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あ ら ま し

79 GHz帯高分解能ミリ波レーダーは，従来の77 GHz帯ミリ波レーダーの周波数帯域
幅0.5 GHzに比べ，4 GHz幅という広い周波数帯域幅が使えることから，距離分解能の大
幅な向上が見込まれる。そのため，従来区別がつきにくかった車と人などの物体判別や

その動作を認識する可能性を持っているので，予防安全や自動運転における周辺監視用

レーダーとして用いられることが期待されている。富士通テンでは予防安全・自動運転

に向けたセンシング技術への取組みとして，79 GHz帯高分解能ミリ波レーダーの開発を
進めている。

本稿では，安全運転支援や自動運転に適用するためのレーダー仕様と，それを実現

するために必要な広帯域化の試作機試験結果を示す。このレーダーによって，従来の

77 GHz帯ミリ波レーダーでは検知が難しかった車両周辺の歩行者などの検知性能が高く
なる。更に自動運転や安全運転支援用センサーとして性能を向上させる可能性について

も述べる。

Abstract

High-resolution millimeter-wave radar that operates in the 79 GHz band is expected 
to achieve a significant increase in the distance resolution of radar systems because of 
the availability of a wide frequency bandwidth of 4 GHz as compared with 0.5 GHz of 
the existing 77 GHz-band millimeter-wave radar.  For this reason, it has the potential 
to distinguish between a vehicle and a human, which was conventionally difficult, 
and recognize their movements, and so it raises expectations for use as periphery 
monitoring radar in preventive safety measures and automatic driving.  As one of 
Fujitsu Ten’s efforts regarding sensing technologies for preventive safety measures 
and automatic driving, it has been developing 79 GHz-band high-resolution millimeter-
wave radar.  This paper presents radar specifications for application to systems that 
assist in safe driving and automatic driving and the results of testing a prototype 
for a wider bandwidth that is required to accomplish the technology’s purpose.  This 
radar increases the ability to detect a pedestrian in the vicinity of a vehicle, which 
was difficult to do with the existing 77 GHz-band radar.  Furthermore, this paper 
also describes how the newly developed radar offers the possibility of improving the 
performance of a sensor for automatic driving and systems to assist in safe driving.
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められる。
自動車用ミリ波レーダーには，77 GHz帯レー
ダーと24 GHz帯レーダーが実用化されているが，
安全運転支援や自動運転へとより高度なシステム
へ進化する中で，検知エリアの拡大や市街地のよ
うな複雑な環境での運用のための分解能向上など，
更なる高性能化が要求されている。分解能向上に
は，使用する周波数帯域幅を広げることが必要と
なる。日本では法規で使用可能な周波数帯域幅が
0.5 GHzに制限されているので，従来の77 GHz帯
ミリ波レーダー（2）－（5）では自動運転に必要とされ
る分解能が得られなかった。
そのため，周波数帯域幅が4 GHzと超広帯域で
あることから，高分解能化が可能な79 GHz帯レー
ダーの開発が期待されている。著者らは，超広帯
域な79 GHz帯高分解能レーダーを開発し，77 GHz
帯レーダーに比べて良好な分解能が得られること
を確認した。更に，車両周辺の歩行者検知試験に
おいても安定して車両と人を分離して検出できた。

レーダー仕様の検討

本章では，安全運転支援や自動運転に適応した
富士通テンのミリ波レーダーの仕様について述べ
る。安全運転支援システムには，アダプティブ
クルーズコントロール（ACC：Adaptive Cruise 
Control），自動緊急ブレーキ（AEB：Autonomous 
Emergency Braking），車線変更支援，自動回避な
どのシステムがある。これらの要件を満足させる
ためには，図-1に示すレーダーシステム構成が必
要になる。車両の前方および後方には，遠距離レー
ダーと中距離レーダーを搭載し，車両の側方には
近距離レーダーを搭載する。遠距離・中距離には，
両距離に対応したマルチモードレーダー（MRR：
Multi-Mode Radar），もしくは遠距離用の77 GHz
帯ミリ波レーダー，中距離に79 GHz帯高分解能ミ
リ波レーダーを搭載する構成を想定している。こ
れらは，ACC， AEBなど求められるアプリケーショ
ンに応じて選択する。また，近距離は79 GHz帯高
分解能ミリ波レーダーを搭載する。
アプリケーションから求められるレーダース
ペックを表-1に示す。ACCなどでは制御対象物が
車両であるため，対象物が大きい，物標の間隔が
広いなどの特徴に加え，急激な挙動の変化が生じ

レーダー仕様の検討

ま　え　が　き

交通事故死者数は，世界的に年々増加の傾向を
示している。国連総会では，2011年から2020年を
「Decade of Action for Road Safety（交通安全のた
めの行動の10年）」とすることを宣言し，（1）各国や各
自動車メーカーでも独自の目標を掲げ，全世界で
交通事故死者数増加の歯止めと削減の取組みを推
進している。
交通安全への取組みとして各自動車メーカーで
は様々な先進安全技術の開発を進め，市場に投入
している。現在，自動車メーカー各社から，ぶつ
からない車として衝突被害を軽減する技術を搭載
した車両が販売されており，交通事故被害の低減
に対する効果が大きいと注目されている。この
技術は，今後，乗用車の新車アセスメント評価
（NCAP：New Car Assessment Programme） に
導入されることが決まっており，市場拡大が期待
される。
また，Google社が自動運転車両の全周囲監視セ
ンサーとセンター連携を行うなど，自動車そのも
のの自動運転に向けた開発も進んでいる。自動運
転などに用いられるセンサーには，画像センサー
やレーザーレーダーなどがあるが，これらは雨な
どの天候や環境によって検知性能が低下すること
もあるので，天候などに左右されない高い検知性
能を持つミリ波レーダーが期待されている。
本稿では，富士通テンの自動車事故の予防安全・
自動運転に向けた79 GHz帯高分解能ミリ波レー
ダーの開発について紹介する。このレーダーによっ
て，従来の77 GHz帯ミリ波レーダーでは検知が難
しかった車両周辺の歩行者などの検知性能を高め
ることができる。

ミリ波レーダーとは

ミリ波レーダーは，ミリ波帯の電波を用いたレー
ダーである。電磁波を用いることから，可視光や
赤外光を用いる画像センサーやレーザーレーダー
に比べ雨・雪・霧などの天候や逆光などに影響さ
れない。センシングの方法としては，対象物の距
離は送信波と受信波の時間差によって算出し，速
度はドップラー効果や距離の変化などで求める。
方位については，受信波の振幅や位相を用いて求

ま　え　が　き

ミリ波レーダーとは
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距離分解能の向上と広角に検知できるアンテナに
なる。距離分解能の向上について次章で述べる。

レーダー方式の検討

ターゲット検出方式は，大きく距離・相対速度
を検出する変調方式と，角度を検出する到来角
度推定方式に分類される。変調方式は，FMCW
（Frequency Modulated Continuous Wave）方式，
パルス方式など様々ある。デジタル信号処理で演
算する到来角度推定方式は，アンテナアレイ数と
演算方式によって性能が決まる。どちらも，方式
の違いによるメリット，デメリットがあり，得ら
れる性能や要求されるシステム構成が変わる。こ
れらの方式の違いによる特徴を把握し，広角・高
分解能だけでなく，ターゲット検出方式の開発が
必要となる。
今回は，ターゲット検出方式の違いによる差で
はなく，広帯域化による基本的な性能の差を明確
にする実証実験を79 GHz帯で行った。そのため，
既に製品化されている77 GHzミリ波レーダーと同
じFMCW方式を採用した。FMCW方式の距離分解
能の定義を式（1）に示す。

＝
2ΔF

c 
ΔR A  （1）

上式において，ΔRは距離分解能，cは光速，
ΔFは変調周波数帯域幅，Aは窓関数など信号処理
の影響で検知性能が低下する定数である。式（1）
から周波数帯域幅が広がるほど，ΔFが大きく取れ
て，距離分解能が高く（ΔRの数値は小さく）なる
ことが分かる。従来の77 GHz帯ミリ波レーダーで
は周波数帯域幅は0.5 GHzであったが，今回開発し

レーダー方式の検討

ないことから，分解能はそれほど高くない。対象
物が人になると挙動変化が大きくなり，周囲物と
の距離間隔が非常に狭くなることが考えられるた
め，高い分解能が必要である。例えば，77 GHz帯
ミリ波レーダーで近距離用の分解能を達成しよう
とすると，距離分解能の不足を角度分解能で補う
必要がある。角度分解能を高めるにはアンテナ素
子数を増やす必要があるが，レーダーサイズが大
きくなるだけでなく，信号処理回路も増えること
からコストも高くなる。一方，79 GHz帯高分解能
ミリ波レーダーでは，超広帯域により距離分解能
が高くなることから，小型化・低コスト化が可能
となる。
更に，システムコスト抑制のため，レーダーの
検知角を広げ個々の検知エリアを広範囲にするこ
とで搭載数を削減することも重要となる。表-1に
示すシステムを図-1のシステム構成で実現するた
めには，検知角130°以上の広角なレーダーが必要
となる。
以上のように，中距離・近距離への対応が求め
られる79 GHz帯高分解能ミリ波レーダーは，周囲
物と人を分離する高い距離分解能と広い検知角性
能が必要となる。そのため，開発の要素としては，

図-1　レーダーシステムの構成

表-1　主なシステム要求とレーダーの検知エリア
システム

仕様項目 ACC AEB BSD ERBA

最大検出距離（m） 160 50 40 15
最小検出距離（m） 2 2 0.5 0.2
距離分解能（m） 0.5 0.2 0.5 0.2

検知対象物
車輌 ○ ○ ○ ○

人 ○ ○

検出方向

前方 ○ ○

後方 ○ ○ ○

側方 ○ ○ ○

BSD：死角監視（Blind Spot Detection）
ERBA：後方障害物警報（Extended-range Backing Aid System）

前方（狭角）

側方

後方（狭角）

前方（広角）

後方（広角）

側方
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幅の違いによる性能比較を実施した。
（1） 周波数帯域幅0.5 GHz（周波数77 GHz）
・ 車両から離れているとき，歩行者を認識すること
はあるが，近づくにつれ歩行者が検出しにくく
なり，車両に乗り込む際は検出できなくなって
いる。

・ 歩行者が車両と離れているときは角度分解能に

た79 GHz帯高分解能ミリ波レーダーは周波数帯域
幅を4 GHzと8倍にした。したがって計算上の距離
分解能は，1.5 m程度から0.18 mまで向上すると予
想された。
上記の計算式の妥当性を検証するため，開発し
た79 GHz帯高分解能ミリ波レーダーによる，距離
分解能の試験方法と結果を図-2に示す。この試験
では，二つのコーナーリフレクタ（入射した電波
をその入射方向に送り返すための標準反射体）間
の距離を変化させ，分離できる距離を計測した。
この結果は受信信号を周波数解析したもので，そ
の受信電力のピーク位置が物体の距離を示す。コー
ナーリフレクタの間隔を0.2 mとしたとき，周波数
帯域幅0.5 GHzでは周波数パワーのピークが一つだ
け検出され，二つのコーナーリフレクタが分離で
きないことを示している。それに対して周波数帯
域幅4 GHzでは，二つのコーナーリフレクタの信
号が明瞭に分離して検出できた。この結果は計算
結果とも一致しており，理論との相関が取れた。

歩行者検出と車両との分離

距離分解能の向上によって，従来の77 GHz帯ミ
リ波レーダーで検知が難しかった車両周辺の人検
知が可能かを検証した。図-3に示すように，歩行
者が車両に乗り込むシーンについて，周波数帯域

歩行者検出と車両との分離

図-3　車輌に乗り込む歩行者検出

車輌 人

帯域幅 0.5 GHz 帯域幅 4 GHz
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図-2　距離分離能試験概要と結果
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判断するアルゴリズムや，連続して検出するため
のフィルタリング処理などが今後の課題と考える。
また，広角化を行うことによって，車両や人だけ
でなく周囲環境からの信号も多く検出される可能
性がある。今後，周辺環境からの信号を車両や人
と区別する技術や，多くの信号を短時間で処理す
る技術などの対応が必要と考える。
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よって分離して検出しているが，角度分解能の限
界を超えたとき，距離分解能が低いので，歩行者
と車を分離・検出できなくなっている。

・ 車両そのものも数点でしか検出できていないた
め，車両の形状などは判断できない。

（2） 周波数帯域幅4 GHz（周波数79 GHz）
・ 距離方向の分解能が高いことから，安定的に車両
と人を分離して検出できた。

・ 77 GHz帯ミリ波レーダーでは検知できなかっ
た車両の側面ドアの開閉が検知できることが分
かった。
このように，79 GHz帯高分解能ミリ波レーダー
では，4 GHzの超広帯域化による距離分解能向上
によって，車両周辺の人検知や車両の形状やドア
の開閉などが判断できる可能性が見出された。

む　　す　　び

本稿では，富士通テンの79 GHz帯高分解能ミリ
波レーダー開発の取組みと，実機を用いた試験の
結果を示した。レーダー試験においては，開発し
たレーダーが車両周辺の歩行者を分離検知するだ
けでなく，車両の形状を判別可能な性能が得られ
ることを確認できた。しかし，分解能を向上させ
たことから，一つの物体から多くの信号が検出さ
れることとなった。これらの信号を一つの物体と

む　　す　　び
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