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D ATA  S H E E T

1 Advanced Driver Assistance Systems and Autonomous Driving（先進運転支援システム／自動運転）の
略称としてADAS/ADを使用します。

レーダー・シーン・エミュレーター

はじめに
自動運転がレベル3、4そして5へと進化するにつれて、より信頼度の高い安定したADAS/AD 1

アルゴリズムが求められます。これは路上試験のためだけでなく、最終的には実際の車両に 

搭載することを見据えているからです。キーサイトの自動運転エミュレーション(ADE)プラッ
トフォームは、ありふれたシーンから100万分の１のコーナーケースまでラボ内でテストで 

きる、リアルな道路のシナリオを提供する環境エミュレーターです。

このプラットフォームは、「トータル・シーン・ジェネレーター」を利用することで、実際の
センサーと同期した入力信号を使ってシステムとアルゴリズムを試験します。オープン 

アーキテクチャーなので、既存のハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)システムや3Dモデラー
によってループを閉じることもできます。これらの機能はきっと、ソフトウェアシミュレー
ションと路上試験とのギャップを埋めるソリューションになることでしょう。
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検知、判断、そして学習を加速
キーサイトのレーダー・シーン・エミュレーター (RSE)は、ADEプラットフォームの中でもコア

となる製品です。レーダーを搭載しているADAS/ADソフトウェアの性能と応答について、連続

的な視野角(FOV)全体を見渡して遠近両ターゲットが含まれるような複雑なシナリオの試験をラ

ボ環境で行います。自動運転における状況判断は、テスト装置によって制限された環境だけで

なく、包括的な実環境のシーンに対して行うことが求められます。

RSEなら、現在は路上でしか試験できない、実環境に沿った状況判断を必要とする複雑なシー

ンをラボ環境でテストできます。またRSEの業界初のアプローチでは、静止中／移動中の両方

を想定した、複雑で再現性のある混雑したシーンの状況判断テストを実施できるので、早い 

時期より、ADAS/ADアルゴリズムの学習を加速することができます。

RSEはあらゆるシーンでリアリティーを最大化しているので、視野、最短距離、対象物ごとの

ポイント数、干渉の4つの分野で優れた能力を発揮します。標準仕様の中で、各分野におけるリ

アリティーの高いシナリオ作成をサポートしています。拡張機能を使用すれば、ADAS/ADテス

トにおけるリアリティーをさらに増加させることもできます。環境条件、交通密度、速度、 

距離などのあらゆる組み合わせを使用して、シーンにに含まれるすべての対象物を表現しな 

がら、実環境の走行シナリオをラボでエミュレートすることができます。

図1.　キーサイトのレーダー・シーン・エミュレーター (RSE)。
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リアルなラボ試験でテクノロジーのギャップを埋める
ADAS/ADの開発において重要な目標の1つは、自動運転システムの性能と安全性に対する信頼

を得ることです。これまでのテスト工程では、ソフトウェアシミュレーションと路上試験の

ギャップに悩まされてきました。ソフトウェアシミュレーションは便利で有用ですが、実際の

センサーの応答や実環境の不完全さを適切にエミュレートすることはできません。また、路上

試験は再現性がなく、コストがかかり、開発プロセスの早い段階で実施するには高いリスクを

伴います。ADAS/ADアルゴリズムの能力として最も重要なのは、最終的に、人と資産の安全を

確保することです。それだけに、ソフトウェアシミュレーション、ラボ内でのシーン作成、路上

試験の3つの手法すべてを使用することが非常に重要になってきます。

実際のセンサー応答のテストを含め、ラボでフル3Dシーンをレンダリングするビジョンが必要

です。しかし、現在のレーダーターゲットをエミュレートする環境には、いくつかテクノロジー

のギャップがあります。

 • ターゲット数と視野角の制限

 • 近接したテストの距離の制限

 • 対象物の解像度不足

20以上の特許を持つRSEは、複雑で緻密な運転環境シナリオをラボ内でエミュレートするこ 

とで、このギャップを埋めています。キーとなるコンセプトは、トータル・シーン・ジェネレー

ターです。これは、連続した視野全体に一貫して高い再現性をもたらします。
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ありふれたものから100万分の１のコーナーケースまで、 
さまざまなシナリオを作成
少数のターゲットに対してADAS/ADレーダーの検出ルーチンを評価すると、実際の状況が見え

なくなってしまいます（図2）。

図2.　1ターゲットに1点のシステムでシミュレートしたターゲットの例。2つのターゲットが表示されてい
ますが、1つ目のターゲットは自車両から6 m以上離れていないとシミュレートできず、右側の車は完全に
見落とされています。近接した2つのターゲットは結合されています。

図3.　RSEは分解能が優れているので、リアリティーの高いシーンを作成できます。自車両から1.5 mの 
近距離で最大512個のターゲットをエミュレートします。

RSEを使用すれば、速度、方向、自車両からの距離、角度などの個別の属性を持つ最大512個

のターゲットを含むシナリオを作成することができます（図3）。
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表1は、最新のNCAP/NHTSA 2 テストケースから一般的なADAS/ADのレーダー機能まで、 

カバーすべきいくつかのシナリオです。RSEは、お客様独自のテストライブラリに含まれるコー

ナーケースもサポートします。暗い田舎道に鹿が飛び出してくる場合や、その他のリスクの高

い状況まで対応可能です。

表1.　キーサイトの RSEは ADAS/ADのレーダー機能の必須テストおよび独自のテストケース

に対応可能です。

NCAP/NHTSA 一般的なADSのレーダー機能／テスト

 • 安全性アシスト：衝突被害軽減ブレーキ
(AEB)

 • 安全性アシスト：レーン・サポート・ 
システム(LSS)

 • 交通弱者の保護： 
歩行者用AEB

 • 交通弱者の保護： 
自転車用AEB

 • 前方衝突警告(FCW)

 • 車線離脱警告(LDW)

 • 車線維持支援(LKA)

 • 先行車追従制御(ACC)

 • 衝突回避ステアリングアシスト

 • クロストラフィックアラート

 • 死角検知

 • 後方自動ブレーキ

これらの機能／テストケースに加え、発生確率がゼロではない危険な状況は車両のライフサイ

クルを通して多く存在します。以下のようなケースは、公道で走行試験をする前に、ラボで 

早期にテストするのが最善です。

 • バス、自動車、歩行者、電気スクーター、原付きなどが絡む都市部での複雑なシーン

 • 近所の道路に飛び出す子ども

 • 高架の高さを評価する車両

 • 道路に飛び出す動物（日中）

 • 道路に飛び出す動物（夜間）

 • 片側１車線の田舎道での追い越し

 • 追い越しオートバイの接近

 • 路上の落下物（その他、想定外の物）

RSEでは、上記すべてのユースケースを、再現性の高い安全な環境でテストすることができます。

2 NCAP – 新車アセスメントプログラム。NHTSA – 米国運輸省道路交通安全局。これらの規格を管理している地域の 
機関は他にもあります。NCAPとNHTSAはそのうちの2つです。
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4つのキー分野のシナリオを強化
ADAS/ADシステムでは、カメラ、レーダー、LiDAR、およびV2X通信モジュールからの入力を

元にして、状況に応じたリアルタイムの判断を下します。RSEはレーダー専用で、遠距離から

近距離まで、高解像度のターゲットを数多くシステムに提供します。外部干渉に対するシステ

ムのイミュニティーを評価することもできます。

動的リアリティーに満ちた視野角
RSEの筐体内では、テストアレイが、レーダー DUTのボアサイトを基準に±70 °の方位角、

±15 °の仰角まで及ぶ連続的なFOVを構築します。リアリティーは数字だけではありません。

この連続的なシーンは、静的なものも動的なものも含めて、さまざまなターゲットがテストの

瞬間に存在することを意味します。

これを実現できるのは、RSEが持つテストアレイがRFフロントエンドの壁で構成されていて、

被試験システム(SUT)のシーン検出に必要な変調された信号をエコーバックすることができるた

めです。64×8のアレイで構成される「レーダーピクセル」（「リクセル」）により、動的なレーダー

環境を作りだします（図4）。このような実装により、機械的に動く装置に依存したテストシステ

ムよりも短時間で多くのケースを評価することができます。さらに、安定性、予測性、再現性、

信頼性も向上します。

図4.　リクセルで構成される64×8のアレイが、動的なレーダースクリーンを構築します。レーダー DUTから
物理的に1 m以内になるよう配置され、外部の不要な干渉からシールドされる電波暗室仕様になっています。
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これらの超小型のリクセルは、設計上レーダーセンサーからは見えません。3Dシミュレーショ
ンソフトウェアと共に駆動することで、今まで機械的に行っていた動作を完全に置き換えるこ
とができます。アレイ内のリクセルは、ターゲットの距離とエコー強度をエミュレートします
（図5）。ターゲットが接近するにつれて、多重反射などにより、対象物の検出や識別をする能力
が向上します。

図5.　壁面にある各リクセルがターゲットとの距離、速度、エコー強度を表します。DUTからの距離によっ
ては、複数のリクセルで1つの対象物を表すこともできます。これにより、解像度を高め、１つの対象物当
たりの表現点数を増やすことができます。

最小距離1.5 mで重要な機能を検証
多くのテストケース（AEB、FCW、LDW、LKAなど）では、SUTと至近距離にあるたターゲット
のエミュレーションが必要です。例えば、赤信号で停止中の車間距離は、一般的に前後左右と
も2 m以内です。そのような状況で、自転車、オートバイ、スクーターなどの2輪車が車線に入っ
てきたり、歩行者が突然道路を渡ろうとしたりする可能性があります。

図6.　緑の円は 1.5 mの距離を示しています。自車両近隣の対象物をシミュレートして機能を 
確認することは必要です。

ただ、このようなシナリオをラボ環境で再現するのは難しい場合があります。RSEの標準仕様
では、300 mという遠距離や6 mという近距離にある対象物をエミュレートできます。さらに
オプション機能を追加すれば、1.5 mの近距離もエミュレートすることができます。扱える対象
物の速度は－400～＋400 km/hの範囲です。

1.5 m
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静的／動的なターゲットをより高いリアリティーで表現
間隔の狭いターゲットを検出する最先端の車載レーダーは、対象物の空間的な特性を感知する

高い角度分解能を持っています。対象物の識別（道路上にある異なる個体を識別する能力）は、

レベル4/5の自動運転への移行をスムーズかつ迅速にするために、テストが必要な主要項目です。

シナリオエミュレーションでは、１対象物当たりの表現点数が少なすぎるために、間隔の狭い

ターゲットを1つの物体としてレーダーが誤検出することがあります。これは、センサーだけの

問題ではなく、アルゴリズムや判断のテストにも影響がでます。状況判断アルゴリズムは、レー

ダーセンサーからのストリーミングされるデータに依存しているためです。

キーサイトは、3Dポイントクラウド（点群データ）を採用して各対象物の解像度を高めることで、

このテクノロジーのギャップに備えています。モデル化された対象物の非常にリアルなビュー

から関連データを抽出する、レイトレーシング手法を使って実現しています。これにより、 

複数ポイント（リクセル）で1つの対象物を表現できるようになり、対象物を検出／識別する能力

を向上させているのです。

図7.　レーダー・シーン・エミュレーターは、レイトレーシング・テクノロジーを使用して、シミュレート
されたシーンから関連するポイントクラウドを抽出、レンダリングしてリクセルスクリーン（左側のパネル）
に表示します。3Dシミュレーションソフトウェアは、対象物をポイントクラウドとして表現（右側のパネル）
して非常に緻密なシーン（地面からの反射も含む）を作成します。上はIPG CarMakerの画面です。3

ポイントクラウドにより、シーンに詳細情報が加わり、テスト中のアルゴリズムが、近い距離

にある2つの対象物を区別できるようになるのです。従来のレーダー・ターゲット・シミュレー

タ(RTS)では距離とは無関係に1つの反射だけが返されていました。それ対しRSEではターゲッ

トが近付くにつれて反射の数が増えます。このような「動的解像度」は、距離に応じてターゲッ

トを表現するポイント数を変化させることができます。

3 IPG CarMakerバージョン10.1を例として使用しました。他の3Dシミュレーションソフトウェアも使用可能です。
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干渉信号に対するイミュニティーの評価
ADAS/ADシステムが道路上に普及するにつれて、近隣車両からの干渉が発生する可能性も増加

します。こういった干渉に対するイミュニティーをテストするには、密集市街地のシナリオで

空中のRF信号をエミュレートすることが重要です。

干渉を想定したさまざまな信号をSUTに印加することができる、オプションのハードウェア／

ソフトウェアモジュールを使用して、干渉軽減のためのデザインを検証することができます。

信号は、ETSI規制により義務化されたものや、お客様が独自に選択したものを使用することが

できます。干渉オプションモジュールの広い周波数レンジは、車載レーダー固有の76 ～

81 GHzバンドに加え、バンド外の60～ 90 GHz信号もカバーし、最大5 GHzまでの帯域幅を

仕様しています。

図8.　各車両は複数のレーダーを搭載しており、各々が自車両に対する干渉と見なされるかもしれません。
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その仕組みを説明します。リアルタイムの3Dエンジンは、以下の3つのキー要素を含んだ仮想

環境を構築します。

 • 高速道路、市街地および農村部の走行環境をシミュレートするフルモーションビデオ

 • 移動中または静止中のターゲットをエミュレートする動的レーダー信号

 • 4G／ 5G NRを使用した、高密度のC-V2Xシナリオ

被試験ユニットは、路上と同じように、ブレーキ、ステアリングおよび加速などの応答を返し

ます。ADEプラットフォームは、環境エミュレーションの累積時間と距離のテストと検証を 

促進することにより、ADAS/AD動作に対する新しい考察を提供します。

図9.　V2X、GNSS、カメラ、レーダー、LiDARを含むADEアーキテクチャーの概要。

HILシステムと3Dモデラーの有効活用
キーサイトのオープンなADEアーキテクチャーでは、既存のテスト環境とワークフローを活用

できるので、統合的なコストを削減できます。さらに、お客様がソフトウェアシミュレータで

作成したテストシナリオのライブラリも容易に再利用することができます。

ADEプラットフォームは、トータル・シーン・ジェネレーターを使用し、車両に搭載するセンサー

とサブシステムに対して同期した入力を印加して、ADAS/ADソフトウェアを実行します。当社

のオープンアーキテクチャーは、お使いのHILシステムや3Dモデラーによってループを閉じる

こともできます。
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ソリューションの構成

ハードウェア構成オプション

AD1011A、1列に64個のリクセル

AD1012A、8列に512個のリクセル

標準仕様

視野角(FOV)の方位角＝±10 °

6 m以上のエミュレート距離

FOVの仰角＝±6 °（AD1012Aの場合）

オプション

FOV機能の拡張：±45 °

FOV機能の方位角の拡張：±70 °

最小距離の拡張：＜6 m

干渉テスト

FOV機能の仰角の拡張：±15 °（AD1012Aの場合）
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