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1． まえがき 
海洋環境での短距離大容量のデータ無線通信を実現する

ために，可視光波を用いた水中データ無線通信方式の研究

を進んでいる〔1〕．水中音波は屈折によって音の伝搬経

路が形成され，陸上より遠くまで届くことができるため，

現在最も利用されている水中無線通信の手段であるが，同

じ屈折によって音が到達しないシャドウゾーン，即ち通信

の盲点ができる．また，水中の音速は水温や水圧によって

変わり，最大 1500m/s の伝送速度限界がある〔2〕．純水

中での VLF（Very Low Frequency：～10kHz）領域は，電波

通信として用いられているが，図１〔3〕に示すように，

この領域では，純水と海水とで減衰係数の差があり，海水

中の高減衰により通信は困難である． 

一方，高周波数の可視光領域の光波は，純水でも海水で

も電磁波スペクトルの中に最も透過率が高い，水中高速通

信の媒体として期待できる．また，可視光発光のインコヒ

ーレントな LED はレーザと比べて海中生物への損傷は極め

て小さいので，無線通信光源として可能である． 

しかしながら，海水を伝搬する可視光は，海域環境の時

空間的な変化により分光減衰特性を持つ．そこで本研究で

は，通信路である海水の物理変化に対して，波長や速度適

応の水中通信手段を提案する． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1 水中での電磁波の吸収減衰 

2 ．水中光無線通信方式 
水中光無線通信方式の研究は，水中または海中通信路モ

デル，送受信機のリンクタイプ，変調方式と誤り検出の３

つがある． 
2 ．1海中通信路 

 海中通信路の研究は，海洋環境光学がベースとなってい

る．図２は，光の海中放射伝達の物理モデルであり，海水

中に入射した放射光は，海水の水分子と海水を濁らせる懸

濁粒子によって，吸収と散乱の２つの過程を受けながら，

伝達，消散してゆく．減衰量は光波長によって異なり，数

学モデルは𝐼t(λ, 𝐿) = 𝐼0(λ) ∙ exp(−𝐾(λ) ∙ 𝐿)と表される．こ

こで，I
0
(λ)は水中入射光強度，K(λ)は海中消散係数（減衰

率），λは光波長，L は伝達距離である． 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
図 2 海水中における光の伝搬過程 

つまり，海中可視光波の放射伝達は，全波長帯域に一定

ではなく，海域環境により分光特性がある（図 3(a)）．ま

た，Jerlov の研究〔4〕により，海中光消散係数は，波長

だけではなく，深度にも依存している（図 3(b)）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         (a)                                                (b) 
図 3 海中光消散係数の波長と深度依存性 

2 ．2送受信機のリンクタイプ 

表 1 送受信機のリンクタイプ 

LOS 拡散 
(Line of Sight) Non-LOS 反射拡散 反射率変調方式 
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インコヒーレントな LED を用いた水中光無線システムの

基本リンクモデル〔5〕及びそれぞれの特徴を表１に示す．
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水中の光束分散によって光エネルギーの損失があるので，

いかに低消費電力または高伝送効率で通信を行うことは水

中光無線通信装置のリンクタイプへの重要の課題である． 

2 ．3 変調方式と誤り検出 

変調方式は，陸上の可視光無線と同じような光強度を伝

送データで直接変調するベースバンド変調方式 (IM: 

Intensity Modulation）と，キャリア電気信号で光強度を

まず変調してからそのキャリアに強度変調を印加するサブ

キ ャ リ ア 変 調 方 式 (SIM: Subcarrier Intensity 

Modulation）がある．代表的なベースバンド光強度変調方

式としては，OOK-NRZ（On-Off Keying with No Return to 

Zero），PPM（Pulse-Position Modulation）がある． 

表 2 は，OOK-NRZ と L-PPM（L:1 シンボル中のスロット数）

の信号占有帯域及びある SNR（Signal-to-Noise Ratio）に

到達するための所要平均受信パワーである． 

表 2 ベースバンド IM方式の比較 

変調方式 OOK-NRZ L-PPM 
信号占有帯域幅 

Rb：ビットレート 
Rb/2 (𝑅𝑏 2⁄ )(log2 𝐿) 

所要平均パワー P 𝑃/�(𝐿 2⁄ )(log2 𝐿) 

 陸上有効な SIM 方式の１つは OFDM（ Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing）である．この方式を

用いる主な目的は，伝送信号のスペクトルを拡散すること

により高速通信を実現する．しかし，光強度が正の値しか

取りえないので，偶数のサブキャリアのみを用いることで，

1/2 のエネルギーを損失してしまう．水中特に深海通信に

対して，通信システムのエネルギーは重要である．高速化

の有効手段は，分離多重技術（DMT: Discrete Multi-tone）

が考えられる． 

 また，水中光の伝送減衰により SNR 低下の対策手段の１

つは，誤り訂正符号の活用である．Simpson の研究〔6〕で

は，低密度パリティ検査（LDPC）符号の有効性を示した．

しかしながら，誤り訂正符号の復号アルゴリズムは複雑な

処理であるので，実時間的な高速通信に対して困難である． 

3．水中適応型光無線通信方式 
図４は，本研究により提案した海域の光減衰を考慮する

水中適応型光無線通信方式の原理図である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 LED を用いた適応型水中光無線通信システム 

今回は波長と速度２つの面から適応制御を行う．今後，

海面の分光反射，浅海域の深度消散，温度勾配への適応制

御も考えられる． 

 

3 ．1波長適応制御 

送信光源は RBG（赤青緑）の 3 チップの混光により白色

発光の LED であり，3 チップで独立した光変調によりデー

タ通信を行う．受信側は広帯域の光検出器（PD）の受光窓

に波長選択光学バンドパスフィルタを装着し，各 LED チッ

プの信号を分離して受信する．結果的に，波長依存の海水

伝送路に対して適応的に最適な送信波長を選択することに

よって伝送効率を上げる． 
3 ．2伝送速度適応制御 

L-PPM 方式の伝送速度は𝑅𝑏 = log2 𝐿 𝐿𝑇⁄ と表現できる．

スロット幅 T を一定とすると，L 値を大きくすると，ある

ビット誤り率に到達するための所要 SNR が低くなることに

よって，高濁度の海水通信路に対してもデータ伝送できる

ようになる． 

3 ．3実装例 

図 5〔7〕は試作され実装された波長適応型水中光無線通

信装置及び，水槽の中において，B（左写真）と RG（右写

真）チャネルにて画像（640×480pixel）伝送の様子であ

る．伝送ビットレートは 2Mbpsである． 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4 LED を用いた適応型水中光無線通信システム 

5．まとめ 
 水中光無線通信における通信チャンネル，リンクタイプ，

変調方式の検討に基づき，インコヒーレントの LED を用

いた適応型水中可視光無線通信システムを提案され実装さ

れた． 
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