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Development and feasibility flight test of obstacle detection
and collision warning system for civil helicopters
Naruto YONEMOTO, Kazuo YAMAMOTO, and Kimio YAMADA
Abstract
Helicopters mainly fly at low altitude under visual flight rules and many accidents occurred when helicopters have struck power
lines in good weather conditions. Pilots sometimes have difficulty to see long thin objects such as power lines even with good
visibility.
In order to enhance detection ability, many kinds of obstacle detection and collision warning systems are now under development.
ENRI is also trying to find a solution to reduce these kinds of accidents for civil helicopters. Such a system requires detection ability
for obstacles at 800m with visibility enhancement under all bad weather conditions. It must also perform all of the process in real
time within 1 second.
This paper describes the results of feasibility flight tests of a system developed by ENRI. The paper is divided into five parts,
according to research topic, as follows;
(1) Section 2 describes ground tests of an IR camera capable to detecting power lines, with built-in image processing. IR imager
provides a shape of obstacles such as power lines, locate as far as 1,000m away. Image processing enhances the shape of objects
such as power lines within 100msec.
(2) Section 3 describes millimeter wave radar hardware and software. The radar emits 20.17dBm and the maximum range
achieved is more than 800m. Nearest target extraction is installed in radar signal processing.
(3) Section 4 describes the development of a radar antenna, because there are few choices for this application. A primary source
using slot array performs with -20dB reflection losses. A number of Fresnel reflector antennas are also manufactured. Folded
reflector antennas provide 36 dBi of gain with back side feed.
(4) Section 5 describes the concept of a total system using a CCD camera, an infrared camera, and a millimeter wave radar. We
present a solution to show color fusion images plus an IR images with distance information from the radar.
(5) Section 6 describes the results of feasibility test. The system detects obstacles such as power lines located at 800m range
with image enhancement. Its refresh rate exceeds 8 frames per second with smooth flow of the processed movie.
We conclude that the proto-type system indicates the feasibility of power line detection using millimeter wave radar and an IR
camera.
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１．序論

となる。これに安全率として１５
. 倍を乗じた約８００m を本
システムで必要な探知距離とした。なお，この距離につ

有視界飛行するヘリコプタ等の小型機は低高度を飛ぶ
ことが多い。低空を飛行する時，良好な天候や視界下で
も，送電線や索道などの目視で発見しづらい障害物にし

いてはパイロットや運航事業者へのアンケート調査で得
られた必要探知距離とほぼ一致した。
（b）視界不良時における障害物検知範囲の拡大

ばしば衝突することがある。航空事故調査報告書による

本システムは晴天時でなく視界不良時にも障害物を探

と，全航空事故の約３分の１がヘリコプタによるもので

知し，その形状を表示できるような機能が求められてい

あり，１９
９７年から２０
０
７年の間にほぼ毎年このような衝突

る。

事故の報告がなされている。線状障害物に対する衝突事
故の危険を減らす必要性は世界的に認識されており，こ

（c）障害物回避に必要な情報のリアルタイム（約１秒
以下）での提供

れまで様々な研究開発がなされている。例えば，レーザ

本システムでのデータ更新率は約１秒を目標とする。

やレーダなどで前方を監視し，障害物を自動的に探知す

更にはそれらの処理をリアルタイムで迅速に行うことが

［１］
−［３］

る手法等種々の取り組みがなされている

。しかし

ながら，これらは軍用，もしくは基礎研究段階のものが
多く，民間航空分野といえども要求される探知性能は軍
事分野と同等の性能が求められているのが現状である。

肝要であり，毎秒１回程度の更新を目標とする。
（d）ヘリコプタに搭載可能な実験用障害物探知システ
ムの試作と実証実験の実施
ヘリコプタは一般的に振動が大きいとされており，地

費用対効果の観点から，民間航空分野に適応可能な簡便

上だけでなく飛行時のそれらの影響の有無を検証する必

なセンサ構成で障害物探知を行うためには，センサの性

要がある。また，機上に搭載する設備では機内搭載の

能向上やシステムの小型軽量化など，解決すべき課題が

様々な無線機器などとの電磁干渉など，実機搭載時に起

多いのが現状である。

こりうる問題点を抽出しておく必要がある。

電子航法研究所では，民間用ヘリコプタに適した障害
物探知・衝突警報システム実現のため研究を進めてきた。

以上のことを本研究の最終目標と位置づけ，システム
開発を行った。

本報告では，当研究所で開発，評価した障害物探知・衝
突警報システムの概要と性能評価について述べる。本研

１.２ 開発したシステムの概要

究課題の主な目的は，この障害物探知・衝突警報システ

電子航法研究所では，基礎研究段階において，線状障

ムの実用化に必要な技術の確立とその技術を活用して実

害物の検出に対する赤外線カメラの有効性に着目してい

験用障害物探知・衝突警報システムを試作し，検証実験

た。そこで，赤外線カメラを使用し，線状障害物を検出

を行うことである。

し，その形状を強調表示する方式を研究した。
また，赤外線カメラを補完し，かつ障害物までの距離

１.１ 障害物探知・衝突警報システムの性能要件

を測定するためミリ波レーダを利用することとし，ヘリ

航空・鉄道事故調査委員会の事故調査報告書の分析や，

コプタ搭載型高出力レーダの開発を行った。

運航事業者及びパイロット等の意見から，障害物探知・

これらの両センサからの情報をリアルタイムで処理を

衝突警報システムで必要とされる性能要件を以下のよう

行い，衝突警報を表示できる処理プログラムを開発した。

に決定した。
（a）有視界飛行環境下で，約８０
０m 先の障害物を探知
できるセンサ技術の確立

そしてこれらの技術を活用したヘリコプタ搭載用シス
テムを開発し，検証飛行実験を行い，目標とする性能要
件に対する本システムの有効性を示す。

まず，目標とする検出対象は目視発見が困難な場合が
多く衝突事故数も多い送電線等の線状障害物とした。こ

本報告では第２章以降を６つの章に分けて論じる。

こで低空を有視界飛行するときのヘリコプタの対地速度

２章

障害物探知用赤外線カメラの性能向上

は１
００kt（海里，秒速５
１４
. m）とした。このとき，システ

３章

障害物探知用ミリ波レーダの開発

ムの障害物検知，警報発生及び障害物表示までの時間を

４章

ミリ波レーダ用アンテナの開発

１秒，パイロットの回避操作からヘリコプタが障害物回

５章

ミリ波／赤外線情報を用いた情報提示手法

避の機動を終えるまでの時間を９秒と見積もると，この

６章

実証飛行試験

システムで障害物事前探知のため要する距離は約５１
４m

７章

結論
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２．障害物探知用赤外線カメラの性能向上
ヘリコプタ用障害物探知・衝突警報システムのセンサ
に赤外線カメラを採用したのは，他の用途でカメラの有
効性を評価した際に，目視では発見できない送電線を検
出することができたためである。従来，赤外線カメラは
各種監視業務等に広く使われている。航空の分野では空
港内の移動体監視システム ［４］，航空機着陸時にパイロ
ットの視界を補強するシステム（エンハンスト・ビジョ
［５］
ンシステム）
等へ利用されている。しかし，民間ヘリ

コプタや小型固定翼機での衝突回避等に利用された例は
見あたらなかった。

図１

使用した赤外線カメラと可視光線カメラ

そこで，基礎研究を実施し，天候，観測時間，背景の
明るさ等が異なる種々の環境条件のもと赤外線カメラに
よる線状障害物の観測を行った ［６］。しかし，従来使用

ましい。しかし，研究開発実施当時に市販されていた赤

してきた赤外線カメラとその赤外線画像処理方式では，

外線カメラでは，画像分解能及び検知波長に関する上記

５〜６
０
０m 以遠の線状障害物検出が困難となる場合が多

要件の両方を満足するカメラは無かった。

いことがわかった。また，赤外線画像は一般に目標─背

図１に本研究で使用した３−５nm の波長を検出する

景間のコントラストが低く，太陽光の反射がある環境で

中赤外線カメラと比較参照画像取得のカラーカメラも示

は背景ノイズが増大する。したがって，目標とする探知

す。

距離を満足するため，以下の二点の改良を行う必要があ
る。

民間ヘリコプタでの使用を前提とした場合，使用する
赤外線カメラは小型軽量で低価格であることが望ましい。
本赤外線カメラは小型低価格とは言いにくいが，近年中

（i） 障害物探知可能距離の目標（８
０
０m）までの拡張

に低価格でかつ満足できる性能の赤外線カメラが開発さ

（ii）画像コントラストの向上及び画像中のノイズ低減

れるものと期待している。

等画像品質の向上
２.２ 赤外線カメラの性能向上法
本章では赤外線カメラ性能向上策について検討した。

赤外線カメラの探知距離の拡大方策として，望遠レン

まず，赤外線カメラの概要を紹介し，探知距離延長のた

ズ の 使 用 を 検 討 し た。使 用 し た レ ン ズ の 焦 点 距 離 は

めに導入した赤外線望遠レンズの効果について述べる。

１
０
０m，５
０mm，２
５mm の３種である。１
０
０mm の望遠レン

また，画像のコントラスト向上やノイズ低減等の画像品

ズを使用した場合の探知可能な目標の大きさは，１０００m

質を向上させるため検討した手法についても述べる。さ

先で最小約２５×２０cm となる。送電線は，最大でも直径

らには，その妥当性を実験によって評価し，赤外線カメ

４
５mm 程度であるが，一般に複数の電線が懸架されてい

ラの有効性を明らかにする。

ること，および横方向は視野角範囲以上の長さがあるた
め，見かけの形状は大きくなる。よって，この望遠レン

２.１ 障害物探知用赤外線カメラの概要

ズを用いれば十分検出できると考えられる。

目視では発見困難な線状障害物を種々の環境で検出す

実験は平成１
５年３月神奈川県相模湖市から山梨県都留

るため，６４
０×４８
０画素以上の画像分解能が高い赤外線カ

市に向かう地方道沿いで行った。赤外線カメラ，カラー

メラを使用する。特に，山間地のように背景が比較的暗

ビデオカメラを用いて，ビデオテープレコーダ（VTR）

い場所においては赤外線カメラの検出性能は優れている。

で記録した。送電線までの距離はレーザ測距装置を使用

しかしながら，市街地のように熱源が多い，もしくは太

した。

陽光の反射が強い環境では近赤外線，中赤外線カメラで

図２は，神奈川県相模湖市付近で，建造物と山林を背

は検出が困難となる場合が多い。このような場合，検知

景にした送電線を観測した例である。三種の赤外線レン

波長は８−１
２nm の遠赤外線カメラを使用することが望

ズを使用して，焦点距離による画像の変化を調べた。こ
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図３
図２

都留市付近における送電線検出結果

相模湖市付近における送電線検出結果

が空の部分で送電線を検出できたが，背景が山林の部分
こで，背景の建造物までの距離は約８７
０m，建造物付近

では送電線の検出は不可能であった。図３
（b）の標準

の送電線までの距離は約６
００m であった。図２
（a）はカ

レンズを用いた赤外線画像では背景が空の部分でかすか

ラー画像であり，ズームレンズにより標準の約４倍に拡

に送電線を検出できたが，明瞭度は不十分であった。背

大している。この図で背景が空の場合には送電線を明瞭

景が山林の部分では送電線の検出は不可能であった。次

に識別できるが，建造物，樹木を背景とした部分では電

に，図３
（c）に示した１０
０mm 望遠レンズでは背景が空

線の探知は困難であることが伺える。一方，５０mm 標準

の部分では送電線を検出できた。ただし，背景が山林の

赤外線レンズを用いた図２
（b）では，背景に関わりな

部分では，一部を除き目標の識別は困難であった。これ

く上下３条の送電線が検出できた。図２
（c）は２
５mm 赤

は，日光の反射の影響で送電線の識別が困難となったこ

外線広角レンズを用いた観測結果で，山を背景とした送

と，観測した送電線が細いこと，夕刻で送電線と外部環

電線の輪郭がやや不明瞭であったが，図２（a）と同様に

境との温度差が小さくなったことが原因と考えられる。

送電線を検出できた。図２（d）は１
０
０mm 望遠レンズで

しかし，この場合でも１
０
０mm 望遠レンズが最も検出能

観測した画像で，上下３条の送電線をより明瞭に撮像で

力は高いことが明らかとなった。

きた。また，送電線のみならず，避雷用に送電線の上に

以上から，望遠レンズを用いると本研究の目標である

設置されている架空地線も検出することができた。図２

８
００m 先の線状障害物の検出が十分可能となることがわ

（e）に図２
（d）の矢印付近の架空地線部分の拡大図を

かった。ただし図３の例のように背景，天候状態，送電

示す。なおこの図２（e）は印刷時に原図がより明瞭とな

線の径，時刻等によっては検出が困難な場合もあり，そ

るように，明るさとコントラストを調整する処理を施し

の性能についてはさらに検討を進めることとしたい。な

ている。

お，ヘリコプタの運動特性を考慮すると望遠レンズでは

図３は山梨県都留市付近で尾根上の送電鉄塔を観測し

視野が狭くなり，監視範囲が不十分となる恐れがある。

たものである。鉄塔までの距離は約７０
０m，背景の山も

したがって，望遠レンズへのスキャン機能追加による視

ほぼ同じ距離である。図３
（a）のカラー画像では，背景

野拡大法や標準レンズを使用し，画像処理等で遠方の送
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図４

適応型ゲインコントロール法処理フロー

電線検出性能を向上する方法等についても検討の必要が
ある。
２.３ 障害物強調表示のための赤外線画像処理
現在の赤外線カメラには，２２
. 節で示したとおり目標，
背景間のコントラストが低く，太陽光等による不要ノイ
ズの影響を受けやすい等の問題がある。これらの問題を
解決し画像品質を向上するため，いくつかの赤外線画像
処理法を検討した ［６］。
図５

適応型ゲインコントロール法による送電線の強調表示
例（上：原画像，下：強調処理結果）

適応型ゲインコントロール法
まず，画像を小さな区分（セグメント）に分割し，各
区分の輝度分析を行うことで目標抽出と不要ノイズの低

ルの輝度は黒く強調表示される。これにより，横方向に

減を同時に行う手法を検討した。ここで，本手法を適応

連続する線状障害物が強調され，ランダムノイズや縦方

型ゲインコントロール法と名付けた。

向の柱などの障害物は抑圧される。

図４に本手法の処理フローを示す。

一例として，図５に本手法による送電線の強調表示の

本手法では，動画像の１ショットを抽出し，まず，画

計算結果を示す。ここで拡張係数は２倍，閾値はピクセ

像を１６×１２ピクセルの小さな区分（セグメント）に分割

ルの中央値１
２
７，連続性係数は１倍とした。原画像では

する。各セグメントにおける輝度分析を行い，それぞれ

背景と目標間のコントラストが小さく，遠方では目標の

のセグメントの輝度の平均値，標準偏差を用いて，コン

識別が困難であった。ここで述べた処理を用いることで，

トラストの標準化を行う。その後，画像全体のコントラ

画像全体でコントラストが調節され，横方向に伸びる送

ストを広げるため，すべてのピクセルに拡張係数を乗じ

電線のみが強調されることで識別が容易になった。また，

る。これにより，さまざまな情景における画像のピクセ

鉄塔や山腹のように原画像では目標とする送電線より輝

ル値の分布が均一化される。

度が高い部分において，本手法の効果で輝度を抑圧でき

均一化された各セグメントにおいて左上からしきい値
を超えるピクセルが横に連続する数を数える。横方向の

た。
以上，赤外線画像の品質を向上させるため，適応型ゲ

ピクセルの連続する数に比例した連続性係数を乗じて，

インコントロール法を基本とする画像処理プログラムを

該当するピクセルの輝度を高める。この処理をすべての

開発した。原画像の背景が比較的単純なときは，このプ

ピクセルについて行うことで，横方向に高い輝度のピク

ログラムによって目標─背景間コントラストを大幅に向

セルが連なるものは白く，横方向には連続しないピクセ

上できると共に，不要ノイズも十分に低減できた。原画
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像の目標─背景間コントラストが著しく小さい場合や背

あり，探知距離が１００m 前後である自動車用レーダで

景輝度のばらつきが大きい場合でも，本方法にいくつか

８
０
０m の探知距離で使用するために改良が必要であった。

の画像フィルタ処理を追加することで画像の品質が大幅

しかしながら，既存レーダの改造は秘密保持等の制約か

に向上できることが明らかとなった。

ら困難であった。一方，航空用ミリ波レーダは主に軍用
であり ［１４］，［１５］，大型かつ高価で，民間ヘリコプタの障害

２.４ まとめ

物探知用センサとして直ちに採用するのは困難であった。

障害物探知用センサとして赤外線カメラを用い，本研

よって，本研究用途に合致する新たなミリ波レーダ の

究の目標（８００m）を達成するため，障害物探知可能距

開発を開始し，低出力ミリ波レーダを製作して基本

離の拡張と赤外線画像品質の向上の二点をとり上げ，そ

試 験 を 実 施 し，レ ー ダ の 性 能 評 価 を 実 施 し て き

の解決法を検討した。

た［７］，［１６］−［１９］。

まず，障害物探知可能距離を拡張するため，
１
０
０mm 赤

本章では，必要とされるミリ波レーダの性能要件を策

外線望遠レンズの有効性を実験により評価した。その結

定し，試作した搭載用９
４GHz FMCW レーダの構成，評

果，望遠レンズを用いると，本研究の目標である８００m

価結果等を述べる。

以上先の線状障害物の検出が十分可能となることがわか

また，レーダ出力から距離を計算し，最も近くにある

った。ただし，天候状態，送電線の径によっては検出が

物標を検出するための周辺装置を検討した。データを収

困難な場合もあり，視野角の矮小化対策も含めて，さら

集するハードウェアとそれを動作させる処理プログラム

に検討を進めることとしたい。

を開発し，それをもとにこの実験用ミリ波レーダの距離

次いで，赤外線画像のコントラスト及び画像中のノイ
ズを低減するため，適応型ゲインコントロール法を開発
した。このプログラムを用いた検討の結果，原画像の背

精度を評価している。
最後に，レーダの小型・軽量化のため開発したアンテ
ナについて述べる。

景が比較的単純なときは，適応型ゲインコントロール法
でコントラストを大幅に向上できると共に，不要ノイズ
も低減できた

［７］

３.１ ミリ波レーダの性能要件
まず，レーダに使用する周波数を大気減衰が他の周波

。

数と比較して小さく，かつ航空用としての利用例が多い

３．障害物探知用ミリ波レーダの開発

９
４GHz とした。レーダの探知可能距離は目標のレーダ
断面積に比例する。現在の送電線の多くは複数のアルミ

ミリ波とは波長がミリメートルの範囲となる電波であ

ニウム電線が鋼線の周りにねじられた構造となっており，

る。ミリ波は，大気による減衰が大きいため短距離利用

かつ自重による垂れもあることから，このレーダ断面積

に適し，波長が短いことから装置の小型・軽量化が期待

の予測計算は容易でなく，現在まで多くの実験的，解析

できる。加えて，他の周波数帯に比べ周波数資源に余裕

的研究が行われている ［１４］，［１５］。ここでは送電線のレーダ

がある。

断面積として，文献［１５］にある値（９
４GHz，垂直入射

本研究では障害物までの距離測定用センサとして，他

１０m2）を用いることとした。因みに，自動車のレーダ

のセンサが不能時の監視機能補完，および将来の小型化

断面積は，９
４GHz では平均値として２
０〜３
０m2 程度との

の可能性等を重視してミリ波レーダを採用することにし

報告がある ［２０］。

た。

本レーダの精度（距離誤差）については，レーダの最

ミリ波レーダは，自動車分野では現在も多くの研究・

大探知距離が８０
０m，ヘリコプタの秒速は約５１４
. m と想

開発が行われている。また，将来的な活用が見込めるこ

定していることから，回避時間の見積もりに１秒以上の

とから，小型・軽量化，低価格化及び精度向上等に結び

誤差が生じないことを条件として，許容距離誤差は５％

つく多くの提案，発表がある ［８］−［１０］。航空の分野では，

以下（≒５
１４
. /８
００）とした。

軍用，空港内の移動体監視，着陸時の航空機からの滑走
路監視等が盛んに研究されている
航空機搭載雲観測レーダ

［１３］

［１１］
［１２］
，

。これらの他に

が報告されている。

以上から，ヘリコプタの障害物探知・衝突警報システ
ム用ミリ波レーダは，
 ９
４GHz で１０m2 の レ ー ダ 断 面 積 を 持 つ 送 電 線 を
８
０
０m 先で探知できること

これらの研究について調査した結果，自動車用レーダ
のなかにはヘリコプタ用途として活用が見込めるものが
14
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を開発に際しての技術要件とした。

（VCO）
，サーキュレータ，ミキサをベースにカセグレ
ンアンテナを使用して送受する。ミキサへはサーキュレ

３.２ 搭載用ミリ波レーダ

ータからの漏えいやアンテナ反射の成分が局部発信機信

ヘリコプタへの搭載を想定した場合，強度，電波性能

号の役割を果たし，受信された無線信号と掛け合わせて

等，関連法規を満足するため，専用のミリ波レーダを開

中間周波出力（IFOUT）を取得することができる。

発する必要がある。そこで，実証飛行試験に際して，出

レーダの制御は VCO に加える電圧 Vtune を直線的に変

力約２０
０mW の信号発生器を組み込んだミリ波レーダを

化させることで，搬送波の周波数が直線的に変化する。

新たに設計，開発することになった。

図８はレーダの送，受信信号の周波数変化で，目標がレ

図６は試作した搭載用ミリ波レーダの外観で，大きさ

ーダに近づく場合を想定している。９
４GHz 電圧制御発振

は２
８０×２
８０×３１
４mm，重量は約１
０kg である。レーダ用

器からの出力は，任意波形発生器からの三角波に比例す

のアンテナは直径約２
５０mm のカセグレンアンテナであ

る FM 変調波となって送信アンテナから放射される。

り，サーキュレータを導入し，送受アンテナを共用とし

目標からの反射波は前置増幅器で増幅後，送信波の一部

ている。図７はこのレーダの回路構成である。

とミキサで合成されて中間周波数信号（ビート信号）と

ミリ波レーダ方式には FMCW 方式を採用した。それ

なる。この信号には目標までの距離に比例する位相遅れ

は，パルスレーダと連続波（CW）レーダとを比較した

（図８の D t）とレーダ─目標間の相対速度により生じる

場合，CW レーダのエネルギー効率が高く，小電力でも

ドップラ周波数偏移（同図の D f）が含まれている。D t

。また，図

及び D f はビート信号周波数（同図の d fu，d fd）から計

７に示すように FMCW レーダは送受信回路が単純であ

算でき，これらをもとに目標までの距離と相対速度が計

るため，装置の小型・軽量化が期待される。

算できる。

探知距離の拡大が期待できるためである

［１３］

レーダ内部は導波管で組み上げた電圧制御発信器

試作した搭載用ミリ波レーダの諸元を以下に示す。


中心周波数

９４０
. ５GHz

 発振器出力

２
０１
. ７dBm



変調方式



最大周波数偏移



三角波繰り返し周波数



アンテナ



アンテナゲイン

FMCW
２
００MHz
１０kHz
カセグレン
４３dBi

このレーダを用いて屋外実験を行うためにはレーダ無
線局免許が必要である。そこで，このレーダの周波数，
出力等の基本性能を測定した。なおこのレーダは，上記
図６

搭載用ミリ波レーダの外観

性能を持つ無線局として平成１
６年４月２０日付けで免許を
受けた。

図７ FMCW レーダの内部回路図
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図８ FMCW レーダの原理図
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３.３ 搭載用ミリ波レーダの基本性能

を除去するため，電波吸収体で柱全体を覆う構造とした。

ヘリコプタ搭載障害物探知・衝突警報システム用高出

比較のために用いた１
０m2 コーナーリフレクタは測定距

力レーダの探知距離，精度について，平成１
６年５月熊谷

離や条件に応じて，地上高１m から６m まで，三脚の

市の（独）交通安全環境研究所・自動車試験場内で測定

柱を延長することができる。また，６３
１m2 のコーナーリ

した。図９は，測定時のセンサと検出目標の配置状況で

フレクタの設置高さは重量の関係で１５
. m 固定である。

ある。センサは，搭載用ミリ波レーダ，赤外線カメラ，

これらをセンサ前方に設置し，移動させつつレーダ出力

カラーカメラと，比較のため既存の低出力レーダ

［１６］

を

用いた。観測する目標は，直径２８４
. mm の電線，電線と
2

を観測した。
図１０はヘリコプタ搭載高出力レーダと実験用低出力レ

ほぼ同じレーダ断面積（１０m ）の反射器（コーナーリ

ーダの目標検出特性である。図の横軸（目標までの距

フレクタ）及びレーダ断面積約６３
１m2 の反射器である。

離）は誤差±５
０mm 以内のレーザ測距装置で測定した結

電線は地上高１m に設置し，電線を固定する柱の反射

果であり，縦軸はレーダ信号スペクトル中のピーク周波
数である。高出力レーダは，レーダ断面積６３１m2 の反射
器を５
０−１０
００m の範囲で，レーダ断面積１０m2 の反射器
は５０
０m まで，電線は２
０
０m まで探知できた。
一方，実験用低出力レーダは６３
１m2 の反射器は５０
０m
まで，電線及び１
０m2 の反射器は２
０
０m まで探知した。実
験に用いた電線は，設置高さが１m と低くかつ長さは
約２m と短いことから，２
０
０m を超える遠方では地上反
射波，および周辺の建造物の影響を受け信号の S/N が
低下し，いずれのレーダでも目標抽出は困難となった。
また，目標までの距離とピーク周波数との直線性から，
このレーダは距離誤差が２％未満と小さく，本システム
の距離誤差要件（５％以下，３１
. 節参照）を十分満足で
きる高い精度を有することがわかった。
以上から，ヘリコプタ搭載用高出力レーダは１００
０m
離れたレーダ断面積６
３
１m2 の目標を充分探知できること
が明らかとなった。また，このレーダの距離誤差は２％
未満と，システム要件を十分満足できる高い距離精度を
持つことが分かった ［２１］。
３.４ レーダ周辺ハードウェアの検討
前述のように FMCW レーダは，中間周波信号の周波

図９

地上実験風景

数を観測する。市販のスペクトラムアナライザはサイズ
が大きく，データ転送速度が速くないため，高速 AD 変
換器（ADC）を用いたシステムを開発した。図１
１は実

図１０ レーダの検出性能
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図１１ ミリ波レーダのブロック図
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域のみを抽出し，その部分の瞬時周波数を測定すること
とした。図１
２はこの方式の効果を示す中間周波信号スペ
クトルである。図中の左端のピークは送信，受信アンテ
ナ間の結合により生じたもので，赤菱形マークのついた
最も高いレベルは測定反射体からの信号である。右のピ
ークは三角波信号に含まれていた高周波ノイズの影響で
生じた偽の目標（False target）であり，発信器とレー
ダの間に適切なローパスフィルタを挿入することで除去
できる。図１２
（a）に示す同期信号無しの場合には，前述
した中間周波数が変化する領域のデータを捕捉してしま
うことにより，ピーク値が前後左右にふらつく現象が生
じた。（b）に示す同期信号有りの場合，それらの領域
は捕捉しないようあらかじめ同期をとっていることから，
上記のような現象は見られずピーク値は安定し，（a）と
比べて５−１
０dB 程度，ピーク信号対雑音比が向上した。
また，図１２
（b）に示されるようにピーク信号の尖度も
向上するため，より純度の高い周波数成分を抽出するこ
とが可能となった。
以上の方法で PC にて高速フーリエ変換後に瞬時周波
数を測定した場合，データ取得回数は毎秒１０
０回以上の
演算が可能となった。加えて，ここで述べた ADC 等を
用いると，汎用計測装置に比べ体積，重量そしてコスト
を著しく削減できた。
３.５ レーダ信号処理ソフトウェアの検討
前述した中間周波信号中のピーク周波数は物体までの
距離，信号強度が物体からの電波の反射の強さを示して
いる。検出目標からの反射信号の強度は距離の４乗に反
図１２ 同期データ取得の効果

比例するため，レーダから近い物体ほど信号強度が大き
くなる。しかしながら，送電線のように非常に細くレー
ダ断面積が小さい物体では背後に金属製の大きな建造物

験用小出力９４GHz FMCW レーダのブロック図である。

などが存在する際には，背後からの信号強度が大きくな

ADC は USB インターフェイスを通して PC に接続され

り，手前の送電線からの信号を把握できない可能性があ

る。ADC 前段には信号強度が ADC の入力帯域を十分に

る。スペクトル解析において，最高レベルの検出は従来

使用できるよう，最適な利得が得られる中間周波増幅器

最もよく行われている分析法であり，多くのスペクトラ

（IF AMP）を挿入した。中間周波増幅器の前段には，

ムアナライザには高速かつ有効なピーク値検出機能が付

不要な周波数成分による増幅器の飽和を防ぐためバンド

加されている。本用途の場合は最初に接近してくる障害

パスフィルタ（BPF）を挿入した。

物が最も重要であり，その障害物をパイロットに提示す

図８に示すように，中間周波出力は送信波と受信波の

る必要がある。しかしながら，前述のように最も近くに

差であるため，送受信波形の傾きが変わる周囲の領域で，

ある障害物がいつも最高のレベルをもつとはかぎらない

対応する受信信号の到達時間（D t）との間，周波数差

ため，従来のピーク値検出法では手前に存在する送電線

が変化する。これらが中間周波数解析の精度を劣化させ

の検出は容易でない。よって，レーダに最も近い障害物

る一因となっている。そこで，変調用発信器からトリガ

に相当する極大値を検出するアルゴリズムを考案した。

信号を ADC に供給し，平坦な中間周波数が得られる領

図１３にこの検出概念を示すスペクトラムの模式図を示す。
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図１
３ レーダに最も近い目標の検出概念
図１４ 実験風景

このアルゴリズムでは２つのしきい値を設けた。しき
い値（M th1）は受信レベルの下限値である。今回作成し
た受信回路は S/N が非常に良いことから，雑音レベル
より約５dB 程高く設定する。閾値（f th2）は計算開始点
で，その適切な設定により送信，受信アンテナ間，内部
回路からの漏れ込みによる高レベルの低周波信号を除く
ことができる。結合による信号は距離に換算すると非常
に短距離となるため，今回は１０から１
０
０
０m に相当する
周波数範囲を探索できるようにこの閾値を設定した。
ま た，２つ の 物 体 を 分 別 す る た め，比 較 演 算 回 数
（I th3）を設定した。I th3 と受信機の周波数分解能の積が距
離分解能となる。

図１５ 目標物の設置状況

演算を開始するに当たり，M th1 と f th2 の交点をスター
トとする。ここから各周波数のレベルと M th1 を比較し，
暫定的にピークとなる周波数スペクトラムを探す。すべ
ての周波数領域で M th1 を超えない時は障害物がないもの
と判断する。
もし，M th1 を超えるレベル M となる周波数 f が見つか
れば，その位置を暫定ピーク（M，f ）とする。その位
置から指定された計算終了までの回数 I th3 だけ比較する。
暫定ピーク値を超える値があれば，その値を新しい暫定
ピーク値とし，再度 I th3 回比較する。もし，I th3 回の比較
演算の中で，暫定ピーク値 M を超える値がない場合に
計算を終了し，極大値が検出できる。
レーダに最も近い障害物を検出するアルゴリズムの有
効性を評価するため，実験用ミリ波レーダを電子航法研
究所内に設置して障害物の検出実験を行った。図１
４は手

図１６ 中間周波スペクトラムと捕捉された検出目標

前のレーダから目標を見た風景，図１
５は検出目標と背景
となる建物及び乗用車を示す。検出目標はレーダ断面積
2

図１６は，この配置で前述のアルゴリズムによる計算結

１０m のコーナーリフレクタである。なお，レーダ及び

０dBm，f th2 ＝２０
０kHz，
果の一例である。ここで M th1 ＝-６

目標の地面からの高さは約１
４
０cm である。

I th3 ＝４回である。３つの反射物に相当する３つのピー
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ク値が検出された。最初のピークは約９０m 先の目標，

４．ミリ波レーダ用アンテナの開発

２番目が約１
６
０m 先にある乗用車からの反射，３番目が
約３０
０m 先にある建物からの反射である。このレーダの

３章で述べた実験用ミリ波レーダ及びヘリコプタ搭載

ビームは半値幅約１度と非常に鋭くかつ目標に向けられ

用高出力レーダにはカセグレンアンテナを使用している。

ているが，近接する乗用車からの反射が最も強いレベル

これは，このアンテナが比較的構造が簡単で軽量である

となった。この状況下でも，提案したアルゴリズムを用

と共に製品として広く出回っており調達が容易等の長所

いることで，今回の検出対象である最も近い障害物を自

があるためである。しかし，ヘリコプタへの搭載を考慮

動的に検出できることが示された

［２２］

。

すると使用したカセグレンアンテナは大型，かつ重たい
ため，必要なゲインを維持しつつアンテナを小型，軽量

３.６ まとめ

化する必要がある。そこで，電波を発する放射器の高効

本章では障害物までの距離測定用センサとして，民間

率化と，小型の反射板の開発を進めてきた ［２３］−［２５］。

ヘリコプタに適したミリ波レーダの研究・開発を行い，
その内容について報告した。

本章では，アンテナ効率を向上させるための整合回路
となるスロットアレイ一次放射器と，できるだけ体積を

まず，広く研究されている自動車用等種々のミリ波レ

減らすための平面反射板アンテナ，および焦点距離を短

ーダの現在の性能をもとに，障害物探知・衝突警報シス

くし体積を半分にすることができる折り返し反射型アン

テム用レーダの要件をまとめた。これらに適応すべく搭

テナについて論じる。

載用の９
４GHz FMCW レーダを試作し，その探知距離，
精度，周辺不要反射物の影響等基本性能を実験的に評価

４.１ 一次放射器

した。また，これらをもとにヘリコプタに搭載可能な高

レーダ回路と空中の接続回路である一次放射器は導波

出力ミリ波レーダを開発し，その周波数，出力等基本性

管を通じて放射される送信電力を効率よく放射する性能

能を実験により確認した。

が求められる。また反射板へ向けて均等に放射させるた

また，ミリ波レーダからの出力をパソコンで直接高速

め，ある程度広い角度の放射パターンと均等な縦横比が

処理できる AD 変換器の開発，レーダ信号中のノイズを

必要とされている。これらの性能を向上させるため，導

低減して等価的に受信機感度を向上させるアルゴリズム

波管口に広帯域にわたり低い反射損失特性を持つビバル

やレーダで検出した複数の目標中からレーダに最も近い

ディアンテナ等のプリント型放射器を用いる場合があ

目標を確実に抽出するアルゴリズム等を開発しその有効

る［２６］。ビバルディアンテナでは低反射損失特性を容易に

性を検証した。

実現できるが，５mm 程度の開口幅に対し，０２
. mm 程度

これらの研究によって得られた主な結果，成果は以下
のとおりである。
（a）ヘリコプタに搭載可能な高出力ミリ波レーダを開
発 し た。こ の レ ー ダ は，大 き さ２８
０×２８
０×
３１
４mm，周波数９
４０
. ５GHz，出力２
０１
. ７dBm，帯域
幅１
９７MHz である。
（b）レーダ出力を直接パソコンで分析できる AD 変換

の厚みとなるため，縦横比が極端に大きくなる ［２７］。ま
た，縦横比を改善するために導波管端に挿入する構造に
すると，構造が脆弱になることから，実用上反射板の一
次放射器として使用することが難しい。
そこで本節では，縦横の放射特性が広く，反射特性が
良好となるスロットアレイ放射器を開発した。図１
７にス
ロットアレイ部の外観を示す。

器を開発した。この装置を用いることでデータ処
理の高速化とシステム小型化が可能となった。
（c）上記変換器を用い，レーダ出力を高速処理してレ
ーダ信号の S/N を向上させるアルゴリズム，及
びレーダに最も近い障害物を確実に検出するアル
ゴリズムを開発した。

図１７ スロットアレイアンテナ
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一次放射器は導波管開口に６個の長方形開口を持つア

このスロットアレイのゲインは約９dBi であることが分

ルミナ誘電体基板を導電性接着剤で貼付した構造である。

かった。なお，標準ゲインホーンのゲインは約２
５dBi で

誘電体基板は，広さ４９
. ×２３
. mm，厚みは０１
.２
７mm であ

ある。ビームの半値幅は E 面で７０度，H 面で６０度であ

り，個 々 の 長 方 形 開 口 は０７
. ２×０３
. mm を 横０１
. ２mm 縦

り，縦横比が１：１１
. ７となり，ほぼ均等に近づいた。

０５
. ５mm の間隔で，２行３列で設置した。この放射器の

以上より，ここで提案したスロットアレイはリフレクタ

特性は長方形開口の位置，大きさを調整することにより

アンテナの一次放射器として満足できる性能を有してい

最適化できる。スロットアレイと導波管接続回路は真鍮

ることが明らかとなった ［２８］。

を切削して作成したため，周辺部が電磁波を散乱しない
よう，青色の平板電波吸収体で覆っている。
図１８はこのスロットアレイ放射器部分のリターンロス

４.２ プリント型フレネル反射板
反射板アンテナは高利得を達成する有効な手段であり，

特 性 で あ る。図 か ら，こ の 放 射 器 は 約９
３３
. GHz 〜

そのほとんどは図６に示されるようなパラボラ反射面を

９６６
. GHz の間で放射器部分での損失が-２
０dB 以下となっ

利用したアンテナである。パラボラ反射面は従来高利得

た。通常の導波管開口の場合，反射損失は-１
５dB 程度で

の反射板アンテナとして活用されているが，体積が大き

あり，給電線との整合がよいことが分かる。

くなる欠点がある。また，ミリ波のように波長の短い電

図１９はスロットアレイ放射器の放射特性で，放射レベ

波で利用する場合，パラボラ表面の面精度がアンテナの

ルを標準ゲインホーンアンテナのそれで正規化し表示し

効率に影響し，高効率のものを作るためにはコストが高

ている。スロットアレイの放射特性は E 面，H 面共０度

くなる欠点がある。そこで，必要な利得を維持しながら

方向に対しほぼ左右対称となり，E 面では±９
０度を超え

アンテナを小型化するため，プリント型フレネル反射板

る方向で大きなサイドローブが生じているが，H 面では

の試作，評価を行った。

ほとんど見られない。最大放射レベル（０度方向）での
標準ゲインホーンとこのスロットアレイとの比較から，

図２
０に平面波が入射してくる場合の半波長ゾーンを有
する平面プリントフレネル反射板の原理を示す。ここで
ゾーンとは，同じ平均行程長を有する誘電体平板上の区
域を示す。
ここで誘電体平板はその内部の短縮波長に対し１ /
４波長分の厚みとし，焦点側の銅板は波長と比較して無
視できるほど薄いものとする。焦点側表面に銅板がある
場合，平板に垂直に入射する電波は，その銅板で反射さ
れるため，焦点中心部と同じ位相で反射する。図２
０左の
ように焦点までの距離（行程差）が半波長長くなる部分
を中心に１ / ２ m ゾーンを設け，エッチングにて空隙
を設定する。これにより，このゾーンへの入射波は誘電

図１
８ スロットアレイ放射器の反射特性

図１
９ スロットアレイ放射器の放射特性
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図２０ 半波長ゾーン反射板の原理
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体平板内部に侵入し，裏側の銅板にて反射される。この

は約１５
. 度であった。このアンテナのゲインは，標準ホ

とき，図２０右のように誘電体平板の厚みに応じた位相遅

ーンアンテナとの比較から約３
３dBi である。但し，現在

れが生じるため，
１
８０度移相（位相変化）された反射波と

のスロットアレイ放射器ではスロットアレイとミリ波導

なる。すべての反射波はホイヘンスの原理に従い全方位

波管との接続回路の形状が大きいため（図２１参照），こ

に伝わるが，焦点では平面反射板の各ゾーンからの反射

の部分でフレネル反射板による反射電波の一部が遮蔽さ

波の位相がすべて揃うため，レンズ効果を得ることがで

れてリフレクタアンテナとしては効率が低下する恐れが

きる。

ある。

図２１に一次放射器とその放射器に対向する円板上に同
心円状の導体（銅箔）を有するフレネル反射板を示す。

４.３ 高効率フレネル反射板アンテナ

フレネル反射板は，プリント基板の製作技術により誘電

電波の行程差をさらに細かく，例えば１/４，１/８

体基板（Duroid fr ＝２２
. ）の銅箔から同心円状の模様を

波長毎にゾーンを設定し，その行程差分を補償するよう

作る。この反射板の直径は約１３cm である。また，焦点

に移相することで開口面効率を向上させることができる。

距離は８cm となるように同心円状導電体の幅，間隔等

一例として図２
３に厚さ０５
.０
８mm の比誘電率２２
. の誘電体

を設計している。

基板上に縦横１８
. mm 間隔の正方形行列状に様々な形状

図２２にこのスロットアレイに直径１
３cm のフレネル反

の銅板パターン（パッチ）をおいた場合の移相量の変化

射板を付加したリフレクタアンテナと標準ホーンアンテ
ナの放射特性を示す。この図から，このリフレクタアン
テナは０度方向で鋭い放射特性を持ち，アンテナ半値幅

図２１ フレネル反射板

図２
２ フレネル反射板アンテナの放射特性
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図２３ 厚さ０.５
０８mm の誘電体基板上に設置したパッチの形
状と配置，およびパッチによる移相量変化
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を示す。移相器は，図２３
（a）のように誘電体平板の表面

ッチ，外径１mm 一定で内径 d をパラメータとしてコン

に円形，環形，環＋円，および二重環の全４種のパッチ

ピュータシミュレーションで反射される電波の位相を計

を設置する。円形パッチは外径 d をパラメータとしてい

算する。

る。環形パッチは外径が１６
. mm で一定で内径 d を，環 +

図２
３
（b）には，それぞれの形状における位相値を用

円形パッチは外側に外径１６
. mm，内径１３
. mm の環形パ

いて，表面全体を金属板で覆った場合の位相値と比較す

ッチを置いて同心状に配置する円形パッチの直径 d を，

ることで算出した移相量であり，横軸は上記の様々なパ

二重環パッチは外側に外形１６
. mm 内径１３
. mm の環形パ

ッチ形状のパラメータとなる直径である。
図中青線の円形パッチの場合，直径０mm は表面にパ
ッチが無い場合に相当する。この時，約１８０度の移相量
となる。パッチの直径を増やすと０８
. mm 付近までほと
んど変化が見られないが，直径１１
. mm 付近で移相量が
急激にマイナス方向へ変化し，表面全体を金属板で覆っ
た時の位相値へと近づいていく傾向となった。
次に，図中ピンク線の環形パッチの場合は，全体的に
なだらかな右下がりの移相量変化となった。
また，図中黄色線は環＋円形パッチの場合である。単
体円形パッチ同様，１１
. mm 付近で急激な変化をはじめ，
総移相量は円形の場合より大きくなった。
更に，図中水色線は二重環パッチの場合で，環形パッ
チに比べて移相量が大きくなる右肩下がりの傾向が見ら
れた。
このように，円形もしくは環形パッチ，およびそれら
を同心円状に組み合わせることで，
３６
０度を超える移相量
が得られ，所望の移相器が設計できることが示された。
図２
４に仏国電子アンテナ通信研究所にて開発されたプリ
ント反射板アンテナを示す。図２４
（a）は導波管給電時の
プリント反射板アンテナの外観であり，
（b）はこの反
射板中心部の拡大図である。この反射板の直径は１５cm
であり，中心部は１/８，外周部は１/４波長毎にゾー
ンを設けた。また，図２
５にこの高効率反射板アンテナの
放射パターンを示す。電波無響室内の測定では，最大利

図２
４ 試作した高開口効率プリント反射板アンテナ

得は約３
８dBi であり，約３
９％の開口面効率となる。これ
は，図６に示される。従来のカセグレンアンテナ（約
４
２％）と同等の性能を得ることができた ［２９］。
４.４ 二重反射型フレネル反射板アンテナ
上記のような一回反射構造のアンテナの場合，反射板
から一定距離離れたところに一次放射器を設置し，そこ
から給電するため，焦点距離の分だけ総体積が増えるこ
ととなる。また，給電用導波管が電波を遮蔽・散乱する
ため，開口面効率も劣化する。これらを改善するアンテ
ナとして，カセグレンアンテナのように二重反射を応用
した，変偏波反射板アンテナ ［３０］ がある。原理を図２
６に

図２
５ 高効率反射板アンテナの放射パターン
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図２８ C 型パッチを利用した変偏波素子

図２
６ 二重反射型フレネル反射板アンテナの原理

図２７ 環形，C 型パッチにおける表面電流分布のシミュレー
ション値（Ansoft HFSS）

等間隔で直線状にエッチングして作成した偏波格子と

図２９ 二重反射型フレネル反射板アンテナの構造

量が得られることが示された。

変偏波フレネル反射板リフレクタからなる。偏波格子は

図２
８に変偏波パッチの概念図を示す。上記のようにそ

一次放射器の電界 E emission と格子縞が平行となるように配

れぞれの軸に１
８０度異なる移相量を与えるように，半径，

置する。放射された電波は偏波格子で反射され，変偏波

空隙の間隔を設計する。このとき図２
８右の青ベクトルの

フレネル反射板へ向かう。ここで変偏波フレネル反射板

ように４５度傾いた直線偏波の入射波は縦横の成分に分解

は電波を絞りつつ，偏波面を９
０度回転させる。変偏波フ

される。このとき，縦軸の反射は同相に，横軸は１８０度

レネル反射板から出た絞られた電波は偏波格子を透過し

ずれて反射する。これにより，反射波は赤線のように合

て空間へ放射される。外部から入射する電波も逆のプロ

成されて９
０度偏波を回転して反射される。

セスを経て，一次放射器で受信することができる。

さらに図２
８左のように９
０度回転して設置した場合，同

図２７に環形パッチの表面電流密度のシミュレーション

様のプロセスを経て赤ベクトルのように反射する。左右

値を示す。色は金属パッチの表面で電流が誘起されて反

を比較すると，同相の入射波に対して１８０度回転した反

射波に位相変化を起こしていることを意味している。こ

射波が得られることから，素子の設計量を半分にできる

こで図左より環形，C 型，C 型の９０度回転した形状の場

メリットがある。

合である。また，三種共に内径，外径は同じであり，空
隙の間隔も同じである。

図２
９に製作した二重反射型フレネル反射板アンテナの
構造を示す。反射板の直径は１３０mm，焦点距離は７０mm

縦軸方向に入射する電波に対して，左の環形や中央の

とした。反射面全体は８ゾーンにわけ，４種の C 型パッ

軸対称の場合には左右均等に電流が分布する。また，図

チを使用した。一次放射器は反射板上に接着し，裏側よ

中の上下方向に電流は誘起されていないため，そこに空

り給電する形式となっている。

隙を設けた場合にも電流分布に変化はみられない。よっ

図３
０に最大利得で正規化した放射パターンを示す。最

て，空隙の影響はない，もしくは少なくなり，環形パッ

大利得は周波数によって異なるが，９４GHz においては約

チと同等の位相変化がもたらされる。また，図２
７左と右

３６dBi であなる。ビームの半値幅は約２度であり，交差

を比較すると，軸対称でない場合には，電流分布にも偏

偏波の偏差は全域に渡り-２０dB 以下となっている。図３１

りが生じる。ここで，空隙を設けることで軸対称となる

に機上搭載型プリント反射板アンテナとそれを装着した

向きとその直交の向きでは，反射波に対して異なる移相

レーダを示す。比較のために図６に示した従来のカセグ
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開発した。反射特性９４GHz 付近で-２
０dB 以下とな
り，良好な整合となった。また，縦横比も１：
１１
. ７となり，均等に照射できることを示した。
（b）アンテナ体積を低減するためフレネル反射板を開
発した。電波の行程差を移相器で補償することで
レンズ効果が得られることを示した。また，行程
差を細かく補償することで開口面効率が向上でき
ることを示した。
（c）さらに総体積を低減するため，二重反射型アンテ
図３
０ 二重反射型アンテナの放射特性

ナを開発した。これを実現するために，非対称形
状パッチを用いて移相器に変偏波機能を付加する
ことができることをシミュレーションで確認し，
それを用いたアンテナを製作した。製作したアン
テナは直径１３
０mm，厚さ３
５mm の非常にコンパ
クトな形状ながら約３
６dBi の利得を達成した。

５．ミリ波／赤外線による障害物表示手法
前章までに論じた赤外線カメラ，ミリ波レーダはシス
テムのセンシング機器として利用する。本章では，シス
テム全体の概要を紹介し，パイロットへの情報提示手法
の構築について述べる。その場合の手法として動画像融
合処理を利用することし，実時間処理で効果的な送電線
図３
１ 搭載型プリント反射板アンテナ
レーダとカセグレンアンテナ

提示手法を検討する。ここで言う実時間とは，明らかな
遅滞が見られず，画像が滑らかに動いている速度（毎秒
１０枚程度）ですべての処理を実現することを目標とした。

レンアンテナも示す。口径は従来（約２
５
０mm）の約半
分の１３０mm である，既存レーダとの接続部，フィーダ
部，パッケージング等により付帯構造物があるが，反射

５.１ 障害物探知・衝突警報システムの概要
図３
２に障害物探知・衝突警報システムの全体像を示す。

板自身の厚み，重量などを大幅に減らすことができた。

このシステムは，CCD カメラ（カラーカメラ），赤外線

また，アンテナの口径，ゾーニングや搭載のための周辺

カメラ，ミリ波レーダからなるセンシング部，機器の制

構造物の影響により若干利得が小さくなり，カセグレン

御とデータ処理を行うパーソナルコンピュータ（PC）

アンテナの利得４４dBi に対し，前述のように約３６dBi と

等からなる制御部，パイロットに情報を提示する表示部

なった。地上試験で確認したところ，受信電力比で約

からなる。

１６dB の低下となり，ほぼ理論どおりの結果が得られ
［３
１］
−
［３
３］

た

。

送電線などの線状障害物を検出し，その全体像を画像
として取得するため主に赤外線カメラの画像を使用する。
また，赤外線カメラによって検出された障害物までの距

４.５ まとめ

離を測定するために，ミリ波レーダを利用する。CCD

本章では，ミリ波レーダの小型・軽量化のためのアン

カメラはパイロットに提示する動画像情報の参照画面と

テナ開発について述べた。アンテナは体積を減らすため

するためのカラー画像を取得する。

プリント反射板アンテナとし，効率向上のため，スロッ

PC ではレーダ，およびレーダスキャン機器の制御を

トアレイ一次放射器とさまざまなフレネル反射板アンテ

行う。また，カラーカメラ，赤外線カメラ，レーダから

ナを試作した。主な成果は以下のとおりである。

データを取得し，パイロットに提示する動画像情報の生

（a）導波管開口に設置するスロットアレイアンテナを
24

成を行う。動画像情報には赤外線画像だけでなく，レー
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図３２ システム系統図
図３４ 動画像生成システムの概要

図３５ カラー／赤外線融合画像の例
（擬似色融合表示，透明度＝０.５）

図３
３ 融合画像による情報提示手法

５.２ 赤外線，カラー画像の実時間融合
図３４にソフトウェア製作に使用した機材を示す。２台

ダによって得られる距離情報も埋め込んだ形式とする。

の VTR にてカラー画像，赤外線画像を再生し，PC に

以上の手順で生成した動画像情報はディスプレイに表

i.link 接続でそれらを取り込む。赤外線画像は白黒画像

示され，パイロットに衝突の危険性を警報として提示す

であるが，画像融合の際の視認性を向上させるため画像

る。図３３にその提示手法を示す。なお，障害物を認識す

に着色し，カラー画像の上に重ね塗りする方式とした。

るためのパイロットの視認負荷を軽減するため，本シス

計算速度向上のため，赤外線画像の２
５
６階調に対して，

テムで表示されるヘリコプタ前方の画像とパイロットの

２
５
６個の色パレットを用意して色を割り当てた。割り当

目視による情景との差異は可能な限り小さくすることが

てる色は疑似色と任意の単色の濃淡を用いている。加え

重要である。したがって，CCD カメラで取得するカラ

て，重ねる着色後の赤外線画像を任意の透明度にて半透

ー画像と赤外線画像と適切に融合し，なめらかな動画像

明処理で融合する形式とした。図３
５に実際の計算例を示

を生成，表示するアルゴリズムを開発する必要がある。

す。赤外線，カラー画像合成は，Pentium ４１５
. GHz プ

一方，レーダ出力は図３
３の左下に示すようなスペクト

ロセッサ程度の PC で２台のカメラを遅滞なく合成でき

ラムを有するビート信号であることから，この信号中か

ることを確認した ［３４］，［３５］。

ら目標を検出，障害物までの距離を算出する必要がある。
加えて，それらの情報を分かりやすくパイロットに提示

５.３ 融合画像，レーダデータの実時間融合

する手法も検討する必要がある。

上記動画像の中にレーダから得られる距離情報を埋め
込み，パイロットが感覚的に障害物までの距離を認識で
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きるようにする手法について検討した。
図３６は，重ね塗りする赤外線画像の透明度を距離によ

能であることから，本システムの表示法として利用でき
ることが示された。

って変化させて表示した例である。即ち，障害物までの

パソコンで以上の処理を行う場合を想定し，処理速度

距離が遠い場合には薄く，近づくにつれて濃く重ね塗り

等を調べるため，カラー画像と赤外線画像を融合しなが

して表示する。この方法で距離情報を埋め込むことが可

ら，さらに擬似レーダ信号を用いてその情報を実時間で
反映させる動画像作成システムを構築した。ここで，擬
似レーダ信号として，レーダの中間周波数帯と同等の正
弦波をファンクションジェネレータから供給した。この
信号を用いて，３章で論じたシステムからターゲットま
での距離を算出している。
この方法で赤外線，カラー画像及びレーダからのピー
ク周波数信号を収集し，画像融合，距離計算等の処理後
に画像として表示した例を図３
８に示す。この例では，ピ
ーク周波数から自動的に目標までの距離を計算し，その
値に応じて自動的に融合画像の透明度を変更して描画し
ている。同図の左上の窓に融合画像が表示されている。

図３７ 擬似レーダ信号を使った動画像生成システムの概要

図３
６ 距離情報を含むカラー，赤外線融合画像の表示例
（透明度＝０.５）
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図３８ 動画像表示システムの表示例
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カラー画像と赤外線画像は仕様上では同じ画角であるが，
カメラの取り付け位置などの関係から，正確には一致し
ない。そこで，遠方の画像を参照しながら右上にあるコ
ントロールウィンドウによって融合するカラー画像，赤
外線画像の位置，拡大縮小を１ピクセル単位で設定でき
るようにした。それにより，最初に約１００
０m を超える
遠方にてそれらの画素を一致させることで，７
５m 程度
の距離までは視差による画素のずれが生じないことが分
かった。
合成した画像を滑らかに表示するためには毎秒１
０枚程
度以上の割合で表示を更新することが望ましい。しかし
ながら，市販の計測器では波形のすべて，もしくは波形
の特徴に関する情報を上記の速度（毎秒１
０回）で転送で

図３９ 適応型ゲインコントロール法を用いた高速画像融合表
示の一例図３８ 動画像表示システムの表示例

きるものは非常に少なく，かつ高価となる。そこで，
３４
. 節で述べた高速 AD 変換器を用いたデータ処理シス
テムを構築し，レーダ信号の PC へのデータ転送の高速

化を行った。具体的には，一つの演算に対して多数のク

化を図った。これにより，従来ボトルネックであったレ

ロックを要する割り算をすべて無くし，レジスタシフト

ーダデータ転送速度が改善され，毎秒３
０枚程度の画像融

と浮動小数点掛け算近似式へと置き換えた。次に多項式

合が可能となった

［２２］

。

レーダ情報を組み込んで疑似色と単色の融合とで認識

全般で計算順序を見直し，掛け算の回数を削減した。そ
の後，置き換えられるものは掛け算を足し算へ変換した。

の度合いを比較したところ，疑似色では赤外線が強いと

更には，補助変数を使い，２重，３重の繰り返しルー

ころが赤で表示され，濃淡による距離の認識が困難であ

プの展開，画面端のセルに対する演算の省略などにより，

ることが判明した。そこで，距離情報は単色融合時の色

条件分岐の回数を大幅に削減した。

に埋め込み距離が遠くから近くなるにつれて青―水色―
緑―黄―赤と変化する方式を採用することとした。

また，最外周は優先度が画像中心と比較して重要度が
低いため，相互セグメントの関係を必要とする線状障害
物抽出アルゴリズムを最外周セグメント以外の中心部に

５.４ 画像処理の組み込みと実時間融合のための高速
化手法
上記により十分高速な処理が可能となったことから，

適用した。
これらの処置により，赤外線画像の条件によっては，
図３９の融合処理後の画像に額縁のようなノイズが発生す

２４
. 節で論じた適応型ゲインコントロール法のこの実時

ることがあるが，画像中心部においてはおおよそ，原処

間動画像処理への組み込みを行った。実時間処理に重点

理と同様の結果が得られた。以上の処理を施すことによ

を置くため，処理後の画質に影響を与えないように処理

って，数百 ms を要した画像１枚の処理時間を数十 ms

手順の大幅な簡素化を行った。また，動画像は静止画像

程度に減らすことが可能となった。

と比較して，画質の劣化が人間の目に認識できないため，

更には，レーダデータを後処理で解析する目的でレー

数値精度を犠牲にして計算速度向上を図った。これらの

ダ信号の記録を行うこととした。飛行実験中の長時間の

計算結果例を図３９に示す。

記録，およびハードディスクへのアクセスによる全体の

具体的な高速化手順として，まず，メモリアクセス回

パフォーマンス低下を抑えるため，サンプリング個数を

数の制限を行った。画像データは大量のメモリを使用す

１０
２
４個とした。これにより FFT の演算結果は５１
２点とな

るため，カメラ画像を１次元配列に読み込むこととし，

り，レーダの距離分解能は約１６
. m となる。

切り出すセグメントも１次元配列にメモリ・コピー後，

これらすべての画像処理，データの記録を行った際の

シーケンシャル・メモリ・アクセスで比較演算すること

計算回数は Pentium ４３ GHz 程度の PC で毎秒８回程

とした。これにより，画像データに対するランダムメモ

度となった。これは融合画像が滑らかに動画像として認

リアクセス回数の削減を行った。

識できる値であり，当システムが目標とする，実時間に

次に演算部分では，計算式の簡素化，計算順序の最適
ENRI Papers No.122 2009

よる障害物探知・衝突警報システムの目標を達成した。
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将来的には小型・高速な PC が安価に入手できることが

して安全に飛行実験を行うための準備を行う必要がある。

予想されるため，更なる高速な処理が可能となると考え

この実験で確認する主な項目は以下のとおりである。

る。
（６１
. − a） ヘリコプタ搭載障害物探知・衝突警報シス
５.５ まとめ

テムを構成する機材が支障なく搭載用ラックに搭載でき，

本章ではミリ波／赤外線による障害物表示手法に関す

かつそのラックが機体に支障を与えることはないか。

る考察を行った。

（６１
. − b） システムを搭載した状態でのシステム操

最初に障害物探知・衝突警報システムの全体像を提案

作に支障はないか，また，この操作が機体構造や電磁干

した。衝突警報表示システムを提案し，カラー画像，赤

渉（EMI）などにより，何らかの障害を与える恐れがな

外線画像のリアルタイム動画像融合，およびレーダ情報

いか。

の重畳方法について提案した。
カラー画像と赤外線画像の実時間融合画像を検討した。

この実証飛行試験に使用する機材は図４
０に示す川崎式

動画像の融合処理では，２台の VTR とパーソナルコン

BK−１
１７型ヘリコプタで，ヘリコプタ搭載障害物探知・

ピュータを用いて，ほとんど遅延することなく毎秒３
０枚

衝突警報システムをこれに搭載して取付け状況，機器操

の動画像を生成することができた。赤外線画像を着色し

作の問題点等について調査する。

て融合させることにより，赤外線画像情報を損なうこと
なく融合させることができた。

全長（ローター回転時）約１３m，全幅（水平尾翼幅）
約２７
. m，そして全高（ローター回転時）は約３９
. m であ

レーダ情報を埋め込んだ赤外線画像を含む融合画像を

る。機内の有効高さは約１
２
０cm，幅は約１
２２cm，奥行き

生成するため，画像とレーダデータの実時間融合を検討

は約２２
９cm である。システムの飛行前動作試験は，平

した。重ね塗りする赤外線画像の透明度を変化させるこ

成１６年３月８〜１２日まで岐阜県各務原市の川崎重工業

とにより，直感的に距離情報が認識できることを示した。

（株）岐阜工場内で実施した。

更には上記の処理に加えて赤外線画像処理，レーダデ

図４１はヘリコプタ搭載障害物探知・衝突警報システム

ータの記録などの付加的機能を追加した。効率的なアル

のセンサ部分の配置である。センサ部は，指示装置（ジ

ゴリズムを検討することで，すべての処理を行いながら

ンバル）上にズームレンズ付きカラー（CCD）カメラ，

毎秒８回程度の演算が可能であることを示した。

望 遠 レ ン ズ 付 き 赤 外 線（IR）カ メ ラ 及 び ミ リ 波
（MMW）レーダが搭載された構造である。

６．検証飛行実験と考察

センサ指示装置（ジンバル）は，機体の振動によるセ
ンサの性能低下を緩和すると共に，ジンバル上の機器を

本章では，実証飛行試験に先立ち実施した前章までに

上下左右に動かす機能を利用してセンサのスキャン範囲

述べた装置の搭載方法の検討，電磁干渉試験などの飛行

等の検討に使用する。センサ部はヘリコプタ出入り口ド

前試験，飛行実験場所の検討内容，飛行方法，観測方法

ア向きに設置しているため，実験の際はヘリコプタのド

等について述べる。
また，開発したミリ波／赤外線による障害物探知・衝
突警報システムの有効性を評価するために実施した検証
飛行実験について述べる。
最後に，得られた実験結果と考察結果及び本システム
の実用化に際して大きな課題となるシステム小型化の可
能性に関する検討結果について述べる。
６.１ 飛行前試験
ヘリコプタに搭載可能な障害物探知・衝突警報システ
ムを開発し，ヘリコプタで検証飛行実験を行うことは本
研究の目標の一つである。そこで，ヘリコプタ搭載障害
物探知・衝突警報システムの開発及びヘリコプタに搭載
28

図４０ 川崎式 BK-１
１７型ヘリコプタ
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アを開け，目標に対して平行に飛行する必要がある。

ステムには，実用システムとしては必要ないが，実験用

図４２は，障害物探知・衝突警報システムを構成する機

として必要な機能が含まれている。即ち，２台のディジ

材のヘリコプタ客室内配置である。３列席の前方から２

タルビデオレコーダは，赤外線画像とカラー画像を実験

列を撤去し，
１列目にセンサ，制御・電源ラックを，２列

後解析できるよう記録する。レーダ出力はパソコン内の

目に計測・処理ラックを設置した。実験担当者は計測・

ディスク装置に記録する。計測・処理ラックはアルミハ

処理ラック後方の３列目座席でシステムを操作する。

ニカム材で製作し，すべての機器を搭載して６
０kg 前後

計測・処理ラックには実験中頻繁に操作する機材を設

となった。

置した。ラックにはカラーカメラや赤外線カメラのコン

制御・電源ラックには原則的に実験開始時と終了時以

トローラ，両カメラからのビデオ情報を記録するビデオ

外操作しない機材を搭載した。このラックにはジンバル

レコーダ（VTR）
，カメラで得られた画像確認用 TV モ

制御装置，無停電電源，レーダ電源，レーダ励振用発信

ニタ，ミリ波レーダからの中間周波出力を A/D 変換し

機を設置した。また，センサを取り付けるジンバル装置

てパソコン（PC）に入力するためのインターフェイス

は，この制御・電源ラックの台座を延長し，その台座上

及びセンサからのデータを収集，処理・表示するための

に設置する構造とした。無停電電源は電源の瞬断による

PC，PC で製作された動画像を確認するディスプレイ等

パソコン等からのデータ消失を防ぐために用いる。制御・

を搭載した。また PC を搭載する部分はショックアブソ

電源ラックとセンサ部とを合わせた搭載機器の総重量は

ーバーを用いて離着陸時及び飛行時の振動を緩和する構

１５
０kg 以上と重くなるため，構造材として強度が高い軽

造とした。このヘリコプタ搭載障害物探知・衝突警報シ

合金フレームを使用している。
これらラックの機体取り付けにはパンフィッティング
と呼ばれる機体床面にボタン状に設置されているハード・
ポイントを用いた。これらのフィッティングは計測・処
理ラックの取り付け穴の微調整以外，大きな問題なく取
り付けられた。
また，ヘリコプタに搭載する主な機材で，システムの
総重量は約２
１
２kg と重くなった。実験データ記録及び実
験の信頼性を向上させるための機材が加わりシステムが
大型化しているためである。
ヘリコプタ搭載障害物探知・衝突警報システムは交流
１０
０V，１５
. kVA の電源を必要とする。一方，BK−１
１７型
ヘリコプタの電源はエンジンで駆動される発電機により

図４１ センサ部の配置

供給される直流２８V であるため，この直流２８V から交流
１
０
０V を得るための改修を行った。DC/AC コンバータは，
ヘリコプタから受電する直流２８V を交流１００V に変換す
るため，図４
３は，この改修に関わる追加機器及び機内追
加配線で，ヘリコプタの電源幹線直流２
８V をブレーカ経
由で DC/AC インバータに供給して交流１
００V を得てい

図４２ 客室内機器設置状況
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図４３ 電源回路の設置
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る。なお，DC/AC インバータは出力波形が正弦波状で

・ 送電線とほぼ同高度で繰り返し低速飛行やホバリ

ひずみの少ない定格出力１
８
００W の正弦波インバータで

ングをしても騒音等による支障が生じないこと。
上記要件を満たす候補地として，岐阜県美濃市，関市

ある。
上記のようにシステムをヘリコプタに搭載し，図４
０の

及び山県市の山間部を調査した。図４
４は実験の候補地と

ように地上でエンジンを始動して飛行状態と同じ環境で

実験基地（川崎重工業・岐阜工場）を示す地図である。

ヘリコプタ搭載機器と障害物探知・衝突警報システムの

この候補地は実験基地から北へ２５−３
０km 程度で，ヘリ

機能確認を実施した。すべての機器は問題なく動作した。

コプタによる飛行時間は約１
５分である。この付近には多

機上搭載機器に対して通常の機器動作確認手順でシス

くの送電線，送電鉄塔があり，上記要件を満たすことか

テム動作時とそれ以外の時を比較して，電磁干渉等の問

ら，図４
４に示した赤丸付近で測定候補地点９箇所設定し，

題の有無を確認した。航空機搭載機器はシステム動作時

実験当日の天候を基に選定することとした。

であっても異常動作を起こすことはなかった。一方，シ

図４
５は 実 験 に お け る 飛 行 方 法 で，ま ず 観 測 基 準 点

ステ ム 側 で は，ヘ リコプタで地上管制機関との 通 信

（H1，H2 等）を設定し，そこからヘリコプタまでの水平

（VHF COM）を行うとき，その電波がレーダ受信器の

距離（d1，d2 等）を２
０
０m から８
００m まで２０
０m 間隔で変

動作に干渉し，レーダ情報が乱れる現象が見つかった。

化させて，それぞれの点でホバリングしつつ送電線を観

このため，レーダ受信器にフィルタを追加する等の改修
を行った。
以上，飛行前試験の結果，（６１
. − a）については，す
べての機材が支障なくラックに搭載できた。また，計測・
処理ラックの機体取り付け穴の微調整が必要であったが，
その他には問題はなかった。
（６１
. − b）については，シ
ステムが機上航法機器に電磁干渉を引き起こすことはな
かったが，システムが VHF COM を使用する際にノイ
ズとして記録されるため，フィルタの追加を行った。
以上により飛行実験の準備はすべて完了した。
６.２ 飛行実験場所および飛行方法
実証飛行実験の目的は，障害物探知・衝突警報システ
ムの性能評価と障害物を含むデータの収集である。主な
評価項目は，障害物の探知可能距離，障害物探知，強調
そして表示の一連の処理の速さの２点である。実験では，
障害物（送電線）とヘリコプタ間の距離を変えつつ飛行
するが，前節で述べたように，システムのセンサは横向
きに設置されているため，観測の際はヘリコプタのドア
を開き，送電線に対して平行に飛行する必要がある。以

図４４ 飛行実験候補地

上の飛行に適した場所（空域）の主な要件は以下のとお
りである。
・

山間の中腹部，山頂部等に多数の送電線が架設さ
れ，かつ周辺の見晴らしがよい地形であること。

・

送電線から直角方向に１
０
０
０m 程度までの間，同
程度の高度で飛行及びホバリングができること。

・

ヘリコプタの航続距離と実験の効率を考慮し，飛
行実験基地とする川崎重工業・岐阜工場（岐阜県
各務原市）から１
０〜２０分程度の飛行範囲にあるこ
と。
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図４５ 飛行パターン
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測する。ヘリコプタは，搭載された GPS 装置でこれら
観測点へと飛行し，各観測点でドアを開けホバリングし
つつ観測，データ記録を行う。記録終了後，次の観測点
へと移動し同様の手順を繰り返す。但し，システムのセ
ンサは飛行方向右側を向いているため，事前に飛行方向
も決めている。
この４回の観測に要する時間は約２
０分である。観測基
準点は６カ所設定し，各基準点について午前と午後各１

図４６ ヘリコプタから見た送電線の例

回測定を行った。
６.３ 飛行実験結果と考察
飛行実験は，平成１
６年９月，１
７年２月，１
８年３月の３
回実施した。
（i） 平成１６年９月の実験結果
１６年９月の実験では，１
６年８月３
０日に機材のヘリコプ
タ取り付け，８月３１日システムの動作確認，
８月３１日から
９月３日までの間に１回約１５
. 時間で４回の飛行を行っ
た。実験では主に赤外線カメラとカラーカメラの性能及
びミリ波レーダによる送電線の探知可能距離を調べた。
これは，データ処理装置への実時間データ処理，表示ア
ルゴリズム組み込みが間に合わなかったためで，実験中
のシステムの表示性能確認は行わなかった。

図４７ 上記のときのミリ波レーダの出力
（黒い点が送電線からの反射に相当）

図４６は，観測基準点にて約８
００m 離れた点からカラー
カメラ及び赤外線カメラで観測した例である。観測して
いる送電鉄塔は地上高さ約３
５m，送電線は直径２
５３
. mm

きのレーダ信号スペクトルである。２種類のスペクトル

のアルミより線を４０cm 間隔で２本束ねて１条の電線と

が表示されているのは，レーダの変調信号の周波数が直

している。架空地線は直径１７５
. mm のアルミより線であ

線的に上昇する部分と下降する部分とを別々に記録して

る。この例ではカラー画像でも送電線を認識できたが，

周波数解析を行い，S/N や障害物探知性能等の違いを調

背景によっては見えにくいところがあった。一方，赤外

べるためである。観測した送電線は図４
４のそれとは異な

線画像ではコントラストは低いが，架空地線を含めすべ

り，直径３
８４
. mm のアルミより線を８
０cm 間隔で６本束

ての電線を確認できた。

ねて１条の電線としたものである。図４７に示すとおり，

従来，本システムで使用している赤外線カメラ（三菱

い ず れ の 処 理 方 式 で も 距 離８
０
０m に 対 応 す る 周 波 数

電機 IR-M-700）では，５
０mm 標準レンズを使うと８００m

２
３６
. MHz 程度でピーク信号が生じている。したがって，

先の送電線は検出が困難な場合が多く，検出率を上げる

この高出力ミリ波レーダは，ヘリコプタから８
００m 先の

ためには１
０
０mm 望遠レンズの使用が望ましいことを報

送電線を探知できることが明らかとなった。また実験結

告した（２章参照）。しかし，今回の実験ではカメラの

果から，山腹の送電線を観測したとき，背景の山林等に

視野を確保するため５
０mm 標準レンズを用い，フォーカ

よる不要反射波の影響は小さく，目標までの距離算出に

ス調整とカメラの感度調整を精密に行うことで探知距離

大きな支障はないことが分かった。

の確保を試みた。その結果，図４
６のように，実験時の天

（ii） 平成１７年２月の実験結果

候条件がよければ標準レンズでも８
０
０m 先の送電線，架

平成１７年２月の実験では，１
７年１月３
１日に機材のヘリ

空地線を検出できることが分かった。但し，遠方の送電

コプタ取り付け，２月１日システム動作確認，２月１日

線に対する標準レンズと望遠レンズによる検出率の違い

から２月４日までの間に１回約１５
. 時間で４回飛行した。

については今後更に評価する必要がある。

この実験では，データ処理装置に新たに組み込んだ実時

図４
７は８０
０m 先の送電線をミリ波レーダで探知したと
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間データ処理・表示アルゴリズムの性能確認と実験デー
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タの収集を主に行った。図４
８は平成１
７年２月及び１
６年９

起 因 す る 低 周 波 域 の ノ イ ズ を 避 け る た め，閾 値 は-

月の風景を示している。２月の実験のときこの場所付近

３５dBm 前後に設定した。図４
９
（a）はカラーカメラのみ

はにわか雪の状態となり，観測位置，時間によっては視

による表示で，降雪の影響で送電線の発見は容易でなく，

界不良となった。好天時の視界と比較すると，送電線の

この画像からも送電線を識別するのは困難であった。

視認が著しく困難となっていることが分かる。

図４
９
（b）はこのシステムで障害物を探知したときの

図４９は，２月３日午後の送電線を約４０
０m 離れて観測

表示で，レーダ出力窓には目標（送電線）に対応するピ

し，障害物探知・衝突警報システムで表示した例である。

ーク信号が現れており，これをもとに送電線までの距離

観測した送電線は直径３８４
. mm のアルミより線で，これ

が計算される。一方，画像出力窓にはカラー画像と送電

を８
０cm 間隔で６本束ね１条の電線としている。地上か

線を緑色に強調した赤外線画像とが融合・表示されると

ら送電線までの高さは約９
０m である。図４
９の左上は画

共に，距離情報窓には障害物までの距離が表示されてい

像出力で，赤外線，カラー画像を統合表示すると共にミ

る。現在のシステムでは障害物の発見時に警報を発生す

リ波レーダからの出力があるときはその距離情報で障害

る機能はないが，その機能の付加は容易である。

物の濃度を変える設計としている。図の左下はレーダ出

この実験から，現在のシステムではセンサからのデー

力のスペクトル表示窓，右下はレーダによる距離情報窓

タ取り込み，障害物探知，距離計算及び障害物の強調表

である。障害物を自動で検知するため，レーダ出力に閾

示まで一連の処理を毎秒５枚程度以上の更新レートで実

値を設定し，それを超えた時に警告のための融合画像と

行できることが分かった。したがって，このシステムは

障害物までの距離を表示することとした。レーダ構造に

リアルタイムでの障害物の探知，表示に関する開発目標

図４
８ 季節による山間部の風景の違い

図４９ 約４
００m 離れた送電線の障害物探知・衝突警報システ
ムでの表示
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を満足していることが分かった。

図５
２に６０
０m 地点におけるカセグレンアンテナレーダの

（iii）平成１８年３月の実験結果

出力，図５
３に同じ測定条件におけるプリント反射板アン

平成１８年３月実験では，フライト毎にカセグレンアン

テナレーダの出力を示す。ここで縦軸は時間軸，横軸は

テナとプリント反射板アンテナとを交換して測定し，結

レーダ信号の周波数から求めた距離，グラフ上の色はレ

果を比較した。図５０に近距離時，および図５
１に遠距離時

ー ダ 信 号 の レ ベ ル［dBm］を 表 し て い る。図５
３は

のシステムの表示例を示す。

３
- ０dBm から-５０dBm の範囲を拡大して表示した。また，

前回の実験とは異なり，融合画像は障害物までの距離

両図中１
８０m と７５
０m 付近に見られる垂線状の信号は実

に対し，色調を赤─黄色─緑─水色─青と変化させた。

験中に混入した AD コンバータの高調波ノイズである。

これにより，より直感的に距離を認識できることが示さ

両図中には２本の平行な筋のような送電線からの反射信

れた。これらの処理速度は１
７年２月の試験時と比較して

号が見られ，また大きな円のような鉄塔からの比較的強

アルゴリズムの高速化を図ったことから，毎秒８枚程度

い反射信号が見られる。

となった

［３
６］

。

また，カセグレンアンテナ使用時には８００m 地点でも
十分に自動検知できたが，プリント反射板アンテナ使用

両図を比較することでカセグレンアンテナの場合には
検出閾値を超える値が多く見られるが，プリント反射板
アンテナの場合閾値を超える値はなかった。図５３より，

時には，遠方では十分な信号強度が得られず，自動検知
機能が十分に動作しなかった。そこで，飛行中に PC で
記録したレーダの信号からスペクトログラムを作成した。

図５２ ６
００m 地点におけるカセグレンアンテナ使用時のレー
ダ出力
図５
０ 近距離時の警告システム表示例

図５
１ 遠距離時の警告システム表示例
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図５３ ６
００m 地点におけるプリント反射板アンテナ使用時の
レーダ出力
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鉄塔からの信号の最高値は約-３
２dBm，電線部分から信

で飛行し，観測点に到達したらホバリングしつつ観測を

号値の最高値は約-４
３dBm であった。このとき付近の周

行っている。この方式では，観測点設定時の地図上の送

波数帯域におけるノイズは約-５０dBm であり，電線に対

電線読み取り誤差，GPS 誤差，ヘリコプタと電線との高

して約７dB の S/N 比が得られた。８０
０m 地点における

度差及びホバリング時の機体揺れ等多くの誤差要因があ

スペクトログラムでは，鉄塔以外の顕著な信号は見られ

る。したがって，送電線─レーダ間の距離を２００，４
００，

なかった。

６
００，８
００m となるように観測点を設定しても，実際の距

この結果，プリント反射板アンテナレーダは６０
０m の

離は不明確である。

電線検出まで可能といえる。今後さらに利得の高いプリ

高出力ミリ波レーダの距離誤差は，地上実験結果から

ント反射板アンテナを導入することで更なる覆域の拡大

システムの誤差要件５％以下を充分満足すると共に，飛

［３
７］
が期待される ［３１］，
。

行実験時には離陸前に地上で校正を行っていることから，
３章で論じた測定誤差２％程度以下になっている可能性

６.４ ミリ波レーダの障害物探知率向上に関する考察

が高い。一方，図５
２及び図５
３から，レーダで測定された

本システムのレーダは，各観測点で常に障害物を検出

送電線─レーダ間の距離は事前に設定距離より８−１
４％

し，距離情報を出力しているわけではない。特にこれま

程度長く表示されている。したがって，本実験における

での実験結果から，目標が遠方になるほどレーダによる

観測点での設置距離と実距離との誤差は６−１
６％程度と

送電線の探知率は低下することが分かった。これは，こ

見込まれる。

のレーダは基本的にジンバル上に固定され，掃引機能が

なお，このことは誤差校正を精度よく行うならば，

ないために１点を指向しており，かつレーダアンテナの

GPS での精密進入飛行方式の評価等，新しい航法装置

指向性はきわめて鋭く（半値幅約１５
. 度）８０
０m 離れた点

の誤差評価の基準として本レーダが活用できる可能性を

でもビームの直径が約２０m にしかならないため，ヘリ

示しており，本研究の他分野への活用の一例になると期

コプタの動揺等でレーダビームが送電線から外れやすい

待できる。

ことが一つの理由である。また，現在の送電線はほとん

以上，障害物探知・衝突警報システムを用いた検証実

どアルミより線となっており，そのレーダ断面積はレー

験から，本システムのデータ処理表示装置は，障害物探

ダ，送電線間の観測角度で大きく変化することが報告さ

知とその強調表示処理をリアルタイムで行えることが明

［１
０］

。したがって，送電線をレーダで確実に検

らかとなり，本研究の開発目標は満足できた。この実験

出するためにはアンテナに掃引機能を付加する必要があ

結果は，障害物の発見が困難な降雪状態での飛行におけ

る。

る本システムの有効性を示す典型的な例となった。

れている

また，掃引機能の付加以外にもレーダの障害物検出率
を上げる工夫が考えられる。図５
２のレーダ出力は，他の

６.５ 障害物探知・衝突警報システムの小型化

図のスペクトル表示とは異なり，スペクトルの信号レベ

これまでの地上実験及び３回にわたる検証飛行実験の

ルが高い周波数部分が明るく表示され，その時間経過を

結果，本研究で目標とした多くの技術課題について達成

観察しやすいスペクトログラム表示である。この図を用

または達成の目処が立ち，その技術を活用して開発した

いるとレーダデータ中の目標検出頻度，距離情報のばら

ヘリコプタ搭載障害物探知・衝突警報システムは，いく

つき等が容易に分析できる。断続的ではあるが送電線か

つかの課題が残ってはいるが実用が期待できる段階に達

らの反射と考えられる高いレベルの信号が現れている。

していると言える。

また，ヘリコプタの動きを表していると考えられる信号
の周波数変動，即ち距離変動も観測された。この図から，

残された課題のうち，実用化を考慮したとき最も重大
なものは現在の障害物探知・衝突警報システムの大きさ，

レーダで目標の検出率を上げるためには，スペクトル中

重量である。即ち，６１
. 節で述べたとおり，試作したシ

の高レベル信号の時間変化等も考慮した信号処理を行う

ステムは総重量約２
１２kg であり，２台のラック寸法はそ

のが望ましいことがわかる。但し，このような処理は一

れ ぞ れ８
２０×７０
０×４５
０mm，６
２０×６
４５×４４
０mm，セ ン サ

般に時間がかかることが多くリアルタイム性と矛盾する

を 搭 載 し た ジ ン バ ル 装 置 の 外 形 寸 法 は 約６２
０×９０
０×

ため，妥協点を求める必要があると思われる。

６０
０mm，最高消費電力は約１５
. kVA となっている。

次に本実験の精度について考察する。前述のとおり，
本実験でヘリコプタは指定された観測点に GPS の情報
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め補助機器類で実用システムでは不要あるいは大幅に簡

ミリ波レーダによる遠方の障害物探知率を上げるため，

易化できるものが含まれている。４章で論じた基本構成

アンテナへの掃引機能付加，レーダ出力のスペクトログ

部分のみを考えれば，システムは大幅に小型・軽量化で

ラム分析等について提案した。また，今回の実験で採用

き，現段階で重量は５
０kg 程度となる。

した地図，GPS による飛行コース及び観測点設定法の誤

大きさについても，アンテナの小型化，回路の工夫等
でミリ波レーダ部の容積半減は容易であることは実験結

差について，ミリ波レーダでの測定距離をもとに考察し
た。

果が示している。赤外線カメラについても将来的には小

以上，本研究で開発されたヘリコプタ搭載障害物探知

型軽量化した新型カメラの発売が期待できる。また，レ

・衝突警報システムを用いた検証実験から，以下に記す

ーダデータ処理装置，制御装置等は専用装置として設計

本研究の課題はすべて達成できたと考える。

すれば大幅に小型軽量化できる。
以上，今回試作したヘリコプタ搭載障害物探知・衝突

（a）赤外線カメラによる障害物探知範囲と探知精度の
向上

警報システムはデータ記録及び実験時の信頼性確保を前

（b）ミリ波レーダ用データ処理技術の確立

提としているため大型化，重量化しているが，実用化を

（c）ミリ波／赤外線を用いた障害物の探知，警報・表

考えるとき支障を生じるような大型・重量装置はなく，
ここで述べた考え方で設計を行えばシステムの小型，軽
量化は可能であると考える。
６.６ まとめ
ヘリコプタに搭載可能な障害物探知・衝突警報システ
ムを開発し，検証飛行実験を行った。
まず，実験に適した場所（空域）についてシステムの
機内設置状況，本研究の技術目標，飛行実験基地の場所
（岐阜県各務原市）等をもとに検討し，岐阜県美濃市，
関市及び山県市の山間部で実施することにした。次いで

示手順の確立
（d）実験用障害物探知・衝突警報システムの開発と実
証実験の実施
なお，残された主な課題は以下のとおりである。
（１）赤外線カメラ用標準レンズ，１００mm 望遠レンズ
の送電線検出率評価
（２）送電線数，大きさ，観測角度等を考慮したミリ
波レーダの送電線探知性能評価
（３）データ処理，表示アルゴリズムにおける障害物
強調表示パラメータの再調整

観測目標とする送電線の位置，観測点等を決定し，それ

（４）レーダアンテナへの掃引機能追加

をもとにした飛行方法図を作成した。

（５）システムの更なる小型化策の検討

平成１６年９月，１
７年２月，および１
８年３月と３回に分
けて飛行実験を行い，データの収集とシステムの動作確

７．結論

認を行った。１６年９月の実験の結果，赤外線カメラはフ
ォーカス調整と感度調整等を精密に行うことで５０mm 標

「ヘリコプタの障害物探知・衝突警報システムに関す

準レンズでも８
０
０m 先の送電線，架空地線が検出できる

る研究」では，平成１
３−１７年度の間に主に以下の５課題

ことを示した。ヘリコプタ搭載用高出力ミリ波レーダは，

に関して研究した。

８０
０m 先の送電線を探知できることを明らかにした。
１７年２月の実験によって，障害物の目視発見が困難な

（１）障害物探知用赤外線カメラの性能向上
（２）障害物探知用ミリ波レーダの性能向上

降雪時における本システムの有効性が明らかとなった。

（３）ミリ波レーダ用アンテナの開発

また，このシステムはセンサからのデータ取り込み，障

（４）ミリ波／赤外線データ処理・障害物表示法

害物探知，距離計算及び障害物の強調表示まで一連の処

（５）検証飛行実験の実施と考察

理を毎秒５枚程度以上の更新レートで実行できた。
１８年３月の実験においては，障害物提示を融合動画像

まず（１）については，赤外線カメラの障害物探知距

の色で距離情報を表示することで，より直感的に危険性

離を８
００m 程度まで拡大するため赤外線望遠レンズの利

を認知できることが示された。また，プリント反射板ア

用を検討し，実験によってその性能を評価した。赤外線

ンテナを用いた試験を実施し，利得が少ないため６０
０m

画像のコントラストを増強し，画像中の目標（送電線）

程度の検知距離となったが，大幅に重量，サイズを低減

を強調表示するいくつかの赤外線画像処理アルゴリズム

できる手法を検証した。

を考え，その効果について評価した。
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（２）については，出力１０
０mW，周波数９
４GHz のヘリ

（２−１）ヘリコプタに搭載可能な高出力ミリ波レー

コプタ搭載用 FMCW レーダを開発し，ミリ波の基本特

ダを開発した。このレーダは，大きさ２
８０×２
８０×３１
４mm，

性を地上実験で評価した。レーダ信号をパソコンで高速

周波数９
４０
. ５GHz，出力０１
.０
２W，帯域幅１
９７MHz である。

処理するためのデータ変換器及び S/N や距離精度を向

このレーダの送電線探知可能距離は８
０
０m 以上，距離誤

上させるためのレーダデータ処理法について研究した。

差は５％以内となった。

また，ヘリコプタ搭載可能な高出力ミリ波レーダを共同
で開発し，その出力，周波数等を精密に測定した。
（３）については，レーダ用アンテナ小型化のため，

（２−２）レーダ出力を直接パソコンで分析できる
AD 変換器を開発した。この装置を用いることでデータ
処理の高速化とシステム小型化が可能となった。

ミリ波スロットアレイアンテナの利用を提案し，その特

（２−３）上記変換器を用い，レーダ出力を高速処理

性について実験的，解析的に検討した。これらを一次放

してレーダ信号の S/N を向上させるアルゴリズム，及

射器とし，フレネル反射板を反射器とするリフレクタア

びレーダに最も近い障害物を確実に検出するアルゴリズ

ンテナの開発と評価を行った。また，フレネル反射板の

ムを開発した。

高効率化，および二重反射型フレネル反射板アンテナの
開発を行った。
（４）に関しては，赤外線カメラ，カラーカメラから

（３−１）誘電体基板上に６個の長方形開口を持ち，
リターンロス-２
０dB 以下，ゲイン９dBi のスロットアレ
イアンテナの試作に成功した。

の画像を高速で融合表示するための画像処理プログラム

（３−２）スロットアレイを一次放射器とし，半波長

を開発した。この赤外線，カラー融合画像にミリ波レー

又は４分の１波長フレネル反射板を反射器とする平面リ

ダからの距離情報を付加し高速表示するためのアルゴリ

フレクタアンテナを開発した。このアンテナの最高利得

ズムについて検討した。（１）で述べた赤外線画像処理

は約３８dBi となった。

プログラムを追加し，赤外線，カラー及びミリ波データ

（３−３）占有体積を小さくする二重反射型フレネル

融合に加え，リアルタイムで障害物を強調表示するデー

反射板アンテナを開発した。この最高利得は約３６dBi と

タ処理・表示手順を検討した。

なった。

（５）については，検証飛行試験に先立ち障害物探知・

（４−１）カラー画像と赤外線画像の実時間融合プロ

衝突警報システムをヘリコプタに搭載するための機器ラ

グラムを開発した。このプログラムは毎秒３
０枚の融合画

ック等を製作した。さらに，ヘリコプタ上でシステムと

像を生成できた。

ヘリコプタの機能試験を行い，飛行安全性を確認した。

（４−２）カラー，赤外線融合画像にレーダ情報を埋

また，この検証実験に適した飛行場所（空域）や飛行方

め込んだ画像の生成法を開発した。この方法は，赤外線

法を検討した。それらの準備を行った後，３回の飛行実

画像の透明度を変化させることにより直感的にレーダ，

験を行い，データ収集とシステムの動作確認を行った。

目標間の距離を推測できる。

また，レーダの障害物探知率を上げる方法や実験の精度
等に関する考察を行った。

（５−１）ヘリコプタ搭載障害物探知・衝突警報シス
テムをヘリコプタに搭載して地上で機能試験を行った結
果，システムはすべて正常に動作しかつ飛行に支障を与

以上から得られた結論，主な研究成果は以下のとおり
である。なお，以下で例えば（１−１）
，
（１−２）及び
（２ − １）
〜（５ − ５）は そ れ ぞ れ 上 記 課 題（１）及 び
（２）〜（５）に関する結論を意味する。

えるものはないことを確認した。
（５−２）検証飛行実験は岐阜県美濃市，関市及び山
県市の山間部で実施した。
（５−３）平成１
６年９月の実験から，赤外線カメラは，
５０mm 標準レンズでもフォーカス調整と感度調整等を精

（１−１）１００m 赤外線望遠レンズを用いると，８０
０ｍ

密に行うと，８
０
０m 先の送電線，架空地線を検出できた。

以上先の送電線検出が容易となった。ただし，望遠レン

一方，高出力ミリ波レーダは，８０
０m 先の送電線を探知

ズは視界が狭いため，標準レンズを用いた探知性能向上

できた。

法について検討する必要がある。

（５−４）１
７年２月の実験で，本システムは障害物の

（１−２）赤外線画像中の送電線を抽出し，強調表示

目視発見が困難な降雪時において送電線を明瞭に強調表

できる適応型ゲインコントロール法等の画像処理プログ

示した。また，障害物探知から強調表示まで一連の処理

ラムを開発し，その有効性を示した。

を毎秒５枚以上の更新レートで実行できた。
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（５−５）１８年３月の実験で，二重反射型フレネル反

（株）
，
（株）アンプレットとの共同研究で実施されまし

射板アンテナで６０
０m 以上の距離で送電線を探知できた。

た。４章「ミリ波レーダ用アンテナの開発」ではフラン

アンテナへの掃引機能付加，レーダ出力のスペクトログ

ス国立科学研究センター，ニース・ソフィアアンティポ

ラムに基づく分析等でミリ波レーダによる遠方の障害物

リス大学電子アンテナ通信研究所との共同研究，および

探知率を上げられることを示した。

平成１
５年度から１６年にかけて当地にて「ミリ波レーダの
小型高性能化の研究」と題した在外研究として実施して

以上の結果は，本研究着手時の最終目標，
（a）有視界飛行環境下で，約８０
０m 先の障害物を探知
できるセンサ技術の確立
（b）視界不良時における障害物検知範囲の拡大
（c）障害物回避に必要な情報のリアルタイム（約１秒
以下）での提供

きました。ご支援，ご協力をいただきましたこれら機関
の関係各位に深く感謝いたします。
最後に，飛行実験でご支援をいただいた川崎重工業
（株）航空宇宙カンパニー及び送電線に関するデータを
ご提供頂いた電気事業連合会の関係各位に謝意を表しま
す。

（d）ヘリコプタに搭載可能な実験用障害物探知システ
ムの試作と実証実験の実施
がすべて達成できたことを意味している。
但し，障害物探知・衝突警報システムの実用化を考え
るとき，システムの改良のため，以下の課題を更に検討
する必要がある。
（１）システムの小型，軽量化
（２）本研究用途に適した赤外線レンズの検討
（３）ミリ波レーダアンテナ高性能化（掃引機能追加，
小型化等）
（４）データ処理，表示アルゴリズムの高性能化
（５）レーダ周波数の検討
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