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ぁらまし　最近の水中音響通信はマルチパス対策のためにOFDMが採用されており,マルチパスの遅延広がりがガー

ドインターバル(GI)以内であれば伝搬路歪み補正に周波数領域等化が有効であることが知られている･しかし,漢

海域など水面や水底,障害物からの反射波が多く到来する環境では非常に長い遅延波が到来することが知られており,

長いGIは伝送レートや通信応答の面で不利となる･本報告では,ガードインターバル越えマルチパス環境にも対応

できる水中音響OFDM通信について述べる･上記の環境では常にブロック間干渉が存在するが,ブロック間干渉と

同時に発生するキャリア間干渉がOFDM復調において大きな妨害となる･ FFT窓を時間シフトして受信信号を切り

すデータ選択型Rake受信(Data Selective Rake Reception, DSRake)がキャリア間干渉の低減に有効であり,その

効果を受信信号分布やシミュレーションで考察する･
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Abstract Recent underwater acoustic communication has adopted OFDM for countermeasure of multipath･ If a

delay spread of multipath is within a guard interval (GI), frequency domain equalization (FDE) is effective in com-

pensating channel distortion･ However, very long delay waves should be considered when reflected waves arrive from

water surfaces, water bottoms, and obstacles in shallow sea environment･ A long GI is disadvantageous in terms of

transmission rate and communication response･ This report describes underwater acoustic OFDM communication

that can cope with multipath environment beyond guard interval･ Inter-block interference (IBI) is always present in

the af.rementi.ned envir.nment. Inter-carrier interference (ICI) Occurring at the same time as IBI becomes a major

disturbance fわr OFDM d｡m｡dulation. Data selective rake reception (DSRake) that cuts out a received signal by

time-domain shifting FFT windows is effective in reducing ICI･ This effectiveness is discussed in view of distribution

of received signals and simulation･
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の遠隔制御や情報収集のための通信手段としての無線伝送は重
1･はじめに　　　　　　　　　　　　要な要素技術であるが,光や電磁波は水中,特に海水中で大き

現在の海洋調査では遠隔操作無人探査機(RemotelyOperated　く減衰することが知られており,長距離通信においては音波を

Ⅵhicle, ROV) [1]や自律型無人潜水機(Autonomous Under-　信号源とする水中音響通信が利用される･

watervehicle, AUV) [21が広く運用されている･ ROVやAUV　水中音響通信は1950年代に単側波帯振幅変調(SSB-AM)方

-67-

This article is a technical report without peer review, and its polished and/or extended version may be published elsewhere･
Copyright◎2016　by IEICE



式の通信装置が開発されるなど,電磁波無線と同様に古くから

研究が行われており,デジタル変調,スペクトラム拡散[3ト[4],

OFDM [5ト[10], MIM0-OFDM [11日12]の導入が進められて

きた.

水中音響通信において音波が水底や水面,障害物の反射など

によって生じる遅延波が多数到来する環境,すなわち,マルチ

パス環境の対策が重要となるが,電磁波通信と同様にOFDM

が有効であることが知られている. OFDMは送信信号にガー

ドインターバル(Guard Interval, GI)を挿入することで遅延波

広がりがGI長以内ならば周波数領域等化により遅延波がもら

たす伝搬路歪みを補正することができる.文献[9]では伝搬環

境に合わせてGI長を約50 msに設定した海域試験を行ってい

る.文献[10]ではOFDMと直接拡散方式の試験比較を行って

いるが, OFDMのほうが全般的に安定した通信が可能である

ことを報告している.

水中音波伝搬における遅延広がりはおよそ数ms～数十ms

と,水平や鉛直の通信方向や周囲環境によって大きく異なるこ

とが知られている.想定する遅延広がりに応じてGI長を設定

した場合,環境によってはGI長が冗長もしくは不足する場合

が起こる.長いGIを設定して広帯域OFDM伝送を行うには,

伝送効率を上げるために長いOFDMシンボルや大きなFFT

点数を必要とする. OFDM通信フレームも長くなるので通信

応答の低下が問題となる.文献[9]のGI長は48ms, OFDM

シンボル長は491 ms (FFT点数は4096)であり,全体の通信

フレーム長は5.4Sである.上位層プロトコル通信の処理も考

慮しなければならないので,通信フレームそのものを短くこと

が望ましく,短いGIでもOFDM通信を可能とする手法が求

められる.

GI越えマルチパス環境でのOFDM通信は地上波放送の単一

周波数ネットワーク(Single Ftequency Network, SFN)で主

に議論されており,その対策手法が発表されている[13ト[17ト

文献[13】はアレ-アンテナを用いる手法であり,文献[14日171

はGI越えの長遅延波の干渉成分を抑圧する手法である.水中

音響通信では受信機コストやサイズの面からアレ-アンテナ

(-イドロフォン)数が制限されることや遅延波の到来時間が数

oFDMシンボルに渡る場合もあり,干渉成分の推定が困難と

なることに注意しなければならない.著者らは短いGIでも十

分な通信性能を維持するため, FFT窓を時間シフトして受信

信号を切り出すデータ選択型Rake受信(Data Selective Rake

Reception, DSRake) [18日20]を提案し,そのシミュレーショ

ン[18]やプール試験[19],実海域試験[20]を行っている･

著者らの過去の研究【18ト[20]ではDSRakeがGI越えマル

チパス環境で有効である理由が十分に考察されていなかった.

本稿では, DSRakeがGI越えマルチパス環境でブロック間干

渉とともに発生するキャリア間干渉を抑制するのに効果的であ

り,エラーフロアを低減することを受信信号分布やシミュレー

ションにより考察する.

2.遅延プロファイル

水中音波伝搬の実際例を説明するため,プールで実測した遅
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図1プール環境伝送距離20mでの遅延プロファイル(上は線形,下

は片対数グラフ)
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図2　0FDM送受信モデル

延プロファイルを図1に示す.遅延プロファイルの測定環境は

第5章で後述するが,一般的な遊泳用プールにおいて送波器

と受渡器をお互いに水平方向に向けて20 mの間隔で測定して

いる.最も大きい振幅を持つ波を振幅1,到来時間0秒の直接

波として規格化し,後に続く遅延波を到来時間差と振幅に応じ

て表現している.遅延波が指数的に減衰するのは水面や水底で

反射してから受波器に到来する反射波による.また,片対数グ

ラフでは大きな遅延波のかたまりが定期的に到来するが,これ

はプールの両側壁で反射してプール幅を数往復してから到来

する反射波によるものである. DU比(Desired to Undesired

signal Ratio, DUR)が10 dB以下の遅延波が存在する範囲は

os～35msとなる.

3.受信信号分布

GIを越える遅延波によりブロック間干渉とキャリア間干渉

が発生するが,その干渉が通信に与える影響を受信信号分布か

ら考察する.受信信号分布を得るためのOFDM送受信モデル

を図2に示す.第4章の送受信ブロックとは異なり,周波数領

域等化や誤り訂正を省き, BPSK伝送モードに限定している･

送信側でm番目のOFDMシンボルに対する送信データを

Am(n)-0(0≦n≦N-1)とする･ nはOFDMサブキャ

リア番号であり, ⅣはOFDMサブキャリア数である.どの

oFDMシンボルでも送信データは全て0とする. BPSK変調

からBm(n)-1となるが,時間領域変換後の信号エネルギー偏

りを防ぐためにOFDMシンボル毎に-1と1から成るランダ

ムパターンSm(n)を乗算してスランプル処理する･周波数領域
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送信信号Xm(n)に対してIFFT処理を行い時間領域信号xm(i)

に変換後, GIを挿入し, OFDMシンボルを順番に並べて送信

信号X(i)(tは離散サンプル時間)を得る･受信側ではFFT窓

で切り出した信号ym(t‖こFFT処理を行い,周波数領域受信

信号Ym(n)を得る.送信時と同じランダムパターンSm(n)を

乗算し,デスクランブル処理する.スクランブル処理後の信号

cm(n)に対してBPSK復調を行い,受信データDm(n)を得

る.なお, OFDMシンボル長をT(-N), GI長をTGで表す･

伝搬路は直接波と遅延波の2波モデルを適用し, X(i)とy(i)

の関係は以下の式で表現する.

y(i) -I(i) +αX(i-T) +n(i)　　　　　　　　(1)

αは遅延波の伝搬路係数(0<α<1)であり, Tは到来時間

差である. n(i)は雑音信号であり, CN比に応じて雑音を付加

する.

図2の送受信モデルでシミュレーションを行い, CN比30

dB,伝搬路係数α=0.7固定で,到来時間差Tを変化したとき

のcm(n)に対する受信信号分布を観測する. OFDMシンボル

長はT-256, GI長はTG-64とする.図3に到来時間差を変

化したときのOFDM受信時の信号切り出しタイミング,図4

に受信信号分布を示す.

図3(a)は直接波のみの受信タイミングである･ OFDMシ

ンボル区間に合わせてFFT窓による信号切り出しを行う.図

4(a)に示すcm(n)の信号分布において信号値1に集中するこ

とから受信信号はBm(n)とほぼ同じである.シンボル誤り率

は信号値が負であるときに判定誤りとなるので,誤り率を求め

るには図4(a)において信号値が-∞から0に属する信号をカ

ウントすれば良い.図4(a)でのシンボル誤り率は0である･

図3(b)は到来時間差が丁-280とGIを越える遅延波が存在

する場合である.図3(a)と同様にOFDMシンボル区間に合

わせてFFT窓を設定する.図4(b)に示すように干渉によって

信号分布が広がり,負側に信号が存在するのでシンボル誤りが

発生する.図3(C)と図3(d)は到来時間差がそれぞれ,丁-320,

T-330の場合であり,図3(b)と同様にGIを越える遅延波が

存在する.図4(C)と図4(d)は信号広がりがあるが,負側には

信号が存在しないのでシンボル誤り率は0である. GIを越え

る遅延波が存在してもシンボル誤りは発生しない.

図3(C)において, m番目のOFDMシンボルに対する直接

波と遅延波の関係は以下の式で表現する.ただし,伝搬路雑音

n(t‖ま省略する.

ym(i) - xm(i) +αrm-i(i)

Ym(n) - Xm(n) +αXm-1(n)

cm(n) - cm(n) +αSm(n)cmll(n)

cm(n) - Bm(n) + αSm(n)Sm-1(n)Bm-1(n)

ヽ)　　　　　ヽ)　　　　　　　　ー　　　　　　　　ヽJ

2　　3　　4　　5

.･　-　　　　　　/　ー　　　　　･　ー　　　　　　/し

T=TG+Tから直接波と遅延波がTG+Tの1周期分ずれて重

なっている状態であり, α-0.7からcm(n) ∈ (0.3,1･7)とな

り,図4(C)の信号分布に該当する･図3(d)は同様に

ym(i) - xm(i) +α£m-1(i-Td) (6)
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図5　丁=280の遅延条件に対するキャリア間干渉の回避方法

ただし, Td-T-TG+T-10である.これは,図4(d)におい

てRe【cm(n)]が013から1･7に分布する様子に該当する･ GI

を越える遅延波が存在してもBPSK伝送はCN比(もしくは

sN比)が十分に高ければ伝送誤りは起こらず,ブロック間干渉

のみではエラーフロアが発生しないことが分かる.

図3(b)でシンボル誤りが発生する要因はブロック間干渉では

なく,キャリア問干渉によるものである.遅延波に対するFFT

窓で切り出す区間に着目するとOFDMシンボル境目を跨いで

いることが分かる.これはシンボルタイミング同期でタイミン

グの後方ずれによりキャリア間干渉が発生する理由と同じであ

る.遅延波に対してもOFDMシンボル境目を跨がないように

すれば良い.丁=280の遅延条件に対するキャリア間干渉の回避

方法を図5に示す.遅延波上のOFDMシンボル境目を跨がな

いようにGIの範囲内でFFT窓位置を前方にずらすと,キャリ

ア間干渉が発生せずシンボル誤りは起こらない. FFT窓位置

を前方にずらすと受信信号全体に対して周波数領域で位相回転

が加わるが,位相回転はトレーニングシンボルによるチャネル

推定と周波数領域等化によって補正可能である(図5の受信信

号分布は補正済み).

4.データ選択型Rake受信(DSRake)

ガードインターバル越える遅延波が存在する2波モデルの

BPSK-OFDM伝送において,ブロック間干渉があってもエラー

フロアは発生しないこと,キャリア間干渉はFFT窓位置をずら

すことにより回避可能であることを説明した. QPSK-OFDM

も同様であるので説明は割愛する.水中音響通信は長距離伝送

用途なので16QAMなどの多値変調はあまり用いられていな

い. SN比を上げるにはアレ-アンテナによる空間ダイバーシ

チを適用すれば良い.

実際のマルチパス環境では到来時間差がGI以内であるもの

も含めて多数の遅延波が到来するので,遅延波に応じてFFT

窓位置をずらすことは難しいが,水中音波伝搬では図1に示す

ように遅延波の振幅にばらつきがあるのでに振幅が小さい遅延

波に対してOFDMシンボル境目を跨ぐようにFFT窓位置を

設定すれば良い.

適切なFFT窓位置を見つけるためには,図6に示すOFDM

方式Rake受信を適用する. Rake受信は一般にスペクトラム

拡散で用いられる方式であり,その役割も異なるがRake(熊手)

FFT Window
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図6　0FDM方式Rake受信
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図7　データ選択型Rake受信(DSRake)

でかき集める点は同じであるので,便宜上Rake受信と呼ぶこ

とにする.単純に総当たりでFFT窓位置を変えて受信信号を

切り出す.一般的なRake受信はかき集めた信号を合成するが,

キャリア間干渉を低減する観点では信号を合成するよりも選択

したほうが良い. Rake受信との違いを明確化するためデータ

選択型Rake受信(DSRake) 【18日20]と呼ぶことにする･

DSRakeの送受信ブロックを図7に示す.送信側では送信

データに巡回冗長検査(CRC)符号を付加する･後の処理は図

2の送信機と同じである.受信側ではSN比を上げるために

sIMOによる空間ダイバーシチを適用する.空間ダイバーシチ

合成はQPSK復調の軟判定尤度値を足し合わせるPost-FFT

型の最大比合成(M氏c)を用いる･ DSRakeはFEC誤り訂正

処理後のデータに対して行うものであり, FflT窓位置をずら

して得られた受信データ候補に対してCRCによる誤り検査を

行い,誤りが無い候補を選択する.この候補選択はOFDMシ

ンボル単位で行われる.全ての候補に誤りがある場合は実際の

通信ではデータを破棄することになるが,第5章のシミュレー

ションでは全候補のデータを各ビット毎に多数決論理して受信

データを確定させる.

5.シミュレーション

5.1遅延モデル

遅延モデル作成のためにプールでの遅延プロファイル作成を
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表2　シミュレーション諸元

Pool RXTXTX 

(蕊)(22T) 

Cable �

図8　ハイドロフォン配置立面図

表1遅延プロファイル結果

(a) 8 m TX-RX Distance

ch1 ch3 ィ�����

Max.DelayTimewithin 10-dBDURlms] 2絣34,6 "綯14.4 ����

Ave.DelayTimelms] 釘3.3 綯2.8 ����

DelaySpread【ms】 湯紕8.1 唐縒7.4 ��

(b) 20 m TXIRX Distance

ch1 ch3 ィ�����

Max.DelayTimewithin 10-dBDUR【ms】 R絣34.5 R34.1 �����

AVe.DelayTime【ms】 澱綯5.8 迭5.9 ���

DelaySp｢ead【ms1 "ll.0 絣ll.4 ������

行った.測定場所として北見市民温水プールを利用し,プール

のサイズは幅25m,奥行13m,水深1.3mである.水面から

深さ30 cmの地点に送信機及び受信機のハイドロフォンを互い

に水平方向に向けて設置した.図8にハイドロフォン配置を示

す.受信機側は4本の受波ハイドロフォンを使用する.測定装

置は文献[20]を参照されたい･送信側でTSP(Time Stretched

pulse)信号を繰り返して送出し,測定したインパルス応答から

遅延プロファイルを作成している.

遅延プロファイルの結果を表1に示す.距離に応じて平均遅

時間や遅延スプレッドは大きくなる傾向がある. DU比10dB

の遅延波は遅延スプレッドより長い時間に存在する. chl～ch4

の受渡器ハイドロフォンによって遅延プロファイル結果にばら

つきがあることから空間ダイバーシチによる信号合成が有効が

あることがわかる.上記の遅延プロファイルから1800パスの

マルチパス遅延モデルを作成し,シミュレーションに適用した.

シミュレーション上では各パスの位相はランダムに与えている.

5.2　シミュレーション諸元

シミュレーション諸元を表2に示す. -10kHz～10kHzの

oFDMベースバンド信号を50 kHzの搬送波で変調してから送

信する.チャネル等化は1タップの周波数領域線形等化(MMSE

基準)を用いる. GI長は12･8msであり,図1の遅延プロファ

イル上では反射波のかたまりが到来する30 ms～35 msより短

く設定している.トレーニングシンボルはOFDM通信フレー

ムの先頭に付加し,チャネル推定に用いる.タイミング同期は

理想とする.符号化率1/2の畳み込み符号を適用し,送信時伝

Modulation 4ｲﾔDﾒ����

SamplingFrequencylkHz] ����

CenterFrequency【kHz】 鉄��

FrequencvBand【kHz】 鼎F����

FFTSize #B���

No.ofDataSubcarriers #B���

OFDMSymbolLength【ms】 鉄���

GILength【ms】 "繧��

No.ofOFDMSymbols ���

No.ofTrainingOFDMSymbols ��

OFDMFrameLength【ms】 都c�

OFDMFrameDataSize【Bytes】 #���

FEC fWF柳ﾄ6匁ref友W&&認V6匁r��������

CodingRate 絣��

TransmitDataRakelkbps] b���

No.of Antennas ｒｒ�����

No.ofFFTWindowsperOFDMSymbol 田B�

forRakeReception 

MultipathDelayModel ﾕFﾄV蘿ﾖV蹌ユﾒﾔFFR����������������

No.ofEva山atedOFDMFrames ����

送レートは16kbpsとなる. CRC符号は32ビット(CRC-32)

を想定しているが,シミュレーション上ではCRC符号処理を

省略し,送信側データとの比較で誤り検出を行っている. Rake

受信の信号切り出し数は64であり, GI区間に対して等間隔に

FFT窓を並べる.

5.3　BER特性

図8のプール環境での距離8m, 20mに対するBER特性を

図9と図10に示す.グラフの凡例は上から順に,各受信-イ

ドロフォンでOFDM受信したときの4ch平均のBER (Ave･

4ch) ,空間ダイバーシチを適用(SpaceDiv･),空間ダイバーシ

チと切り出した信号を加算合成するRake受信(Space Div･ &

Rake),空間ダイバーシチとDSRake(Space Div･ 良 DSRake)

である.距離8mや距離20mの両方において空間ダイバー

シチを適用することでエラーフロアが低減されることがわか

る. RakeやDSRakeはさらにエラフロアーを低減し,特に

DSRakeの効果が最も高い. OFDM方式Rake受信において

信号合成よりも信号選択したほうがエラーフロア低減に効果が

あることがシミュレーションでも確認できる. DSRakeは空間

ダイバーシチからさらにBERフロアを1桁～3桁程度下げる

効果がある.

6.ま　と　め

ガードインターバル越えマルチパス環境にも対応できる水中音

響OFDM通信の手法としてデータ選択型Rake受信(DSRake)

の効果を受信信号分布やシミュレーション評価から考察した.

FFT窓位置が与えるキャリア間干渉の影響をモデル化できれ

ば, OFDM方式RakeやDSRakeのビット誤り率も解析的に

求めることができるので今度検討する.
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