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ミリ波レーダーについて
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 ミリ波は広い周波数帯域が利用できるため
高速通信や高精度センサーに有用

 波長が短く、微細な加工技術を必要とする。
近年、技術の進化により商品開発が加速

 検知エリアに向けて電波を放射。対象物から
の反射信号を用いて、距離や角度を測定

 小さな対象物の検出には、高い分解能が
要求されるため、広い周波数帯域幅が必要

ミリ波技術 レーダーセンシング

パルスレーダーの仕組み



79GHz帯レーダーの標準化動向
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 79GHz帯のレーダーは、WRC-15（2015年11月開催）に向けてITU-Rで審議中

 日本やドイツが中心となって各国から、技術的な条件に関してITU-Rへ提案

 77.5～78.0GHzの500MHzが、無線評定業務（レーダー）に分配される見通し

 79GHzは24／26GHz UWBや76GHzのレーダーより優れた分解能

 距離の分解能は使用できる周波数帯域幅に比例して向上

 角度の分解能はアンテナサイズに比例するため波長が短い方が有利

 速度はドップラーシフトより直接推定。その分解能は周波数に比例

WRC-15 議題1.18 ：
77.5-78.0GHzを”レーダー”へ一次分配



高分解能レーダー技術の特徴

送受信アダプティブアレイアンテナ 精密な位相制御によって、複数対象物の
高精度な測位を実現

符号化パルスレーダー方式

強いエコー

パルス#2 パルス#1

パルスコヒーレント積分

位相回転相補符号

パルスの位相回転と積分の処理により
強いエコーで生じる内部のノイズを抑圧

（8 -antenna）

（4-antenna）
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79GHz送信
ビームフォーミング

アダプティブアレイ
信号処理
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高分解能レーダー信号処理技術

Detection range:

Pedestrian 40m

Vehicle 100m

Exceed 120°

Resolution:

Range 20cm

Angular 5°



79GHzレーダーセンサーの提供価値
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 悪天候でも運転者の死角に在る歩行者を検出して、安心・安全を提供

技術の特徴：

 高感度かつ高分解能に車両と歩行者を分離して検出

 広視野角かつ高分解能に複数の対象物を測位
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79GHzレーダーセンサーによる交差点の安全支援
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Sensing

Source: White paper on traffic safety in Japan 2012

• 死亡事故の49%が交差点・交差点付近で発生
• 人と車両の事故は36%（大半は横断中に発生）

• 人・車両・バイク等を広範囲に検知
• 視界不良な環境（霧、雪など）でも運用

 路車協調型の安全運転支援システム（DSSS）は、交差点等におけるドライバーの負担と

交通事故の低減を目指す

 79GHz帯の高分解能レーダーにより、ドライバーの死角を横断する歩行者や自転車の

存在が検知可能に

事故の統計 路車協調型の安全運転支援システム



本研究開発における取組み概要

技術課題

・耐干渉性能実証実験
・干渉低減ｼｽﾃﾑ技術

・耐環境性能実証実験
・検出性能補償技術

・路車協調
ｼｽﾃﾑ実証

・識別信号処理技術
・交差点死角対策技術

車種判別

ｲﾝﾌﾗ間相互

降雨時

降雪時

周囲運転者へ通知

路側で障害物を検知

技術課題

技術課題

技術課題

インフラシステム

センサーデバイス

将来展開

ｲﾝﾌﾗ対車載

伝搬ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

背景ﾉｲｽﾞ抑圧
（路肩など）

複数ﾚｰﾀﾞｰ統合

歩行者識別

ｵｸﾙｰｼﾞｮﾝ
ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ

アウトカム目標達成へインフラ実装を目指すシステム
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高精度分離技術

「79GHz帯ﾚｰﾀﾞｰｼｽﾃﾑの
高度化に関する研究開発」
（H23～H25）

Radar-1

20cm/5度
120度/100ms

・鉄道
踏切監視、沿線監視等

・空港
空港面落下物検知

 現存する交差点への導入が許容されるように、複数レーダーの設置や多様な検出対象物

（人、車両、バイク、自転車など）の分離、天候や干渉の条件をパラメータとする環境変動
への耐性を実証



インフラレーダーシステム実証実験のスケジュール

社会実装に向け
た取組み

模擬交差点環境におけるｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ
評価実験・干渉基礎実験を実施

レーダーユニット仮設による検出性能、
耐干渉性・耐環境性の実証実験実施

レーダー常設試験、
リアルタイム実証

路側ﾚｰﾀﾞｰｼｽﾃﾑへ無線通信機能を実装、
車載システムとの連携による試験サービス

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

車載システム
（自律型）

WRC-15 （RR改定） （WRC-19）ITU-R

欧州

日本

高分解能
レーダー

NCAP歩行者保護

24GHzUWB期限 （26GHzUWB期限）

26GHzUWB期限

79GHz24GHz／26GHzUWB

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催

国際周波数分配

標準化／法制化等
～H25 H31H30H26 H34 ［年度］

ITS東京
世界会議

①アンテナRFモジュール原型
②ベースバンド部（FPGA基板）
③検出処理ソフトウェア（PC）

①レーダーユニット原型
②統合処理ソフトウェア（PC）

①レーダーユニット
②統合処理装置

・79GHz帯ｱﾝﾃﾅRFの小型化
・仰角方向広角化（30度）

・79GHz帯レーダーの小型化
・複数レーダーの統合化

・ｼｽﾃﾑ間干渉制御
・ﾘｱﾙﾀｲﾑ処理化

①

②③ ② ①
①

①
①

②

②

・車載HMIへの情報伝送
・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ構築/危険予測ﾌｨｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ

①レーダーユニット ③無線通信器
②統合処理装置 ④車載HMI装置

実証実験装置の
開発（検討中）

①

①②

③

④

警報！

10



11

背景
79GHzレーダーについて

SIPインフラレーダーの取組み内容

技術開発および実証実験の開発成果

結論
今後の取組みについて



歩行者識別アルゴリズム開発

歩行者に対する特徴量抽出に向けた先行評価を実施（下図）

屋外環境で歩行者近傍に車両やガードレール等が存在する条件の
電力（エコー強度）プロファイルやドップラープロファイルを実測予定（後述）
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＜開発状況＞

検出対象：
リフレクタ（車相当）、歩行者 2名

電力プロファイル ドップラープロファイルレーダー検出結果

-30° +30° -30° +30°

20m

10m

20m

10m

歩行者P2歩行者P1リフレクタR

P1 P2R
10m

20m

ドップラーの分解能により
静止物と歩行者を識別可

79GHz帯レーダー動作緒元：
視野角 約60°、角度ステップ 1°、 ドップラー分解能 <0.5km/h

歩行者識別アルゴリズムに関する評価結果（スナップショット）



電力プロファイル ドップラープロファイル

＜実験データサンプル（方位スペクトラム）＞
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レーダー検出結果

-30° +30°

20m

10m

-30° +30°

20m

10m

20m

10m



＜実験データサンプル（方位ピーク抽出）＞
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-30° +30°

20m

10m

-30° +30°

20m

10m

20m

10m

電力プロファイル ドップラープロファイルレーダー検出結果



レーダー間干渉基礎実験

リフレクタ

窓枠

柱

柱

柱の方向から
干渉波が到来

符号変調パルスレーダー方式を採用しており、
理論的には、符号拡散利得と位相回転を含む
コヒーレント加算利得等（～60dB）による干渉
抑圧特性を確認

＜開発状況＞

屋内環境において擬似的に強干渉波が到来する条件（同一搬送波、同一符号化の条件）を
生成して、到来方向とドップラーの推定により、干渉波に特有の振る舞いを定性的に把握

電力プロファイル ドップラープロファイルレーダー検出結果

干渉波は方向と
ドップラーに偏り
の在る分布傾向
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降雨時伝搬特性の実験解析

降雨試験場（時間雨量~50mm）において取得された
79GHz帯伝搬特性に関わるサンプルデータを解析

強い降雨条件での追加データの取得を検討しており、
雨粒の粒径が波長（4mm）と同程度となるような条件
での実験解析を実施予定

＜開発状況＞

降雨試験時の様子

降雨減衰測定結果（距離10m）

エコー電力度数分布（降雨量0mm/h）

エコー電力度数分布（降雨量50mm/h）
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中央値の差異：
2dB以下



インフラレーダーセンシング技術の実証実験

日程：平成２７年３月２日（月）～６日（金）
場所：日本自動車研究所（JARI）の模擬市街路（つくば市）
実験の概要：
交差点環境を中心に、インフラレーダーの設置高さや俯角または車両の種別や歩行者
との位置関係を変えながら、79GHz帯レーダー検出性能を伝搬実験によって定量評価

＜JARI模擬市街路／主な実験機材＞

ｾﾝｻｰ固定治具

ﾊﾞｹｯﾄ車 縁石ﾌﾞﾛｯｸ

79GHzﾚｰﾀﾞｰ
（ｱﾝﾃﾅﾓｼﾞｭｰﾙ）

可視カメラ

ﾚｰｻﾞｰﾚｰﾀﾞｰ
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ﾍﾞｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ処理部

符号化パルス方式を用いた
レーダー実験装置を開発

79GHz帯パルスレーダー装置

- 79GHz帯ｱﾝﾃﾅRF部
- 送信ﾋﾞｰﾑﾌｫｰﾐﾝｸﾞ対応

- 相補符号化ﾊﾟﾙｽ相関
- 到来方向/ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ推定

ｱﾝﾃﾅRFﾓｼﾞｭｰﾙ

＜開発状況＞



結論
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 技術実証状況
 79GHz帯パルスレーダーの実験装置を試作開発

 模擬市街路の試験コース環境において、歩行者識別、

オクルージョンモデリング、レーダー間干渉に関する

基礎データ取得を実施

 今後の取組み
 車種判別アルゴリズム、複数レーダー統合処理の開発

 干渉発生検知方法、干渉制御アーキテクチャの開発

 降雨、降雪条件における伝搬データの測定と、

背景クラッタ抑圧技術の開発

 79GHz帯パルスレーダーセンサーの小型化試作開発


