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1. 研究開発目的

ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト

研究開発項目〔2〕「無人航空機の運航管理システム及び衝突回避技術の開発」

（２） 無人航空機の衝突回避技術の開発

2017年度から2019年度に実施
１）非協調式SAA

電波・光波センサ統合技術の開発

100kgクラス無人航空機

2020年度から2021年度で実施
3）衝突回避システムの小型化・低消費電力化

10kgクラス無人航空機
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◆ 無人航空機に搭載された各種センサ（光波センサ、電波センサ等）からの情報をもとに、飛行の妨げとな
る物件等の位置等を特定し、無人航空機自らが最適な飛行経路を生成し、衝突回避する技術において
各種センサの小型化、軽量化、低消費電力化を行い、衝突回避する技術を開発する。

◆ ２０２０年度からは、小型無人航空機において飛行中の有人航空機や他を検知するセンサ、並びに当
該センサを用いた物件等の検知、衝突回避の飛行経路生成及び機体の飛行制御を即時に行える、小型
無人航空機に搭載可能な非協調式ＳＡＡシステムを開発する。



2. 研究開発目標

4

相対速度２００ｋｍ／ｈでの

有人ヘリコプタとの衝突回避

2019年度
実績

開発目標 低減率

サイズ (cm3)

89%低減

光波センサ 13,100 2,250 -83%

電波センサ
（レーダ）

30,000 2,400 -92%

自律管理装置 465 270 -42%

トータル 43,565 4,920 -89%

重量 (kg)

78％低減

光波センサ 5.0 0.8 -84%

電波センサ
（レーダ）

5.0 1.2 -76%

自律管理装置 0.5 0.3 -40%

トータル 10.5 2.3 -78%

消費電力 (W)

53％低減

光学センサ 80.0 25.0 -69%

電波センサ
（レーダ）

70.0 45.0 -36%

自律管理装置 14.6 8.0 -45%

トータル 164.6 78.0 -53%

小型化、軽量化、低消費電力化



3. 研究開発計画
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2020年度(2020.4～2021.3) 2021年度(2021.4～2022.3）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ

レーダ設計・製造

既存認識処理方式の最適化
によるハードウェアの最小化

実証試験結果の反映

データレビュー

評価・レビュー
結果の反映

衝突回避システムの設計・開発

小型光波センサ・電波センサの搭載及び動作検証

電波センサ

光波センサ

衝突回避・自律管理装置

システム開発設計

機材評価
データレビュー

評価・レビュー
結果の反映

ハードウェア構成の見直し
による構成の縮小

【関連する事業】
単独長距離飛行を実現する
運航管理機能の開発
（離島対応）

「衝突回避システム」の飛行実証

基礎データの取得 実環境での飛行実証定量的な評価試験



4. 研究開発成果の概要
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項目 開発目標 結果

電波センサ

電波センサの設計・製作・評価を行う。 〇

２４００cm３ ・ １.２kg ・ ４５W以下を目指す。 〇

自律管理装置との連接ができる。 〇

相対２００ｋｍ／ｈで衝突回避用電波センサの有効性を検証する。 〇

電波センサで探知した情報を適切に自律管理装置に提供できる。 〇

有人ヘリコプタに対しては１ｋｍ以遠で探知する。 〇

光波センサ

既開発成果を基に処理を最適化し、ソフトウェア処理化を図る。 〇

工業製品化を意識した光波センサユニットの設計・製造を完了する。 〇

２２５０cm３ ・ ０.８kg ・ ２５W以下を目指す。 〇

衝突回避対象物体の認識データについて検証する。 〇

飛行実証試験の結果をフィードバック改修し、実証試験の成果得る。 〇

相対２００ｋｍ／ｈで衝突回避可能な情報を自律管理装置に提供する。 〇

自律管理装置

小型衝突回避用電波／光波センサの搭載及び動作を検証する。 〇

衝突回避システムを設計・開発する。 〇

２７０cm３ ・ ０.３㎏ ・ ８Ｗ以下を目指す。 〇

相対２００ｋｍ／ｈでの衝突回避システム技術を開発、動作検証する。 〇

：２０２０年度中間目標 ：２０２１年度最終目標



5. 研究開発成果の詳細
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5-1. 電波センサ（レーダ）

項 目 開発目標値 成 果

サイズ 2400 ㎤ 以下 2080 ㎤

重量 1.20 kg 以下 1.17 kg

消費電力 45.0 W 以下 44.9 W

ビームの電子走査（フェーズドアレイ方式）

レーダ信号処理

➢ レーダ反射信号の特徴量を分析
➢ 衝突脅威となる有人ヘリコプタを検出
➢ データ蓄積機能とモデルベース開発

機械回転式走査 電子走査

周波数変換回路

信号処理回路

電源回路

アンテナ回路
×４↓

（外観）

（内部）
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5-1. 電波センサ（レーダ）

（＊）委託事業「単独長距離飛行を実現する運航管理機能の開発（離島対応）」 により取得

90°270°

180°

脅威機

の軌跡

1.25km

2.5km

0°

50km/h

150km/h

（相対速度 200km/h）

脅威機（有人ヘリ）

探知機（自機）
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5-2. 光波センサ

項 目 開発目標値 成 果

サイズ 2250 ㎤ 以下 2200 ㎤

重量 0.8 kg 以下 0.7 kg

消費電力 25 W 以下 22 W

⚫ カメラ数の削減（5台→4台）

⚫ CPU数の削減（2台→1台）

⚫ 映像処理ボードによる処理をCPUに集約



5. 研究開発成果の詳細
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5-2. 光波センサ

処理のソフトウェア化 白波の検知情報を排除

➢ ハードウェア（FPGA）において実施していた処理
について、ソフトウェア化

➢ 2つの動作モード
－ 通常運用モード
－ シミュレーションモード

➢ 太陽光の反射や波の動きによって、白波
は、刻一刻と状況が変化。
➡検知された目標サイズが安定しない。

➢ 目標サイズの安定性を確認することによっ
て白波の排除に成功。



5. 研究開発成果の詳細
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5-3. 自律管理装置

項 目 開発目標値 成 果

サイズ 270 ㎤ 以下 202 ㎤

重量 0.3 kg 以下 0.19 kg

消費電力 8 W 以下 7.5 W

自律管理装置

衝突回避システム

内蔵

シミュレーションによる衝突回避動作

衝突回避システムの説明

①検知

②回避

➢ 電波センサ／光波センサをPF2に搭載し動作を検証
➢ 回避動作をシミュレーションし自律管理装置の衝突回避
システムを設計

➢ 開発目標の容積・重量・消費電力を達成
➢ 関連する事業「衝突回避システム」の飛行実証にて相対

200km/hでの衝突回避動作を検証した

探知/識別(判断) 回避

回避確認 飛行再開/ﾙｰﾄ復帰

探知機が脅威機を探知・識別

脅威機

探知機

探知機が高度20mまで下降しつつ、
左 or 右150m先に回避

脅威機

探知機

水平に150m
高度20mまで下に

回避動作完了を確認

脅威機

探知機

次のウェイポイント
に向かう

脅威機

探知機

計画されている目的地へ
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飛行中における探知データの例 （動画）



終わり
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ご清聴ありがとうございました


