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概要概要概要概要    

ミリ波レーダーは車の衝突防止用途のみならず、物流や検査、産業機械用途など様々な応用展開が期待されているが、

水蒸気や粉塵などの視界不良時においてロボットや無人建機等を安全かつ自立的に稼動させるためには、高精度な 3 次

元走査を可能とするレーダーシステムが必要となる。本稿では、140GHz 帯高精度レーダーの研究開発として、MIMO

レーダー技術を用いた高速 3 次元走査レーダー技術、複数のレーダーを用いた統合検知技術、広帯域レーダー信号処理

技術の開発に取り組んだ結果を報告する。 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

Millimeter-wave radar systems are expected to be used as applications for various industries such as logistics, 

robotics and construction machines. In order to safety and autonomously operate robots or unmanned construction 

machines in poor visibility such as water vapor and dust, the higher range resolution and fast 3D scanning radar is 

required. In this paper, we presented about high-speed three-dimensional scanning radar system using MIMO radar 

technique, integrated detection technology using multi-radars, wideband radar signal processing technology as a 

research on 140 GHz band high precision radar systems. 

 

１．まえがき１．まえがき１．まえがき１．まえがき 

ミリ波レーダーは車の衝突回避等を目的とする ITS（高

度道路交通システム）用途で実用化されているのみならず、

物流や検査、建設機器、災害対応等の産業分野でも、比較

的近い距離を走査して車両や機械の自動化を実現する「高

精度センサ」としての期待が高い。特に、ロボットや無人

建機等が安全に自立的に稼動するためには、周囲の状況を

高精度に把握する必要がある。具体的には、至近距離から

10m 程度の範囲において、水蒸気や粉塵等の劣悪環境下

でも作業者や落下物等を検知可能な分解能 10cm 以下の

高精度な 3 次元走査が必要であり、ミリ波帯を利用した従

来よりも高解像度なレーダーが望まれている。 
一方で、高い分解能と高精度な 3 次元走査を可能とする

レーダーシステムをロボット等に実装可能な小型モジュ

ールで実現するためには、数 GHz 帯の帯域幅と 100GHz

超のミリ波帯におけるレーダー技術の確立が不可欠であ

る。特に欧州では、高ミリ波レーダーの方式やデバイス技

術の開発に取り組む研究開発プロジェクトが実施されて

おり、国際競争力確保のためにも、新たな周波数帯域にお

けるレーダー技術開発が急務である。 
本研究開発では、社会要請が強まっている安全支援シス

テムの実用化に向けた 140GHz 帯を用いた高精度レーダ

ーの技術確立として、MIMO レーダー技術を活用し距

離・水平方向・垂直方向の高速な電子走査を実現する「高

速 3 次元走査レーダー技術」、単体では空間分解能が粗い

3 次元走査レーダーを複数用いて信号を組み合わせるこ

とで電波画像の解像度を向上させる「マルチレーダー統合

検知技術」、アレイアンテナと RF 回路を一体化した

140GHz 帯レーダー送受信回路及び広帯域なベースバン

ド信号を効率的に処理する「広帯域レーダー信号処理技

術」の 3 つの研究課題に取り組んだ。（図 1 参照） 
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図図図図    1111    MIMOMIMOMIMOMIMO レーダーシステム構成レーダーシステム構成レーダーシステム構成レーダーシステム構成    

    

    

２．研究内容及び成果２．研究内容及び成果２．研究内容及び成果２．研究内容及び成果 

２－１．２－１．２－１．２－１．高速高速高速高速 3333 次元走査レーダー技術の開発次元走査レーダー技術の開発次元走査レーダー技術の開発次元走査レーダー技術の開発    

    

建設機械の周辺監視やロボットの自律稼働といった近

距における離監視用途では、作業者や路面落下物等を 3

次元で高精度に検出することが要求されている。 

本研究開発では、高速 3 次元走査レーダー技術として、

MIMO レーダー時空間信号処理技術と、広帯域マルチキ

ャリアレーダー方式技術を開発した。 

    

（（（（aaaa））））MIMOMIMOMIMOMIMO レーダー時空間信号処理技術レーダー時空間信号処理技術レーダー時空間信号処理技術レーダー時空間信号処理技術    

本課題では、MIMO 方式を適用した高速 3 次元走査レー

ダー技術の開発を目的として、まず、140GHz帯MIMOレー
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ダーシステムの実験局を開発した。コーナーリフレクタ（CR）を

用いた距離分解能実験を行い、10cm の距離分解能を実現

できていることを確認した。次に、屋外環境で実証実験を行い、

10m 離れた人物の検出が可能であることを確認した。さらに、

サブアレイ化に対応した、送信 4素子/受信 4素子の MIMO

アレイアーキテクチャを用いて、79GHz帯MIMOレーダーシ

ステムの試作機を開発した。実環境下で、MIMO レーダー技

術が角度分離分解能 10度以下を達成できることを実証した。

以上の結果から、140GHz帯のレーダーシステムにMIMOレ

ーダー技術を適用することにより、実環境下で角度分解能 10

度以下を達成できることを確認した。 

図 2に開発した 140GHz帯MIMOレーダーシステムの実

験局の外観を、表 1に主な仕様を示す。 

 

無線部（無線部（無線部（無線部（RFRFRFRF装置）装置）装置）装置）

受信受信受信受信(RX)(RX)(RX)(RX)

送信送信送信送信(TX)(TX)(TX)(TX)

信号処理部信号処理部信号処理部信号処理部

（（（（BBBBBBBB装置）装置）装置）装置）

 
図図図図    2222    140GHz140GHz140GHz140GHz 帯実験局の外観帯実験局の外観帯実験局の外観帯実験局の外観    

 
表表表表    1111    140GHz140GHz140GHz140GHz 帯帯帯帯 RFRFRFRF 装置の主な仕様装置の主な仕様装置の主な仕様装置の主な仕様    

項目 仕様 

RF中心周波数 139.04GHz 

占有周波数帯域 2.2GHz 

空中線電力 0.63mW 

アンテナ利得 13dBi 

送信アンテナ数 2系統 

受信アンテナ数 4系統 

ビーム幅 
水平方向： 半値角60deg 
垂直方向： 半値角30deg 

免許番号 関実第37885号 

    

まず、本実験局を用いて 2つの CR（4.9dBsm）を用いた距

離分解能実験を行った。図 3 に、2つの CR の距離を 10cm

離した場合の実験結果を示す。各 CRで別の検出ピークが確

認でき、分離検出ができていることがわかる。次に、実環境下

での人物検出実験を実施した。図 4 に実験環境、図 5 に人

物検出結果を示す。 評価結果において、正面距離 L=10m

の場所にいる人物を検出できていることがわかる。 

 

距離

強度

CR1

CR2

分離分離分離分離

 
図図図図    3333    距離分解能実験の結果（距離分解能実験の結果（距離分解能実験の結果（距離分解能実験の結果（10cm10cm10cm10cm））））    

 

実験局

対象

 
図図図図    4444    人物検出の実験環境（人物検出の実験環境（人物検出の実験環境（人物検出の実験環境（L=5mL=5mL=5mL=5m））））    

人物人物人物人物

 
図図図図    5555    人物検出実験結果（人物検出実験結果（人物検出実験結果（人物検出実験結果（L=10mL=10mL=10mL=10m））））    

 
図 6 に開発した 79GHz帯 MIMO レーダーシステムの試

作機（RF装置）の外観を、表 2に主な仕様を示す。 

 

 
図図図図    6666    79GHz79GHz79GHz79GHz 帯試作機（帯試作機（帯試作機（帯試作機（RFRFRFRF 装置）の外観装置）の外観装置）の外観装置）の外観    

 
表表表表    2222    79GHz79GHz79GHz79GHz 帯帯帯帯 RFRFRFRF 装置の主な仕様装置の主な仕様装置の主な仕様装置の主な仕様    

項目 仕様 

RF中心周波数 79／80GHz 

占有周波数帯域 2GHz 

空中線電力 7.0mW 

アンテナ利得 7dBi 

送信アンテナ数 4系統 

受信アンテナ数 4系統 

ビーム幅 
水平方向： 半値角60deg 
垂直方向： 半値角30deg 

技術適合証明番号 007YKUL0003538 

 
本試作機を用いて実環境下での角度分離分解能検証実

験を実施した。図 7、図 8 に実験系の構成を、図 9 に実験
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結果を示す。図 9 より、水平／垂直いずれの場合にも 10 度

の角度分離分解能が得られていることがわかる。 

MIMOレーダー装置 CR1,2

10°
CR1

CR2
+20°

-20°

-7°

+7°

1.2m
2m

 
(a)側面図           (b )上面図  

図図図図    7777    角度分離分解能検証実験系（水平方向）角度分離分解能検証実験系（水平方向）角度分離分解能検証実験系（水平方向）角度分離分解能検証実験系（水平方向）    
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 (a)側面図           (b)上面図  

図図図図    8888    角度分離分解能検証実験系（角度分離分解能検証実験系（角度分離分解能検証実験系（角度分離分解能検証実験系（垂直垂直垂直垂直方向）方向）方向）方向）    
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(a) 水平方向（水平:+5,-5 度、垂直:-7,-7 度） 
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(b)垂直方向（水平:-10,-10 度、垂直:-5,+5 度） 

図図図図    9999    角度分離分解能実験結果角度分離分解能実験結果角度分離分解能実験結果角度分離分解能実験結果    
 
（（（（bbbb）広帯域マルチキャリアレーダー方式技術）広帯域マルチキャリアレーダー方式技術）広帯域マルチキャリアレーダー方式技術）広帯域マルチキャリアレーダー方式技術    

本課題では、不等間隔 L 字配置 MIMO アレイアーキテク

チャを実装した79GHz帯MIMOレーダー試作装置を用いて、

ドップラー環境下（レーダーやターゲットが移動している状態）

でのマルチキャリアレーダー方式によるMIMO多重信号間の

干渉抑圧特性及び測角精度について、実験検証を行った。 

符号多重を用いたMIMO多重方式は、レーダー反射波の

ドップラー速度が大きくなるほど、符号多重信号間の相互干

渉が大きくなり、測位性能劣化を及ぼす。そのため多重信号

間の直交性を高める目的で、符号多重信号に対し、さらに周

波数シフトを付与するマルチキャリアレーダー方式を適用する。

本開発では、符号多重信号として OCC (Orthogonal 

Complimentary Codes) を用い、さらに周波数シフト（FS）を

加えて送信する FS-OCC方式を用いた。 

図 10に実験系を示す。図 10のターゲットシミュレータは、

受信した信号を周波数シフトして送信する機能を有しており、

ドップラー環境を模擬することができる。図 11 に４系統の送

信アンテナから送信される MIMO 多重信号間の干渉抑圧比

を測定した実験の結果を示す。ここで、DFはマルチキャリア信

号の周波数間隔を示しており、マルチキャリア化による干渉抑

圧は最大で DF /2 まで効果が期待できる。本実験では、ドップ

ラー速度換算で DF を 103.4km/hに設定している。図 11 よ

り、マルチキャリアレーダー方式によってドップラー速度が大き

くなっても符号間干渉を抑圧できていることがわかる。 

+10°MIMOレーダー装置

-10°
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ターゲットシミュレータ

ターゲットシミュレータ
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-30°

+30°

 
(a)  側面図           (b)  上面図  

図図図図    10101010    干渉抑圧性能および測角性能実験系干渉抑圧性能および測角性能実験系干渉抑圧性能および測角性能実験系干渉抑圧性能および測角性能実験系 
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図図図図    11111111    干渉干渉干渉干渉抑圧性能実験結果抑圧性能実験結果抑圧性能実験結果抑圧性能実験結果    

 
図 12にドップラー環境下での測角性能の実験として、ター

ゲットの移動速度 0km/h の方向推定値を基準とした場合の、

方向推定値の変動量を測定した結果を示す。図 12 からわか

るように、マルチキャリアレーダー方式有（FS-OCC）の場合は、

マルチキャリアレーダー方式無（OCC）に比べ、ターゲットの

移動速度が速くなっても方向推定値に変化量が少なく、静止

時の方向推定値精度が維持できることを確認した。これは、

FS-OCCは、ドップラー速度DF /2以下で 40 dB程度の干渉

抑圧量が確保できているため（図 11 参照）、多重信号による

方向推定値への影響が小さいためであると考えられる。 
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図図図図    12121212    ターゲット移動に伴う方向推定値のターゲット移動に伴う方向推定値のターゲット移動に伴う方向推定値のターゲット移動に伴う方向推定値の変動量変動量変動量変動量    
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２－２．マルチレーダー統合検知技術の開発２－２．マルチレーダー統合検知技術の開発２－２．マルチレーダー統合検知技術の開発２－２．マルチレーダー統合検知技術の開発    

    

（（（（aaaa））））レーダー画像テクスチャ情報を利用した高分解能レーダー画像テクスチャ情報を利用した高分解能レーダー画像テクスチャ情報を利用した高分解能レーダー画像テクスチャ情報を利用した高分解能

分離・追跡技術分離・追跡技術分離・追跡技術分離・追跡技術    

測定可能な速度上限であるナイキスト速度は周波数が

上がるにつれ低下するため、140GHz 帯などの高周波帯で

は高速運動する目標の測定が困難となる。本課題で使用す

るテクスチャ法は受信信号の位相を用いず、強度のみを利

用するためナイキスト条件に依らず速度推定が可能であ

る。テクスチャ法を従来の時間周波数解析手法と融合する

ことで速度の折り返し回数を推定し、正しい目標速度を回

復する手法を開発した。 

歩行人体をレーダーにより測定した。測定環境を図 13

に示す。図 14 には受信信号の信号強度を時間距離領域で

表示した図を示す。被験者はアンテナから約 3.0m の位置

に立ち、アンテナに向かって加速しながら近づいている。

人体背後の壁からの反射波がレンジ3.5mあたりに見られ

る。図 15 はサンプリング周波数 19.5kHz の元データを

64 倍に間引いた場合の時間周波数分布である。信号電力

の dB 値を示す。ナイキスト速度は 0.38m/s であり、エリ

アジングが生じている。高周波成分が折り返され、正しい

速度が得られない。図 16 にテクスチャ法による推定速度

を示す。エリアジングの影響を受けずに正しい速度が得ら

れていることがわかる。 

 

 
図図図図    13131313    歩行者のレーダー測定歩行者のレーダー測定歩行者のレーダー測定歩行者のレーダー測定    
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図図図図    14141414    測定されたエコー強度距離プロファイル測定されたエコー強度距離プロファイル測定されたエコー強度距離プロファイル測定されたエコー強度距離プロファイル    
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図図図図    15151515    ナイキスト条件を満足しない時間周波数分布ナイキスト条件を満足しない時間周波数分布ナイキスト条件を満足しない時間周波数分布ナイキスト条件を満足しない時間周波数分布    
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図図図図    16161616    テクスチャ法による推定速度テクスチャ法による推定速度テクスチャ法による推定速度テクスチャ法による推定速度    

    

（（（（bbbb）マルチスタティックドップラー処理技術）マルチスタティックドップラー処理技術）マルチスタティックドップラー処理技術）マルチスタティックドップラー処理技術    

ドップラー分離干渉計技術をマルチスタティックレー

ダーへ拡張するための信号処理法の開発を目的とした。角

度分解能 1 度以下の超分解能イメージングが可能な

140GHz 帯マルチレーダーの少数アンテナによる実現を

目指し、これまでに 26GHz 帯、76GHz 帯及び 79GHz 帯

のために開発された単一ドップラー分離干渉計技術を、マ

ルチレーダーに拡張した。この拡張によるシステム構成の

複雑化を最小限に抑えつつ、様々なアプリケーションに適

用可能な汎用的アルゴリズムの開発を行った。 

まず、2 台のドップラー分離干渉計を用いた 2 次元平面

での運動目標計測シミュレーション系を構築した。この系

を用いてマルチスタティックドップラー分離干渉計を用

いた運動形状推定技術の開発を行った。開発した技術は 2

台のデータの融合により、位置と速度の双方の観測値を得

る。さらに追尾フィルタを用いてそのリアルタイム推定を

行う。最後に、推定速度で推定位置を補償することによる

形状推定を行う。本手法の有効性を検証するため、5 目標

を仮定したシミュレーションを行った。観測値はデータ欠

損や孤立点を多数有するものの、特性評価の結果、全ての

目標を分離識別した上で、2 台の干渉計による速度推定を

実現した。さらに得られた速度を用いることで、複数目標

についても同様に 2 台のドップラー分離干渉計で全ての

目標の形状推定に成功した。その角度分解能は約 1/8 度で

あり、分解能 1 度以下を達成した。 

続いて、上述の開発した 2 次元イメージングシステムの

ためのマルチスタティックドップラー分離干渉計法、及び

その特性評価のためのシミュレーション系を、3 次元系へ

と拡張した。前年度に開発した技術を 3 台のマルチドップ

ラーレーダー干渉計（9 アンテナ）を用いる場合に拡張し

た。人体を模擬した 6 目標に対し、全ての目標の分離識別

と到来方位角・仰角双方の推定に成功した。角度分解能は
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方位角・仰角の両者共に約 1/2 度であり、目標性能である

角度分解能１度を３台のドップラー干渉計で達成した。な

お、同様のシステムにおいて、１０目標以内程度であれば

ほぼ目標の分離識別及び角度分解能１度以下の達成が可

能であることも確認している。開発した技術を速度推定に

応用し、分離識別した各目標の 3 次元空間での速度を高精

度に推定することが可能となった。この結果に基づき、マ

ルチスタティックドップラー分離干渉計で得られる位置

とこれらの速度情報を併用したカルマンフィルタを用い

た、高精度な目標追跡法を開発した。3 次元シミュレーシ

ョン系を用い、単一目標追跡の精度評価を数値計算により

行った。3 つの干渉計により得られる距離・角度と速度を

用いる追尾フィルタにより、単一干渉計の場合と比較して

高精度な追跡を実現した。さらに上述のシステムと同様の

構成で、開発した追跡法の実環境下での特性評価を行った。

実環境下でも 1 度以下の精度を達成しており、開発した技

術の実環境課での有効性を確認した。 
 最後に、140GHz 帯レーダーの実機検証を適切に行う

ために、同レーダーの実環境を想定したシミュレーション

系を構築し、実験結果との包括的検討を行った。これまで

に開発した手法のパラメータ設計法を確立すると共に、実

環境下での特性と実装に関する問題を明確しておくこと

を目的とした。検討したパラメータは、干渉計位置、アン

テナ数、送信信号帯域幅、そして開発した追跡技術の各種

設計変数とし、角度分解能１度以下と低コストを両立でき

る設定を、複数目標や人体目標を想定した現実的な環境下

で探求した。図 17 に示す 3 人の歩行者が観測範囲内に存

在する現実的な環境を想定し、前年度までに開発した技術

によりこれらの全ての目標の分離識別と高角度分解能追

跡を試みた。ただし 2 次元平面内での歩行軌道追跡を想定

した。図 18 に角度計測結果を示す。3 歩行者の推定結果

が混合しているが、開発した追跡技術、及び理論的に解明

したその最適パラメータ設定を適用することにより、図 

19 の各歩行者の胴体軌道追跡結果が得られた。同図の通

り、少数アンテナにより 3 歩行者各々の歩行軌道が推定さ

れ、分解能 1 度以下の角度推定が実現した。 
 

 
図図図図    17171717    3333 歩行者レーダー計測系歩行者レーダー計測系歩行者レーダー計測系歩行者レーダー計測系    

 

 
図図図図    18181818    角度計測結果（実線は真値）角度計測結果（実線は真値）角度計測結果（実線は真値）角度計測結果（実線は真値）    

 

 

 
図図図図    19191919    各目標の追跡結果各目標の追跡結果各目標の追跡結果各目標の追跡結果    

 

 
（（（（cccc）情報圧縮による高速立体画像化技術）情報圧縮による高速立体画像化技術）情報圧縮による高速立体画像化技術）情報圧縮による高速立体画像化技術    

本課題では「マルチレーダーモデルのための高速・高精

度立体画像化アルゴリズムの開発」を目的とし、高精度立

体画像化法である RPM(Range Points Migration)法を多

点送信・多点受信(MIMO)観測モデルに拡張した。同拡張

RPM 法の画像化原理は、送受信位置を焦点とする回転楕

円体の交点群の集積度を評価することで各送受信位置組

合せに対する反射点を抽出することに基づく。 

平成 26 年度は、まず同手法と従来レーダー画像化法で

ある合成開口処理との比較を実施した。簡単のため、人体

を楕円体の集合として表現し、マルチスタティックモデル

における受信信号を幾何光学近似により生成した。この時、

拡張 RPM 法は、従来の合成開口処理(SAR)に基づく画像

化処理に比べて、約 60 倍の計算速度の改善を達成した。

また目標形状推定誤差の中央値は約 1.2mm と高精度に立

体目標境界を再現することに成功した。 

平成 27 年度は、演算速度の問題を解決するため、距離

点を事前にクラスタリングし、各クラスタに対してのみ

RPM 法を適用することで、処理時間と精度を改善させる

2 手法を提案した。1）データ間引き後 RPM 法の画像化

点のクラスタリングに基づく手法、2）ドップラー速度に

基づく手法である。2）の手法ではまず距離データを間引

き処理し、同距離データに RPM を適用する。その後、実

空間へ写像された反射点（距離点と一対一対応）を基に実

空間上でクラスタリングし、その重心等の情報を用いて全

ての距離データ（距離点）をクラスタリングする。1）の

数値計算による性能評価においては、距離点の事前にクラ

スタリングすることで、54 倍の改善を実現した。更に事

後クラスタリングを適用することで再現点数が約 140%

増大し、かつ精度（誤差が 10 波長に収まる確率：84%（従

来法）、93%【提案法】）が改善されることを確認した。 

各目標のドップラー速度に基づき、距離点を分離するこ

とで事前にRPM法を適用せずにクラスタリングが可能と

なり、また距離分解能内に存在する複数の反射波を分離す

ることで推定点を増大させることが可能となった。同手法

は課題イ-(b)の技術の統合でもある。同手法の数値計算に

よる性能評価では、目標形状推定誤差が 10 波長以内に入

る割合が、1）の 57.0%から 2）の 70.2%へと改善した。 

また再現可能な目標境界点数は 1）で 279、2）で 587 と

大幅に増加する。また各部位のドップラー速度も同時に推

定できるため、その特徴は目標認識等にも有用である。計

算時間は Xeon E3-1220 3.10GHz において 1）は 551 秒、

2）は 60 秒と、大幅な改善が得られた。 

平成 28 年度は、同手法を複数のアレイユニットを配置

したマルチレーダーモデルでの評価を実施した。但し、デ

ータ量の増大による処理時間の増大が問題となるため、各



 

 

電波資源拡大のための研究開発  
第 10 回成果発表会（平成 29 年） 

アレイでの開口面積が小さいことに着目したモノスタテ

ィック近似を導入し、かつ適切なデータ選択を導入するこ

とで画像化精度を犠牲にすることなく、従来から 5 倍の高

速化を実現した。 

また従来の RPM 法は楕円体もしくは球の交点を求め、

各点に評価関数を計算することで集積度を評価し、反射点

を特定していたが、計算時間は交点計算及び評価関数近似

に多大な割合を占めていた。これに対して、更なる高速化

を実現するため、交点の抽出に基づかない評価関数を導出

し、予め設定された格子点群から反射点を抽出するという

アルゴリズムを導入した。これにより、数値計算ベースで

従来の精度を保持しながら、50 倍の処理速度を達成した。

これにより、約 800 点の距離点を約 3 秒程度（Xeon 

E3-1220 3.10GHz）で処理し、高精度な 3 次元画像化を

達成することができ、従来レーダー画像化に比べて画期的

な処理速度を実現した。 

本課題では、目標数増大に伴う計算時間増大に対して、

ドップラーによるデータクラスタリング、モノスタティッ

ク近似と評価関数修正により、開発計画以前の RPM 法に

対して約 64000 倍の高速化を達成した。また Back 

Projection に基づく合成開口処理に対しては、約 24 万倍

の処理速度となり、従来のレーダー立体画像化速度を飛躍

的に向上させることが可能となった。 

 

 

 

 

    

（（（（dddd）統合検知によるリアルタイム画像化技術）統合検知によるリアルタイム画像化技術）統合検知によるリアルタイム画像化技術）統合検知によるリアルタイム画像化技術    

本課題では、上記の課題(a)～(c)の技術を統合し、歩行

人体形状をリアルタイムにイメージングすることを目標

とした。具体的には、距離方向分解能を(a)の技術により

従来手法の 3 倍（約 10cm）に、角度方向分解能を(b)の技

術により従来手法の 3 倍（距離 2m 程度で約 10cm）に向

上した上で、演算処理を(c)の技術により高速化して、並

行して歩く人体形状を 10fps以上(100msec以内)で画像化

することを目指した。 

参考として、図 22 にシミュレーションによる従来手法

（ドップラー分離干渉計法）を用いた並行歩行 2 人体のイ

メージング結果を示す。この手法は演算処理は極めて高速

であるが、同一距離に同速度の目標が存在する場合は偽像

を生じて性能が劣化する。これに対して提案法の結果を図 

23 に示す。アダプティブアンテナ技術(Capon 法)の導入

により分解能が著しく向上していることがわかる。処理負

荷は増大しているが、目標とする 10fps を超える 12.5fps

の処理速度を実現した。また位置精度も、目標を大幅に上

回る 2 乗平均誤差 3.7cm が達成された。 

図図図図    22222222    従来手法（干渉計法）による平行歩行人体従来手法（干渉計法）による平行歩行人体従来手法（干渉計法）による平行歩行人体従来手法（干渉計法）による平行歩行人体のののの

イメージング結果。イメージング結果。イメージング結果。イメージング結果。2222 乗平均誤差乗平均誤差乗平均誤差乗平均誤差 19cm19cm19cm19cm、演算速度、演算速度、演算速度、演算速度

120fps120fps120fps120fps    

 
図図図図    21212121    RPMRPMRPMRPM 法による立体画像再構成例法による立体画像再構成例法による立体画像再構成例法による立体画像再構成例    

    

図図図図    20202020    マルチレーダー観測モデルマルチレーダー観測モデルマルチレーダー観測モデルマルチレーダー観測モデル    

図図図図    23232323    提案手法による平行歩行人体のイメージン提案手法による平行歩行人体のイメージン提案手法による平行歩行人体のイメージン提案手法による平行歩行人体のイメージン

ググググ結果。結果。結果。結果。2222 乗平均誤差乗平均誤差乗平均誤差乗平均誤差 3.7cm3.7cm3.7cm3.7cm、演算速度、演算速度、演算速度、演算速度 12.5fps12.5fps12.5fps12.5fps    
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２－３．広帯域レーダー信号処理技術の開発２－３．広帯域レーダー信号処理技術の開発２－３．広帯域レーダー信号処理技術の開発２－３．広帯域レーダー信号処理技術の開発    

複数のレーダーユニットを水平及び垂直方向に配置し

て 3 次元走査を高精度に行うには、レーダーユニットの設

置容易性が必須条件であり、アンテナを含めたミリ波モジ

ュールの小型化、及び MIMO レーダー方式に対応して複

数系統を並列配置した送受信回路と広帯域なレーダー信

号を処理するための信号処理回路の集積化技術が必要と

なる。本研究開発では、広帯域レーダー信号処理技術とし

て、微細 CMOS による 140GHz 帯レーダー送受信回路技

術及びそのモジュール化技術と、広帯域マルチキャリア信

号処理技術を開発した。 

    

（（（（aaaa））））140GHz140GHz140GHz140GHz 帯レーダー送受信技術帯レーダー送受信技術帯レーダー送受信技術帯レーダー送受信技術    

MIMO レーダー方式に対応するため、複数系統を並列

配置した 140GHz帯送受信回路の微細 CMOSプロセスに

よる集積化に取り組んだ。図 24 に送信 4 系統、受信 4 系

統の MIMOレーダー方式に対応する 140GHz帯フロント

エンド部のブロック図を示す。IF 帯として 80GHz 帯を選

択することで、既存のミリ波レーダーシステムとの共用を

可能としている。 
一般的に CMOS プロセスにおいてファウンダリから提

供される設計環境（オリジナルモデル）は 100GHz 以上

の周波数帯には対応していない。そのため、アクティブデ

バイス（トランジスタ）、パッシブデバイス（伝送線路、

インダクタ、MOM 容量）のモデリングによる 140GHz
帯対応の独自設計環境（独自モデル）を構築し、独自モデ

ルを用いた増幅器、ミキサ等の単体回路設計・試作による

検証を実施した。図 25 に増幅器単体の検証結果を示す。

図 25（b）より、ファウンダリから提供されたオリジナ

ルモデルを用いた設計結果（点線）に対して、独自モデル

を用いた設計結果（実線）の方が実測結果（赤線）と一致

した結果が得られており、独自設計環境を用いて 140GHz
帯回路を高精度に設計できることを実証した。 

続いて、構築した 140GHz 帯高精度設計環境を用いて

MIMO レーダーに対応する送受信回路の設計・試作を行

なった。図 26 に試作した 140GHz 帯レーダー送受信回

路テストチップの写真を示す。40nmCMOS プロセスを使

用し、送受各 4 系統のフロントエンド部、60GHz 帯 PLL、
デジタル制御部を 4mm 角のチップサイズに集積化した。

図 27 及び表 3 に試作した 140GHz 帯レーダー送受信回

路の評価結果を示す。設計値に対して一致した結果が得ら

れており、10m 先の人物・小物体検出に必要な送信出力

電力（-1dBm 以上）を達成できることを実証した。 
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図図図図    24242424    140GHz140GHz140GHz140GHz 帯フロントエンド帯フロントエンド帯フロントエンド帯フロントエンド部部部部（（（（ブロック図ブロック図ブロック図ブロック図）））） 

    

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

110 120 130 140 150 160 170

利
得

利
得
利
得
利
得

[d
B

]

周波数周波数周波数周波数 [GHz]

実測

オリジナルモデル

独自モデル

 
（a）チップ写真      （b）評価結果 

図図図図    25252525    増幅器増幅器増幅器増幅器によるによるによるによる独自設計環境独自設計環境独自設計環境独自設計環境検証結果検証結果検証結果検証結果 

    

Tx4

PLL

Tx3
Rx4

Rx3

Tx2Tx1

Rx2 Rx1 Digital

 
図図図図    26262626    140GHz140GHz140GHz140GHz 帯レーダー送受信回路テストチップ帯レーダー送受信回路テストチップ帯レーダー送受信回路テストチップ帯レーダー送受信回路テストチップ 

    

-40

-30

-20

-10

0

10

-40 -30 -20 -10 0 10

P
ou

t 
[d

B
m

]

Pin [dBm]

SIM
MEAS

-10

0

10

20

130 140 150 160
C

on
v.

 G
ai

n 
[d

B
]

Frequency [GHz]

SIM
MEAS

 
（a）送信入出力特性   （b）受信周波数特性 

図図図図    27272727    140GHz140GHz140GHz140GHz 帯レーダー送受信回路評価結果帯レーダー送受信回路評価結果帯レーダー送受信回路評価結果帯レーダー送受信回路評価結果 

    

表表表表    3333    140GHz140GHz140GHz140GHz 帯レーダー送受信回路特性一覧帯レーダー送受信回路特性一覧帯レーダー送受信回路特性一覧帯レーダー送受信回路特性一覧    

Tx Rx

Sim Meas Sim Meas

消費電力[mW] 44.2 43.3 36.4 34.4

Peak CG[dB] 10.8 12.7 19.0 18.8

OP1dB[dBm] -1.2 0.3 -17.2 -22.1

NF[dB] - - <10.3 -

    

    

さらに、試作した 140GHz 帯レーダー送受信回路とア

ンテナを一体化した小型レーダーモジュールの開発に取

り組んだ。高ミリ波帯においてモジュールを小型化する際、

送受信回路を実装してアンテナと接続する必要があるが、

ワイヤボンディングなどの実装方法では 140GHz 帯での

接続損失が大きいため、140GHz 帯において送受信回路と

アンテナを低損失に接続できる実装技術を確立する必要

がある。送受信回路とアンテナの低損失接続には CMOS

プロセス上にアンテナを形成するオンチップアンテナ構

造が有効であるが、Si 基板での損失によるアンテナ利得

低下で 10m 先の小物体検出に必要なアンテナ利得（7dBi

以上）を確保することが難しい。そこで、図 28 に示すよ

うにファンアウト WLP（Wafer-Level-Package）構造と

フリップチップ BGA（Ball-Grid-Array）構造のそれぞれ

についてアンテナ利得、及びアンテナと回路間の接続損失
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のシミュレーションを行なった。接続損失はほぼ同等であ

る一方、アンテナ利得は高周波特性の良い基板を使用でき

るフリップチップ BGAの方が高くすることができるため、

本研究開発ではフリップチップ BGA 構造を採用した。図 

29 に 2 素子ダイポールアンテナ構造、表 4 にアンテナ利

得解析結果を示す。直列給電型とすることで給電損失を減

らし、140GHz 帯として使用可能な 12.5GHz 帯域

（136GHz～148.5GHz）においてアンテナ利得 8dBi 以上

を確認した。図 30 に CMOS チップとアンテナを一体化

して試作した 4x4-MIMO 対応レーダーモジュール

（12mm 角）を示す。また、図 31 に試作したレーダーモ

ジュールの評価結果を示す。CMOS チップからのアンテ

ナへと接続された給電線路の損失分を加味したアンテナ

利得、指向性共にシミュレーションとほぼ一致した特性が

得られることを確認し、MIMO 技術による 3 次元走査レ

ーダーに対応した 140GHz 帯レーダーモジュールの基本

性能を実証した。    

    

構造 アンテナピーク

利得＠140GHz

接続損失
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7.1 [dBi] 1.2 [dB]

フリップチップ

BGA

8.5 [dBi] 0.9 [dB]

CMOS

再配線層

アンテナ

拡張エリア

 

アンテナ

モジュール

基板

CMOS

 
図図図図    28282828    小型モジュール構造小型モジュール構造小型モジュール構造小型モジュール構造比較比較比較比較 
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図図図図    29292929    2222 素子ダイポールアンテナ素子ダイポールアンテナ素子ダイポールアンテナ素子ダイポールアンテナ構造構造構造構造 

    

表表表表    4444    2222 素子ダイポールアンテナ利得素子ダイポールアンテナ利得素子ダイポールアンテナ利得素子ダイポールアンテナ利得解析結果解析結果解析結果解析結果    

周波数 [GHz] 136 140 148.5

利得 [dBi] 8.1 8.5 8.0
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図図図図    30303030    4x44x44x44x4----MIMOMIMOMIMOMIMO 対応小型レーダーモジュール対応小型レーダーモジュール対応小型レーダーモジュール対応小型レーダーモジュール 
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（a）E 面        （b）H 面 
図図図図    31313131    指向性評価結果（指向性評価結果（指向性評価結果（指向性評価結果（Tx1Tx1Tx1Tx1）））） 

    

    

（（（（bbbb））））広帯域マルチキャリア信号処理技術広帯域マルチキャリア信号処理技術広帯域マルチキャリア信号処理技術広帯域マルチキャリア信号処理技術    

本研究課題では、広帯域ベースバンド回路として、最も

重要なブロックである高速 AD 変換器とそのリアルタイ

ム信号処理用システムの開発を行った。 

MIMO レーダー用の送受信機には複数系統の送受信回

路が必要となるため、各ブロックには小型、低消費電力動

作が必要となる。高速 AD 変換器のアーキテクチャとして

は、フラッシュ方式やパイプライン方式が良く用いられる

が、N ビットの分解能を実現するために、2N
個の比較器

が必要となり、回路規模と消費電力の増大を招く。一方、

従来のパイプライン方式では、各パイプラインステージ間

にオペアンプが必要となり、やはり消費電力の増大をもた

らす。近年、低電力で比較的高速に動作する方式として、

非同期バイナリーサーチ(Asynchronous Binary Search: 

ABS)方式の研究がなされているが、逐次比較を行うため

フラッシュ方式に比べて変換速度は遅い。 

本研究では、ABS 方式の小型低電力動作の特徴を生か

しつつ、変換速度を向上するための手法として、受動パイ

プライン・バイナリサーチ方式（Passive Pipeline Binary 

Search: PPBS）を提案した。これは、逐次比較の際にス

テージを区切ってパイプライン動作をさせるというもの

である。ただし、従来のパイプライン方式とは異なり、ス

テージ間のアンプを排除することで消費電力増大を防い

でいる。 

図 32 に開発した 6bit 構成の PPBS 方式 AD 変換器の

ブロック図を示す。入力部に 4 並列のサンプルホールド回

路を搭載し時間インターリーブ動作をさせる。バイナリサ

ーチステージを 3 ステージに分割し、サンプリングされた

入力信号を順次逐次比較してディジタルコードに変換し

ている。フラッシュ方式に比べ比較器を 63 個から 11 個

に削減すると同時に、ABS 方式に対して比較時間を 1/3

程度まで削減することができる。 

図 33 に 40nm-CMOS プロセスで試作した提案 AD 変

換器のチップ写真を示す。AD 変換器コアのサイズは

0.1mm 角程度と非常に小さく、MIMO レーダーの受信機

としての利用に適している。図 34 に試作した AD 変換器

の実測結果を示す。1.6GS/s の変換速度まで精度を保持し

ている。1.6GS/s において消費電力は 3.2mW と低い。 

 次に、試作した AD 変換器チップの変換信号を FPGA

でリアルタイムにキャプチャーし信号処理するためのシ

ステムを開発した。図 35 は、開発した広帯域マルチキャ

リア信号処理システムの写真である。AD 変換チップを搭

載したボード、AD 変換の出力信号をバッファリングする

中継ボード、高速 FPGA と大容量メモリを搭載したマザ

ーボードから構成される。最大 6GS/s までの高速信号を

キャプチャーすることが可能である。FPGA に信号を取得

した後、リアルタイムで周波数解析等を行い、処理結果を

PC に転送することができる。    
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図図図図    32323232    高速受動パイプライン・バイナリサーチ方式の高速受動パイプライン・バイナリサーチ方式の高速受動パイプライン・バイナリサーチ方式の高速受動パイプライン・バイナリサーチ方式の

ADADADAD 変換器ブロック図変換器ブロック図変換器ブロック図変換器ブロック図    

 

 
図図図図    33333333    40nm40nm40nm40nm----CMOSCMOSCMOSCMOS プロセスで試作した高速受動パイプロセスで試作した高速受動パイプロセスで試作した高速受動パイプロセスで試作した高速受動パイ

プライン・バイナリサーチ方式のプライン・バイナリサーチ方式のプライン・バイナリサーチ方式のプライン・バイナリサーチ方式の ADADADAD 変換器チップ写真変換器チップ写真変換器チップ写真変換器チップ写真    
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図図図図    34343434    試作した試作した試作した試作した ADADADAD 変換器の実測結果変換器の実測結果変換器の実測結果変換器の実測結果 
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図図図図    35353535    開発した広帯域マルチキャリア信号処理システ開発した広帯域マルチキャリア信号処理システ開発した広帯域マルチキャリア信号処理システ開発した広帯域マルチキャリア信号処理システ

ムの写真ムの写真ムの写真ムの写真 

    

    

    

    

３．今後の３．今後の３．今後の３．今後の研究研究研究研究成果の展開成果の展開成果の展開成果の展開    

耐環境性能にすぐれるミリ波レーダーは、車載分野にお

ける自動運転の確立に向けて欠かすことのできないキー

デバイスとして期待されているのみならず、建設・農業機

械などの様々な産業機械、検査、物流、ロボット等への適

用による自動制御や、交差点の監視システム等に代表され

るインフラレーダーなど応用展開は多岐に亘り、それぞれ

のアプリケーションに応じてミリ波レーダーへの要求仕

様が異なることが想定される。 

一方、本研究開発で得られた成果として、「高速 3 次元

走査レーダー技術」は、視界不良時での車両や機械の自動

化に向けた車両の周辺監視システムにおいて、検出エリア

の死角をなくすための重要な技術となり得る。「マルチレ

ーダー統合検知技術」は、比較的近距離における車両周囲

の状況を把握する際に必要となるイメージングの要素技

術となる。また、ミリ波レーダーを実用化するためには、

性能面だけではなく設置容易性を高める必要があり、

140GHz 帯を用いた「広帯域レーダー信号処理技術」は、

実用化に不可欠な要素技術となる。これらの要素技術は、

それぞれの技術を個別に製品化することも可能である一

方、複数の技術を統合した高性能なレーダーとして実用化

することも考えられる。特に、140GHz という新しい周波

数帯の利用は、既存の 24/76GHz 帯、今後実用化される

79GHz 帯の普及が進むにつれて周波数のひっ迫が予想さ

れることから、周波数の利用効率向上の観点からも非常に

重要である。 

今後は、高速 3 次元走査技術を活用した作業車周辺の安

全監視システム、マルチレーダー統合検知技術や広帯域マ

ルチキャリア信号処理技術を活用した数 cm以下の精度を

確保する超高分解能センサーシステム、140GHz 帯による

超小型化で民生用途への展開など、それぞれの研究成果と

アプリケーションの整合性を見極めながら、2020 年まで

の実用化を目指す予定である。 

    

４４４４．むすび．むすび．むすび．むすび    

本研究開発を通じて、MIMO 時空間信号処理技術なら

びに広帯域マルチキャリアレーダー方式技術を用いるこ

とで高速 3 次元走査が可能であることを示した。また、レ

ーダー画像テクスチャ情報の利用とマルチスタティック

ドップラー処理技術を組合せ、そこに高速立体画像化を組

み合わせることで 100ms 以下というリアルタイム性のあ

る統合検知技術を提案した。さらに、アンテナと送受信回

路を一体化した 140GHz 帯送受信技術と広帯域マルチキ

ャリア信号処理技術によって実用性を考慮した広帯域レ

ーダー信号処理技術が実現可能であることを示した。 

今後は、140GHz 帯高精度レーダーの研究開発を通して

確立した高速 3 次元走査レーダー技術、マルチレーダー統

合検知技術、広帯域レーダー信号処理技術のそれぞれを社

会実装し、安心・安全な社会の実現に貢献していく予定で

ある。 
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