チャネル
を同一とする環境の SN 比（Signal-to-noise ratio）
対 BER（Bit error rate）特性を評価する．シミュ
レーションの諸元を表 1 に示す．図 6 に評価で利
用したチャネルを示す．図 6 の各パラメータは = 
27 m， =2 m， =15 m，直接波と反射波のレベ
ル比を 0.4 とした．このとき，直接波と遅延波の到
達時間差は 2.33 ms であり，遅延シンボル数は
466 シンボルである．判定帰還形等化器の FIR フィ
ルタのフィルタ長は，波形等化の性能を考慮して遅
延シンボル数の 4 倍強の 2,100 シンボルに設定し
た．時空間等化器のフィルタ長は，式（6）から 54
シンボルに設定した．ただし，判定帰還形等化器は
等化器のフィルタが長大になり，RLS アルゴリズ
ムを用いた計算機評価が困難となるため，スケール
モデルを使用して評価した．具体的には，キャリヤ
周波数，帯域幅，等化器のフィルタ長を 1/10 とし，

表１　評価１のシミュレーション諸元

判定帰還形等化器
（評価はスケール

モデル）
時空間等化器

受信アンテナ 1素子
2 素子リニア
アレー

（アンテナ間隔
0.1 m）

キャリヤ周波数 300 kHz

帯域幅 200 kHz

伝送方式 シングルキャリヤ

変調方式 QPSK

フィルタ
長

フィード
フォワード 2,100（symbol） 54（symbol/ 素子）

フィード
バック 200（symbol） なし

更新アルゴリズム RLS
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移動速度を 10 倍にすることでスケールを一致させ
た．図 7 に送信機の移動速度を上向きに 0 m/s，
0.8 m/s，1.0 m/s としたときの BER 特性を示す．
結果から，時空間等化器は移動速度が変化しても
BER 特性が変化していないことが分かる．僅かな
BER の違いは，同期時のドップラーシフトの推定
値が僅かにずれることで生じる性能の違いである．
他方で，判定帰還形等化器は 0.8 m/s，1.0 m/s で
BER 特性が劣化しており，等化器が伝搬路の変動
に追従できていないことが分かる．また，0.0 m/s
のときは，判定帰還形等化器の特性が SN 比 =14 
dB 以上で時空間等化器以上に良くなっており，常
に時空間等化器の特性が優位となるわけではない．
これは，時空間等化器が一部のマルチパスを除去
し，残ったパスで補償する準最適な方法のために生
じた特性の違いと考えられ，本評価のように等化器
のフィルタ長が遅延広がり より小さい場合は，移
動速度への適用性と SN 比特性にトレードオフ関係
があることが分かる．

続いて，移動速度の適用可能範囲を比較するた
め，SN 比 =20 dB で固定し，移動速度を変化させ
たときの BER 特性を評価する．図 8 に表 1 と同一
のシミュレーション諸元で移動速度を変化させたと
きのシミュレーション結果を示す．時空間等化器
は，移動速度を変化させた場合も BER 特性に変化
がないことが分かる．他方で，判定帰還形等化器は
移動速度に依存して BER 特性が劣化している． 

このように，伝搬路が高速に時変動する環境にお
いて，マルチパスを空間領域で除去する時空間等化
が有効であることが分かる．

４.２　評価2（時空間等化器の詳細な動作解析）
本章では，時空間等化器のより詳細な動作を解析

するために実施した評価の一例について紹介する．
シミュレーションの諸元を表 2 に示す．本評価

では，空間領域での等化が困難な角度差の小さいマ
ルチパス波が時間領域で等化される様子を分かりや
すく示すため，極端に角度差の小さいマルチパスも
与え，20 タップのフィードバックフィルタを連接
した構成で評価した．具体的には，到来波は等レベ
ルの 5 波で各パスの到来角は 0,+1,-1,-30,+60 度，
遅延時間は 0,10,15,400,600 シンボルとし，等化
器は 0 度方向のパスに対して時間同期を取って動
作させた．受信機の移動速度は 0,3,10 m/s の 3 パ
ターンで評価し，移動方向はいずれもアレーの開口
に対して垂直とした．なお，このとき，各移動速度
におけるスプレッドファクタ は 0，0.6，2 に
相当する伝搬路変動となる．

図 9 に等化器出力信号の平均二乗誤差（MSE: 
Mean Squared Error）の収束特性，図 10 に等化
器収束後の帯域平均のビームパターン，図 11 に角

図６ 送受波器の配置

図８ 判定帰還形等化器と時空間等化器の移動耐性比較図７　判定帰還形等化器と時空間等化器のBER特性比較
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度－周波数－電力の三次元ビームパターン，図 12
に等化器収束後のフィードバックフィルタの係数を
示す．図 9 から，移動速度にかかわらず 1,000 回
より十分短い更新回数で等化器が収束し，収束後の
MSE も -30 dB 程度で高精度な波形等化が実現でき
ていることが分かる．図 10，図 11 から，このよ
うな高精度の波形等化が実現されているのは，移動
速度にかかわらず 0 度方向から到来する直接波と
の角度差の大きい -60 度と +30 度のパスに対し，
指向性利得が -30 dB 以下となる深いヌルビームが
帯域全体にわたり形成されているためであることが
分かる．また，図 12 を見ると，いずれの移動速度
においても，直接波との角度差の小さい +1 度と -1

度のパスに対応する遅延時間 10 シンボル，15 シ
ンボルでフィードバックフィルタの係数が大きく
なっており，角度差の小さいマルチパスが時間領域
で等化されている様子が分かる． 

このように，時空間等化器は直接波と角度差の大
きいマルチパスは空間領域で，空間領域での等化が
難しい角度差の小さいマルチパスは時間方向で等化
することで，到来波の角度分布に依存せずに，これ
まで不可能と思われてきたスプレッドファクタ
が 1 を超える厳しい伝搬路変動環境での波形等化
を実現している．

 5	 	実海域における伝送実験
時空間等化技術については実海域での伝送試験

も行われている．本章では，実海域での移動速度に
対する BER 特性を確認した伝送試験，MIMO 伝送
の併用による更なる高速化の実現性を確認した伝送
試験について紹介する．

５.１　実験1（移動速度に対するBER特性）
静岡県駿河湾上に係留された計測バージ船で伝

送試験を行った．本試験では，移動速度に対する
BER 特性を実験評価し，移動速度によらず安定し
た BER 特性が達成できることを確認する．実験系
を図 13 に示し，実験風景を図 14 に示す．なお，
送信信号の諸元及び受信系の処理は表 1 の提案法
の諸元と同一とする．また，送受波器の配置関係
は，図 6 のα〜γが表 3 に示す値となるように設
置した．潮流により送波器の方向が意図せず変わる
ことを考慮し，二次元方向にビームが走査できるよ
うに受信ハイドロホンは 4 素子の方形アレーとし
た．本実験では，送信機を上下方向に連続的に移動
させながら波形データを収録し，収録したデータを
解析した．上下方向の移動は，様々な移動速度のパ

図９　等化器の収束特性

表２　評価２のシミュレーション諸元

パラメータ 値

変調

キャリヤ周波数 300 kHz

帯域幅 320 kHz

伝送方式 シングルキャリヤ

変調方式 QPSK

等化器

受波素子数 16

受波アレー配置 2.5 mm 間隔線
形アレー

フィルタ
長

フィード
フォワード

10（symbol/ 素
子）

フィード
バック 20（symbol）

更新アルゴリズム RLS（忘却係数
0.999）

伝搬路

到来波数 5波

到来方向 0, +1, -1, -30 
+60（degree）

遅延量 0, 10, 15, 400, 
600（symbol）

利得 全パス等レベル
SN比

（1チャネル当り） 20 dB
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ターンが生じるように，人力で係留ロープを操作し
た．人力の操作のため，移動速度は最大で約 1.5 
m/s である．なお，実験では等化器出力後段の残留
誤差を低減するために 20 タップのフィードバック
フィルタを追加した．実験では，図 13 上部に記載
のフォーマットの送信フレームを，測定時の海面の
様相が毎回変わるように 1 秒間隔で 1 フレームを
送信し，実験 1（a）は 150 フレーム，実験 1（b）
から実験 1（d）は 90 フレーム測定した．

図 15 に実験で取得した BER 特性を示す．横軸
はフレームの既知信号を使って推定した送信機の移
動速度であり，縦軸はフレームの復調結果から計算

した BER である．全ての実験において移動速度に
よらず BER にばらつきが生じているが，これは海
面の様相の変化によってフレームごとに直接波と海
面反射波のレベル比が大きく変動しており，チャネ
ルが毎回異なるためである．図 15 から，本測定で
取 得 し た フ レ ー ム 全 て（420 フ レ ー ム ） で
BER<10⊖3 を達成していることを確認できる．これ
は，7% の FEC（Forward error correction）でエ
ラーフリーを達成できる BER である．また，移動
速度と BER の相関係数は 0.21 であり，移動速度
に対する BER の性能劣化に因果関係はほとんどな
いと言える．図 16 は，実験 1（c）のデータから

図１０　帯域平均のビームパターン

図１１　三次元ビームパターン

図１２　等化器収束後のフィードバックフィルタの係数
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取得した等化器の学習曲線である．図のとおり，反
射波が生じる 930 シンボル付近で学習曲線の二乗
誤差が増加しているが，その後の RLS アルゴリズ
ムの繰り返しで二乗誤差が小さくなっていくことが
分かる．すなわち，RLS アルゴリズムの更新によ
り反射波の方向に自動的にヌルビームを形成できて
いることが分かる．また，反射波の到来により等化
器のフィルタ係数が発散するといった動作も認めら
れず，アルゴリズムが安定的に動作していることが
分かる．図 17 は，同実験で観測されたコンスタ

レーションである．シンボルタイミングのずれなど
に 起 因 す る 位 相 回 転 や 残 留 ISI（inter-symbol 
interference）は確認されず，同期処理及び等化処
理が正しくできていることが分かる .

図１３　実験構成

図１４　実験風景

図１５　移動速度とBERの関係

表３　実験１のパラメータ（α-γは図６のα-γに対応）　

α β γ 遅延広がり
実験１(a)

27 m
2 m

15 m 2.33ms/466syms
実験１(b) 10 m 2.5ms/500syms
実験１(c)

4 m
15 m 4.65ms/930syms

実験１(d) 10 m 5.00ms/1,000syms
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５.２　実験2（MIMO伝送の併用の実現性確認）
前述したとおり，原理的には時空間等化を用いる

ことで MIMO 伝送による更なる高速化も可能とな
る．本節では，MIMO 伝送を併用した高速な水中
音響通信の伝送試験（20）について紹介する．

図 18 に実験構成と送受波アレーの配置，表 4 に
実験諸元を示す．帯域幅 320 kHz の QPSK 信号を
8 ストリーム送信し，通信速度 5.12 Mbit/s で試験
を行った．送受信間距離は 18 m とし，送波器及び
受 波 器 の 素 子 間 隔 は，LoS（Line-of-Sight）
—MIMO チ ャ ネ ル に お け る SIN 比（Signal to 
Interference plus Noise Ratio）特性を計算機シ
ミュレーションで評価して決定した．また，本試験
で利用する機材が大形で移動環境での試験が困難で
あったため，海面の揺らぎのみが存在する準静止環
境での試験とした．

図 19 に本試験における受信コンスタレーション
を示す．2,048,000 bits の伝送を行い，平均 BER
は 0.08 % であった．これは 7 % の FEC でエラー

フリーを達成できる BER であり，MIMO 伝送を併
用すれば水中音響通信でも 5 Mbit/s 程度の高速伝
送が十分に実現可能であることが分かる．

 6  まとめと今後の展望

水中音響通信の高速化を妨げていた高速な伝搬
路の変動について解説し，それを克服するために提
案された空間領域を積極的に活用した波形等化を行
う時空間等化技術とその計算機シミュレーション，
実海域での伝送試験の結果を紹介した．

図１６　実験１(c) における等化器の学習曲線

図１７　実験１(c) のコンスタレーション

図１８　試験構成と送受波アレーの配置
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本稿で紹介したとおり，時空間等化器を用いるこ
とでスプレッドファクタが 1 を超えるような高速
な伝搬路変動環境下においても安定した伝送が可能
であり，MIMO 伝送を併用することで研究レベル
では既に 5 Mbit/s 超の伝送が確認されている．

近い将来，Mbit/s 級の水中音響通信装置が実用
化され，水中においても陸上と同様にドローンや重
機などの無線遠隔制御が可能になることが期待され
る．
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 1 はじめに
近年，通信技術研究開発の新たなフロンティアと

して光を搬送波に用いて水中で無線通信を行う水中
光無線通信（UOWC: Underwater  Opt ica l 
Wireless Communications）技術への注目が高ま
りつつある．2018 年には電子情報技術産業協会
（JEITA）共創プログラムの支援を受けて，多くの
研究所・企業・大学が参加するAqua Local Area 
Network（ALAN）コンソーシアムが設立され，少
しずつではあるが研究開発の裾野が拡大している．
これは需要が先にありきの技術研究開発というわけ
ではなく，「水中で高速な無線通信を実現するには
どうすればよいか」という純粋な技術的好奇心に基
づく動きと筆者は捉えているが，将来ビジネスに結
び付けることが可能なニーズの発掘がALANコン
ソーシアムにおける重要な課題の一つとして認知さ
れ議論されている．候補となる応用先としては，海
底の状況のモニタリングや資源探索などの海洋探
査，養殖場のモニタリングなどの水産業，ダイビン
グなどのエンターテインメントなどが挙げられてい
るが，具体的な応用先を見いだせていないのが実情
である．本稿ではUOWC技術の基礎，技術的課題，

近年の研究開発動向などを紹介し，関連分野の研究
開発動向を活性化する一助としたい．

 2 なぜ可視光で水中無線通信を行うのか
水を介して無線通信を行う場合に古くから利用さ

れた搬送波は超音波である．超音波は「人が聞こえ
る音域を超える周波数の高い音波」であり一般には
20 kHz以上の弾性波を指すが，波源の物理的制約
により上限周波数が限られ，必然的に通信速度も
kbit/s 台に低く制限されることになる．水中超音波無
線通信は通信距離が比較的長く（～89 km （1）），回折
により見通し外（Non-LOS: Non-Line of Sight）通
信の実現が期待でき，信号捕捉も比較的容易である．
低速データリンク通信や音声通信の水中での利用に
おいては大変使い勝手の良い技術と言えるが，通信
速度が低く制限される（～500 kbit/s （1））上に，伝搬
遅延時間も光・電磁波に比べて6桁弱長くなること
から，高精細な動画像や探査機の実時間遠隔操作に
は適さない．
次に誰もが思いつく無線通信手段は，地上と同様

の無線周波数帯の電磁波を搬送波として利用するこ
とであるが，これは水の電磁波吸収特性が大きな障
害になる．周知のように水は1個の酸素原子と2個
の水素原子から成っているが，酸素原子に対し2個
の水素原子が角度を持って結合することから弱く負
と正に帯電して双極子を形成する．電界が印加され

水中光無線通信技術の研究開発動向
Research and Development Trends of Underwater 
Optical Wireless Communication Technologies 

水中光無線通信技術の研究開発動向
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  University of Yamanashi，Kofu-shi，400-8510 
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Summary 近年，海底資源開発や浅海域でのレジャー応用などを目的として水中光無線通信技術の研究開発が進
められている．2018 年には電子情報技術産業協会（JEITA）共創プログラムの支援を受けて，研究所・

企業・大学が参加するAqua Local Area Network（ALAN) コンソーシアムも設立され，少しずつではあるが研究開発の裾
野が拡大している．地上で広く無線通信に用いられている電磁波は水による減衰が著しく大きいことから，水中環境にお
ける無線通信媒体としては適さない．水中無線通信にはこれまで主に超音波の利用が検討されているが，その通信速度は
kbit/s 台に制限される．一方，特に 400 ～ 550 nm 程度の波長帯（紫色～緑色）の可視光は水による吸収係数が他の波
長帯に比べて著しく小さいことから，これらの波長帯の光源を用いた高速な光無線通信技術が検討されている．通信速度
だけであれば特殊なレーザの利用により 100 Gbit/s を実現した報告もなされている一方，通信距離の延伸や水中での通
信リンクの確立手段，水中（海中）通信路の伝搬特性の解明など，まだ研究がほとんど行われていない点も多く，実用化
にはほど遠い状況である．本稿では水中光無線通信技術の基礎，技術的課題や近年の研究開発動向とともに，筆者らのこ
れまでの取組みを紹介し，関連分野の研究開発活動の活性化の一助としたい．
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ていない場合には双極子はランダムな方向を向いて
いるが，そこに電磁波が到来すると双極子は電界の
正負の変動に追従しようとする．低周波数では双極
子が電界の正負の変動に追従でき何も起きないが，
マイクロ波帯程度の電磁波に対しては電界の変動に
対して双極子が回転・振動・衝突などの激しい運動
を起こし，この過程で電磁波からエネルギーを吸収
して発熱を起こす．これは電子レンジに用いられる
マイクロ波加熱の原理であり，このような周波数帯
の電磁波を搬送波として水中無線通信に用いる場合
には，二つの大きな問題が生じる．一つは水による
電磁波の吸収，すなわち通信信号の大幅な減衰であ
り，もう一つは大電力伝送時に通信リンク上の物質
（海中であればプランクトンや魚）がマイクロ波加熱
されることによる環境への影響である．近接場通信
（NFC: Near Field Communication）のような極短
距離のリンクであれば後者の問題は考慮する必要が
ないが，ある程度送受信機間の距離が離れているケー
スでは考える必要があろう．
さて，周波数がマイクロ波帯よりも更に高い場合

には水の双極子は電界の変動に追従できず，エネル
ギーの吸収も減少，すなわち損失が低減する．この
周波数帯こそが可視光帯，特に緑色～青紫色に相当
する可視光である．文献（2）によれば，純水の最低
吸収係数を与える波長 420 nmでの吸収係数は約
6.2×10-3 m-1 であり（図1），マイクロ波帯と比べる
と約5桁吸収係数が小さい．より広範囲な周波数の
平面波に対する水中透過特性が文献（3）に示されて
いるが，マイクロ波以下の周波数帯においても可視
光に比べて3桁強吸収係数が大きいとされ，帯域幅
が制限されることと併せて，これまで水中での無線
通信に電磁波が用いられてこなかった理由であろう．
なお，本稿執筆中に1 MHz／ 10 MHzの電磁波用
いた海中通信実験について本会基礎・境界ソサイエ
ティのFundamentals Review誌に解説論文 （4）が掲
載された．興味のある読者は是非参照されたい．
純水中のUOWCシステムにおいて波長λ（m）の

光が吸収係数α (1/m) の媒質中を距離 L（m）伝搬
する場合の透過率T（λ , L）は次式で与えられる．
　　  （1）
これを紫（400 nm），藍（420 nm），緑（500 

nm），黄（570 nm），橙（610 nm），赤（640 nm）
に対して伝送距離の関数としてプロットした図を図2
に示す．線の色は可視光の色と対応している．図か
ら明らかなように，吸収係数が低い紫～緑の可視光
であれば，30 dBの損失を許容できる場合には100 
ｍ以上のUOWCが実現可能であることが分かる．こ

れがUOWCの研究開発に注目する最大の理由と言
えよう．

 3 可視光水中光無線通信の技術的課題
上述したように，水による吸収損が（電磁波の中

では）特に小さく，搬送波として用いたときにその
周波数の高さから高速通信が実現可能であること
が，可視光を水中無線通信の搬送波に用いる最大の
利点であるが，その一方で多くの技術的課題が山積
している．第 1は SN比の問題であろう．可視光帯
は水による吸収減衰が小さいとは言っても，最低吸
収係数となる 420 nm（藍）近傍においてさえ約
0.03 dB/m，640 nm（赤）では 1.63 dB/m の減
衰が生じる．このため，受信 SN比の確保が大きな
課題となる．次に可視光帯の光源と光検出器のデバ
イスの変調帯域幅の不足が挙げられる．この 5年
ほど，世界的に見ればUOWCに関する多くの研究
論文が出版されるようになっているが，一部を除き
多くは通信速度が数Gbit/s 程度となっている（図
3）．これは特に光源と光検出器の帯域幅が制限要

 図 1　可視光帯における水の吸収係数

 図 2　水の可視光透過率対伝送距離特性
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因になっており，10 Gbit/s に迫る高速通信実験の
報告例ではOFDMなどの周波数利用効率の高い変
調方式が多く選択されるゆえんである．
可視光を用いた空間光通信（VL-FSOC: Visible-

L i g h t  F r e e - S p a c e  O p t i c a l  w i r e l e s s 
Communications）技術の研究開発は以前より綿々
となされてきているものの，適用先はインドア向け
の短距離アプリケーションが中心で，長距離高速通
信の民生アプリケーションはほとんど見られない．
また，この 30年ほどで大幅な進化を遂げた光ファ
イバ通信分野で用いられる 1,550 nm 帯のデバイ
スと比較すると，可視光帯デバイスの変調帯域幅は
著しく狭い上に，レーザダイオードも多くが多モー
ド発振であり，高速外部変調器や光増幅器も一部研
究例は散見されるものの （5） ～ （7） 実用段階にはない．
これはUOWCだけの問題ではなく，VL-FSOC も
含め可視光帯における長距離高速光無線通信技術の
明確な民生アプリケーションが見いだせていないこ
とに起因していると考えられる．
光無線通信リンクは固定局-固定局間，固定局-

移動局間，移動局-移動局間への適用が考え得る．
例えば海中でのUOWC応用を考える場合，海底へ
の固定局の設置自体が困難であることから，必然的
にUOWCでは送受信機の少なくともいずれか一方
は移動局となることが予想される．この場合，LOS
通信であっても送受信機 2点間（P2P）の安定した
光無線通信リンクの確立と維持には大きな困難が予
想される上に，Non-LOS 通信を実現するためには
不安定な移動局間の光無線通信リンクを元にした多
点中継リンクの確立と維持を行う必要があり，更に
技術的難易度は高くなろう．

VL-FSOCと UOWCの両方に共通な課題として，
空間または水中の光無線通信信号の伝送特性の解明
が挙げられる．VL-FSOCにおいては空間伝搬路上
の微粒子によるミー散乱やレイリー散乱，通信用搬
送波の波長より大きな粒子（例えば雨滴）による
（波長）非選択性散乱が発生する．ミー散乱は霧な
どの大きさが数 µm程度の波長より大きな微粒子
により引き起こされ，レイリー散乱は大きさが波長
以下の更に微細な浮遊物が要因となる．これらの散
乱は前述した吸収とは異なりエネルギー損は発生し
ないが，光波の伝搬方向が変更されることによって
受信側の光検出器に到達する光強度の実質的な低下
を招く．特に霧や雨滴は散乱と同時に吸収も起こる
ため，通信品質に大きな影響を与える．UOWCの
場合にも水中伝搬路上に浮遊する微粒子によって散
乱が発生し得るが，粒径が 1～200 µm程度の無機
懸濁物質（土砂などの水を濁らせる無機物）や植物
プランクトン，または粒径がサブミリメートル～数
mmの動物プランクトンや有機懸濁物質（微生物
の死骸や生物の死骸の破片，排泄物由来の微細有機
物）が主要因であり，いずれも搬送波波長に比べる
と十分に大きいことから非選択性散乱が主となる．
これは受信側から見れば浮遊微粒子による信号光の
部分的な遮蔽と等価であり，受信信号光強度の低下
を招く．
例えば文献（8）では甲殻類の一種であるアルテ

ミアのノープリウス幼生をアクリルパイプ中に一定
量拡散し，動物性プランクトンによる非選択性散乱
が存在する水中通信路を模擬してその影響を調べて
いる．想定された環境は 1 m3 につき 500 個体 （9）

の幼生が一様に存在する海中で 100 ｍの UOWC

 図 3　過去6 年間に出版されたUOWC 研究論文の距離対伝送速度のまとめ（1 Mbit/s ～ 100 Gbit/s に限定）
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伝送を行うというもので，これを直径 3.2 cm，長
さ 1 ｍのアクリルパイプ中に 1 L 当り約 50個体の
幼生を放つことで模擬し，直径約 1 mmの受信ビー
ムの光強度変化を計測している（図 4）．図 4下に
示されるように，アルテミアのノープリウス幼生に
よる非選択性散乱はスパイク状の減衰として観測さ
れている．この実験は体長 1 mm程度のアルテミ
アの幼生のみで行われた限定的なものではあるが，
水中浮遊物質による非選択性散乱はUOWCが目標
とするGbit/s 級の高速通信では深刻なバースト誤
りを引き起こす要因となることが分かる．この問題
に対処するためには通信用ビーム径の拡大が有効と
されている．海中通信を想定する場合には大形の魚
類等による完全遮蔽も生じ得ることから，UOWC
の利用環境に応じてビーム径の最適化やマルチビー
ムの採用，頻繁にリンク切れが生じる環境に適した
通信プロトコルなどの検討も必要である．
VL-FSOCでは通信路上の温度分布や気流による

屈折率の変化により信号光の瞬き（シンチレーショ
ン）や信号光ビームの揺らぎ（ビームワンダ）が起
こり，これらの影響は従来から理論的・実験的な検
討が進められている（例えば文献（10），（11））．
UOWCにおいても，特に海中無線通信路では場所
や深度による塩分濃度の変化や海流による屈折率の
揺らぎに起因してシンチレーションやビームワンダ
が起こり得ることから，近年理論的検討の報告 (例
えば文献（12）～（14））がなされている．一口に
海中と言っても，浅海と深海，港湾内などの陸地周
辺と大洋の中心部などの位置の違い，同じ場所で
あっても深度や季節や時刻などの様々な要因によっ
て水中伝送特性は大きく異なることが予想される．

図 5に LOS-P2P-UOWCにおける技術的課題の
図解を示す．まずは高出力で広帯域な光源，及びそ
れと対となる高感度で広帯域な光検出器の開発が期
待される．広帯域化については発光ダイオード
（LED）よりもレーザダイオード（LD）に軍配が上
がるが，水による大きな吸収や浮遊物質による非選
択性散乱に対する所望の受光強度の確保や光無線通
信リンクの確立・維持の実現しやすさの観点からは
大口径ビームが有効であることから，大出力の大口
径またはアレー化光源の実現しやすい LED は
UOWC用光源として魅力的である．LED自体に高
速応答特性を持たせる研究（例えば文献（15））も
行われている一方，帯域制限を回避するための狭帯
域変復調方式や符号間干渉（ISI）の影響を低減す
るための線形・非線形等化技術，ビーム径の最適化
やアレー化，これらに伴うUOWC独自の技術的課
題を解決するための各種信号処理技術の研究も盛ん
に行われている（例えば文献（16）～（20））．不
安定な移動局-移動局間UOWCを想定した光無線

 図 4　水中の浮遊物による非選択性散乱に起因する受光強度のスパイク状減衰の例

 図 5　LOS-P2P-UOWC における技術的課題
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通信リンクの確立・維持のための技術も必要と考え
ているが，筆者はこの方面については疎く動向を御
紹介することができない．本会の大会・研究会や上
述したALANコンソーシアムの活動の中で読者の
皆様から御教授頂ければ幸いである．先にも述べた
ように，海中を光無線通信路とすることを想定した
フィールド実験なども含めたUOWC伝送特性の解
明は現段階ではほぼ手つかずの未開拓分野と言って
よく，今後の進展が期待される．

 4 筆者らの取組み
4.1　IM/DD-OFDM-UOWCシステム
筆者らは 2012 年からUOWCシステムの研究に

着手し，2015 年に文献（21）を公表した．この論
文が近年のGbit/s 級 UOWCシステム研究が広がる
きっかけの一つになった （22）．図 6は筆者らが構築し
た直交周波数分割多重 (OFDM)-UOWC実験系であ
る．ここでは複素共役対称性に基づいて実数値化し
たOFDM信号を生成することで可視光 LDの強度
変調／直接検出 (IM/DD) によるOFDM伝送を実現
している．ここではサブキャリヤ変調には 64値直
交振幅変調（64QAM）を用いた．
FPGAと1.25 GSa/s の D-A 変換器で生成された

実数値の電気OFDM信号によってTO-CAN LDを
直接変調して波長 405 nmの光信号に変換し，レン
ズで平行光に変換して実験用水槽（高さ0.3 m×幅
0.3 m×奥行 1.2 m）に入射した．この実験用水槽
の奥行方向両端にはミラーを貼り付けてあり，信号
光を複数回往復伝搬させることで水槽の実寸よりも
長い距離の伝搬実験を可能にしている．水中伝搬後
に水槽から出射された信号光は受信機側のレンズ系
で集光され，光検出器（PD）での直接検出，5 
GSa/s の A-D変換，FPGAでのデータ記録を経て，

PC上のオフライン処理によって復調した．
複素共役対称性による IM/DD-OFDM方式はその

性質上OFDMサブキャリヤ（SC）の半数が利用で
きないことから，周波数利用効率が半分に低下する．
そこで減衰が大きく64 QAM変調では必要な伝送
品質を得られない高域成分に多値数の低い変調方式
（ここでは16 QAMと 4 QAM（QPSK））で変調し
たSCを配置（ビットローディング）するとともに，
送信機側における高域強調（プリエンファシス）と
組み合わせて周波数利用効率の改善を図った（図
7） （23）．IM/DD方式では LDの注入電流対出力光強
度変調特性とPDの入射光電力対出力電流特性によ
り電気／光（E/O）変換-光／電気（O/E）変換全
体を通した直線性が制限される．原理的にはプリエ
ンファシスのみでも周波数利用効率の改善は可能で
あるが，過大なプリエンファシスは生成される
OFDM信号のピーク電力対平均電力比（PAPR）の
増大を招くことから，変復調の直線性の制限が厳し
い IM/DD-OFDM-UOWCでは注意が必要である．
ここではビットローディングに際しては，パイロッ
ト信号を用いて推定した各 SCに対するSN比から
一次変調方式の多値数を決定した．これに加えて多
値数が等しい SCの受信光強度が等しくなるよう，
プリエンファシスにより送信光電力制御を行った．
ここで生成した IM/DD-OFDM-UOWC 信号は，

SC数 128，サイクリックプレフィックス数 32であ
り，SC 変調は SC#1～SC#31を 64 QAM，SC#32
～SC#46を 16Q AM，SC#47～SC#55をQPSKに
割り当て，SC#56～SC#63は未使用とした．この場
合の送信信号のデータレートは2.06 Gbit/s となる．
光信号帯域幅は約 546 MHzであることから，周波
数利用効率は約3.78 bit/s/Hzとなる．
図8に 2.4 mの水中無線通信後の各 SCにおける

エラーベクトル振幅（EVM）を示す．赤い破線は

 図 6　IM/DD-OFDM-UOWC 実験系
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BER10-3 に相当しており，いずれも適切な誤り訂正
符号を用いればエラーフリーが達成できる通信品質
が得られている．

4.2　 広 帯 域 PMT を 用 い た IM/DD-NRZ-OOK-
UOWC （24）

Gbit/s 級の UOWCにおいて伝送距離の延伸化を
図るために，従来から用いられているアバランシ
PD（APD）に代わり，より高感度な光電子増倍管
（PMT）の適用可能性を実験的に検討した．使用し
た PMT は 3 dB 帯域幅が 1 GHz であるので，
OFDM方式を用いなくともギガビット級のUOWC
の実現が期待できる．
図 9に広帯域 PMT を用いたNRZ-OOK-UOWC

実験系を示す．パルスパターン発生器により生成し
た 500 Mbit/s～2 Gbit/s の NRZ-OOK信号により
直接変調された波長 405 nm青色 LDの出射光をコ
リメートレンズにより直径 2 mmの平行光に成形

する．出射光は水道水で満たされたアクリルパイプ
中を 1 m伝搬した後，PMTで受信される．本実験
では，帯域 1 GHz を有する広帯域 PMT（浜松ホト
ニクス社製H14447）を用いた．本 PMTは可視光
域に分光感度のピークを有し，赤外域にピークを持
つAPDと比べて更なる受信感度改善が見込める．
誤り率測定器によってビット誤り率を評価した．
図 10 に BER 特性を示す．なお，比較のため

APD（Menlo Systems APD210）での受信結果も
併せて示す．図を見ると，広帯域 PMTを利用した
場合APD受信時と比べて，1 Gbit/s 通信時の BER
が 10-3 での受信レベルで約 17 dB もの受信感度改
善が確認できる．PMTはその高感度性から外乱光
の影響を受けやすいことが予想されることから，今
後はPMTに適した利用環境の探索も必要であろう．

4.3　 Tomlinson-Harashima Precodingの適用 （25）

これまで繰り返し述べてきたようにUOWCでは
特に E/O，O/E 部の帯域制限が厳しいことから，
ISI を低減するための各種等化技術の適用が不可欠
で あ り，Volterra フ ィ ル タ （26） や Deep 
Learning （27）などの非線形等化技術の適用例も報告
されている．しかしこれらの非線形等化技術は計算
量が膨大であることから，筆者らは Tomlinson-
Harashima Precoding（THP）形等化器をUOWC
に適用した場合の有効性を実験的に検討している．
THPは無限長インパルス応答（IIR）形等化器の一
種で，図 11のように IIR フィルタ出力部にモジュ
ロ演算を導入することで高次の IIR フィルタを用い

 図 7　プリエンファシスとビットローディング

 図 8　第1～第55 サブキャリヤのEVM
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ても過大出力や発振を抑圧できる．
次 数 256 の IIR フ ィ ル タ 形 等 化 器 を 625 

MSymbol/s の 4 値パルス振幅変調（PAM4）信号
に適用し，波長 520 nmの LD（E/O-O/E 帯域幅約
500 MHz）を直接変調させて水中通信実験を行っ
た．図 12に水道水で満たされた長さ 1 mの透明ア
クリルパイプ中を伝送させたときの受信信号アイダ
イヤグラムを示す．なお比較のため同じタップ長
256 の FIR 形前置等化器を導入した場合の受信ア
イダイヤグラムも併せて示す．FIR型等化器ではア
イダイヤグラムがほぼ閉じられているが，THP適用
時は良好なアイ開口が得られることが確認できる．

 図 9　広帯域PMT によるNRZ-OOK-UOWC 実験系

 図 10　PMT と APD によるBER 特性の比較

 図 11　THP のブロック図
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 5  おわりに
UOWC技術の研究動向をご紹介した．これまで

述べたようにUOWC技術の研究は緒についたばか
りで国内の研究開発人口は極めて少ないのが現状で
ある．本記事の冒頭でも述べたように，水中光技術
の進展とそれによる社会課題解決と市場創出を目指
しALANコンソーシアムが設立されている．これ
までは「仲間づくり」を目指した活動が中心であっ
たが，今後は「水中光技術の飛躍的進歩による新ビ
ジネスの創出」を掲げた活動を行っていくことと
なっている．水中光技術の進展を目指して水中光無
線通信，水中 LiDAR，水中無線給電の三つのワー
キンググループ（WG）が立ち上げられており，筆
者も水中光無線通信WGにおいてUOWC研究活動
の活性化を企図して活動している．当WGでは「水
中にドボンと沈めれば P2P リンクが確立される水
中光無線通信装置」の実現を当面の目標としている
が，まずは水中に限定せず広く光無線通信技術に関
わる技術・人を募るために，研究会などを開催して
いくこととしている．例えば 2022 年 1月に開催し
たレーザー学会学術講演会第 42回年次大会におけ
る「開発が進む光水中無線技術への期待」と題する
ジョイントシンポジウムはその一環であり，今後も
研究者の交流機会を設けて研究の活性化を図る予定
である．本稿により一人でも多くの方がUOWC技
術に興味を持って下さり，今後の研究開発や
ALANコンソーシアムの活動に参加して頂けるこ
とを期待している．
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 1 はじめに
日本を取り巻く広大な海洋及びその資源を活用

する機運が高まっている (1)．しかしながら海中を代
表とする水中環境は，音波等限られた手段しか使え
ない「最後のディジタルデバイド領域」であり，水
中環境の有効活用のためには，水中モニタリングに
よる水中の詳細データの取得と，取得したデータを
リアルタイムに地上に転送する通信ネットワークの
構築が課題である．
これらの課題を解決するとともに，水中環境を一

つの生活圏と捉え，水中に Local	Area	Network
（LAN）を構築する目的で，電子情報技術産業協会
（JEITA:	 Japan	 Electronics	 and	 Information	
Technology	Industries	Association）「共創プログ
ラム」として ALAN（Aqua	LAN）コンソーシア
ムが設立され，従来の電磁波による給電，電磁波や
音波による距離測定や通信に加え，水中ライダ
（LiDAR：Light	Detection	and	Ranging），水中光
無線給電，水中光無線通信など水中光無線技術の検
討が行われている (2)，(3)．ALANコンソーシアムで
検討を行っている水中光無線技術を図 1に示す．
また，そのほかに水中から地上へのデータを転送

する総合的なネットワークである水中プラットホー
ム，遠隔からの水中作業を行う水中ロボットの検討

を行う水中ロボティクスを課題として扱っている．
また，これら水中光無線技術の海底地形探査や海

洋資源調査などへの適用のほか，下記のような新た
な水中ビジネスの可能性を検討している．
●	水中ライダなどを使った水中モニタリングに
よる水中構造物の点検など日本のインフラ維
持への適用．特に，建築年度が判明している橋
りょう，港湾岸壁，及び河川管理施設の大半
が，2033 年までに建築後 50 年を突破すると
試算されている (4)．

●	水中モニタリングによる養殖施設における魚
の成長管理への適用．

●	水中ロボットからの映像を陸上で視聴する「VR
水族館」への適用．

水中ライダは，水中で詳細な 3Dスキャン画像を
取得するための装置であり，大気中のライダと同様
に，レーザ光を対象物に照射することによって生じ
る反射光の戻ってくるまでの時間が，対象物との距
離によって異なることを利用して距離を測定する．
水中ライダを用いて詳細な水中モニタリングを行う
ことができるので，水中構造物などの効率的な点
検，監視が期待できる．
ところで光を含めた電磁波の水中での損失は，高

周波になるほど大きくなるため，距離計測には音波
が専ら用いられてきた．しかしながら光について
は，可視光領域，特に青色近傍で損失が小さくなる
こと，水中で低損失な青色 LD（Laser	Diode）が

水中ライダ
──水中における可視光3Dスキャンライダの開発──
Underwater LiDAR : Development of Underwater Visible 3D Scan LiDAR 

鈴木謙一　Ken-ichi Suzuki†　高橋成五　Seigo Takahashi†

†   ㈱トリマティス，市川市
   Trimatiz Limited，Ichikawa-shi，272-0023 Japan

Summary 日本を取り巻く広大な海洋及びその資源の有効活用，老朽化する水中インフラや新たな水中インフラの増
加に伴う効率的な水中構造物点検，スマート漁業の進展など，今後水中への ICT/IoT 技術の積極的な導入

が期待されている．そのため，我々は地上並みの高速ネットワークを水中に実現し，水中の 3D データを取得するため，水中
ライダの検討を行ってきた．本論文では，特に水中の測距データを取得する水中ライダの開発に向けた取組みについて紹介す
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開発されたことにより，青色をはじめとした可視光
LDを活用した水中光無線技術の検討が行われてい
る (5)，(6)．我々も，これまでに可視光 LD，特に青色
LDを用いた水中ライダの検討を行ってきた (7)．本
論文では，水中ライダの基本事項を説明するととも
に，我々がこれまで取り組んできた水中ライダの最
新状況について述べる．

 2 ライダ
最も一般的なライダは，ToF（Time	of	Flight）

方式によりパルス状のレーザ光を対象物に照射し，
反射光の戻ってくる時間（往復伝搬時間 t）が対象
物との距離によって異なることを利用して距離を測
定する．そのほかに周波数変調された連続光を用
い，反射光との周波数差（ビート周波数）により距
離を求めるライダ (8) や，ドップラー効果を利用し
対象物の変異や相対速度を計測するライダ (9) もあ
る．
ここでは，パルス光源を用いた距離測定に用いら

れるライダの原理について説明する．パルス光を用
いた ToF 方式によるライダの原理を図 2に示す．
ライダは，パルス光を投光するレーザ光源と反射光
を受光する受光素子で構成されている．
またライダは，高い空間分解能を有することか

ら，多点観測による対象物の形状把握に使われるこ
とが多い．多点観測を行うライダは，走査形（ス
キャナ形）と非走査形（フラッシュ形）の 2種類
に大別される．

走査形は，パルス変調した LDなどのパルス光源
を用い，細く絞った投光ビームを走査し，1ポイン
トずつ距離測定を行う．ビームを絞るため遠距離ま
で測定が可能である．受光部には，光通信でも用い
られる比較的安価な APD（Avalanche	Photo-
Diode） の ほ か に， 高 感 度 な SPAD（Single	
Photon	Avalanche	Diode），MPPC（Multi-Pixel	
Photon	 Counter），PMT（Photo-Multiplier	
Tube）などが用いられる．また，走査形には，モータ
や MEMS（Micro	Electro	Mechanical	Systems）
によりミラーを振りビームの反射方向を変える可動
式と，液晶・電気光学結晶・シリコンフォトニクス
などにより光経路を変えることでビーム出射方向を

 図 2　パルス光を用いたToF方式によるライダの原理

 図 1　ALANコンソーシアムで検討する水中光無線技術
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変える非可動式がある．モータでミラーを可動させ
る方式よりも，MEMSでミラーを可動させる方式
や，可動部のない非可動式の方が，故障が少なく信
頼性が高いため，実用化が期待されている．
非走査形は，広角に広がった強いフラッシュ光を

出 射 し，CMOS（Complementary	Metal-Oxide-
Semiconductor）センサなどで多点を同時に距離
測定する．測定距離ごとにゲートをかけ，特定距離
の反射光のみを受光することで距離測定を可能とし
ている．また測定距離ごとに短時間露光を繰り返
し，感度を向上させることができる．
我々は，これまでに ToF 方式を用いた距離測定

と可動式スキャナによる多点観測が可能な走査形ラ
イダの開発を行ってきた (10). 開発したライダは，
様々な用途を想定したライダの研究開発，実験に使
えるように，測定距離レンジ，スキャン角度，測距
精度，波長（光デバイス選定による可視光～近赤外
への対応），出力などのカスタマイズや，投光部，
受光部，制御回路部のカスタマイズに対応可能と
なっている．例えば人の目に害を与えにくい 1500	
nm帯波長の光源を用いた「アイセーフライダ」や，
水中での損失の小さい可視光光源を用いた「可視光
ライダ」等，様々な用途を見越したライダのプロト
タイプ開発が可能である．

 3  水中での光の損失と水中に適用する光デバイス

音波及び電波の周波数と水中（海中）での損失を
図 3，表 1に示す (11)，(12)．図 3，表 1に示すように，
水中では電磁波の損失が大きく，通信や計測には音
波が専ら用いられてきた．一方，電波の長波領域で
は，水中での電磁波の損失が小さくなることから，
超長波領域（VLF帯）の利用が可能である．
また光も電磁波の一種であり，通信や計測に広く

使われている赤外光も水中での損失が大きく水を透
過しないが，可視光領域は低損失となることが知ら
れている (13)．可視光の色，波長と各海域での損失
を図 4，表 2に示す．図 4，表 2に示すように，光
の水中での損失はファイバ通信で使われる光ファイ
バの損失 0.2	dB/km に比べ 3 桁ほど大きいが，
ALANで想定する数m～100	m程度の光伝搬では
十分低損失である．また水域，水の透明度によって
低損失波長が異なり，透明度の高い深海では青色
の，透明度が若干低い近海や沿岸では緑色の，透明
度が著しく低い浅海や湾内では黄色の損失が小さく
なる．なおこれらの損失値は，季節ごとの濁りの変
化などの水中環境条件により大きく変わる (14)．
これらを踏まえた音波，電波，光を用いた水中距

離測定技術の比較を表 3に示す．距離測定や多点

 図 3　音波及び電波の周波数と水中（海中）での損失  図 4　可視光の色，波長と，各海域での損失

表１　音波及び電波の周波数と水中（海中）での損失

周波数
［kHz］

損失［dB/m］
音波 電波

102 1.3 × 10-6   0.386
103 7.0 × 10-5   1.22
104 1.1 × 10-3   3.86
105 2.8 × 10-2 12.2
106 0.44 38.6

※ 音波の値は文献 (10) の計算ツール，電波の値は文献 (11) の式 (2) か
ら

表2　可視光の色，波長と，各海域での損失

色 波長
［nm］

損失［dB/m］
深海 近海・沿岸 浅海・湾内

紫 430 0.23 ～ 0.57 ～ 1.20 ～
青 480 0.20 ～ 0.44 ～ 0.70 ～
緑 530 0.21 ～ 0.41 ～ 0.64 ～
黄色 580 0.21 ～ 0.44 ～ 0.56 ～

オレンジ 605 0.41 ～ 0.56 ～ 0.76 ～
※ 値は文献 (5) 図 3(a) から
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測定による 3D 探査では，AUV（Autonomous	
Underwater	Vehicle）に搭載した水中ライダ（3D
レーザスキャナ）による，海底地形の 3D可視化が
報告されている (16)．また音波に比べて簡易な構成
で高い分解能が得られること，音波が苦手な近距離
の測定が可能であることから，両者を組み合わせた
測定範囲の広い距離測定方式の実現が期待できる．
水中に適用できる可視光デバイスとその性能を

図 5に示す．深海で損失の低い青色光源としては，
変調帯域がGHz 程度以下と狭いが，高出力化，低
コスト化の進展が著しく入手性の高い窒化ガリウム
LD（GaN-LD）が普及している．またGaN-LDは，
研究開発が進み緑色光源としても期待されている．
また LDより扱いにくいが，ファイバレーザ，固体
レーザや波長変換による緑色光源が入手可能であ
る．黄色光源としては，固体レーザや波長変換によ
る研究開発が行われている (10)．受光素子としては，
可視光に感度があり高速な Si-APD（Silicon	APD）

や，更に高感度なMPPC，PMTの利用が可能であ
る．

 4 水中ライダの開発
次に，我々の行っている水中ライダの開発について

述べる．まず可視光において光の伝搬損が小さいこ
とに着目し，安価な青色LDを用いた可視光ライダの
水中への適用について検討を行った．波長450	nm，
ピークパワー1.6	W，パルス幅6	ns，ビーム径約 4	
mm×1	mm（距離1	mで測定）の青色LDを用いた
パルス光源とMPPC 受光器，及び TDC（Time	to	
Digital	Converter）回路，（可動式のガルバノミラー
による）スキャナを組み合わせた可視光ライダを用
いて，水道水を満たしたアクリル水槽内のコンク
リート片を水槽外部から測定した (17)．
観測結果を図 6に示す．比較のため，同程度の

ピークパワー，パルス幅，ビーム径を持った波長
905	nm の近赤外 LDパルス光源を用いたライダ
（NIR	ライダ :　Near	Infra-Red	ライダ）の測定結
果も示す．水中での伝搬損の大きい近赤外光を使っ
たNIR	ライダは水中の対象物を計測できなかった
のに対して，水中での伝搬損の小さい可視光を用い
た可視光ライダは対象物の計測が可能である．この
ように可視光を用いることで水中でのライダによる
距離測定が可能となる．
また可視光ライダを耐圧容器に収容することで，

表3　音波，電波，光を用いた水中距離測定技術の比較
音波 電波（超長波） 光（可視光）

周波数 ～ 10MHz ～ 10kHz 405 ～
790THz

距
離
測
定

方式名称 ソナー レーダ＊＊ ライダ
分解能 ～ 1cm＊ － ～ 1cm＊

測定範囲 数 10m～
数 100m － ～ 20m(13)

＊ソナーは合成開口技術で高精度化 (15)，LiDAR は非適用時
＊＊レーダの周波数は数GHz で水中では損失が大きい

 図 5　可視光用光デバイスとその性能

(a) パワー・感度と波長の関係 (b) 受光素子種別ごとの感度と応答速度の関係
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小特集 ラストフロンティアに挑む水中無線技術

遠隔操作形の水中無人探査機である ROV
（Remotely	Operated	Vehicle）に搭載可能な水中
ライダを開発した．開発した水中ライダを図 7に
示す．耐圧容器は，内径 205	mm，厚さ 10	mm，
全長 440	mmの円筒形容器で，投受光器のほか，
内部に可視光ライダの主要部品であるスキャナ，ス
キャナドライバ，TDC回路を収容している．レー
ザスキャンは図 7前面のアクリル窓からレーザを
照射することにより行われる．また水中ライダへの
電源供給，外部からの制御及び測距データの転送
は，図 7背面側に配置した水中コネクタ及びケー
ブルを介して行われる．なお水中ライダから照射す
るレーザは，波長 450	nm，ピークパワー 1.6	W，
パルス幅 6	ns，繰返し周期 3	ms，ビーム径約 2	
mm×1	mmの光パルス列である．
ROVに搭載した水中ライダを用いて，海洋研究

開発機構（JAMSTEC）横須賀本部の多目的水槽
（全長 40	m，全幅 4	m，水深 2	m＝最深部）で，
水中計測試験行った．そのときの 3Dスキャンの測

定風景を図 8に，測定結果を図 9に示す．また参
考として測定対象の写真も示す．多目的水槽内に設
置した測定対象物に対し，3Dスキャンを実施する
ことで，測定距離 1	mの範囲で，水中での 3D測
距画像の取得に成功した (7)．なお走査点数 600×
360 の画像取得に 10分程度（走査速度約 360ピク
セル /s 程度）を要した．
本実験においては，実際に水中で計測を行うこと

により，近端反射による影響（近端反射による戻り
光を検出することで対象物前方に雑音が発生）の抑
圧，測定可能な距離が 1	m以下と短距離にとどまっ
たことから更なる測定距離の拡大（ハイパワー化）
やスキャンスピードの向上などの，水中ライダの完
成度を向上する上での課題を洗い出すことができ
た．
上記の課題への対策として，我々の開発したライ

ダに下記の項目を実施し再実験を行った．
●	レンジゲート機能により測定距離の範囲を限
定（75	cm より遠い距離のみ計測）すること
で，近端反射による雑音をマスク

●	光パルスのピークパワーを増大（ピークパワー
を約 2倍）させることにより測定距離を拡大

●	光パルスの繰返し周波数の増大（繰返し周波数
を 30倍）によるスキャンスピードの高速化

再実験は，水中ライダを沈めることができる程度
の小形水槽を社内に設置し，測定対象の模型を 1	
mの距離に置いて行った．再実験の結果を図 10に
示す．図のように 1	mの距離に置いた模型だけで
なくその後方の物体もスキャンできている．なお走
査点数 600×400 の画像取得時間は 80 秒程度（走
査速度約 3000 ピクセル /s）に短縮できた．社内で
水中ライダの性能評価が可能な体制を整備し，水中

 図 6　 (a)近赤外ライダ及び(b)水中ライダによる観測結果，
(c) 測定したコンクリート片

(a) 測定したコンクリート片

(b) 905 nm (NIR- ライダ )

(c) 450 nm (Visible-light ライダ )

 図 7　開発した水中ライダ
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での測距データの取得による性能評価が可能となっ
たことにより，改良後の性能評価が迅速に行えるよ
うになり水中ライダの研究開発を効率化することが
できた．

 5  おわりに
日本を取り巻く広大な海洋及びその資源を活用

する機運が高まり，老朽化する水中インフラや，洋

 図 8　3Dスキャンの測定風景

水中ライダを搭載したROV 測定風景 多目的水槽

 図 9　3Dスキャンの測定結果

 図 10　3Dスキャンの社内再実験結果



解説論文　水中ライダ――水中における可視光3Dスキャンライダの開発―― 313

小特集 ラストフロンティアに挑む水中無線技術

上風力発電設備などの新たな水中インフラの増加に
伴う効率的な水中構造物点検，スマート漁業など，
水中への ICT/IoT 技術の積極的な導入が不可欠で
ある．我々は，水中のデータを高速で地上に転送で
きる高速な水中ネットワークを実現するため，水中
光無線技術の検討を行ってきた．
本論文では，特に我々の水中の測距データを取得

する水中ライダへの取組みについて紹介した．まず
ライダについて紹介するとともに，可視光ライダ化
が水中の物体の測距が可能であることを示した．次
に可視光ライダを耐圧容器に収容することにより水
中ライダを開発し，実際に水中で物体の 3Dスキャ
ンデータの取得が行えることを示した．今後，実験
で明らかになった問題点への対策及び再実験による
評価を重ね，水中ライダの完成度を向上させる予定
である．
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 1 はじめに
地球は表面積の 7 割を海が占めており，膨大な

資源を有している．日本は周りを海に囲まれ，世界
第 6 位の排他的経済水域を有しており，海洋経済
大国になる可能性を持つ国の一つである．しかし，
海中や海底に関することは未知であることが多く，
IoT に関しても未開拓なエリアである．その一つの
理由としては，陸上と比較して通信技術が余り発展
していないことがある．

図 1 は海中通信の利用イメージを示している．
海中の探査艇やロボットとの通信や，海底に設置さ
れたセンサとの通信に利用することが期待される．
これまで海中では主に音波を使った通信が使われて
いる．音波は海中での減衰が比較的小さく，低周波
であるほど遠くまで届く．例えば，漁業などでよく
用いられているソナー（水中音波探査機）は数 km
先までセンシングすることが可能である．しかし，
音波は周波数が低いため通信速度が遅いという短所
がある (1)，(2)．また，反射も大きいため海底付近等
では使いにくい特徴もある．

音波の代わりとなる通信技術として，可視光によ
る海中通信技術の研究も行われている．可視光通信
は周波数が非常に高く，帯域幅が広く取れるので，
高速通信が可能となる．また，音波に比べて伝搬速
度が速いため，遅延も小さくすることができる．し
かし，可視光通信は海水の濁りや太陽光の影響を受

けやすく，通信距離や通信速度が劣化するといった
短所がある (3)～(6)．また，指向性が強く光軸を合わ
せる必要があり，海中ロボット等の移動体への適用
は非常に難しい．

こういった音波や可視光が使いにくい環境や場
所での利用のために，近年では電波による無線技術
が注目されている (7)～(13)．電波は音波ほど遠くまで
到達できないが，高速な通信が可能であり，伝搬遅
延も小さい特徴がある．電波は周波数が高いほど海
中での減衰が大きくなるため，用途に合わせた周波
数の利用も重要である．また電波は海中でも広がっ
て伝搬するため，海中ロボットのような移動するも
のとの通信も容易である．更に，濁った海水や海底
の地形にも影響を受けにくい特徴がある．

情報通信研究機構では，第 5 期科学技術基本計
画を基にして中長期目標を掲げており，海洋の持続
可能な開発・利用等に資する技術，海洋の安全の確
保に資する技術，これらを支える科学的知見・基盤 
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電波を利用した海中ワイヤレス技術

Summary 日本は国土面積の 12倍にもなる約 447万 km2 と世界第 6位の広さの排他的経済水域を有し，海洋資
源大国となる可能性を持っている．しかし，海中の開拓はこれまで余り進んでおらず，海中でのセン

シングや通信についても音波が主流であり，詳細なセンシングや高速な通信が求められている．筆者らは電波利用の最後
のフロンティアである海中におけるワイヤレス技術の確立を目指して研究開発を行っている．本稿ではこれら電波を利用
した海中ワイヤレス技術について，海中での電波伝搬や通信，海底下センシングについて筆者らの研究成果を解説する．

Key Words 海中ワイヤレス，海中通信，海底下センシング，チャネルサウンダ，海中アンテナ水中音響，水中光無線，
水中電磁気，海中技術，海中ビジネス

 図 1　海中通信利用のイメージ
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的技術の開発の一環として電波を用いた海中ワイヤ
レス技術の研究を行ってきた (14)．筆者らの研究で
は，まず海中での電波伝搬の検証のためのチャネル
サウンダを製作し測定を行った．そして海中での電
波利用として，近距離での海中通信や海底下の埋設
物センシングについてそれぞれ研究開発を行った．
本稿ではこれら電波を利用した海中ワイヤレス技術
について解説する．

 2  電波伝搬測定のための海中チャネルサウンダ

２.１　チャネルサウンダの概要
海中における電波利用のためには，まず電波の海

中における電波伝搬特性を明らかにする必要があ
る．しかしながら，実際に海中で精度が高く再現性
のある計測を行うことは非常に難しい．その理由と
しては，海水の導電率は空気に比べて高いため（導
電率σ =4～5 S/m），伝搬損が非常に大きくなり，
ほんの少し送受信の距離が変わっただけで受信電力
は大きく変化する．また , 海中では近寄ってアンテ
ナの相対位置や向き等を確認することができず，ま
た潮の満ち引きや波による海水の流れによってアン
テナの位置が動いてしまうことや，海水の状態（導
電率や海水の温度）も変わってしまうことが考えら
れる．

こういった問題を解決するため，なるべく再現性
のある測定が可能であるように，筆者らは海中用の
チャネルサウンダを開発した (15)，(16)．特徴として
は，mm 単位で移動量を制御できる移動式のアン
テナ台座を用いることで，送受信のアンテナ間の距
離の変化による電波伝搬距離特性を正確に測定する
ことができる．また，フレーム上にアンテナ用の台

座を設置し，アンテナ間の相対的な位置関係が常に
一定になるように固定できる構造としている．更
に， 導 電 率， 海 水 温， 深 度 を 測 定 で き る CTD

（Conductivity, Temperature, Depth）計やネット
ワークカメラを搭載し，海水の状態や目視でのアン
テナ位置の確認ができるようにした．

２.２　チャネルサウンダのシステム構成
海中チャネルサウンダの外観を図 2 に示す．無

線通信機を含む実験系を構成する各装置は，ガラス
繊維強化プラスチック製のフレームに固定し，ク
レーン等によって海水中へ投入する．クレーン付き
4 トントラックのような比較的小さな設備に搭載で
きるようにするため，寸法は 2.4 m（奥行）⊠ 2.5 
m（幅）⊠2.2 m（高さ）とした．各種装置を搭載
した際のフレーム全体の空中重量は約 500 kg とな
る．この程度の重量であれば，小さなクレーンで
あっても，海中チャネルサウンダを岸壁から海中へ
投入可能である．

海中チャネルサウンダに搭載した測定機器及び
センサを表 1 に，システム系統図を図 3 に示す．
電波伝搬特性を測定する機器として，ハンドヘルド
形のベクトルネットワークアナライザを用いた．

また，送信用アンテナを一つ，受信用のアンテナ

 図 2　海中チャネルサウンダの概観

表１　海中チャネルサウンダに搭載した機器
センサ 製品名
カメラ Panasonic BB-ST165A

電力増幅器 Minicircuit LZY-22+

ネットワークアナライザ Keysight technologies 
N9913A

CTD計 Veleport miniCTD
姿勢角センサ Honeywell HMR3500
RF 切換スイッチ Teledyne CCR-38S
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を三つ海中チャネルサウンダに搭載した．受信用の
三つのアンテナは，同軸スイッチを切り換えて使用
する．送信用及び受信用のアンテナは，海流等に
よって位置関係が変わらないようにするため，フ
レームに設置した台座に固定する構造とした．図 3
のように受信アンテナの並びと平行な方向を Y 軸
方向として，Y 軸方向に動く一次元ポジショナ上に
送信アンテナが設置されており，送信源の位置を変
えて電波を発射することが可能である．この一次元
ポジショナは中心から ±900 mm 移動可能となっ
ている．また，受信アンテナは，フレーム上に固定
した板状の台座上に固定して配置した．この受信用
の台座は送信アンテナとの水平距離・垂直距離が変
更して搭載可能であり，送受信アンテナ間の間隔は
最大で 2.8 m まで変更できる．これによって，海中
ワイヤレス伝送方式の設計に必要となる，送信距離
に対する送受信アンテナ間の伝搬損失量及び位相回
転量を計測することができる．

本研究で用いた送受信アンテナの概観を図 4 に示
す．送受信アンテナはいずれも同じ構造の微小ルー
プアンテナである．微小ループアンテナの導体を露
出させたまま海水中に沈めると，電流がループの途
中から漏れてループとしての働きが弱くなってしまう
ため，絶縁体である純水を注入したアクリル円筒容
器内（寸法：直径 320 mm，高さ 253 mm）に微小
ループアンテナを配置している．本研究では，10 
MHz 帯で動作するアンテナを用いて検討を行った．

無線通信機器のほか，CTD 計，ネットワークカメ
ラ，LED ライト，及び方位と 3 軸の姿勢角を計測可
能な傾斜計を備える．CTD 計を搭載することで，実
験を行っている海中での実験条件を把握することが
可能となり，実験後にデータ解析に活用することが
できる．ネットワークカメラ及び LED を搭載するこ
とで，一次元ポジショナ上に搭載したアンテナが正
常に動いているかを映像によって確認することがで
きる．

２.３　振幅測定
開発した海中チャネルサウンダの機能検証を目的

として，駿河湾内の海上計測バージ（静岡県沼津市
内浦三津）にて測定を行った．海上計測バージは，

 図 3　海中チャネルサウンダの系統図

 図 4　10 MHz海中用微小ループアンテナ
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陸から 400 m 離れた水深約 30 m の地点に係留され
た海上実験施設であり，計測室でデータの取得・評
価が可能な施設である．

本測定で用いた周波数は 10 MHz の連続波で，30 
W の送信出力とした．アンテナ中心の位置は深度 30 
mとして実験を行った．実験時の海水の導電率は 4.5 
S/m であった．実験時の送信アンテナの位置は Y 軸
中心を原点 y=0 mm として y=-900 mm から +900 
mm の範囲で移動させ測定した．チャネルサウンダ
に搭載したネットワークカメラで撮影した海中での
測定風景を図 5 に示す．

図 5 の a) は，送信アンテナが初期位置である y=-
900 mm の位置に配置されている状態である．この
状態から，計測バージ上に設置された PC から光ファ
イバケーブル経由で実験系のステッピングモータ制
御部にコマンドを送り，送信アンテナが移動してい
る様子を示したものが図 5 の b)，c)，及び d) である．
計測バージ上に設置された PC の制御ソフトウェア
上でアンテナがどの程度移動したかは数値で確認す
ることもできるが，実験系に海中カメラを搭載したこ
とで，アンテナが所望の位置に移動したことを映像
によって確認できる．海中における実験では，実験
系の様子を実際に自分の目で確認することは困難で
ある．そのため，開発したチャネルサウンダのように
カメラを搭載し，リアルタイムで，実験系の様子を
映像で確認することは円滑に実験を進めるために役
立つ． 

図 6 に，開発したチャネルサウンダを用いて測定
した送受信アンテナ間の距離に対する S21 の絶対値
を示す．海中での電磁波の波長は，導電率 4 S/m，
比誘電率 80 の場合に 10 MHz で約 50 cm であり，
1 波長以上離れた状況での測定となっている．実線

は理論値から求めた減衰を示している．電磁界の Z
方向への伝搬の理論値は文献 (7) から次式で求めら
れる．

　　　　  (1)
　　　　  (2)

E0 及び H0 はそれぞれ電界，磁界の強さの初期値，
ωは各周波数，ⓣ は時間を示している．γは減衰定数
を表しており，誘電率（ε），透磁率（μ），導電率

（σ）によって次式で求められる．

　　　　  （3）

　送信側からは信号を電力増幅器で増幅した後，送
信用アンテナから放射し，受信側では受信用アンテ
ナで受けた信号を低雑音増幅器（LNA）で増幅して
いる．結果より， CTD 計で測定した導電率から求め
た減衰定数を基にした伝搬損失量に従って，測定レ
ベルも減衰することを確認した．

また，本チャネルサウンダでは送受信アンテナ間
の距離に対する位相変化量についても測定可能であ
る．これによって，海中ワイヤレス伝送方式の設計
に必要となる，送信距離に対する送受信アンテナ間
の伝搬損失量及び位相回転量を計測できる．

 3 電波を用いた海中通信技術
次に海中での電波を用いた通信技術についての

研究開発を行った．２.で述べたように，海中での
電波の減衰は非常に大きく，自由空間では 10 MHz
では 1 m の距離で約 7.5 dB の減衰に対して，海中
で約 100 dB 減衰するので，近距離・近接の通信を
目的とした通信を考える．例えば，海中ロボットが
母船や海底の基地局などに近づいたときに，ワイヤ

 図 5　海中でのループアンテナの移動の様子  図 6　電波伝搬特性の測定結果の一例
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レス給電と同時にデータを送信する，といった使い
方を想定している．これにより海中ロボットを引き揚
げる手間がなくなり，より多くの時間を探索に使うこ
とができるようになると考えられる．また，電波によ
る海中通信では通信速度と距離を伸ばすことが必要
となる．そこで，通信速度を上げるために海中での
MIMO 技術の適用可能性の検証を行った (17)，(18)．ま
た通信距離を伸ばすために，海底下通信の測定も
行った．

３.１　海中通信測定装置の概要
海中通信の測定のために，測定装置の製作を行っ

た．図 7 は海中通信測定装置の外観である．チャ
ネルサウンダで使用していた制御用の黒い耐圧容器
は，引き続き主制御装置としてセンサ類の管理など
を行う．また，新たに送信部と受信部を製作した．
送信部には任意波形を生成して送信可能なソフト
ウェア無線機（Ettus Research USRP N210）を 2

台搭載した．インタフェースは通信用の同軸コネク
タ 2 個で，最大 2 個まで送信アンテナを取り付け
ることができる．そのほかに主制御装置との通信用
LAN のインタフェース 1 個，受信部との同期用の
光ファイバ用コネクタ 1 個を備えている．受信部
はネットワークアナライザと I/Q アナライザの機
能を備えたハンドヘルド形の測定装置を搭載してい
る．インタフェースは 4 個の同軸コネクタを取り
付けており，最大 4 個まで受信アンテナを取り付
けることができ，同軸スイッチにより切り換えるこ
とができる．そのほかに，送信部との同期用の光
ファイバ用コネクタ 1 個，船上との通信用光ファ
イバ用コネクタを 1 個有している．

この通信実験では送信側はソフトウェア無線機
を用いて，64 QAM 等で変調した信号を生成し，
受信側で I/Q アナライザで取得した I/Q 信号を復
調して評価を行った．

３.２　通信用海中アンテナの改良
２.のチャネルサウンダでは 10 MHz の微小ルー

プアンテナを用いた測定を行ったが，通信実験では
より低い周波数での測定も行うため，海中アンテナ
を別途製作した．このアンテナは文献（19）を参
考にして，使用する周波数や用途に合わせてより小
形に製作している．周波数が低くなると，アンテナ
のサイズは基本的には大きくなってしまうこと，微
小ループアンテナでは帯域も狭く通信には余り向い
ていないことから，微小ダイポール形の海中アンテ
ナを製作した．図 8 は海中アンテナの概観を示し
ている．銅のエレメントは直径 2 cm，長さ 39.5 
cm で，エレメントの長さの半分は容器の外にむき
出しとなっている．容器の中は純水で満たされてお
り，導電性はない．海水は導電率が高く，アンテナ
への給電部分に海水が接触すると，電流が海水に多 図 7　海中通信測定装置

 図 8　海中用微小ダイポールアンテナ
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く流れてしまい，アンテナとして共振しなくなる．
そこで純水のバッファ層を設けることで，海中でも
電波を効率良く放射できるようにした．このアンテ
ナは容器内部の整合回路でマッチングさせることに
よって，10 kHz から 10 MHz までの範囲の中心周
波数を変更して使用することが可能である． 

３.３　MIMO通信測定
図 9 は MIMO 測定実験時の海中での様子を示し

ている．この実験では 2⊠2 MIMO での通信を行っ
た．送信アンテナ，送信容器，主制御装置及びセン
サ類はメインフレームに，受信アンテナ及び受信容
器はサブフレームにそれぞれ搭載し，アンテナの間
隔を離せるようにしている．フレームのサイズはど

ちらも 1.2 m⊠1.4 m⊠1.5 m である．周波数は
100 kHz，1 MHz，10 MHz を用いた．送信電力
は 100　kHz で 20　mW，1　MHz 及び 10 MHz
で 30 W とし，送信アンテナ同士と受信アンテナ
同士の間隔 D は 50 cm と 75 cm とした．この試
験では送受信アンテナの間隔はダイバーがメジャー
で測定しているため，数 cm の誤差があると考えら
れる．またダイバーの作業を考慮して，以降の試験
では水深は 10 m 以下の岸壁付近で行っている．

測定結果の一例として図 10 に 1 MHz で測定し
た結果を示す．横軸は送受信間の距離，縦軸は通信
容量を示している．通信帯域は 100 kHz で，変調
には 64 QAM を用いている．アンテナ間隔を 75 
cm とすると距離が離れるためか，アンテナ間隔が
50 cm の場合より通信容量が小さくなっている．
測定時の海水の導電率は約 4.8 S/m，比誘電率を
80 とすると，この場合の 1 m での通信容量のシャ
ノンの通信容量定理から得られる MIMO の理論値
は約 4 Mbit/s であることから，海水中においても
MIMO の効果は出ていると考えられる．この結果
から 1.5 m の距離において，1 Mbit/s 以上の通信
速度が得られることが検証できた．そのほかの周波
数においても，ほぼ同様の傾向が見られた．試作し
た海中アンテナは，測定に使用した周波数いずれに
おいても，中心周波数の約 10 % の帯域（1 MHz
のアンテナの場合 100 kHz の帯域）を有しており，
その帯域を最大に使って変調し，2⊠2 MIMO 通信
を行うことで，海中においても通信容量を大きく向
上させることが分かった．

３.４　海底下通信測定
また，通信距離を伸ばすための改善策として，海

底下を伝搬する通信方式の検証を行った (20)．海面

 図 9　海中チャネルサウンダの系統図

 図 10　MIMO通信実験測定結果の一例
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に近い場所では，送信アンテナから発射された電波
が海面上に出ると海面に沿って伝搬して，再び海中
に入って受信アンテナに通る経路が生じる．空気中
では海中より圧倒的に減衰が小さいため，より遠く
まで届くようになる．この現象と同様に，海底下の
媒質（砂や岩など）中を伝搬することで，海底付近
でも遠くまで電波が届くことが予想される．そこ
で，本現象を確認するため測定実験を行った．

測定に用いる装置は基本的に MIMO 試験と同様
の構成で，送信系のメインフレームと受信系のサブ
フレームをそれぞれ海中へ沈めて，サブフレームを
移動しながら伝搬強度の測定を行った．海中の経路
と海底の経路の差が分かるように，各フレームの上
下にアンテナを取り付け，送信及び受信で 2 本ず
つとなっている．下の送受アンテナそれぞれ 1 本
ずつは海底に触れる場所に設置し，上の送受アンテ
ナそれぞれ 1 本ずつは海底からの高さ 1.5 m の場
所に設置した．海中での海底下通信実験の様子を図
11 に示す．左側の受信フレームを海底に設置した
メジャーに沿って 10 cm ずつ動かしながら測定を

行った．この試験でも MIMO 試験と同様にダイ
バーの手によって調整するため数 cm の誤差がある
と考えられる．

図 12 に測定結果の一例を示す．横軸は送受信ア
ンテナ間の距離，縦軸は電波受信強度を示してい
る．緑色の点線は減衰の理論式（1）から（3）よ
り得られる電波受信強度を，青と紫の点線は海中の
みを伝搬する場合と海底下を伝搬する場合のそれぞ
れの測定結果の回帰直線を示している．海中のみを
伝搬する場合（CSW）に比較して，海底下を伝搬す
る場合（Csb）は距離による減衰が小さくなってい
ることが分かる．海底下を伝搬させることで，海中
を伝搬する場合に比べて約 1.5 倍の距離まで届くよ
うになっている．このように海底面にアンテナを設
置することで，伝搬距離を伸ばすことができること
を実証した．

 4 電波を用いた海底下センシング技術
最後に電波を用いた海底下センシング技術につ

いて述べる (21)．従来，海中ではセンサとして主に
音波（ソナー）が用いられている．しかし，音波だ
けでは検出が困難な埋設物も存在する．そこで電波
と組み合わせることで，音波だけでは検出が困難
だった埋設物を検出できる可能性がある．更に電波
は，土や岩盤の方が海水よりも減衰が小さいと考え
られるため，より深い場所にある埋設物の検出の可
能性もある．

海底下センシングシステムの海中での測定時の
外観を図 13 に示す．センシングシステムは大きく
分けると制御部，送信部，受信部，遠隔操作部及び
電池から構成される．それぞれは耐圧容器へ収納し
ている．また，海底の様子を確認するためのカメラ
も取り付けている．

送信部は，主に送信信号源，電力増幅器，送信ア
ンテナから構成されている．送信部と制御部とは水
中ケーブル（イーサネット及び電源供給用）で接続
されている．送信信号源としてソフトウェア無線機
を搭載している．発射する信号は，電力増幅器で増
幅され，フレーム下部の中央に設置した送信アンテ
ナから放射される．

受信部は，送信部から発射された電波を受信する
ためのアンテナ及び受信信号の信号処理ハードウェ
ア等が搭載されている．また，埋設物の位置を詳細
に推定するためには，アンテナのアレー化が有効的
であると考えられる．そこで，受信部には最大 4
本のアンテナを取り付けられる構成とした．受信ア

 図 11　海底下通信実験の様子

 図 12　海底下通信実験の測定の一例
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ンテナは 2 本のアンテナを 1 組（間隔 52 cm）と
し，送信アンテナを中心として，102.5 cm の距離
に 2 組，計 4 本設置している．受信信号は LNA に
よって増幅し，計測機器（VNA 及び I/Q アナライ
ザまたは 4 ポートネットワークアナライザ）によっ
て振幅及び位相を計測する．リアルタイムに海中に
おいて埋設物センシング処理を行うため，信号処理
用ハードウェアを搭載し，このハードウェア上で埋
設物検出アルゴリズムを実行する．4 ポートネット
ワークアナライザは，アンテナアレーを構成する 4
本の受信アンテナの信号を同時に計測できる．測定
対象とする周波数範囲は 10 kHz から 10 MHz と
した．測定値のうち，位相計測には高い分解能を持
つ必要があることから，計測した位相は 20 ビット
のビット幅で数値を出力できるようにしている．こ
れにより，10-3deg 以下の微小な位相変化を計測で
きるようにした．このように微小な変化量を計測す
る装置であることから，外来からの放射雑音や内部
の測定機器等からの雑音による計測への影響を低減
するため，金属製のきょう体とした．また，陸上か
らの遠隔操作・監視を行うため，光ファイバケーブ
ルを接続するコネクタを有しており，制御部・送信
部と受信部にそれぞれ電源供給用のバッテリーを搭
載し電源供給を行う構成とした．

本センシングシステムでは，埋設物の位置と種類
を推定するアルゴリズムを採用している．この推定
アルゴリズムでは，あらかじめ各埋設物がセンシン
グ範囲の各場所における送信アンテナからの CW
波の信号を各受信アンテナで取得した電界強度と位
相を取得しておく．送信アンテナから出力された信

号は，直接受信アンテナに届くものと，海底や埋設
物に反射して届くものがあり，埋設物の種類や有無
によって変化する．これはシミュレーションで計算
した参照データでもよいが，今回の実験では事前の
測定結果を参照データとして用いている．これらの
参照データは海水の導電率の変化によって大きく変
わるため，推定には導電率の測定データを利用する
ことが求められる．そして，実際にセンシングを
行った測定結果とあらかじめ用意しておいた参照
データを使用し，ラッソ回帰手法を用いてゆう度推
定を行っている．

 （4）

ここで，x はセンシングエリアを任意の数で区切っ
た場合のその地点の埋設物の有無を表すベクトル，
y は各受信アンテナで得られた振幅及び位相情報の
ベクトルを示している．A(σ，h) は参照データの行
列を表しており，導電率σ及び海底からのアンテナ
の高さ h によって変化するもので，次式で表され
る．

　　　　  (5)
埋設物は金属（アルミメッシュ板，1 m⊠1 m⊠

1 mm）と誘電体（ポリカーボネート板 1 m⊠1 m
⊠2 mm，比誘電率 3）を用いて実験を行った．測
定フレームの下側にレールを設置し，そのレール上
で埋設物を載せた台車で動かす仕組みになってい
る．埋設物の上には土のうを 10 cm の厚さで埋設
物を全て覆うように敷き詰めた．

図 14 に金属を埋設物とした測定結果の一例を示
す．上下はそれぞれ埋設物の位置を変えた場合を示

 図 13　海底下センシングシステムの概観
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している．左側二つずつの図は金属か誘電体かでゆ
う度推定した結果で，赤い色の部分ゆう度が高く，
金属の方が赤くなっていることが分かる．また，右
側は埋設物の中央の位置に赤い四角で視覚化したも
のである．この推定は 1 秒ごとに表示することが
可能で，ほぼリアルタイム検証することができる．
このように電波によるセンシングは埋設物の種類と
位置を推定できることが検証できた．

 5  おわりに
本稿では，海中における電波を用いた海中ワイヤ

レス技術について，筆者らが行っている研究開発に
ついて紹介した．電波を用いた海中での伝搬特性の
測定，通信についての評価，海底下センシングにつ
いてそれぞれ測定系を構築し，検証を行った．今後
も海中での電波の利用促進のため研究開発を行って
いく予定である．
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 1 はじめに
海中を自由に動くことのできる自律形無人潜水ロ

ボット（AUV: Autonomous Underwater Vehicle）
は，海洋資源の探査，海洋生物の調査，インフラ施
設の監視などに利用されている．今後，海中ドロー
ンの開発などで小形，低コスト化が進み，利用範囲
が更に広がると考えられる．しかし，AUVはバッ
テリー駆動のため，バッテリー容量に依存して活動
時間に制約があり，更に充電のたびに海から引き揚
げる必要があるため作業効率が悪く，完全自動化の
障害になっている．今後，海に関わる産業を発展さ
せていくには，AUVを効率的に活用していく必要
があり，海から引き揚げることなく，海中で電力を
供給しながら長時間運用できることが望まれる .
海中においてAUVに電力を供給するためには，

ACコンセントのような接触方式では防水構造が難
しいため，非接触給電方式が有効である．非接触給
電方式では電磁波を利用するが，海水は導電性を持
つためすぐに電磁界が減衰してしまい，遠くに電力
が伝わりにくい課題がある．また，海中における電

磁波の利用としては，通信用途が一般的であるが，
通信では通信伝送効率が評価尺度になる一方で，電
力伝送では電力伝送効率（以降，伝送効率という）
が重要な評価尺度となる .
水中あるいは海中における電力伝送の先行研究

として，文献（1）は 19.9 MHz を用いて送受アン
テナ（あるいはコイル）間の距離 300 mmで伝送
効率 60 % 以上の電力伝送を達成している．文献
（2）は送受アンテナ間に誘電体が存在する場合の
共振周波数と結合係数の変動や塩水使用時の共振器
の損失について検討されており，海中給電システム
構築の指針を提示している．文献（3）では 1 MHz
を用いて距離 50 mmで伝送効率 40 %の電力伝送
を，文献（4）では 35.4 kHz を用いて距離 5 mm
で伝送効率 92 %の電力伝送を達成している．いず
れも高い伝送効率を確保するために送受アンテナ間
を 300 mm以内に近接させる必要がある．
しかしながら，海中でAUVへ給電を行う場合，

海流等の影響で送受アンテナ相互の位置合わせが難
しいため，送受電アンテナの位置自由度が高く，よ
り遠くまで伝送できるポジションフリーな給電方式
が求められる．
伝送距離を拡大させる方式として，送受アンテナ

間に無給電のループアンテナを複数使用したドミノ
方式がある（5），（6）．また，送受アンテナ間にループ
素子を複数配置することで，アンテナの位置変動に

海中ロボットAUVのための
ポジションフリー海中給電技術
Free Positioning Wireless Power Transfer Technology for AUVs and Underwater Robots in Seawater

小柳芳雄　Yoshio Koyanagi †　江口和弘　Kazuhiro Eguchi †　枷場亮祐　Ryosuke Hasaba †

山口修一郎　Shuichiro Yamaguchi †　八木達雄　Tatsuo Yagi †　佐藤　浩　Hiroshi Sato †

†  パナソニック株式会社 CNS 社イノベーションセン
ター，横浜市

  Innovation Center，Connected Solutions 
Company,Panasonic Corporation，Yokohama-
shi, 224-8539 Japan

Summary AUV（Autonomous Underwater Vehicle）は海底調査やインフラ施設の監視などで使用されるが , バッテ
リー駆動のため活動時間に制約があるとともに，充電のたびに海から引き揚げる必要があるため作業性に

課題がある．海中でワイヤレス充電ができれば運用時間を大幅に延ばすことができるが，潮流のある中でAUVを所望の位置
に完全に静止させるのは難しい．そこで，送受電コイルの精密なアライメントを必要とせず，ポジションフリーで充電できる新
たな給電方式が求められる．筆者らは，電磁波が伝わりにくい海中でも離れた場所に電力を送ることのできる海中向けの給電
技術として，磁界結合方式のポジションフリー海中給電方式を提案している．伝送距離の長距離化のアプローチとして，直径
3.4 mの送電コイルを7段用いたドミノ方式により10 m先の受電コイルに100 Wの電力を送ることに成功している．また
AUVの充電に必要な大電力を給電するためのアプローチとして，直列3連送電コイルと，フェライト付き金属製中空容器に巻
き付けた受電コイルにより，80%を超える高効率な電力伝送を達成しており，今後は実際のAUVを用いた実海域での実証を
予定している．本稿ではこれら2方式の海中給電技術について，システム設計手法と特性評価について解説する．

Key Words 無線給電，磁界結合，コイル，AUV，海中

ⓒ電子情報通信学会2022

海中ロボットAUVのための

解説論
文

4 - 2



解説論文　海中ロボットAUVのためのポジションフリー海中給電技術 325

小特集 ラストフロンティアに挑む水中無線技術

よる伝送効率のロバスト性を向上できる（7）．
筆者らは，海中で送受電コイルの精密なアライメ

ントを必要としない磁界結合方式ポジションフリー
ワイヤレス給電技術の研究を行い，電力が伝わりに
くい海中でも，離れた場所に電力を送ることができ
る海中給電技術を開発している（図 1）．複数コイ
ルを海中に配置することで給電可能なエリアを拡大
し，長距離化と高効率化を実現している（8）～（10）．
また，AUVの充電に十分な大きな電力を送るために
送受電コイル間の結合度を高める工夫を行い，80 %
を超える高い伝送効率を実現しており（11）,（12），今
後は実験用AUVを用いた実海域での伝送実験を予
定している .
本論文では，AUV への電力供給のためのポジ

ションフリー海中給電技術について，伝送距離の長
距離化の事例と，高効率大容量伝送に向けた取組み
事例を紹介する．

 2  海中電力伝送の課題と磁界結合方式ワイヤレス給電の設計

2.1　海水の電気特性と海中における電磁波の伝搬
海水は水分子の分極による比誘電率 εr ≈ 78 の高

損失媒質であるとともに，Na+ Cl-イオンにより導
電率 σ ≈ 5 S/m の導電性を持つ．海中の電磁波は
この媒質の影響を受けて波長が短縮し，かつ指数関
数的に減衰する．表 1に 1 kHz～10 MHz での伝
搬損，伝搬速度，実効波長を示す（13）．海中におけ

る伝搬速度は 1 MHz で 1,414 km/s と光速の 30
万 km/s に比べて大幅に遅くなり，波長は 1.41 m
と空間の 300 mに比べて約 1/200 になる．また伝
搬損は1 kHzで1.22 dB/m程度であるのに対して，
1 MHz では 38.6 dB/mと，周波数が高くなるほど
急激に大きくなる . このため海中でのワイヤレス給
電には kHz帯以下の周波数が適している（10）．

2.2　海中における伝送コイルの設計手法
海中に沈めたコイルのインダクタンス L，Q，結

合係数 k は文献（9）で詳細に検討されている．直
径 1 mの 10巻きコイルの例では，インダクタンス
L は空間と海中（導電率 5 S/m）で同等であるが，
海中では Q が大幅に低下し，100 kHz で 200 から
1まで 200 分の 1に低下するとともに，3 kHz に
ピークを持つようになる．またコイル間隔 0.5 m
としたときの結合係数は，10 kHz までは変化は小
さいが 100 kHz では 30 ％程度低下している．
磁界結合方式ワイヤレス給電回路で完全に整合

図1　AUVへの海中給電のイメージ

表１　海中での電磁波の伝搬損，伝搬速度，実効波長

周波数 伝搬損
(dB/m)

伝搬速度
(km/s)

実効波長
(m)

1kHz 1.22 45 44.7
10kHz 3.86 141 14.1
100kHz 12.2 447 4.47
1MHz 38.6 1414 1.41
10MHz 122 4472 0.447

σ =5.0 S/m，εr=78
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を取った場合の最大伝送効率 ηmax は，kQ 積により
以下の式で計算できる（14）．

この式を理解しやすくするため，媒介変数 θ（効
率角と呼ぶ）を導入し kQ 積と θ の関係式を以下の
ように定義する．

ここで 0 ≦ θ ≦ π /4 とし，式（1）に式（2）を
代入し整理する．

効率角 θ を式（2）の kQ 積から求め，式（3）
から θ を用いて最大伝送効率 ηmax を計算できる．
なお、この ηmax は海中でも有効であることが知ら
れている（2）．
海中ワイヤレス給電システムの設計においては，

電磁界シミュレーションや実験によって海中におけ
るコイルの Qと結合係数 k を求め，最大伝送効率
となる周波数にて十分な整合を取りながらシステム
設計を行う必要がある．
図 2に，海中に沈めた多段コイルよるワイヤレ

ス給電の等価回路を示す．ここで R1・Rn は入出力
インピーダンス，C1・Cn は整合用コンデンサ，Lrn

は各コイルのインダクタンスでありコンデンサ Crn

で共振を取っている．また Qrn・Rrn は各コイルの
Q 及び損失抵抗である．この回路定数はコイル段
数を nとすると次式で計算できる（15）．

ここで p ＝ 1では k ＝ k12，p ＝ nでは k＝ kn-1,n
であり，ω0 ＝ 2πf0 は角周波数，f0 は送電周波数で
ある．伝送効率はコイルのインダクタンス L，Q，
結合係数 k，コンデンサの容量 C から，高周波回
路シミュレータより Sパラメータを計算し，以下
の式から伝送効率 ηを求める．

 3  多段無給電コイルを用いた長距離伝送の事例

海中でAUVに電力伝送を行うための磁界結合方
式ワイヤレス給電システムの設計を行う．長距離伝
送のために複数のコイルを連続して配置し，コイル
間で順次電力を伝えることで 10 m先へ電力供給を
行う （10）．送電側のコイルは，kHz 帯でも十分なイ
ンダクタンス Lや Q が確保できるよう，直径 3.4 
m の大きなサイズとする．また，受電側のコイル
には直径 1.7 mの空芯コイルを用いる．

3.1　二つのコイル間の電力伝送
図 3に，実験に用いる直径 3.4 m のコイルの構

造を示す．コイルの防水性を確保するため，浮沈式
生け簀（16）に用いられる直径 0.14 mのポリエチレ
ンパイプの中に 10 巻きのケーブルを入れている．
パイプ内を空気で満たすことで銅線外被が直接海水
に触れず，コイルの Q の低下を防ぐ効果がある．
コイルの電線には，導体径 13.9 mmのキャブタイ
ヤケーブルを使用する．コイルは送受電回路との整
合と共振を取るコンデンサを接続するため，これら

図2　多段コイル結合器の等価回路
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を収納するポリエチレンパイプ製のコンデンサボッ
クスを取り付けている．コンデンサボックスは水中
コネクタを介して外部の送受電回路に接続する．
海中にコイルを沈めた場合のコイル特性の測定

法を図 4に示す．コイルのインダクタンス L，結合
係 数 k の 測 定 は， 図 4（a） の よ う に Vector 
Network Analyzer（VNA）で Sパラメータを測定
し，Zパラメータに変換して求める（9）．また，Q，
抵抗 R はコイルの抵抗値が数十mΩレベルと非常
に小さいため，図 4（b）に示す gain-phase test 
port の 付 い た VNA に よ り Gain Phase Shunt 
Thru （GPST）法を用いて測定する（17）．
図 5に 3.4 m コイルのインダクタンス L，Q の

空間と海中での周波数特性を示す．0.1～10 kHz

で 3.4 m コイルのインダクタンス値は空間で 890 
µH，海中では 2 kHz を超えるとやや低下し 10 
kHz では 865 µH となった．Q は空間では 1 kHz
で最大値 110 となり，海中では 650 Hz で最大値
57となり，48 ％低下した．二つのコイルの距離を
1.7 mにした場合の結合係数 k は空間でも海中でも
約 0.1 であり，周波数によらず一定であった．以上
から，インダクタンス Lや結合係数 k は比較的フ
ラットな特性を示しているのに対して，Q は 650 
Hz 付近でピークを持つことが分かる．このため，
式（1）～（3）からこの周波数で伝送すると高効
率で伝送可能である．

3.2　多段コイルを用いた電力伝送システムの設計
伝送エリアを拡大するため，コイルを複数配置す

ることで距離 10 m 先への電力伝送を行う．図 6
は，海中で 10 m先へのワイヤレス給電を行うため
の実験システムを示す．直径 3.4 mのコイル 1～7
を 1.7 m 間隔で並べ，コイル 1に給電を行い，コ
イル 2～7は無給電コイルとしている．受電コイル
8は直径 1.7 mとし，給電コイル 1から 10.2 m離
れたコイル 7の中心に配置している．なお受電コ
イルは，導体径 13.9 mmのキャブタイヤケーブル
を 5巻きの 3層に分けて計 15巻きとした空芯コイ

図5　直径3.4 mコイルのインダクタンスLとQ

表2　電力伝送回路の回路定数計算

Coil 1 to 7 Coil 8 Coil 1 to 2
~Coil 6 to 7

Coil 7
to 8

In/Out
Imp.

L1~L7
(µH)

Qr1
~Qr7

L8
(µH) Qr8 k12~k67 k78

R1, R8
(Ω)

890 57 798 44 0.0879 0.163 10
C1 
(µF)

Cr1*
(µF)

C8 
(µF)

Cr8* 
(µF)

Cr2~Cr7
(µF)

R1~R7
(mΩ)

R8 
(mΩ)

13.8 56.9 24.5 62.9 67.4 63.8 74.1

図4　インダクタンスL，Q，結合係数kの測定法

（a）Sパラメータ計測 （b）GPST法

図6　10 m先への給電のための実験システム

（a）多段コイルを用いた無線給電構成 （b）実験風景

図3　ポリエチレンパイプ入り送電コイルの構成

（a）コイルの構造 （b）コイルの外観写真
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ルである．
8段コイルのワイヤレス給電システムの設計のた

め，3.1で示した伝送効率が最大となる 650 Hz の
周波数で，各コイルのインダクタンス L，Q，結合
係数 k を測定した．測定結果とこれらの値から式
（4）～（6）を用いて計算した共振 ･整合コンデン
サ，コイル抵抗の値を表 2に示す．

3.3　10 m伝送の評価
図 7に，コイル 1からコイル 8までの伝送効率

の周波数特性を示す．実験結果はVNAで測定して
取得した S21 から式（7）を用いて計算した．設計
伝送効率は回路シミュレーション（CST Design 
Studio）に表 2 の値を入れて Sパラメータから計
算している．測定値はシミュレーション値とよく一
致している．
更に，電力が送れることを確認するため，パワー

アナライザを用いた伝送効率測定システム（9）にて
測定した受電電力 100 Wでの伝送効率を表 3に示
す．伝送効率の実測結果は 20.7 ％で，シミュレー
ション値より 5.4 ％低い．これは電力測定系では
整流回路と電子負荷が含まれており，その回路の力
率が低いことが原因である．
本結果から，多段コイルを用いることで，給電側

の送電コイルから 10 m 離れた受電コイルへ 100 
Wの電力が伝送できることが示せた．しかし，実
際のAUVは kWオーダの電力を消費するため，充
電も kW級の電力が必要である．本方式は伝送効
率が 20 ％程度と低いため，大電力化のためには伝
送効率 80 ％以上のシステムが必要である．また
AUVは金属製の耐圧容器で構成されるため，耐圧
容器と受電コイルが近接することで耐圧容器に発生
する渦電流損で伝送効率が大幅に低下することが懸
念される．そこで，これらを考慮した実用システム
の設計を次章にて行う．

 4  AUV を海中で充電するためのポジションフリーワイヤレス給電システム

4.1　3連送電コイル及びフェライト装荷受電コイル
AUVにポジションフリーかつ高効率に充電するた

め，送電コイルを三つ並べてコイル内のどの場所でも
安定した無線給電ができるシステムを検討する （11）．
図 8は直列 3連コイルを用いた高効率給電シス

テムの平面の断面図である．送電コイルは直径 1 
mで 0.5 m の間隔で三つ配置している．送電コイ
ルは図 3と同様にポリエチレンパイプ内に導体径
8.4 mm，外形 11 mmの電線を 10巻きしている．
三つの送電コイルへの給電方式としては並列あるい
は直列が考えられるが，実験やシミュレーションの
検討結果から直列給電の方が Q を高くできるため，
本構成では 3連コイルによる直列給電方式を採用
している．
受電コイルは AUV 本体を想定した直径 250 

mm，長さ 502 mmのアルミ製耐圧容器に 5 ㎜厚
のフェライト板を貼り付け，導体径 8.4 mm，外形
11 mmの電線を 20 巻きしている．アルミ容器と

図7　コイル間の伝送効率

図8　直列3連コイルと受電コイルの伝送系断面図

表3　多段コイルを使用した電力伝送の評価結果

Method Item Transfer from
coil 1 to coil 8

Power
analyzer

Effi  ciency（%） 20.7
Received power（W） 103

Simulation Effi  ciency（%） 26.1
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コイル間にフェライトを入れることで渦電流損によ
るコイルの Q の低下を防ぐ工夫をしている．

4.2　電磁界シミュレーション
シミュレーションは，図 8のモデルに対して，

有限要素法を用いて，コイルのインダクタンス L，
抵抗 R，結合係数 k を 0.1～10 kHz の範囲で計算
する．表 4は解析時に使用する材料定数である．

4.3　実験システム
図 9は実験用コイルの外観である．図 9（a）は

三つの送電コイルを 500 mm間隔でロープによっ
て並列につないだものである．送電コイルは防水コ
ネクタを介して電線で測定機器に接続している．図
9（b）は模擬AUVの実験モデルであり，アルミ製
の中空円柱容器にフェライトを貼り付け，その上か
らコイルを 20巻きしている．
海中でのコイルの特性を評価するため，図 10の

ように，直径 1.6 m，高さ 1.8 m の水槽に塩水を
入れて，送受電コイルを沈めてコイル特性を測定す
る．一般的な海水の塩分濃度は約 3.5 % だが，導
電率は 15 ℃で 4.3 S/m，25 ℃で 5.3 S/m であ
り（18），導電率は必ずしも一定ではない．そこで水
槽実験では実環境より厳しい条件とするために塩分
濃度を 4.7 %，導電率 6.39 S/mとして実験を行う．

4.4　コイル特性の測定結果
今回検討した構成におけるシミュレーション，実

験値を比較したところ，図 11のように送電コイル
のインダクタンス L は 0.1～10 kHz の範囲で約
900 µH，受電コイルは約 400 µHでほぼ一定であ
るが，2 kHz における送電コイルのインダクタン
スは実験値に対してシミュレーションが約 12 ％低
くなっている．この差は実験用に製作したコイル電
線がパイプ内で密巻きになっているため，シミュ
レーションモデルの整列巻きと差が生じていること
が要因と考えられる．受電コイルは 2 kHz で実験

値とシミュレーションの差が 5 ％と僅かである．
図 12はコイルの Q の実験値とシミュレーション

値の周波数特性である．2 kHz における送電コイ
ルの Q は，シミュレーション値は実験値の半分と
なっている．受電コイルもシミュレーション値は実
験値よりも35 %低い．実際の電線は撚線であるが，
シミュレーションの電線モデルは単線でモデル化し
ており，電線の巻き方も実際とは異なるため電線間
の近接効果の影響などが差異になっていると考えら
れる．電線モデルの高精細化等によるシミュレー

図10　直列3連コイルの水槽内配置図

表4　解析時に使用した材料定数
Conductivity
(S/m)

Relative
permittivity 

Relative
permeability

Dielectric loss
coeffi  cient

Magnetic loss
coeffi  cient

Air 0 1.0 1.0 0 0
Copper 5.8 × 107 1.0 1.0 0 0
Aluminum 3.8 × 107 1.0 1.0 0 0
Polyethylene 0 2.25 1.0 0.001 0
Rubber 1.0 × 10-15 3.0 1.0 0 0
Ferrite 0.25 1.0 3400 0 0.015
Seawater 6.39 78 1.0 0 0

図9　直列3連送電コイルと模擬AUVモデルの外観

（a）直列3連送電コイル （b）模擬AUVモデル
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ションの精度向上は今後の課題である．
なお，受電コイルが送電コイル中央にあるときの

コイル間の結合係数 kは，0.1～10 kHz の範囲で
約 0.24，計算値では約 0.22 で，周波数によらずほ
ぼ一定となった．

4.5　伝送効率の見積り
コイル間の最大伝送効率を式（1）～（3）から

計算する．図13はコイル間の最大伝送効率である．
実験値，シミュレーションの Q は図 12の値を用い
る．また，結合係数は実験値では 0.24，シミュレー
ション値では 0.22 を用いる．最大伝送効率 ηmax が
得られるのは 2kHz のときであり，ηmax は実験値に
おいて 89.8 %，シミュレーションでは 82.8 % と
なる．
次に 2段コイルのワイヤレス給電システムの設

計を行う．伝送効率が最大となる 2 kHz における
各コイルのインダクタンス L，Q，結合係数 k の測
定値は，Lr1 ＝ 954 µH，Qr1 ＝ 83，Lr2 ＝ 414 µH，
Qr2 ＝ 71，k12 ＝ 0.24 である．この値から，入出
力インピーダンス R1 ＝ R2 ＝ 10 Ωとして式（4）
～（6）を用いて計算した共振 ･整合コンデンサ ,
コイル抵抗の値は，C1 ＝ 4.0 µF，C*r1 ＝ 3.5 µF， 
C2 ＝ 7.4 µF，C*r2 ＝ 11.3 µF， Rr1 ＝ 144 m Ω， 
Rr2 ＝ 73 mΩとなる．この値を，図 2 の等価回路
で n=2 として回路シミュレータに入れて S21 を計
算する．この S21 を用いて式（7）から求めた伝送
効率は 89.2 % であり，kQ 積から求めた伝送効率
89.8 %とよく一致している．

4.6　大電力伝送とポジションフリーの評価
最後に，kW級の電力伝送がポジションフリーで

行えることを確認するために，受電コイルを送電コ
イル内部で動かして伝送効率の測定を行う．電源と

送電コイル間の整合のために整合回路を設け，1 
kWの電力をファンクションジェネレータ，アンプ
を用いて送電コイルに印加する．受電コイルの後段
には整合回路，整流回路，10 Ω負荷を接続して受
電電力を測定する．
図 14は 1 kWを送電し，受電コイル位置を変更

させたときの伝送効率である．測定周波数は 2 kHz
とした．送電コイルの中央を原点（X, Z）=（0, 0）
とし，受電コイルを移動させた Xの取り得る範囲
は -0.3 m ≦ X ≦ +0.3 m，Z方向の移動範囲は，
-0.5 m ≦ Z ≦ +0.5 mとなる． （X, Z） = （0.3 m, 0 
m）のときに最大効率 87.5 %，（X, Z） = （0 m, 0.5 
m）のときに最小効率 85.9 % であり，回路シミュ
レーションで計算した 89.2% に近い値となってい
る．また受電側では少なくとも 870 W程度の電力
が受電できていることが確認できる．受電コイルの
位置を変更させても，伝送効率が大きく変わらない
ところから，本方式はポジションフリーな無線電力
伝送方式であると言える．

図12　コイルのQの周波数特性

図13　コイル間の伝送効率

図11　コイルのインダクタンスLの周波数特性
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 5 むすび
本稿では，海中で活動するAUVへの電力供給手

段として，送受電コイルの精密なアライメントを必
要としない磁界結合方式のポジションフリーワイヤ
レス給電技術を紹介した．電磁波の伝わりにくい海
中でも 1 kHz 以下の低い周波数を用いるとともに，
多段無給電コイル配置することで 10 m先まで高効
率に電力を伝送できること，更に直列 3連コイル
を送電コイルに用いることで高効率にポジションフ
リー給電を実現できることを示した．また，海中で
送電コイルを実現するためにポリエチレンパイプに
よる構造体が有効活用できること，AUVの耐圧容
器の金属影響を抑えるためにフェライトが有効であ
ることなど，実用化のための工夫を紹介した．今
後，4.の構成をベースとした直径 2 mの送電コイ
ル及び実験用AUV（図 15）を用いて，実海域での
伝送実験を計画しており，伝送効率 80 %を超える
kW級のポジションフリー海中給電の実証を行う予
定である．
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