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要 約 

21 世紀の日本の発展にとって海洋開発が果たす役割はますます大きなものとなってきてい

る。平成 13 年 4 月の文部科学大臣からの諮問「長期的展望に立つ海洋開発の基本的構想及び、

推進方策について」を受け、科学技術学術審議会が平成 14 年 8 月に取りまとめた答申におい

ては、「持続可能な海洋利用」を目指した政策を究極的な目標として「海洋を守る」「海洋を

利用する」「海洋を知る」のバランスのとれた政策に転換することと述べられている。また、

最近の動きとして、国連海洋法条約に基づき、わが国の大陸棚についても 200 海里を超えて

拡張できる可能性があることから、大陸棚の限界の設定に必要な調査活動の強化も指摘されて

いるところである。 

これらの施策の実施には、海洋環境の継続的モニタリング、海中・海底資源調査、未知のフ

ロンティアとしての海洋の動態、生物活動、海底地殻変動等の調査が必要であり、現在船舶に

よる観測のほか、海底設置型センサ、水中ロボット、観測用ブイ等各種計測手段により計測・

調査が行われている。これら水中の機器と海上又は陸上基地との間の通信はケーブルを介して

行うことが多いため、海底機器の設置ポイント、水中ロボットの行動範囲等に制約が大きい。

更に地震等の災害予知や近年脅威となっている不審船、テロリスト等から重要港湾を防備する

ためのセンサシステムを構築する上でも機動性に富んだ通信手段が必要と推定される。  

水中音響通信は、伝搬速度、音波の減衰、屈折による伝搬距離の制限等物理的特性からの制

約があるため、これまで、限定された条件下のみで利用されているが、その技術の発展は、海

洋調査・モニタリング・海洋開発等における事業の効率、利用範囲、機動性を高めるものと予

想される。 以上の状況を踏まえて、本調査研究では、水中音響通信に関して、内外の技術動

向の調査を行うとともに、今後の技術的発展性の見通しを検討した上で、水中音響通信技術が

発達した場合の海洋調査・海洋開発事業について水中音響通信を利用する効果、その課題と技

術的期待事項、また水中音響通信を活用した新たな事業創出の可能性について調査した。 

 

１．調査研究の概要 

１.１ 調査研究の目的 

本調査研究では、水中音響通信に関して、国内外の製品の現状技術および市場、また国内外

における水中音響通信技術の研究開発動向を調査し、今後の技術的発展性の見通しを明らかに

する。水中音響通信技術が発達した場合の海洋調査・海洋開発事業について水中音響通信を利



用する効果、その課題と技術的期待事項、また水中音響通信を活用した新たな事業創出の可能

性について調査する。 

１.２ 調査研究の概要 

本調査研究では、資料・文献調査の他に、水中音響機器の国内における利用状況を調査す

るためアンケート調査を実施し、以下の調査検討を実施した。 

１）水中音響通信技術とは 

   本調査報告書の技術的な理解に資するため、水中音響通信技術の概要を簡単に説明し

た。 

２）水中音響通信技術の現状 

   国内外で実際に販売されている製品や実用されている機器の仕様について調査・比較

した。また、実際に利用されている用途について調査した。 

３）水中音響通信技術の今後の研究開発動向 

   国内外で実施されている研究開発について、ここ５年間に発表された論文を調査分析

し、今後の技術開発動向や技術的発展性の見通しを明らかにした。 

４）水中音響通信に関するアンケート調査結果 

   本調査研究で独自に実施したアンケート調査から、我が国における水中音響通信技術

の利用状況および問題点を分析した。また技術が高度化された場合の、分野別の利用拡

大の期待度、および具体的な要望について整理・分析した。 

５）水中音響通信技術の高度化による新事業の創出の可能性の検討 

   アンケート調査結果から、技術の高度化に伴う市場創出・拡大の可能性を指摘すると

もに、高度化のための技術課題、水中音響通信技術の普及の必要性について述べた。 

６）まとめ：今後の課題 

水中音響通信技術の高度化による新事業の創出を目指して、今後取り組むべき課題を

示した。 

１.３ 調査研究の体制 

水中音響機器メーカ、ユーザ、学識研究者の１０名による「水中音響通信の高度化による海

洋産業の発展と新事業創出等効果に関する調査研究委員会」を当海洋産業研究会内に設置し、

調査研究を行った。 

 

委員長 竹内倶佳  電気通信大学名誉教授 

委 員 橋本 猛  電気通信大学電気通信学部教授 

越智 寛 （独）海洋研究開発機構海洋工学センター 

海洋技術研究開発プログラム 

海洋観測技術研究グループサブリーダー 

酒井 浩 （独）港湾空港技術研究所施工・制御技術部制御技術研究室長 



赤松友成 （独）水産総合研究センター 水産工学研究所水産情報工学部 

行動生態情報工学研究室 主任研究官 

倉本茂樹 （社）海洋調査協会 理事兼事務局長 

小島淳一 （株）KDDI 研究所主幹研究員 

深山哲夫  日本電気（株）電波応用事業部エキスパートエンジニア 

高沖達也  三井造船（株）NGH プロジェクト室室長 

白崎勇一 （有）マリン・エコ・テック 代表取締役 

事務局 中原裕幸 （社）海洋産業研究会 常務理事 

    大貫麻子 （社）海洋産業研究会 主任研究員  

河崎秀雄 （社）海洋産業研究会 研究員  

 

２．水中音響通信技術とは 

水中音響通信技術は、水中音響技術とデジタル通信技術がベースとなっており、専門用語を

含めて一般的に理解しやすい技術とは言えない上、一般向きの適当なテキストが無い。ここで

は、本報告書の理解に最低限必要となる水中音響通信技術について解説する。 

２.１ 音波と電波の違い 

陸上では、携帯電話や無線 LAN のように電波による無線通信が盛んであるが、水中での無

線通信は音波で行なわれている。これは音波が電波に比べ水中での減衰が著しく少なく遠くま

で届くからである。電波は、電磁界が振動した波動で真空中でも伝搬するのに対し（空気中の

電波の伝搬速度は 30 万 km/s)、音波は物質の中を振動が伝わることで伝搬するが伝搬速度

（水中では約 1500 m/s）は５桁遅い。また水中音波は、電波に比べて、使用できる周波数帯

域が狭いため、単位時間当たり伝送できる情報量が少ない。水中音響通信での使用周波数帯は、

10kHz～100kHz である。 

電波による無線通信技術では、携帯電話や無線 LAN に見られるような高速大容量データ通

信や、地球周回衛星との長距離通信、火星に送り込んだ探査ロボットとの超長距離通信も実現

されている。一方、水中音響通信では、通信の高速・大容量化、長距離化は依然として開発課

題である。何故、水中音響通信技術は開発が遅れているのであろうか？その原因は、電波と音

波の性質の違いにあり、水中を伝搬する音波の複雑な振る舞いが技術開発を難しいものとして

いる。音波は物質の中を伝わるという性質があるため、水中では、不規則に変動する自然雑音

や人工的な雑音が常時存在している。また音波の伝搬速度が遅いため、不規則なドップラ効果

の影響を受けやすい。水中音響通信では、このような電波の場合とは異なる音波の不規則な変

動に対して効果的な信号処理技術の開発が大きな課題となっている。 

２.２ 水中音響通信システムの構成 

 水中音響通信では、観測機器からのデータは、最初にデータ符号器で、無駄な情報を送らな

いようにデータを効率よく符号化する。次に、通信路符号器で、通信路で発生する誤りを訂正



する仕組みを原データに付加する。通信路符号器からデータは、デジタル変調器（モデム）で、

超音波信号として水中を効率良く伝送するに適した信号に変調され、送波回路で電力増幅され

た後、送波器から水中に送出される。 

一方、受波器で受信した信号は受波回路で必要な大きさまで増幅され、また不要なノイズを

除去するフィルタ処理が行なわれた後、デジタル復調器（モデム）で復調され、デジタルデー

タが取り出される。通信路復号器は、復調されたデジタルデータに誤りがないか調べ、誤りを

検出した場合、誤り訂正処理を行い、元来の送信データに復旧させる。データ複合器は、例え

ば圧縮データファイルを伸張処理し、オリジナルデータ（センサや観測装置から送られたデー

タと同じ形式）を取り出す。 

以上のように、水中音響通信によるデータ伝送では、水中という伝搬路の複雑な特性から、長

距離高速伝送ができない、データエラーを発生しやすい等の問題があるため、様々な複雑な信

号処理が必要になる。最近、CPU や DSP 半導体技術の進歩により、小型の回路でこの信号

処理が可能となったことにより、小型で低消費電力の実用的な水中音響データ通信装置が実現

してきた。 

２.３ 送受波器の特性（感度、指向性） 

送受波器には、通常、電気音響変換効率の良い圧電セラミック振動子が用いられる。通常、

圧電セラミック振動子は、機械的な共振特性を利用して感度を上げているため、感度の良い周

波数の範囲が狭くなり、通信帯域が狭くなる。これは、データ伝送速度を早くできないことに

つながる。このため、高速データ通信用には、広帯域で高感度な特性が得られる特殊構成の振

動子が採用されている。 

通常の水中音響通信用途では、ほぼ無指向性の送受波器を用いるが、長距離通信では、送受

波器に指向性を持たせることで音響パワーを一方向に集中させ（指向性利得を稼ぐ）、無駄な

電力消費を抑えるために指向性をつけた送受波器が使用される。また浅海域での水平方向の通

信を行う場合、不要な反射（海面や海底での反射）を減らし多重反射の影響を軽減するため、

指向性をつけた送受波器が使用される。 

２.４ 海水中を伝播する超音波の特性（音速、減衰） 

超音波が海水中を伝播する際の速度（音速）は、通常 1500ｍ/s として扱うが、水温、圧力、

塩分濃度に関係し、それぞれの値が大きいほど音速は早くなる。このため、音波は海中で屈折

する。また超音波は、海水中を伝播する間に、拡散され、吸収されて減衰していく。拡散によ

る減衰は、一点から送出された超音波が球面状に広がりながら伝播していく場合（球面拡散と

いう）、距離 R 離れた点での拡散損失(dB)は、20logR で与えられ、1/R の大きさに減衰して

しまう。さらに超音波は、伝播する海水の物理的化学的特性に関係して減衰し（吸収損失とい

う）、吸収減衰率 α は超音波の周波数が高いほど減衰は大きくなる。従って、超音波が海水

中における伝播損失 TL は、拡散損失と吸収損失の和で与えられる。 

２．５ 海中の雑音 



 通信できるかどうかは、受信点での雑音の大きさに対し、受信信号がどの程度大きいかに関

係する。従って、水中音響通信装置の設計に当っては、雑音の大きさ・周波数帯をどのように

想定するかが、非常に重要になる。海中雑音の原因として、風波、降水、生物、航行船舶や沿

岸近くの人工雑音等の周囲雑音と、送受波器を設置している船舶が出す騒音や他の音響機器か

らの雑音、送受波器が水を切ることによって発生する雑音等、大きさも周波数帯も様々である。

また雑音としては、この他に、受信機内部の電気的な雑音や、船舶無線を含む船舶の電子機器

からの電磁干渉ノイズもある。 

２.６ ドップラ効果の影響 

ドップラ効果とは、音源が移動すると、実際の周波数の音とは異なった音に聴こえる現象で、

例えば、救急車のサイレン音が、近づいてくる時は、実際の音よりだんだん高くなるように聞

こえ、遠ざかるときにはだんだん低くなって聞こえる現象である。 

送信点や受信点が船に装備されている場合、船の移動や動揺により、音波は不規則なドップ

ラ効果の影響を受け、周波数が僅かに変動する（ドップラシフト）ため、受信のためには、特

殊な信号処理が必要となる。 

２.７ 音響データ通信における通信距離、データ伝送速度 

最大通信距離は、受信点での信号の大きさと雑音の大きさの比に関係する。この比が大きい

ほど、誤り率は小さくなる。またデータ伝送速度（毎秒当りに伝送するビット数）は、使用す

る周波数帯域と変調方式に関係する。広く周波数を使用すれば、高速でデータ伝送ができるが、

超音波送受波器の特性（感度・周波数特性）は、通常、狭いため、高速化するための様々な変

調方式が導入される。 

２.８ モデム（変復調器）の方式 

データや音声信号を超音波周波数に乗せるための変調器と、受信した超音波信号から元の

データや音声を復元する復調器には、アナログ方式とデジタル方式がある。アナログ変復調方

式は、水中通話機で使用されている。それ以外は、振幅変調方式（ASK）、周波数変調 

(FSK)、位相変調(PSK)、直交振幅変調 (QAM)等のデジタル変復調方式が使用されている。 

ASK 方式は、送受波器の感度の良い周波数帯域から１つの周波数を選択し、デジタル信号

の‘1’または‘0’に応じて、この周波数の信号を‘ON’、‘OFF’させて伝送する方式である。FSK 方

式は、同じ周波数帯から 2 つの周波数を選択し、‘1’または‘0’に応じて、この二つの周波数を切

り替えて伝送する方式である。4 つ以上の周波数に割り当てて使用する場合は、MFSK 

(Multiple FSK)と呼ばれる。PSK は、一つの周波数の信号の位相を、デジタル信号の‘1’ま

たは‘0’に応じて変えて伝送する方式である。PSK の場合も多値化が可能で、多値数 M を

用いて、M 相 PSK と呼ぶ。2 値及び 4 値の場合は、BPSK・QPSK と呼ぶことが多い。 

一方、QAM は、デジタル信号を位相・振幅の異なる信号点にマッピングし、受信側では、そ

の位相と振幅両方を検出して元のデータを復元する方式である。PSK、QAM 共に、多値化す

ると共に必要とされる SN 比が増大するが、使用する周波数帯域は同じで済むので、帯域制限



される水中通信路で伝送速度を高速化するために、使用されることが多い。 

最近、スペクトラム拡散通信技術が、水中音響通信で問題となっていた電力効率の問題や妨

害干渉対策に有効なことが注目され、水中音響通信装置に導入されている。 

２．９ 誤り検出と誤り訂正機能 

デジタルデータ通信で、受信したデータの誤りが許されないような高信頼度が要求される場

合には、誤り検出や誤り訂正機能が不可欠である。誤りには、ランダム誤り（伝送ビット列中

で、ばらばらに不規則に発生する誤り）と、バースト誤り（伝送ビット列中の一部に集中して

連続的に発生する誤り）があり、それぞれに対応できる誤り検出方式が考案されている。良く

知られているのがパリティチェックや CRC（Cyclic Redundancy Check）符号で、パリティチ

ェックはランダム誤りに効果的で、CRC はバースト誤りに効力がある。  

双方向でのデータ伝送が出来る場合、確実なデータ伝送を実現するため、再送要求（ARQ:）

方式が採用される。一方、一方向のデータ伝送しか出来ない場合や、伝送遅延を少なくするた

めには、誤り訂正符号を付加した信号を送信することにより、受信側で誤りの訂正を行なう誤

り訂正（FEC: Forward Error Correction）方式が採用される。 

３．水中音響通信技術の現状 

水中音響通信技術を製品化したものとしては、(1)アナログ変調方式の水中通話装置、(2)

バイオテレメトリー用の片方向データ伝送装置、(3)デジタルデータ通信方式の双方向のデー

タ伝送装置がある。本章では、国内外で、製品として販売されているもの、および特注品では

あるが実際に使用されている機器を中心に調査した結果を整理した。また、それらの機器が使

用されている例についても整理した。 

３.１ アナログ変調方式の水中通話装置 

水中通話機は、水中での音声信号の伝送に音波を利用した無線送受信システムである。水中

の潜水船或いはダイバーと、船上との連絡手段として使用される。水中通話機の開発は、1970

年代初頭に潜水艦の通信の確保のために、米海軍が UQC や UWC と呼ばれる装置を開発したこと

に始まる。開発された水中通話機は、やがて製品化され、民間の潜水調査船用として一般にも

販売されるようになった。その後、水中通話機は、潜水調査船の作業者間の作業指示や緊急時

の連絡のためには、不可欠なものとなり、潜水調査船の運行規則でも必ず装備しなければなら

ない装置に定められた。一方、スキューバ潜水の普及に伴い、レジャーダイビングや潜水業務

の事故防止のために、簡便な水中通話機の開発が望まれてきたが、近年、安価な市販品を入手

することが容易になった。水中通話機は、トランシーバと同様の単信方式である。変復調方式

は SSB-AM 方式を用いるものがほとんどであるが、デジタル方式のものも研究されている。 

３.２ バイオテレメトリー用の片方向データ伝送装置 

バイオテレメトリーは、魚類や海産哺乳類等の水中生物の生態調査のために装着する小型装

置である。最も簡単なものは、識別パルス音（一定の周波数のバースト音）のみを発信する超

音波発信器（ピンガ）である。水中生物にピンガを取り付け、小型船の舷側に設置した指向性



のある受波器で受信音波（識別パルス音）の最大感度を求めながら、方向を定めて追跡し、魚

類の行動軌跡を推定することで、平均的な移動経路を把握することができる。この装置に水圧

センサ、水温センサ、心拍センサ等を追加して、それらの信号の大きさを識別パルス音の間隔

に変換して（パルス間隔変調方式）、水中生物の心拍や遊泳している深度や水温を伝送するデ

ータ伝送装置も開発されている。 

３.３ デジタルデータ通信方式の双方向のデータ伝送装置 

本調査研究では、国内外で実際に販売されている製品や実用されている機器について、国内

２社、国外５社の技術・製品を調査・整理した。なお、国内については特注品が多く、カタロ

グ製品化されたものはないので、公表された論文および本調査研究委員が入手した資料をもと

に、仕様を調査した。国外について、米国の LinkQuest 社, Benthos 社、英国の Sonardyne

社、フランスの ORCA 社、ドイツの Evo Logics 社の製品について調査した結果を、表３.３、

表３.４に示す。なお、国外においても特注品はあるが、仕様の入手が困難であるため調査対

象から除いてある。一方、我が国においては、特注品がほとんどであるが、資料を入手した

JAMSTEC および KDDI の装置の仕様を示す。 

３.４ 水中音響通信技術の利用例 

 国内外で販売されている製品や実用されている機器について、実際に利用されている用途、

市場を調査した。その結果、以下の使用例が見られた。 

１）有人潜水調査船からの映像データ送信 

２）ＡＵＶ（無索式水中ロボット）との通信（観測データ伝送、制御コマンド伝送） 

３）ＡＵＶ（無索式水中ロボット）間での通信 

４）海底津波計や海底地震計からのリアルタイムでのデータ伝送 

５）流向流速計（ADCP）からの観測データの伝送 

６）波高計や水質センサによる観測データの伝送 

７）長期間、海中や海底に設置している観測機器の定期的な点検（作動状態確認不要） 

８）吊下式観測装置や曳航式観測装置からの観測データ伝送（特殊なケーブルが不要） 

９）中層係留系による複数のセンサからの観測データの伝送 

10）海底石油ライザー管の振動や立上がり部の曲げ歪みの計測データの伝送 

11）魚網からのデータ（深度、水温、映像）の伝送  

12）人工魚礁、定置網、生簀等の観測（水質、画像）データの伝送 

13）バイオテレメトリ（潜水深度、水温データの伝送）による生態観測 

14）ダイバーと監視船との間の通信、ダイバーの安全監視 

15）ダイバー間での簡易通信（簡単な作業連絡等） 



この中から、（1）（2）（4）（5）（6）（8）（10）と水中音響通信ネットワークにおける

具体的な使用例を示した。 

４．水中音響通信技術の今後の研究開発動向 

水中音響通信方式については、1980 年代から多くの理論的また実験的な検討が行なわれて

いるが、研究された高度な信号処理を行なう装置の小型化が困難であったため、実際に実用化

されたものは、シンプルな変調方式のものであった。しかし、最近のマイクロプロセッサ

（CPU）やデジタル信号処理プロセッサ（DSP）の高性能化が急速に進んだことにより、複

雑で高度なデジタル変復調等のデジタル信号処理が可能となり、小型化された実用装置が実現

できるようになった。そこでこの点を考慮し、本調査研究では、ここ５年間に発表された論文

について調査した。 

４.1  国内における研究開発動向 

国内での研究開発動向は、主に、水中音響データ伝送の高速化と、浅海域でのデータ伝送の

高速・高信頼化である。データ伝送の高速化については、リアルタイムの動画像伝送が可能と

なる 100Kbps の高速伝送システムの開発が行なわれている。一方、浅海域での水平方向の水

中音響通信は、海面と海底での多重反射の影響が大きいため、送波器と受波器の位置が固定さ

れている場合を除き、高速化は容易ではない。しかし、浅海域での利用ニーズの方が多いため、

時間反転波現象を利用した水中音響通信技術として、浅海域での海洋擾乱やマルチパスに強い

長距離(水平)音波通信の実現を目指した研究が実施されている。時間反転波現象を利用した水

中音響通信技術は、長距離無索航行を行う AUV 等とのデータ通信や浅海域での海洋工事、海

洋生物モニタリングなどへの応用が期待されている。 

４.２ 国外における研究開発動向 

国外においては、水中音響通信技術の研究開発は盛んである。研究開発動向としては、水中

音響データ伝送の高速化、長距離化、浅海域でのデータ伝送の高信頼化、および複数の機器間

（例えばロボット等）での音響通信のネットワーク化など、全般に渡っている。 

５. 水中音響通信に関するアンケート調査結果 

国内で、水中音響通信機器が実際にどのように利用されているか、あるいは、どのようなニ

ーズがあるか等について調査するため、海洋調査・環境調査・海洋土木・造船等の海洋関連産

業に関わる研究機関、会社を対象とし、アンケート調査を実施し、119 件の回答を得た。 

５.１ 我が国における水中音響通信技術の利用状況    

水中音響通信装置の認知度は、全回答者の約 9 割に上ったが、その中で、実際に使用したこ

とのある人は約 50％であった。水中音響通信装置を使用経験者に対し、使用目的・使用環境 

・不満事項を調査した結果、用途としては、流速計等のセンサや画像情報等のデータ伝送や

AUV との通信等、データ通信としての使用例は 19 例程度であった。使用環境は、実際に使用

した使用海域、水深等は、当然の事ながら、用途によって様々であり、(1)海洋土木工事など

の浅海域では深度 50m 以浅。水平距離～1000m 程度。(2)AUV や観測用途は大深度（最深部ま



で）、使用水深もそれに伴って深くなる傾向が見られる。また、水中音響通信装置に対し５段

階評価で満足度を質問した結果、利用した機器に対して、全般的に満足度が高かった。しかし

満足度の高いものと低いものとの違いを分析すると、水深が非常に浅い場所や AUV のような移

動するものとの通信に使用した場合の満足度が低いことが分かる。これは、２章でも述べた、

多重反射やドップラシフトの影響が大きい環境で使用された場合に相当する。 

一方、水中音響通信装置に対する不満や要望については、使用した機器に満足している人

も満足していない人も含めて、「装置が大きく・重い」、「操作(表示、作動時間、S/N の判

定等)が難しい」、「伝送速度が低い」、「耐ノイズ性が不十分」等が上げられた。また、周

辺環境によって仕様上の機器性能と実働性能の差が大きいという苦情もあった。要望としては、

浅海域でも、信頼性のある通信を確保できること、低価格化等が寄せられた。 

全体的に、水中音響通信機器は、陸上の携帯電話のように、電源を入れさえすれば、いつで

もどこでも簡単確実にメールが送れるような状況とはまったく異なり、高価で立派な仕様にな

っていても、実際には簡単には使えない（使いこなせない）場合が多いことに対する大きな不

満が感じられる。この点で、現状の水中音響通信技術の完成度はまだまだ不十分であるのは明

らかである。特に、雑音の多い浅海域で水平方向での使用を含め、多重反射やドップラシフト

の影響が大きい環境では、現状の機器による高速な水中音響通信は難しい。 

５.２ 現状の水中通信技術の問題点 

 アンケート調査では、｢水中音響通信の利点は分かっていたが、使用したことはない」と回

答した人が約 27％に上った。その使用未経験者を対象として、利用しなかった理由を調査し

た結果から、現状の水中音響通信装置に対して、（1）通信の信頼性の向上（2）通信距離の増

大（3）情報量の増大（4）作動時間の増大（5）低価格化の点で性能が不十分と考えているこ

とが判明した。 

５.３ 水中音響通信技術の高度化による利用が拡大する分野 

 アンケートでの｢今後、水中音響通信技術が高度化していった場合、どのような分野、用途

での利用が展開できるか？｣の質問に対して、水中音響通信機器の使用経験の有無を問わず、

ほとんどの人が回答を寄せた。その結果からは、水中音響通信技術の現状に問題があるにもか

かわらず、海洋環境調査、海底資源探査・開発、海洋土木工事、水産資源開発、防災・安全、

海上保安・セキュリティの各分野での利用に高い期待があることが分かった。 

５.４ 水中音響通信技術の高度化による利用方法・産業発展の見通し 

上記５.３の設問で有望度が高いとした分野について、水中音響通信技術の高度化により、

今後どのような利用方法、産業の発展が見込まれるかとの質問に対しても、69 件の具体的な

利用法の提案・希望価格、希望機能等の貴重な意見が寄せられた。 

５.５ 水中音響通信技術についてのコメント 

アンケートでは、水中音響通信技術について、一般的な意見・要望も記述できるようにし

たが、これに対しても、高度化に対する期待・希望等 38 件の回答があった。 



６. 水中音響通信技術の高度化による新事業の創出の可能性 

６.１ アンケート調査結果が示す水中音響通信技術の高度化に対する期待 

これまで、国内で水中音響通信技術の利用状況について調査されたことは無いため、普及度

を含む利用実態について参照できるデータは皆無であったが、アンケート調査を含む今回の調

査で初めて、その状況の一端が把握できるようになった。 

現時点では、実用的な水中音響通信技術が開発されてからの歴史が浅いということもあり、

国内で利用されている分野や件数は、国外に比べて未だ少ないことが判明した。水中音響通信

機器の使用経験の有無にかかわらず、水中音響機器のかかえる問題点については同じ認識を有

しているが、水中音響通信技術が高度化した場合の利用拡大についての期待は大きく、特に海

洋環境調査、海底資源探査、海洋土木工事、水産資源調査・管理、安全防災、セキュリティ

（港湾域・沿岸域）の各分野で有望と予測している。また、その場合の利用方法やコストにつ

いても、アンケート回答に具体的な提案やコメントが多数記載されていることも、その期待の

大きさを裏付けている。 

水中音響通信技術の高度化は、海洋調査・モニタリング・開発事業の効率、範囲、機動性を

高め、コスト削減効果も期待されている。 また水中音響通信ネットワークが構築されれば、

これまで各機関が個別にケーブル等の接続で実施していたセンサと陸上基地との通信が共通の

回線で可能となる効果も期待されている。また、水中音響通信技術の高度化は、水中音響通信

機器自体の市場の他に、水中音響通信ネットワーク構築、水中音響通信を活用した新たな事業

等、水中音響通信技術の波及効果が生み出す関連市場での新しい事業創出・拡大の可能性も期

待できるが、今回の調査では、そこまでは踏み込めなかった。今後のさらなる調査により、市

場イメージと市場規模について明らかにする必要があろう。 

６.２ 水中音響通信技術の高度化に対するニーズと技術課題 

本調査から、水中音響通信技術の高度化に対するニーズは、（1）通信の信頼性の向上

（2）通信距離の増大（3）情報量の増大（4）作動時間の増大（5）低価格化に整理される。こ

れらのニーズに対し、高度化のために着手すべき技術的課題を整理した。ニーズと技術課題の

具体的な目標レベル、および開発スケジュールについては、利用目的・分野により異なると考

えられるので、今後の調査により明らかにする必要がある。 

６.３ 水中音響通信技術を身近なものに 

水中音響通信技術の高度化に関するアンケート調査結果から、回答者の期待度の高さが伺

えるが、これは、水中音響技術の利用により、海洋調査・モニタリング・各種工事の効率化コ

スト削減効果が期待されるからと言える。しかし、水中音響通信技術とその効用については、

今まで、情報発信が少なく、また分かりやすくまとめられた資料が無かったこともあり、まだ

一般的に広く知られてはいない。本調査報告書は、水中音響通信技術の基本、国内外の技術の

現状と研究開発動向、国内外の利用状況について、初めてまとめられたものと言える。 

 



７．まとめ：今後の課題 

今回実施した調査で、国内外における水中音響通信技術の現状と利用状況の一端が明らかに

なった。しかし、調査期間が制約されていたため、大学を含む研究機関や調査機関等、まだ国

内の関係者全体を網羅していないため、国内における水中音響通信技術の高度化に対する具体

的なニーズの詳細、高度化した場合に想定される市場および規模の推定には、まだデータが不

十分である。特に、需要（市場）と供給（水中音響通信技術）の関係からの調査として、①各

分野について利用者人口と希望購入価格等の把握、②各分野における水中音響通信システムの

理想モデルの把握とその実現可能性の調査等は、まだ不十分である。 

従って、水中音響通信技術の高度化の実現性の見通しと、海洋産業への大きな波及効果を明

らかにするため、今年度の成果を受け継いで、次年度、アンケート調査も併用することで、以

下の調査・検討が必要である。 

● 水中音響通信技術の最新動向を継続調査する 

● 水中音響通信技術の高度化に対する具体的なニーズをまとめる 

● 水中音響通信技術の高度化により創造可能な海洋産業を検討する 

● 高度化のための技術開発目標および開発計画を作成する 

● 高度化した水中音響通信技術の適用市場規模を予測する 
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