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論文の内容の要旨

論文題 目 広帯域音源 を用 いた海 中での高速ディジタルデータ伝 送
に関す る研究

本論文 で は,音響 による高速 デ ィジタル通 信 を実現す るための手法 につ い

て,海域実験 を中心 に研究 を行な った｡以下にそ の構成で ある｡

第 1章では,研究 の背景, 目的,そ して構成 を述べた｡

第 2車では,音波伝搬 の媒体である海洋 につ いてその伝搬特性 をま とめ,通

信 を行 うにあたっての問題点 を抽 出 した｡特 に,海水 による音波 の吸収減衰 に

つ いて は,周波数特性 を持 ち,広帯域伝 送にお いて影響が大きい ことか ら,莱

海域 にお いて計測 を実施 したので,そ の結果 につ いて併せて論 じた｡

第 3章では,デ ィジタル変復調方式 につ いて整理 し,特 に本研 究で用 いたマ

izerlquabacdeeD iiecsoFルチチ ャンネル判定帰還 型等化器 DE( nf ke )につ い

て ま とめた｡

第 4章では,海 中へ音波 を放射 し,また海 中を伝搬 して きた音波 を検 出す る

ための,送受披器 につ いて述べた｡海水 とのイ ンター フェースである送波器お

よび受披器 の性能が通信 システム全体 の性能 に大き く影響す る｡本研究では, 

zHz20k を中心周波数 とす るコニカル ビームパ ター ンの広帯域送波器 , 80kIIを

中心周 波数 とす る ビーム軸 を傾 けた トロイ ダル ビームパ ター ンの広帯域 送波

Hz器 を利用 した｡特 に , 80k の広帯域送波器 については, フ リー プラッ ドリン

グ方式 を適用 し ,2素子 を組み合わせ る ことによ り,広帯域 を確保 し,且つ ビ

ーム軸 を可変で きる ものを試作,開発 した｡
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第 5章で は ,20kHz帯 の周波数 を用 いて,伝搬拒離 1km～数 kmの通 信 につ

いて海域実験 を通 して検 証 を行 った.一つ 目は ,FSKを用 いた半二重通信方式

のデー タ通信装置 につ いてである.これ は通信 プロ トコル に,ハイ レベルデー

タ リンク制御手順 を用 いた もので,中継伝送が可能で あ り,海 中のネ ッ トワー

ク構築 に利便性が ある｡二 つ 目は,第 7章で述べ る巡航型 自律無 人探査機 ｢う

らしま｣ に搭載 された画像伝送装置の開発 のための通信実験 につ いて述べた｡

最後 に,マルチパ ス対策 を検討す るため に,海底 付近 の水平方 向伝搬 実験 につ

いて論 じた｡大 きな海底反射波 を取 り込 む ことによ り,マルチパ ス に対す るマ

ルチチ ャンネル DFEの効果 を検 証 した｡

第 6章で は,更 に高速 の通信 を行 うため,数百 mとい う距離 の通信 について 

80kz 0 n 8kp,30n 2H帯 を用 いた海域実験 を行 い ,50Iの距離で 0bs 0' の距離で 10 

kbpsの速度で通信が 可能で ある ことを示 した｡特 に,第 4章で述べ た,ビーム

軸 を傾 けた トロイ ダル ピー ムパター ンを持 つ送 波器 を用 いる ことによる,広帯

域 通信 の結果 を詳細 に述べた｡送波器 を海底付近 に設置 し.斜 め上方 向に海面

か ら吊 り降ろ した受液器 に向か っての伝送実験 を行 い,広帯域 を用 いた ことと

によ り,また,送液器 の指向特性 を改善 し,海底か らの反射 によるマルチパス

を低減 した ことに よ り,高速な伝送が 可能 とな った｡

第 7章では,実用機 と して開発 した装置 として,巡航型 自律無人探査機 ｢う

らしま｣ に搭載 され.現在運用 中の ,20kHzを中心周波数 として 4,000mの伝

送距離で最大 32kbpsの伝送速度 を達成 した画像伝送装置 につ いて述べた｡

第 8章では,結論 と して本論文 をま とめ,今後 の課題 と展望 を挙 げた｡
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論文審査の結果の要旨
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本 論文 で は,音響 による高速 デ ィジタル通 信 を実現す るため の手法 につ いて,

海域 実験 を中心 に研 究 を行 って いる｡

第 1章 で は,研 究 の背 景, 目的,そ して構成 を述べて いる｡

第 2章で は,音波伝搬 の媒体 で あ る海洋 につ いてそ の伝 搬 特性 をま とめ ,通

信 を行 うにあた って の問題点 を抽 出 して いる｡特 に,海 水 による音 波 の吸 収減

衰 につ いて は,周波 数特性 を持｢ち,広帯 域伝送 にお いて影響 が大 きい ことか ら,

実海域 にお いて計測 を実施 した ので,そ の結果 につ いて併 せて論 じて いる｡

第 3章 で は,デ ィジタル変 復 調方式 につ いて整 理 し,特 に本研 究 で用 いたマ

izerlquabacdO
D ilecs
Fル チチ ャンネル判 定 帰還 型等 化 器 DE( nfee ke )につ い

て ま とめている｡

第 4章 で は,海 中へ音 波 を放射 し, また海 中 を伝搬 して きた音波 を検 出す る

ため の,送受波器 につ いて述べて いる｡海水 とのイ ンター フェー スで ある送披

器 お よび受波 器 の性 能が通信 システム全体 の性 能 に大 き く影 響す る｡本研 究 で

HzHzは ,20k を中心周 波 数 とす る コニ カル ビー ムパ ター ンの広 帯 域送披栄 ,80k

を中心周 波数 とす る ビー ム軸 を傾 けた トロイ ダル ビー ムバ ター ンの広帯域 送波

Hz器 を利用 して いる.特 に ,80k の広 帯域送波器 につ いて は, フ リー フ ラ ッ ド

リング方式 を適用 し ,2素子 を組 み合 わせ る ことによ り,広 帯 域 を確保 し,且

つ ビー ム軸 を可変 で きる ものを試 作 , 開発 して いる ｡
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第 5章では , 20kHz帯の周波数 を用 いて,伝搬距離 1km～数k mの通信につ

いて海域実験 を通 して検 証 を行 っている｡一つ 目は ,FSKを用 いた半二重通信

方式のデータ通信装置についてである｡これは通信プ ロ トコル に,ハイ レベル

データ リンク制御 手順 を用 いたもので,中継伝送が可能であ り,海 中のネ ッ ト

ワー ク構築 に利便性がある｡二う 目は,第 7章で述べ る巡航型 自律無人探査機

｢うらしま｣に搭載 された画像伝送装置の開発 のための通信実験 について述べ

I:1
I て いる｡最後 に,マルチパス対策 を検討す るために,海底付近の水平方向伝搬

3 

T1tL 実験 について論 じて いる｡大きな海底反射波を取 り込む ことによ り,マルチパ

､1 . スに対す るマルチ チャンネル DFEの効果 を検証 している｡

第 6章では,更 に高速の通信を行 うため,数百 mという距離の通信 について 

80kHz等 を用 いた海域実験 を行い ,500mの距離で 80kbps,300mの距離で 120 

kbpsの速度で通信が可能であることを示 している｡特 に,第 4章で述べた,ど

ーム軸 を傾 けた トロイダル ピームパター ンを持つ送披器 を用 いることによる,

広帯域通信の結果 を詳細 に論 じている｡送波器 を海底付近 に設置 し,斜め上方

向に海面か ら吊 り降ろした受渡器 に向かっての伝送実験 を行 い,広帯域を用い

た こととによ り,また,送波器の指向特性 を改善 し,海底か らの反射によるマ

ルチパス を低減 した ことによ り,高速な伝送が可能 と報告 している｡

第 7章では,実用機 として開発 した装置 として,巡航型 自律無人探査機 ｢う

らしま｣ に搭載 され,現在運用 中の ,20kHzを中心周波数 として 4 ,000mの伝

送距離で最大 32kbpsの伝送速度 を達成 した画像伝送装置 につ いて述べてい

る｡

第 8華では,結論 として本論文 をまとめ,今後 の課題 と展望 を挙 げている｡

以上の内容 の発表 に対 して質疑応答 を行 い,同時にそれ を通 して申請者の研

究に対す る資質,能力について総合的に試験 を行 ったbその結果,申請者が研

究 を推 し進める能 力を十分有すること,また工学的立場か ら詳細 に論文 を記述

して いる ことが認 め られた｡よって,博士 (工学)の学位請求論文 として十分

な価値 を有す るものと結論 した｡




