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図1.　SystemVueと車載レーダーライブラリのMUSIC(MUltiple SIgnal Classification)による到来角(AOA)測定

主な利点

 – さまざまなシミュレーションシナリオにより、マイクロ波／ミリ波周波数バンドで車載レー
ダーを容易に検証できます

 – リニアFMCWマルチターゲット検出、車載レーダー 3次元スキャン、歩行者シナリオによるマ
イクロドップラー効果の検出などの実用的なワークスペースサンプルを使用して、すぐに開始
できます

 – 測定器を使用してFMCW波形やシナリオを、シミュレーションから直接出力できます
 – Keysight 89600 VSAソフトウェアと相互接続して、デザインプロセスの開始から終了まで一
貫性を確保できます

はじめに

Keysight EEsof EDA SystemVue W1908 車載レーダーライブラリは、周波数変調連続波(FMCW)レーダー
の波形出力、信号変調、アンテナモデリング、チャネルシミュレーション、信号処理を実行できる包括的
なツールです。ユーザーは容易に異なるモデルを接続して、独自の車載レーダーシミュレーションのシナ
リオを作成できます。同時にユーザーは、マルチターゲットの距離や速度の測定、アンテナアレイを用い
た3次元スキャニングレーダーなどのリファレンスデザインを使用して、独自のアイデアを早い段階での
シミュレーションやプロトタイプに簡単に実装できるようになります。

MUSIC AOAシミュレーション

軌跡レイヤー アンテナレイヤー

ターゲット2

ターゲット1

信号レイヤー
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実際の車載レーダーシナリオにアイデアを反映

車載レーダーライブラリをKeysight EDA SystemVueエレクトロニック・システム・レベル・シミュ
レーション・プラットフォームに追加すれば、安全重視のクリティカルかつ複雑なシナリオを、
信頼性の高い最先端の車載レーダーデザインに統合できます。コストと時間が制約されたプロジェ
クトに対応できるソリューションが得られ、到来角(DOA)や位相比較といったアルゴリズムを開発
できます。

車載レーダーライブラリではパラメータ化されたマルチスキャッターターゲットのシミュレー
ションモデルを利用でき、ファイルをインポートしてターゲットのマイクロドップラー効果を表
示できます。このライブラリは、地面クラッターシミュレーションのためにアンテナ・パターン・
ファイルをインポートすることもできます。

シミュレーションからパイロット／プロトタイプ作成までの製品開発サイクルを加速するために、
SystemVueプラットフォームから測定器に接続して、スケマティックワークスペースで入力／出
力を追加することにより、データファイルをアップロード／ダウンロードできます。

車載レーダーライブラリを使用してできること

 – リニアFMCW、MFSK、高速チャープの信号生成
 – マルチターゲット検出シミュレーション
 – アンテナの3次元スキャンシミュレーション
 – 歩行者のマイクロドップラーシミュレーション
 – レーダー・シーン・シミュレーション：地面クラッター、歩行者、マルチスキャッターター
ゲット

 – EMPro/HFSS/CSTアンテナファイルのインポートによるフェーズド・アレイ・シミュレー
ション

 – チャネルが非常に少ない条件での位相比較およびDOAの計算
 – 測定器の接続、測定データのアップロード／ダウンロード

W1908 車載レーダー 
ライブラリの対象ユーザー

 – 独自のレーダー波形デザイン、
DOAの計算、マイクロドップラー
効果の検出などの検証が必要な車
載レーダー・ベースバンド・アル
ゴリズムの開発者。

 – 送受信アンテナチャネル数、天候、
クラッターなどの影響の評価が必
要な車載レーダーシステム設計者。
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モデリング

現在、車載レーダーライブラリには、新規およ
びW1905 レーダー・モデル・ライブラリの既
存ブロックを含む40種類以上のモデル、リファ
レンスデザイン、その他の車載レーダーサンプ
ルが付属しています。歩行者シナリオモデルは、
車載レーダーライブラリのみで使用できます。

表1.　W1908EP/ET 車載レーダーライブラリのモデル

シミュレータ モデル
送信信号の出力 CW、FSK、LFM（リニアFM）
送信チャネル／アンテナ Txアンテナ、Txアンテナ偏波、Txフェーズドアレイ、 

Txマルチチャネル、Tx DBS 2次元
ターゲット／環境 ターゲット、エコージェネレーター、ターゲット散乱位置、 

ターゲット軌跡、プラットフォーム、クラッター 2次元、 
クラッター H、位相シフト、伝搬損失、RCS、クラッター出力、 
ターゲットエコー

受信チャネル／アンテナ Rxアンテナ、Rxアンテナ偏波、Rxフェーズドアレイ、 
Rxマルチチャネル、Rx DBS 2次元

信号処理 MTD、MTI、CFAR、DOA、ディテクター

Keysight EDA SystemVueのユーザーはW1908のリファレンスモデルと同様にユーザー独自の知
的財産(IP)を使用して、車載レーダーコンポーネント／システムを容易にデザインできます。

信号出力

 – CW/FSK/リニアFMチャープを含む基本 

波形
 – SystemVueからキーサイトの任意波形発
生器／ベクトル信号発生器に波形をダウン
ロードして、RF/マイクロ波／ミリ波バン
ドにアップコンバート可能

図2.　さまざまなFMCW波形に対応。波形を作成してキーサイトの測定器にダウンロードできます。

FMCW信号の出力

アップコンバートした信号出力

三角波FMCW

任意波形発生器

任意波形発生器

低位相雑音LD
小型コンバーター

のこぎり波FMCW

SystemVueからの波形ダウンロード

台形波FMCW
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ターゲットモデル

以下の主要なパラメータが含まれています。

 – ターゲット位置、初期距離、速度、高さ、
速さ

 – 歩行者用の10種類以上の散乱（散乱図、
RCSなど）

 – ターゲット散乱位置、ターゲット軌跡
 – 歩行者シナリオモデル、軌跡をカスタマイ
ズした独自シナリオモデル

図3.　安全性とセキュリティーのために体の各部位が相対的に異なる動作をすることへの理解がますます不可欠
になっています。このような動作は時間軸に複数のドップラーとして表示されます。

アンテナモデル、Tx/Rx、 
環境

以下の主要なパラメータが含まれています。

 – クラッター 2次元、高さ
 – M×Nプレーナーアレイに等価なM（水平
方向）/N（垂直方向）個の素子による3次元
スキャン

 – 位相シフト、伝搬損失
 – レーダー断面積(RCS)、クラッター出力、
ターゲットエコー

 – アンテナ・パターン・ファイルのインポート

頭

肩
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膝

踵
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W1908 車載レーダーライブラリとW1905 レーダー・モデル・ライブラリの違い

表2.　SystemVueライブラリの比較

SystemVueエレメント 車載レーダーライブラリ レーダー・モデル・ライブラリ
モデル番号 W1908EP/ET W1905EP/ET

対象ユーザー 車載レーダーシステム設計者、アルゴリズム開発者、 
システム検証エンジニアなどの研究開発エンジニア

汎用レーダー、軍事/EWレーダー、パルス関連アプリケー
ションのデザイン／シミュレートを行う研究開発エンジ
ニア

内容 新規およびW1905の既存ブロックを含む40種類以上の 
モデル、リファレンスデザイン、その他の車載レーダー
サンプル

高度にパラメータ化された110種類以上のシミュレーショ
ンブロック、すぐに使用できる数十種類の汎用リファレ
ンスデザイン

このライブラリで、歩行者シナリオモデルを独自に 
利用できます

このライブラリで、パルス圧縮、パルスドップラー、EW、
SAR、STAPを利用できます

主要な例 リニアFMCWマルチターゲット検出
車載レーダー 3次元スキャン
マイクロドップラー効果（歩行者検出）

アプリケーション FMCW/FSK/リニアFMチャープを利用した車載レーダー いくつかの車載レーダーのサンプルを含む、商用と 
EW/軍事の両方のアプリケーション

付属品 W1720は付属しません W1720 フェーズド・アレイ・ビームフォーミング・ 
キット

システム要件 W1461 SystemVue Comms Architect W1461 SystemVue Comms Architect

車載レーダーコンポーネント／システムのデザイン／シミュレーションをすぐに実行しなければならない場合は、W1905 レーダー・モデル・ライブ
ラリよりも安価なW1908 車載レーダーライブラリを利用できます。

シミュレーション／アプリケーションサンプル

SystemVueと車載レーダーライブラリにより、車載レーダーシステムのモデリング／デザイン／検証が可能なシミュレーションプラットフォームを
実現できます。SystemVueソフトウェアに付属する以下のサンプルを使用して、すぐにシミュレーションを開始できます。

表3.　W1908EP/ET 車載レーダーライブラリで利用できるサンプル

サンプルワークスペース 概要
AutomotiveRADAR_3Dscan.wsv フェーズドアレイ3次元スキャンによる、車載レーダーシナリオ情報の理解
AutomotiveRADAR_MicroDopplerEffect.wsv 歩行者のモデリング／検出
AutomotiveRADAR_MultiTargetsDetection.wsv リニアFMCW信号によるマルチターゲットの距離／速度の検出
AutomotiveRADAR_MUSICAOA.wsv MUSIC(Multiple SIgnal Classification)による到来角(AOA)測定
AutomotiveRADAR_PhasedArray.wsv フェーズドアレイのステアリングの表示
AutomotiveRADAR_PhaseDifferenceAOA.wsv Rxアンテナ素子の位相差による到来角(AOA)測定
AutomotiveRADAR_SignalGeneration.wsv リニアFMCW/FSK/MFSK信号の作成と測定器の接続
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シミュレーション／アプリケーションサンプル（続き）

サンプル：車載レーダー 3次元 
スキャン

車載レーダーには、ターゲットの方位角情報だ
けでなく、距離および速度に関する仰角情報が
必要です。2次元スキャンシステムを利用する
場合は、M素子の水平成分受信アレイとN素子
の垂直成分送信アレイによるスキャンアレイと
は別に仰角領域のスキャンが必要になります。
M個の受信チャネルとN個の送信チャネル（M＋
N）はM×Nのプレーナーアレイと等価なので、
空間を方位角と仰角で分割して、角度格子に
よって3次元スキャンを表示できます。トラン
シットアレイにより仰角スキャンを、受信アレ
イにより方位角スキャンを実行して、数値、2次
元の断面、3次元の空間分布などのさまざまな
シミュレーション結果をSystemVueで取得で
きます。

図5.　プラットフォームで、ターゲットの位置、速度、ターゲットRCS（レーダー断面積）などのパラメータを使
用して3次元スキャンシナリオを作成し、さまざまなトレース／分布のプロット結果を表示できます。

サンプル：リニアFMCWマルチ 
ターゲット検出

リニアFMCWのシングルトーンのアップチャー
プ／ダウンチャープを行ってすべてのターゲッ
トのエコー／ビート周波数を取得し、マルチ
ターゲット検出をシミュレートして、距離‐速
度ダイアグラムに表示できます。

図4.　このサンプルでは、検出された3つのターゲットが距離‐速度ダイアグラムに表示されています。

車載レーダー 3次元スキャン
軌跡レイヤー

信号レイヤー

3つのターゲットの距離

アンテナレイヤー 3つのターゲットの 
エコーパワー

（方位角および仰角の
分布結果）

3次元座標システムでの
3つのターゲットの
空間分布結果

リニアFMCWマルチターゲット検出

Tx信号

距離‐速度
ダイアグラム

ターゲットエコー ビート周波数 FMCW Tx信号

ビート周波数
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サンプル：歩行者ターゲットモデル
のマイクロドップラー効果

車載レーダーは、車両や歩行者などの動作して
いる物体の他に、複数の静止している物体も検
出できます。車両ターゲットは構成部品が相対
的に静止しているので独自のドップラー値を持
ちます。一方、歩行者ターゲットは瞬時速度が
異なる腕や足のような多くの部位から構成され
ています。歩行中に腕や足は周期的に動き、ドッ
プラースペクトラムは周期的に変化します。車
載レーダーはマイクロドップラースペクトラム
分布を使用して、歩行者や車両とターゲットを
容易に区別することができます。

図6.　速度／高さの定義済み歩行者パラメータだけでなく他のパラメータも使用した歩行者ターゲットモデルの
サンプル。体の各部位に対応する動作モデルがマイクロドップラースペクトラムにプロットされています。スペ
クトラムは、頭、首、腕、胴体、足を表します。

シミュレーション／アプリケーションサンプル（続き）

歩行者のマイクロドップラーシミュレーション

軌跡レイヤー

マイクロドップラースペクトラム

ユーザー定義のマイクロドップラースペクトラム

信号レイヤー
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オーダー情報

W1908 車載レーダーライブラリは、W1461BP 

SystemVue Comms ArchitectなどのSystemVue

コア環境またはバンドルにオプションとして追
加できます。

使用できるSystemVueコア環境

 – W1461 SystemVue Comms Architect

 – W1462 SystemVue FPGA Architect

 – W1464 SystemVue RF Architect

 – W1465 SystemVue System Architect

 – W1467 SystemVue Array Architect

モデル番号 概要
W1908EP/ET 車載レーダーライブラリ

その他の情報

www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-automotive-radar 

製品情報

www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue

製品構成

www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-configs 

参考ビデオ

www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-videos

30日間の試用版の請求

www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-evaluation
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1939年以来の進化

キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、スペシャリストが、お客様の次のブレークスルー
を実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。
ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ

myKeysight

www.keysight.co.jp/find/mykeysight
ご使用製品の管理に必要な情報を即座に手に入れることができます。

www.keysight.co.jp/find/eesof-systemvue-automotive-radar

詳細については、以下のウェブサイトをご覧くだ
さい。
www.keysight.co.jp/find/software

まずは、30日間の無料試用版をお試しください。
www.keysight.co.jp/find/free_trials

次世代の解析のダウンロード
キーサイトのソフトウェアには、専門知識に裏付
けされたノウハウが凝縮されています。キーサイ
トは初期のデザインから最終製品の出荷に到るま
でに必要となるツールを提供し、解析データが有
用な情報へ、さらに設計上の知見となることを加
速させ、デザインサイクルの効率化に貢献します。

 – エレクトロニック・デザイン・オートメー
ション(EDA)ソフトウェア

 – アプリケーションソフトウェア
 – プログラミング環境
 – プロダクティビティーソフトウェア


