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Abstract: We have so far evaluated velocity estimation of moving obstacles using a group tracking algorithm using 77 GHz band FMCW radar for 

supporting eBike safe driving in urban bicycle-dedicated lane in central Tokyo. But the evaluation has been done in short term (distance) for about 5 

sec (100 m). In this study, we evaluated the detections and the estimated velocities of the moving obstacles using the group tracking algorithm in an 

long term for about 5 minutes (1 km).  

１. はじめに 

我々は，都心自転車専用レーンにおいて高速走行す

る eBike の安全走行支援を目的にミリ波レーダを

eBike に搭載し，グループトラッキングアルゴリズム

を用いて高速で移動する障害物の検出及び速度推定に

関する検討を行ってきた[1-6]．しかしながら 100 m 程

度の短区間での評価であった．本研究では 900 m 程度

の長区間における障害物の検出及び速度推定の結果を

報告する． 

２. レーダ信号処理 

まずI/Q raw data の fast time 方向に対して range-FFT

処理と行う．各オブジェクトまでの距離𝑹は𝑹 = c𝒇b/

2𝑆により算出される．ここで𝒇bは各オブジェクトの中

間周波数，cは光速，𝑆はチャープの傾きである．次に

移動するオブジェクトを検出するために，range-FFT 後

のデータを slow time 方向に対して Doppler-FFT 処理を

行う．この時の速度𝑽rは𝑽r = 𝜆𝒇d/2により算出される．

ここで 𝒇dは Doppler-FFT 処理で得られる位相差

∆𝝋(= 2𝜋𝒇d)から算出されたドップラ周波数，𝜆は波長

である．最後に Doppler-FFT 後のデータをアンテナ方

向に対して angle-FFT 処理を行う．各オブジェクトの

レーダから見た角度𝜽は𝜽 = sin−1(𝜆∆𝝎/2𝜋∆𝑑) により 

算出される．ここで∆𝑑は受信経路差，∆𝝎は angle-FFT

処理で得られる位相差である．複数フレームにわたる

グループトラッキング処理から高速移動の自動車やバ

イクを検出し，最終的にポイントの状態（速度や SNR

等）からガードレールや駐停車車両等の静止障害物を

分類検出する． 

３. 実験方法及び結果 

自転車前方に設置したレーダの主な仕様は，アンテ

ナが 3 送信 4 受信，水平垂直の半値角は送受信共に±

35°及び±4°，送信信号の初期周波数は 77 GHz 帯域幅

は約 691.1 MHz，チャープ時間は 59.05 s，フレーム時

間は 200 ms，スロープは 18.49 MHz/s とした．また自

転車の実速度は，前方にスマートフォンを設置し撮影

した動画中の白線の移動速度より算出した． 

図 1 に走行実験経路，図 2 に障害物の検出結果の一

例を示す．  
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図 1 走行実験経路 

 

 

(a) 撮影画像 

 

(a) ポイントクラウド 

図 2 障害物の検出例 
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