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概要
本研究開発は、79GHz 帯高分解能レーダーの新規技術開発により、歩行者の広視野角な分離検知を実現。交差点にお
ける運転者の負荷や事故の低減するためのインフラシステム等として活用することを目的としている。研究開発課題の一
つである広視野角・高分解能レーダー技術として、歩行者分離検知のパルスレーダー技術及び広視野角・高精度のアレイ
アンテナ技術の開発に取組んだ。また、レーダーシステム間の干渉低減技術として、シミュレーションによる干渉定量化
技術及び広帯域 PLL シンセサイザの回路技術の開発に取組むとともに、ミリ波 CMOS 回路の温度補償技術として、
79GHz 帯 CMOS モデリング技術及び 100℃までの特性を補償する PA 回路技術の開発に取組んだ。

Abstract

The objective of this research project is to separately detect pedestrians by using new 79GHz-band high-resolution
radar technologies – it helps reduce driver’s burden and traffic accidents at intersections. One of the research issues
is to develop high resolution and wide scanning radar techniques including pulse radar method for pedestrian
detection and adaptive array antenna with wide-view. Other issues are to develop interference avoidance techniques
between radar systems that consisting quantification of interference phenomena and development of wide-band PLL
synthesizer and temperature compensation techniques on CMOS integrated that circuit consisting 79GHz-band
CMOS device modeling up to 100℃ and development of power amplifier chip.

１．まえがき
近年、歩行者や自転車とクルマの接触事故を減らしたい
とする社会要請の高まりを背景として、ミリ波デバイスの
技術開発によるレーダーシステムの低コスト化が進んで
おり、対象物を高い精度で検知できるレーダー技術の普及
が加速している。中でも 79GHz 帯のミリ波を利用するレ
ーダー技術は分離性能の高さを特徴とし、悪天候や夜間で
も歩行者や自転車を高精度に検知できるため、クルマ周囲
の状態の把握や交差点内の監視を可能とする次世代の
ITS センサーとして期待されている。
現在、79GHz 帯レーダーが使用予定の 77G～81GHz のう
ち、77.5G～78.0GHz は国際的に無線評定業務へ分配され
ていないが、日本や欧州を中心に ITU-R の審議が進めら
れた結果、2015 年の WRC（世界無線通信会議）でこの
国際周波数分配を議題にすることが決定した。これは、激
しい国際競争の中で、関係者の多大な努力により国際協調
を優先して牽引された成果である。このように国際的にも
導入検討が進められている 79GHz 帯レーダーを、交差点
の路側センサーとして適応することを目標とした。歩行者
と信号機、クルマとオートバイを分離検知し、運転者に通
知する仕組みを想定している（図 1 を参照)。

２．研究内容及び成果
２．１ 広視野角・高分解能レーダー技術
交差点内をくまなく監視する路側センサーには、
数十 m
程度の最大検知距離と広い視野角、また、歩行者などの小
さな対象物を分離して検知する高い分解能が求められる。
交差点の安全性を高めるには、5m から 40m 程度の検

知距離範囲と 110 度を超える広視野角のレーダー走査が
必要になるとみられる。また、クルマ同士の衝突を回避す
るには、高速で侵入するクルマを検知するために、100ms
以下のデータ更新周期を実現する高速な信号処理も必要
となる。こうした技術要件から具体的な要求仕様が策定さ
れた上で、以下の要素技術の開発に取組んだ。

図 1. 目標とするインフラレーダーシステム応用

１）歩行者分離検知のパルスレーダー技術
微弱な歩行者の反射波を検出するため、レーダー装置の
ノイズを抑圧できる符号化パルス方式を開発した。図 2(a)
に示すように、従来の符号化（Golay 符号）に比べて、開
発した符号化パルス方式（Spano 符号系列に位相変調を
加えたパルスレーダー）は約 10dB の感度改善を達成した。
また、本方式を実装したレーダー装置を試作開発して、伝
搬実験を実施した。図 2(b)に示すように、車両からの強反
射波の影響を受けずに、人体からの微弱な反射波に対して
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も十分な感度が得られた。
（査読付き誌上発表論文[1]、報
道発表[1])
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図 2.

Spano 符号化の効果(a)と人／車の分離検知結果(b)

２）広角・高精度走査のアレイアンテナ技術
角度領域の高速走査のため、デジタル回路による並列処
理化が可能な受信アダプティブアレイアンテナを採用し
た。加えて、角度推定精度を高めるため、送信時の空間的
なフィルタリング効果を得るためにるビームフォーミン
グ機能を統合することで、複数反射波に対する推定精度を
向上させた。

２．２ レーダーシステム間の干渉低減技術
符号化パルス方式のレーダーを開発するにあたり、現在
車載レーダーで多く使われている FM-CW 方式のレーダ
ーとの干渉について検討する必要がある。
従来 FM-CW 方
式レーダー間、符号化パルス方式を含むスペクトル拡散方
式レーダー間のような同一の変調方式のレーダー間での
干渉については定量的な検討はなされていたが、異なる変
調方式の間の干渉については、必要とされる周波数分解能
と変調周波数帯域幅の比が非常に大きい為に、容易に計算
することができなかった。そのため異なる方式の干渉につ
いては定性的な検討に留まっていた。今回 FM-CW 方式
とスペクトル拡散方式のレーダー間でも干渉を定量的に
計算できるシミュレータを、パソコン等でも計算可能なレ
ベルまで計算を簡易化することに成功した。このシミュレ
ータを用いて 79GHz 帯レーダーシステム間の干渉を低減
する技術として周波数・タイミング制御等を基本とする干
渉低減手法を開発した。実システムでは干渉が発生する確
率が非常に低いことを検証した上で、本シミュレータによ
り実現性の高い周波数・タイミング制御による干渉低減の
有効性を実証した。
（図 3 を参照）
また干渉低減のための周波数・タイミング制御を行うに
は、発振器を精度よくコントロールできる PLL シンセサ
イザが必要となる。特に CMOS によって低位相雑音の発
振特性を持つ PLL シンセサイザを実現することは、ミリ
波レーダーを低コストに実現する上で非常に重要な技術
となる。今回 CMOS によって、従来の SiGe による PLL
シンセサイザと同等以上の 79GHz 帯で 100kHz オフセッ
トにおいて-90dBc/Hz の低位相雑音特性を持つ PLL シン
セサイザの実現に成功した。(査読付き口頭発表論文[1]、
口頭発表[2])
今回開発した PLL シンセサイザの技術を活用して、ミ
リ波レーダーの低コスト化を実現する CMOS 送受信回路
の試作にも結び付いている。この送受信回路は、従来の
SiGe による送受信回路に比べて同等以上の性能をもちつ
つ 1/2 の低消費電力を実現している。(査読付き口頭発表
論文[3]、報道発表[3])
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図 3. 干渉低減技術の検証シミュレーション結果
２．３ ミリ波 CMOS 回路の温度補償技術
屋外設置の環境条件を想定し、ミリ波デバイスとしては特
に厳しい条件となる高温時の送信性能劣化を補償する
CMOS 回路技術の開発に取り組んだ。まず、79GHz 帯
CMOS の回路設計モデリングのために、チップの温度特
性評価環境を構築した。その上で、0 度から 100 度の温度
範囲で動作性能を補償する電力増幅回路を考案し、チップ
試作実証を行った。
（図 4 を参照）
（査読付き口頭発表論文
[2]、口頭発表[3]、報道発表[2])
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図 4. 試作した電力増幅回路の特性

３．今後の研究成果の展開
本研究開発の成果は、79GHz 帯高分解能レーダーの広
視野角化、耐干渉性能、小型デバイスの実現を可能とする
技術であるため、交通事故対策としては、基本計画にある
交差点等に設置するインフラシステムだけでなく、車両周
辺の歩行者等の存在を広視野角で監視する車載用近距離
レーダーへも応用できると考える。
具体的には、車載用近距離レーダーは道路走行中だけで
なく、交差点、駐車場等において車両周辺の歩行者を他の
物体と分離して検出することが求められる。また、車載用
途のレーダー方式としては FM-CW レーダー方式が有望
ではあるが、将来的には SS レーダー方式が実装される可
能性があるため、車載レーダー間の干渉対策としても有効
である。さらに、車両周辺監視には複数のレーダーデバイ
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スをバンパ内部等へ装備する必要があるため、デバイスの
小型・低コスト化が普及に向けた実用化開発の要件となる。
さらに、高温時の性能保証は、屋外環境使用時に共通する
技術要件であるため、車載レーダーへの応用においても同
様の効果が期待できる。
また、79GHz 帯高分解能レーダーの国際周波数分配に
ついて、2015 年開催予定の世界無線会議で決議される見
通しであり、およそ 1 年後の RR（国際電波法）の改定を
経て、各国の規格化が加速することが想定される。これに
より、現行の 24/26GHzUWB レーダーの置換えが進むと
ともに、前方監視用途の 76GHz 帯レーダーと組み合わせ
て車の全周囲監視を実現する新たなセンサーとして急速
な普及が見込まれる。
このように、79GHz 帯を利用した高性能なレーダーシ
ステムを小型、低コストで実現できるデバイス技術である
ため、ITS 用途を中心としつつ様々な分野への応用展開と
グローバルな普及促進が見込まれる。これにより、ミリ波
帯周波数の有効利用が促進されるとともに、我が国におけ
る当該産業分野の国際競争力強化への貢献が期待される。
今後は、デバイス技術の実用化およびインフラレーダー
システムとしての事業化を目指していく。当面は、応用開
発段階として、路車協調型安全運転支援システム向けイン
フラレーダー実証実験を推進して、歩行者や二輪車の検出
性能やレーダー間の耐干渉性能を検証する。その上で、実
用化段階として、製品レベルの耐環境性を実現するレーダ
ーユニットの実現や危険情報通知のためのシステム実証
実験にも取組んでいく予定である。

４．むすび

以上のように、交差点監視をはじめとする ITS 用途で
の実現化をめざした 79GHz 帯ミリ波レーダーの技術開発
に取り組んだ。図 5 に示すように、開発した方式を実装し
たミリ波レーダー装置を試作して、歩行者や二輪車の分離
検知性能を実証してきた。図 5 はクルマと降車する人、近
傍の自転車を分離検知した結果を示すデータの一例であ
る。
今後は、本研究開発の技術成果として実現された表 2
の機能と性能に基づき、早期の社会実装を目指していきた
いと考えている。また、本技術の使われ方について広く問
いかけ、さらなる社会的価値を見出したいと考えている。

図 5． 試作ミリ波レーダー装置による検出結果

表 1. 本研究で実現された機能と性能

想定使用環境：交差点路側設置
検知対象：歩行者/二輪車/四輪車
検知距離範囲：5m～40m
方位視野角：110°
距離分解能：20cm
方位角度分解能：5°
データ更新周期：100ms以下
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