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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の角度範囲に渡って複数の送信波を照射し、各送信波に対する反射波を受信した際
に、その反射波の強度に応じた受信信号を出力するレーダ手段と、
　前記受信信号の一定時間毎の信号成分を示す各ポイントが、当該受信信号の波形の形状
において、ピーク探索中、立上り開始、立上り中、立下り中、及び立上りチェックのうち
、どの状態にあるかを、判定対象の１個のポイントと、その１個のポイントに対して時間
的に前後する少なくとも２個のポイントとの信号成分の差分値の符号及びその差分値の大
きさから判定する状態判定手段と、
　前記状態判定手段の判定したポイントのうち、特定の状態遷移をたどる複数のポイント
からなるポイント系列を、反射物からの反射波を受信したことを示すピーク波形を形成す
るグループであると判定するグループ判定手段と、
　前記レーダ手段の出力する受信信号から、前記グループ判定手段の判定したピーク波形
を形成するグループに属するポイント系列の受信信号を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段の抽出したポイント系列の受信信号に基づいて反射物を検出する検出手段
と、を備えることを特徴とするレーダ装置。
【請求項２】
　前記ピーク波形を形成するグループに属するポイント系列の受信信号を記録するととも
に、前記グループに属さないポイントの信号成分の大きさをゼロに変更する処理を実行す
る処理手段を備えることを特徴とする請求項１記載のレーダ装置。



(2) JP 4697072 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記ピーク波形を形成するグループに属するポイント系列のうち、前記状態判定手段が
立上り開始状態にあると判定したポイントの信号成分をオフセット分として記録するオフ
セット記録手段と、
　前記ピーク波形を形成するグループに属する各ポイントの信号成分から、前記オフセッ
ト分を除去するオフセット除去手段と、を備えることを特徴とする請求項１又は２記載の
レーダ装置。
【請求項４】
　前記ピーク波形を形成するグループが複数存在する場合、その各々のグループに属する
全てのポイントに対して、各々のグループを区別するためのグループ情報を付与し、前記
各々のグループに属するポイント系列の受信信号と前記グループ情報とを関連付けて記録
するグループ情報記録手段を備えることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の
レーダ装置。
【請求項５】
　前記抽出手段は、抽出対象のグループに付与されたグループ情報を指定するグループ指
定手段を備え、前記グループ指定手段の指定したグループ情報と一致するグループ情報が
付与されたポイント系列の受信信号を抽出することを特徴とする請求項４記載のレーダ装
置。
【請求項６】
　前記レーダ手段から隣接して照射される所定個数の送信波に基づいて出力される所定個
数の受信信号を積算して、積算信号を出力する積算手段を備え、
　前記状態判定手段は、前記積算信号の一定時間毎の信号成分を示す各ポイントが、当該
積算信号の波形の形状においてどの状態にあるかを判定し、
　前記抽出手段は、前記積算手段の出力する積算信号から、前記グループ判定手段の判定
したピーク波形を形成するグループに属するポイント系列の積算信号を抽出し、
　前記検出手段は、前記抽出手段の抽出したポイント系列の積算信号に基づいて反射物を
検出することを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載のレーダ装置。
【請求項７】
　前記レーダ手段から一定角度に照射される送信波に基づいて出力される、一定時間内の
所定個数の受信信号を積算して、積算信号を出力する積算手段を備え、
　前記状態判定手段は、前記積算信号の一定時間毎の信号成分を示す各ポイントが、当該
積算信号の波形の形状においてどの状態にあるかを判定し、
　前記抽出手段は、前記積算手段の出力する積算信号から、前記グループ判定手段の判定
したピーク波形を形成するグループに属するポイント系列の積算信号を抽出し、
　前記検出手段は、前記抽出手段の抽出したポイント系列の積算信号に基づいて反射物を
検出することを特徴とする請求項１～５の何れか１項に記載のレーダ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一定の角度範囲内に渡り複数の送信波を照射し、各送信波に対する反射波を
受信した際に、その反射波の受信信号波形に基づいて、反射物を検出するレーダ装置に関
する。本発明によるレーダ装置は、例えば、車両に搭載され、反射物として先行車両や障
害物を検出するために好適に用いることができる。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、細かい角度分解能を持つレーダ装置において、受信信号を一定の積算範囲に
渡って積算（加算）する処理を各受信信号ごとに実施することにより、ＳＮ比を向上させ
、かつ細かい角度分解能を保ちつつ、検出距離を伸ばすことを可能にしたレーダ装置が提
案されている（例えば、特許文献１及び２参照。）。
【０００３】
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　これらの特許文献に記載されたレーダ装置によれば、レーザビームをスキャンし、隣り
合う角度の受信信号を一定角度の範囲にわたって積算する積算処理により検出距離を伸ば
している。ここで、積算処理は受信信号をサンプリング周波数に対応する離散的なポイン
トでＡＤ変換した結果を、加算することにより実現される。
【０００４】
　この積算処理において積算の対象となる受信信号は、対象物体からの反射信号（反射ピ
ーク）にノイズ成分が重畳されたものである。このノイズ成分は、基本的にはランダムに
発生するが、なかにはレーダ装置のＣＰＵのクロックパルスやレーザ光の発光による電磁
波ノイズの影響によって規則性を有しているノイズ成分も含まれている。
【０００５】
　このような規則性を有するノイズ成分は、平均化処理（＝積算処理）を繰り返すほど強
調され、一方、ランダムなノイズ成分は消えていく。そしてこの規則性のあるノイズ成分
は、必ず積算信号に含まれている。この規則性あるノイズ成分を、以後、適宜、バックグ
ラウンドノイズと呼ぶことにする。
【０００６】
　バックグラウンドノイズは、レーザ光照射範囲の中に反射物が何も存在しない状態での
受信信号を積算することにより得ることができる。反射物が何も存在しない状態で積算処
理を行うことにより、規則性あるノイズが強調されたノイズ成分が求まり、この積算処理
によって得られたバックグラウンドノイズを反射物が存在する状態での受信信号を積算処
理した結果から除去（差分処理）することにより、規則性のあるノイズ成分を積算信号か
ら確実に除去して反射信号（反射物のピーク波形）を取り出すことが可能になる。この規
則性を有するバックグラウンドノイズの波形は、レーダ装置の回路構成固有であり、回路
構成が異なれば変わるものである。
【０００７】
　特許文献２の図１２には、反射物が存在する状態での受信信号を積算した結果（積算信
号）と、反射物が存在しない状態での受信信号を積算した結果（ノイズ基準値、すなわち
、ここでいうバックグラウンドノイズ）との差分を取ることで得られるピーク波形が示さ
れている。
【０００８】
　この図１２に示す積算信号とノイズ基準値のグラフ上の点は、ＡＤ変換がサンプリング
したポイントと一致するものであり、このＡＤ変換結果を使って差分処理が実行される。
同図に示す積算信号からノイズ基準値を差し引くことにより、丸で囲った領域に示す反射
物のピーク波形(反射信号)が得られる。
【０００９】
　特許文献２のレーダ装置では、上記差分処理を行って反射物のピーク波形を抽出した後
、特許文献２の図１６に示すように、発光開始からピーク波形のピーク値の発生時間まで
の時間を計測する。この計測した時間に光速を乗じ、その結果を２で除したものが、レー
ダ装置が計測する反射物までの距離となる。
【００１０】
　このピーク値の発生時間までの時間を計測する際、特許文献２のレーダ装置では、立上
り時間Ｔ１及び立下り時間Ｔ２の平均時間からピーク波形のピーク中心を推定する。
【特許文献１】特開２００４－１７７３５０号公報
【特許文献２】特開２００５－２５７４０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記特許文献のレーダ装置のように、積算信号からバックグラウンドノイズを差し引い
てピーク波形を抽出する方法を採用した場合、以下の問題が生じる。
［問題１］
　図２３（ａ）は、積算信号（以下、受信信号積算結果）に含まれる規則性あるノイズ成



(4) JP 4697072 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

分とバックグラウンドノイズとのレベルが一致している場合を示している。この図２３（
ａ）の場合には、上記差分処理により、ピーク波形が適切に抽出できる。一方、図２３（
ｂ）は、受信信号積算結果に含まれる規則性あるノイズ成分とバックグラウンドノイズと
のレベルにずれが生じている場合を示しているが、この図２３（ｂ）の場合には、差分処
理によりピーク波形を適切に抽出することができない。
【００１２】
　バックグラウンドノイズは、反射物が何も存在しない状態での受信信号の積算結果であ
る。従って、通常、レーダ装置を使用する前に反射物が何も存在しない状態における受信
信号の積算結果をとって記録したものをバックグラウンドノイズとして使用している。バ
ックグラウンドノイズは、固定値としてＲＯＭに記録しておくことも可能であるし、レー
ダ計測を開始する前に計測して、その結果をＲＡＭに記録して使用することも可能である
。
【００１３】
　図２３（ｂ）は、このバックグラウンドノイズを計測した状態に対して、熱等によりレ
ーダ装置内の回路の動作条件が変動し、受信信号積算結果のレベルにずれが生じたもので
ある。このレベルのずれを避けるには、例えば、通常レーダ計測を行っているときにも常
時バックグラウンドノイズを計測し直して、随時更新すればよい。しかし、バックグラウ
ンドノイズは、反射物が何も存在しない状態での受信信号積算結果であるゆえ、車両に取
り付けて使用する車両用レーダ装置に対してこのような状況は確率的にしか発生せず、常
時バックグラウンドノイズを計測することはできない。
【００１４】
　例えば、渋滞時においては、レーダ装置の前に常に先行車両が存在してバックグラウン
ノイズを計測する状態にはならない。また、通常走行時にも自車両の前には先行車両が存
在したり、道路上に車両以外の反射物が存在したりして、反射物が全く存在しない状況に
ならないことが多い。
［問題２］
　図２４は、２個のピークが引っ付いた受信信号積算結果とバックグラウンドノイズを示
している。このような受信信号積算結果は、レーザビームが照射される範囲に２つの反射
物が照射方向に並んで存在する場合に得られることがある。このような受信信号積算結果
からバックグラウンドノイズを差し引いた場合、図２５に示すように、２個のピークが引
っ付いた、元の形状のままのピーク波形となる。なお、図２５は、差分処理において、受
信信号積算結果がバックグラウンドノイズより小さくなっている箇所は負の値でなくゼロ
にしたものである。
【００１５】
　このような２個のピークが引っ付いたピーク波形からピーク中心位置を推定する場合、
特許文献のレーダ装置では、先ず、ノイズカットラインを超えている範囲を１個のピーク
のかたまりであるピーク範囲と判定する。このノイズカットラインとは、ピーク波形の強
度が小さくなった場合、ランダムノイズと本当のピーク波形とを区別するためのラインで
あり、このラインを超える強度の信号はノイズでない本当の反射信号と判定するための閾
値である。
【００１６】
　このランダムノイズは、受信信号積算結果からバックグラウンドノイズを差し引いた後
にも残っている。なぜならば、ランダムノイズはバックグラウンドノイズと関係なく受信
信号にはいっているからである。
【００１７】
　図２５に示すような２個のピークがひっついたピーク波形の場合、ノイズカットライン
でピーク波形の境界（両端）を検出する上記特許文献のレーダ装置においては、図２５に
示すピーク範囲にわたる波形全体を一塊の（１個）のピーク波形とみなしてしまう。
【００１８】
　また、上記特許文献のレーダ装置は、この一塊とみなされたピーク波形の最大強度を検
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出し、最大強度に係数k（0＜ｋ＜1）を乗じることで算出される検出閾値をピーク波形上
に設定する。ここで、検出閾値とピーク波形とが交わる時間Ｔ１と時間Ｔ２を算出し、時
間Ｔ１及び立下り時間Ｔ２の平均時間をピーク中心の推定値とする。
【００１９】
　この場合、２個のピークが引っ付いているため、推定したピーク中心は２個のピークの
平均となり、図２５に示す位置をピーク中心位置とする。それゆえ、２つの反射物が並ん
で、このようなピーク波形が得られている場合に、レーザ装置が算出する距離は２つの物
体の平均距離となってしまう。従って、例えば、それぞれの反射物が１０ｍ離れていても
、それぞれの反射物に対して約５ｍずれた中心の距離が算出されることになる。数十ｃｍ
程度の分解能持つレーダ装置が約５ｍのずれを出すことは、精度上不十分であり、この問
題の解決が望まれる。
［問題３］
　一般的なレーダ装置では、受光素子とＡＤ変換回路との間はコンデンサでＡＣカップリ
ングされ、受信信号の変動量（交流成分）がＡＤ変換回路に入力される構成になっている
。これは、受光素子の出力レベルのままＡＤ変換回路に入力すると、ＡＤ変換の入力範囲
を超える場合があるため、直流成分をカットしてピーク信号がＡＤ変換範囲に収まるよう
にするためである。
【００２０】
　このような構成の場合、高い強度の反射信号を受信すると、図２６に示すように、ピー
クが終了した後のレベルがコンデンサの影響で大きく落ち込み、バックグラウンドノイズ
より小さいレベルになる現象が発生する。そして、この高いピーク強度を持つ第１の反射
信号を受信した直後に、別の物体からの第２の反射信号を受信した場合、図２６に示すよ
うに、バックグラウンドノイズよりピーク頂点のレベルが低くなる場合がある。
【００２１】
　この場合、上述した差分処理において、バックグラウンドノイズより低いレベルはゼロ
にするため、図２６の第２の反射信号はゼロになってしまう。つまり、第２の反射信号の
ピーク波形は存在しないことになるため、反射物が存在するにもかかわらず、そのピーク
波形が検出できなくなる。
【００２２】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、反射物のピーク波形を適切に抽出するこ
とができるレーダ装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載のレーダ装置は、所定の角度範囲に渡って
複数の送信波を照射し、各送信波に対する反射波を受信した際に、その反射波の強度に応
じた受信信号を出力するレーダ手段と、
受信信号の一定時間毎の信号成分を示す各ポイントが、当該受信信号の波形の形状におい
て、ピーク探索中、立上り開始、立上り中、立下り中、及び立上りチェックのうち、どの
状態にあるかを、判定対象の１個のポイントと、その１個のポイントに対して時間的に前
後する少なくとも２個のポイントとの信号成分の差分値の符号及びその差分値の大きさか
ら判定する状態判定手段と、
状態判定手段の判定したポイントのうち、特定の状態遷移をたどる複数のポイントからな
るポイント系列を、反射物からの反射波を受信したことを示すピーク波形を形成するグル
ープであると判定するグループ判定手段と、
レーダ手段の出力する受信信号から、グループ判定手段の判定したピーク波形を形成する
グループに属するポイント系列の受信信号を抽出する抽出手段と、
抽出手段の抽出したポイント系列の受信信号に基づいて反射物を検出する検出手段と、を
備えることを特徴とする。
【００２４】
　このように、本発明は、従来技術のようにバックグラウンドノイズを差し引いてピーク



(6) JP 4697072 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

波形を抽出するのではなく、レーダ手段の出力する受信信号の波形の形状を判定して直接
的にピーク波形を抽出する。これにより、従来技術における３つの問題（［問題１］バッ
クグラウンドノイズのレベルが変動すること、［問題２］、複数個のピークが引っ付いた
ピーク波形を一塊のピーク波形とみなしてしまうこと、［問題３］高いピーク強度を持つ
第１の反射信号を受信した直後に、別の物体からの第２の反射信号を受信した場合、第２
の反射信号のピーク波形が検出できなくなること）は発生しないため、反射物のピーク波
形を適切に抽出することができるようになる。
【００２５】
　ところで、図９に示すような一般的な形状のピーク波形の場合、そのピーク波形を形成
する一定時間毎の信号成分を示す各ポイント（受信信号を一定のサンプリング周波数でＡ
Ｄ変換したときのサンプリングポイント）は、”立上り開始ＳＴ２”→”立上り中ＳＴ３
”→”立下り中ＳＴ４”→”ピーク探索中ＳＴ１”というように、特定の状態遷移をたど
ることがわかる。
【００２６】
　請求項１に記載のレーダ装置では、ピーク波形を形成する時間的に連続した複数のポイ
ントは特定の状態遷移をたどる点に着目し、状態判定手段は、判定対象の１個のポイント
と、その１個のポイントに対して時間的に前後する少なくとも２個のポイントとの信号成
分の差分値の符号及びその差分値の大きさから、判定対象の１個のポイントが、ピーク探
索中、立上り開始、立上り中、立下り中、及び立上りチェックのうち、どの状態にあるか
を判定する。
【００２７】
　これにより、グループ判定手段は、状態判定手段の判定したポイントのうち、時間的に
連続する複数のポイントが、例えば、”立上り開始ＳＴ２”→”立上り中ＳＴ３”→”立
下り中ＳＴ４”→”ピーク探索中ＳＴ１”というような特定の状態遷移をたどる場合に、
その時間的に連続する複数のポイントからなるポイント系列をピーク波形を形成するグル
ープであると判定することができるのである。
【００２８】
　ここで、図１１に示す状態遷移図において、以下に示す５つの特定の状態遷移をたどる
場合、その状態遷移をたどる複数のポイントからなるポイント系列は、ピーク波形を形成
するグループであると判定することができる。なお、以下の（ア）～（オ）のそれぞれの
状態遷移は、遷移過程の全ての状態を示すものではなく、”最初の状態”→”最後の状態
”→”最後の次の状態”の３つの状態のみ記述したものであり、途中の状態の記述は省略
している。
（ア）”立上り開始”→”立下り中＿１”→”ピーク探索”
（イ）”立上り開始”→”立下り中＿４”→”ピーク探索”
（ウ）”立上り開始”→”立上りチェック”→”ピーク探索”
（エ）”立上り開始”→”立上りチェック”→”立上り開始”
（オ）”立上り開始”→”立上り中＿３”→”立上り開始”
　請求項２に記載のレーダ装置は、ピーク波形を形成するグループに属するポイント系列
の受信信号を記録するとともに、グループに属さないポイントの信号成分の大きさをゼロ
に変更する処理を実行する処理手段を備えることを特徴とする。これにより、抽出手段は
、レーダ手段の出力する受信信号から、ピーク波形を形成するグループに属するポイント
系列の受信信号のみを抽出することができる。
【００２９】
　請求項３に記載のレーダ装置は、
ピーク波形を形成するグループに属するポイント系列のうち、状態判定手段が立上り開始
状態にあると判定したポイントの信号成分をオフセット分として記録するオフセット記録
手段と、ピーク波形を形成するグループに属する各ポイントの信号成分から、オフセット
分を除去するオフセット除去手段と、を備えることを特徴とする。
【００３０】
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　このオフセット分は、従来技術におけるバックグラウンドノイズに近い大きさを示すた
め、オフセット除去手段によって、ピーク波形を形成するグループに属する各ポイントの
信号成分からオフセット分を除去することで、従来技術のようにバックグラウンドノイズ
を計測することなく、ピーク波形を形成するグループに属するポイント系列の受信信号に
重畳されるノイズ成分を除去することができる。
【００３１】
　請求項４に記載のレーダ装置は、ピーク波形を形成するグループが複数存在する場合、
その各々のグループに属する全てのポイントに対して、各々のグループを区別するための
グループ情報を付与し、各々のグループに属するポイント系列の受信信号とグループ情報
とを関連付けて記録するグループ情報記録手段を備えることを特徴とする。
【００３２】
　ピーク波形を形成するグループが複数存在する場合（特に２個のピークが引っ付いてい
る場合）、その各々のグループに属するポイント系列の受信信号からは、ピーク波形の境
界が不明確となる。例えば、図２０に示すように２個のピークが合成された波形の場合、
ピーク分離点（＝ピークの境界）を明確にするための情報が必要となる。
【００３３】
　そこで、図２０に示すように、各々のグループに属する全てのポイントに対して、各々
のグループを区別するためのグループ情報（図２０ではグループ番号）を、１つのグルー
プ内で同じグループ番号となるように付与する。これによって、複数個のピークが引っ付
いている場合であっても、各々のピーク波形の境界が明確になり、ピーク波形の区別が可
能になる。
【００３４】
　なお、図２０に示すように、各々のグループと、その各々のグループに属する各ポイン
トに付与されたグループ番号とは一対一で対応している。また、図２０において、グルー
プ番号が”０”（ゼロ）のポイントは、ピーク波形を形成するグループとして抽出されな
かったポイントであり、これらのポイントの信号成分は、常にゼロになっている。
【００３５】
　また、グループ番号が”０”（ゼロ）以外のポイントは、ピーク波形を形成するグルー
プとして抽出されたポイントである。例えば、グループ番号が”１”になっている４個の
ポイントは、同じピーク波形を形成するグループである。そのグループ番号”１”の後に
は、グループ番号”０”を挟むことなく、グループ番号が”２”になっているポイントが
３個連続している。これは、グループ番号”１”とグループ番号”２”の２個のピークは
、元々引っ付いていたものであり、ピーク分離点を境界にして、２個のピークに分離され
たものであることを示している。
【００３６】
　請求項５に記載のレーダ装置のように、抽出手段は、
抽出対象のグループに付与されたグループ情報を指定するグループ指定手段を備え、
グループ指定手段の指定したグループ情報と一致するグループ情報が付与されたポイント
系列の受信信号を抽出するとよい。
【００３７】
　これにより、例えばグループ番号”１”のグループに属するポイント系列の受信信号だ
けを抽出した場合には、グループ指定手段でグループ番号”１”の付与されたポイント系
列の受信信号のみ抽出することが可能となる。また、残り全てのグループ番号に対して、
同じように単独でピークを抽出することで、それぞれピークからそれぞれの距離を算出す
ることができるようになる。
【００３８】
　請求項６に記載のレーダ装置は、
レーダ手段から隣接して照射される所定個数の送信波に基づいて出力される所定個数の受
信信号を積算して、積算信号を出力する積算手段を備え、
状態判定手段は、積算信号の一定時間毎の信号成分を示す各ポイントが、当該積算信号の
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波形の形状においてどの状態にあるかを判定し、
抽出手段は、積算手段の出力する積算信号から、グループ判定手段の判定したピーク波形
を形成するグループに属するポイント系列の積算信号を抽出し、
検出手段は、抽出手段の抽出したポイント系列の積算信号に基づいて反射物を検出するこ
とを特徴とする。
【００３９】
　このように、請求項６に記載のレーダ装置は、隣接して照射される所定個数の送信波に
基づいて出力される所定個数の受信信号を積算して、積算信号を出力する。従って、反射
波の強度に対応する個々の信号成分が小さくとも、所定個数の受信信号を積算することに
よって、反射物からの反射波に対応する信号成分が増幅される。一方、種々の要因で、受
信信号に重畳されるノイズ成分は、ランダムであるため、所定個数の受信信号を積算して
も、そのノイズ成分の増幅の程度は小さい。このため、積算信号においては、反射物から
の反射波に対する信号成分のＳ／Ｎ比が向上する。従って、この積算信号に基づいて反射
物を検出することにより、反射物の検知可能距離を伸長させることができる。さらに、そ
の反射物の反射強度が低下している場合であっても、検知可能距離の低下を抑制すること
ができる。
【００４０】
　なお、請求項７に記載のレーダ装置のように、レーダ手段から一定角度に照射される送
信波に基づいて出力される、一定時間内の所定個数の受信信号を積算して、積算信号を出
力する積算手段を備え、
状態判定手段は、積算信号の一定時間毎の信号成分を示す各ポイントが、当該積算信号の
波形の形状においてどの状態にあるかを判定し、
抽出手段は、積算手段の出力する積算信号から、グループ判定手段の判定したピーク波形
を形成するグループに属するポイント系列の積算信号を抽出し、
検出手段は、抽出手段の抽出したポイント系列の積算信号に基づいて反射物を検出するよ
うにしてもよい。
【００４１】
　この積算手段によっても、反射物からの反射波に対応する信号成分が増幅されるように
なり、その一方で、種々の要因で、受信信号に重畳されるランダムなノイズ成分の増幅の
程度は小さいため、積算信号においては、反射物からの反射波に対する受信信号成分のＳ
／Ｎ比が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下に、本発明の実施形態によるレーダ装置について説明する。なお、本実施形態にお
いては、レーダ装置が車両用レーダ装置として用いられる例について説明するが、本発明
によるレーダ装置は車両用に限らず、例えば所定のエリアに対する侵入者検出のために用
いることも可能である。
【００４３】
　本実施形態による車両用レーダ装置は、車両制御装置１に適用されており、車両用制御
装置１は、車両用レーダ装置の検出結果に基づいて、所定距離以下の領域に障害物が存在
する場合に警報を出したり、先行車両との車間距離を所定の車間距離に維持するため、車
速を制御する機能を備えるものである。
【００４４】
　図１は、車両制御装置１のシステムブロック図である。車両制御装置１は認識・車間制
御ＥＣＵ３を中心に構成されている。認識・車間制御ＥＣＵ３はマイクロコンピュータを
主な構成として、入出力インターフェース（Ｉ／Ｏ）および各種の駆動回路や検出回路を
備えている。これらのハード構成は一般的なものであるので詳細な説明は省略する。
【００４５】
　認識・車間制御ＥＣＵ３は、車両用レーダ装置としてのレーザレーダセンサ５、車速セ
ンサ７、ブレーキスイッチ９、スロットル開度センサ１１から各々検出信号を入力してお
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り、警報音発生器１３、距離表示器１５、センサ異常表示器１７、ブレーキ駆動器１９、
スロットル駆動器２１および自動変速機制御器２３に駆動信号を出力する。
【００４６】
　また認識・車間制御ＥＣＵ３には、警報音量を設定する警報音量設定器２４、警報判定
処理における感度を設定する警報感度設定器２５、クルーズコントロールスイッチ２６、
図示しないステアリングホイールの操作量を検出するステアリングセンサ２７、及び自動
車に発生したヨーレートを検出するヨーレートセンサ２８が接続されている。また認識・
車間制御ＥＣＵ３は、電源スイッチ２９を備え、電源スイッチ２９がオンされることによ
り、所定の処理を開始する。
【００４７】
　レーザレーダセンサ５は、図２に示すように、発光部、受光部及びレーザレーダＣＰＵ
７０などを主要部として構成されている。発光部は、パルス状のレーザ光を、発光レンズ
７１及びスキャナ７２を介して放射する半導体レーザダイオード（以下、単にレーザダイ
オードと記載）７５を備えている。そして、レーザダイオード７５は、レーザダイオード
駆動回路７６を介してレーザレーダＣＰＵ７０に接続され、レーザレーダＣＰＵ７０から
の駆動信号によりレーザ光を放射（発光）する。また、スキャナ７２にはポリゴンミラー
７３が鉛直軸を中心に回転可能に設けられ、レーザレーダＣＰＵ７０からの駆動信号がモ
ータ駆動部７４に入力されると、このポリゴンミラー７３は図示しないモータの駆動力に
より回転する。なお、このモータの回転位置は、モータ回転位置センサ７８によって検出
され、レーザレーダＣＰＵ７０に出力される。
【００４８】
　本実施形態のポリゴンミラー７３は、面倒れ角が異なる６つのミラーを備えているため
、車幅方向及び車高方向それぞれの所定角度の範囲で不連続にレーザ光が走査するように
、レーザ光を出力することができる。このようにレーザ光を２次元的に走査させるのであ
るが、その走査パターンを図４を参照して説明する。なお、図４において、出射されたレ
ーザビームのパターン1２２は、反射物の検知領域１２１内の右端と左端に出射された場
合のみを示しており、途中は省略している。また、出射レーザビームパターン１２２は、
図４では一例として略楕円形のものを示しているが、この形に限られるものではなく長方
形等でもよい。さらに、レーザ光を用いるものの他に、ミリ波等の電波や超音波等を用い
るものであってもよい。また、スキャン方式にこだわる必要はなく、距離以外に２方位を
測定できる方式であればよい。
【００４９】
　図４に示すように、レーザ光は、その照射方向をＺ軸としたとき、これに垂直なＸＹ平
面内を順次走査するように照射される。本実施形態では、高さ方向であるＹ軸を基準方向
、車幅方向であるＸ軸を走査方向とする。レーザ光は、例えば、Ｘ軸方向に所定角度ごと
ずらしながら３２７点分照射され、このＸ軸方向の３２７点分の照射がＹ軸方向に６走査
ライン分繰り返される。従って、第１走査ラインから第６走査ラインまで、各走査ライン
ごとに、複数のレーザ光が照射されることになる。
【００５０】
　上述した検知領域１２１にレーザ光を照射することで、このレーザ光による反射光が受
光された場合、レーザレーダＣＰＵ７０は、レーザ光の照射角度を示すスキャン角度θｘ
，θｙと測距された距離Ｌとを算出して、認識・車間制御ＥＣＵ３へ出力する。なお、２
つのスキャン角度θｘ，θｙは、それぞれ出射されたレーザ光をＹＺ平面に投影した線と
Ｚ軸との角度を縦スキャン角θｙ、出射されたレーザビームをＸＺ平面に投影した線とＺ
軸との角度を横スキャン角θｘと定義する。
【００５１】
　レーザレーダセンサ５の受光部には、図示しない反射物に反射されたレーザ光を集光す
る集光レンズ８１と、集光された反射光の強度に対応する電圧信号（受光信号）を出力す
る受光素子（フォトダイオード）８３とが設けられている。この受光素子８３が出力する
受光信号は、増幅器８５にて増幅された後に、所定個数の受光信号を積算してその積算信
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号に基づいて反射物を検出する検出回路８６に入力される。以下、検出回路８６の構成及
び作動について説明する。
【００５２】
　図３に示すように、検出回路８６は、アナログ／デジタル（ＡＤ）変換部８７を備えて
いる。増幅器８５から出力された受光信号は、このＡＤ変換部８７に入力され、一定のサ
ンプリング周波数でデジタル信号に変換される。そして、デジタル信号に変換された受光
信号は、積算処理部８８に入力され、一時的に保持される。なお、デジタル変換される受
光信号は、レーザ光発光時間から所定時間（例えば２０００ｎｓ）経過するまでの間に、
増幅回路８５から出力された信号である。そして、ＡＤ変換部８７においては、図５に示
すように、この受光信号を一定時間間隔（例えば２５ｎｓｅｃ）でＮ個の区間に分割し、
それぞれの区間の受光信号の平均値をデジタル値に変換する。
【００５３】
　積算処理部８８は、一時的に保持した受光信号の中から、Ｘ軸方向において隣接して照
射された所定個数のレーザ光に対応する所定個数の受光信号を、積算すべき受光信号範囲
として指定する。積算処理部８８では、指定範囲に属する受光信号の積算信号（積算受光
信号）を算出する。この積算処理部８８が指定する積算すべき受光信号の範囲及び積算信
号の算出について、図６及び図７を用いて説明する。
【００５４】
　図６は、検知領域１２１において所定角度範囲ずつずらして照射されるレーザ光にビー
ズ番号（受信信号に対してはスキャン番号）を付与しつつ、積算受光信号範囲を４とした
場合の積算対象となる受信信号の範囲を模式的に示した図である。なお、図６においては
、説明の簡略化のため、１走査ライン分のレーザ光のみを示している。
【００５５】
　本実施形態による車両用レーダ装置によって先行車両を検知しようとした場合、その先
行車両の後面にはレーザ光に対して反射強度の高いリフレクタが設けられており、また車
体もリフレクタほどではないが比較的高い反射強度を備えている。従って、通常は、先行
車両によって反射される反射光の強度は十分に高くなり、単一の反射光の受光信号から、
先行車両を検出することが可能である。しかしながら、例えば、先行車両の後面に泥や雪
等が付着している場合、その先行車両によって反射される反射光の強度が低下する。この
場合、先行車両によって反射された反射光に対応する個々の受光信号からでは、先行車両
を検出することができない可能性が生じる。
【００５６】
　そのため、複数の受光信号を積算して、先行車両の反射波による受光信号を増幅し、強
度の弱い反射波も検出可能としている。積算処理部８８では、先ず、その積算すべき受光
信号を指定する。つまり、図６に示すように、同一の走査ライン（同一面）において隣接
する所定個数のレーザ光に対応する所定個数の受光信号を積算すべき受光信号として指定
する。具体的には、まずライン１として、スキャン番号１～４までの受光信号を指定し、
次に、受光信号を１個分だけずらして、スキャン番号２～５までの受信信号をライン２と
して指定する。以下、同様にして、隣接する４本のレーザ光の受光信号をライン３２４ま
で順番に指定していく。
【００５７】
　このようにして、順次、積算受光信号範囲が指定されるのと同期して、指定された範囲
に属する受光信号を積算した積算信号を出力する。この積算とは、図７に示すように、４
個の受光信号の同一時間におけるＡＤ変換されたデジタル値を全て加算（積算）する処理
をいう。このように、所定個数の受光信号を積算することにより、受光信号におけるＳ／
Ｎ比を向上することができる。その理由は以下のとおりである。
【００５８】
　例えば、図８に示すように、４個の受光信号の全てが同じ反射物からの反射波に応じた
受光信号成分Ｓを含んでいる場合、その受光信号成分Ｓは、レーザ光の発光時刻から同じ
時間だけ経過した時刻に現れる。従って、積算信号における受光信号成分Ｓ０は、各受光
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信号における受光信号成分Ｓが４倍に増幅されたものとなる。一方、各受光信号に含まれ
るノイズ成分Ｎは、基本的に外来光等によってランダムに発生するため、４個の受光信号
を積算した場合であっても、そのノイズ成分Ｎ０の増幅の程度は受光信号成分Ｓに比較し
て低い。
【００５９】
　従って、積算処理部８８によって積算信号を算出することにより、受光信号成分Ｓ０と
ノイズ成分Ｎ０との比（Ｓ／Ｎ比）を向上することができる。この結果、個々の受光信号
に含まれる受光信号成分Ｓが小さくて、ノイズ成分Ｎと区別することが困難な場合でも、
上述した積算信号を用いることによって、増幅された受光信号成分Ｓ０に基づき反射物を
検出することが可能になる。
【００６０】
　また、上述したように、積算処理部８８は、受光信号を１個分ずつずらしながら、積算
する受光信号の範囲を移動させる。このようにすれば、４個の受光信号を積算しながら、
その積算信号による検知分解能の低下を最小限に抑制することができる。すなわち、単に
、受光素子８３から出力された受光信号を４個ごとに分けて、それぞれ積算信号を求めた
場合、反射光の検出感度を向上することはできるが、一方で、積算信号による検知分解能
が、大幅に低下してしまう。それに対して、積算する受光信号の範囲を、受光信号１個分
ずつずらすようにすれば、検知分解能の低下を抑制できるのである。
【００６１】
　なお、図６及び図７を用いた説明では、積算受光信号範囲を４としたが、これは説明を
簡単にするために便宜的に定めたものであり、積算受光信号範囲、すなわち積算すべき受
光信号の個数は、検知すべき対象物の大きさ、隣接するレーザ光間の角度、さらには最大
検知距離に応じて任意の値に設定され得る。
【００６２】
　積算処理部８８は、積算受光信号範囲をずらしつつ、各積算受光信号範囲に属する受光
信号を積算した積算信号、すなわちライン１～ライン（３２７－積算受光信号範囲＋１）
までの各ラインの積算信号を順番に出力する。
【００６３】
　ステートマシン部８９は、図９に示すように、積算信号の一定時間毎の信号成分を示す
各ポイント（受光信号を一定のサンプリング周波数でＡＤ変換したときのサンプリングポ
イントのことであり、積算処理部８８による積算結果が存在するポイントでもある。以下
、ポイントと記す。）について、積算信号の波形の形状においてどの状態にあるか、すな
わち、ピーク探索中ＳＴ１、立上り開始ＳＴ２、立上り中ＳＴ３、立下り中ＳＴ４、及び
立上りチェックＳＴ５のうち、どの状態にあるかを判定する。
【００６４】
　図１０（ａ）、（ｂ）に示すように、判定対象の１個のポイント（以下、検証ポイント
）に対して、時間的に前後する２個のポイント、すなわち、検証ポイントの１個前のポイ
ントと、検証ポイントの１個後のポイントを使用して判定する。図１０（ａ）、（ｂ）中
の”ａ”，”ｂ”，”ｃ”は、それぞれのポイントにおける受光信号の積算結果の値（積
算信号成分の大きさ）を表しており、検証ポイントと、その１個前及び１個後のポイント
との差分値（”ｂ－ａ”及び”ｃ－ｂ”）を求め、その差分値の符号及び差分値の大きさ
(傾き)との関係から、図９に示す各状態のいずれかにあるかを判定する。
【００６５】
　ステートマシン部８９では、図１１に示す状態遷移図に沿って、検証ポイントの状態を
判定する。検証ポイントの状態判定は、図１１の“開始”から始まり、“開始”の状態に
入ったら、無条件で“ピーク探索“状態に移行する。この“ピーク探索“状態に移行した
場合に、検証ポイントとその前後のポイントとの符号と傾きの関係から、図１２に示す判
定１又は図１７に示す判定６の条件が成立するかどうかを判定する。この判定１及び判定
６は、ピーク波形の立上りの判定を行う条件である。この判定１又は判定６の条件が成立
した検証ポイントを“立上り開始“状態のポイントと判定する（これを”場合１”とする
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。）。
【００６６】
　判定１又は判定６の条件が成立しない場合は、その検証ポイントは”ピーク探索“状態
であると判定し、次の検証ポイントに移行して、同じ判定を繰り返す。この“立上り開始
”状態は、文字通り、反射物からの反射波を受信したことを示すピーク波形の立上りが開
始する時点のポイントを表している。なお、図１２に示す判定１は、積算信号成分の大き
いピークを示す場合の判定であり、以下に示す２つの条件のうち何れかが成立する場合に
”立上り開始”と判定する。
（判定１）
　条件１：（ｃ＞ｂ）　ＡＮＤ　（ｃ－ｂ）＞閾値　ＡＮＤ　（ａ＞ｂ）
　条件２：（ｃ＞ｂ）　ＡＮＤ　（ｃ－ｂ）＞閾値　ＡＮＤ　（ｃ－ｂ）＞（｜ｂ－ａ｜
×２）
　また、図１７に示す判定６は、積算信号成分が小さいピークを示す場合の判定であり、
判定１と同様に、以下に示す２つの条件のうち何れかが成立する場合に”立上り開始”と
判定する。
（判定６）
　条件１：（ｃ＞ｂ）　ＡＮＤ　（ｃ－ｂ）＞閾値／４　ＡＮＤ　（ｃ－ｂ）＞（｜ｂ－
ａ｜×３）
　条件２：（ｃ＞ｂ）　ＡＮＤ　（ｂ＞ａ）　ＡＮＤ　（ｃ－ｂ）＋（ｂ－ａ）＞（閾値
×０．６２５）
　ここで、図１１に示す状態遷移図において、“立上り開始“状態と判定されてから、以
下に示す５つの特定の状態遷移の経路をたどる場合、その状態遷移をたどる複数のポイン
トからなるポイント系列は、反射物からの反射波を受信したことを示すピーク波形を形成
するグループであると判定する。なお、以下の（ア）～（オ）のそれぞれの状態遷移は、
遷移過程の全ての状態を示すものではなく、”最初の状態”→”最後の状態”→”最後の
次の状態”の３つの状態のみ記述したものであり、途中の状態の遷移過程の記述は省略し
ている。また、２個のピークが引っ付いた波形の例のように、ピーク波形を形成するグル
ープは１個とは限らない。
（ア）”立上り開始”→”立下り中＿１”→”ピーク探索”
（イ）”立上り開始”→”立下り中＿４”→”ピーク探索”
（ウ）”立上り開始”→”立上りチェック”→”ピーク探索”
（エ）”立上り開始”→”立上りチェック”→”立上り開始”
（オ）”立上り開始”→”立上り中＿３”→”立上り開始”
　図９に示すような一般的な形状のピーク波形の場合、そのピーク波形を形成する各ポイ
ントは、”立上り開始ＳＴ２”→”立上り中ＳＴ３”→”立下り中ＳＴ４”→”ピーク探
索中ＳＴ１”というように、特定の状態遷移をたどることがわかる。
【００６７】
　そこで、ピーク波形を形成する時間的に連続した複数のポイントは特定の状態遷移をた
どる点に着目し、ステートマシン部８９では、検証ポイントと、検証ポイントに対して時
間的に前後する少なくとも２個のポイントとの信号成分の差分値の符号及びその差分値の
大きさから、検証ポイントが、”ピーク探索中”、”立上り開始”、”立上り中”、”立
下り中”、及び”立上りチェック”のうち、どの状態にあるかを判定する。
【００６８】
　これにより、時間的に連続する複数のポイントが、例えば、”立上り開始ＳＴ２”→”
立上り中ＳＴ３”→”立下り中ＳＴ４”→”ピーク探索中ＳＴ１”というような特定の状
態遷移をたどる場合に、その複数のポイントからなるポイント系列をピーク波形を形成す
るグループであると判定することができる。
【００６９】
　ステートマシン部８９において、全てのポイントに対して状態遷移の判定が終了すると
、受信信号積算変換部９０では、上記（ア）～（オ）の５つのうちの何れかの状態遷移を
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たどる、ピーク波形を形成するグループに属するポイント系列の積算信号を記録するとと
もに、ピーク波形を形成するグループに属さないポイントについては、その信号成分の大
きさを”０”（ゼロ）に変更（変換）する処理を実行する。これにより、積算処理部８８
から出力される積算信号から、ピーク波形を形成するグループに属するポイント系列の積
算信号のみを抽出することができる。
【００７０】
　続いて、ステートマシン部８９において”立上り開始”状態であると判定された以降（
場合１以降）のポイントの状態判定について説明する。図１１において、”立上り開始”
状態に移行したポイントの次のポイント（１個後のポイント）に対して、図１３に示す判
定２を実行する。図１３に示す判定２は、積算信号成分の大きいピークを示す場合の判定
であり、以下に示す条件が成立する場合に、その検証ポイントを”立上り中”状態のポイ
ントと判定する（これを”場合２”とする。）。
（判定２）
　条件：（ｃ＞ｂ）　ＡＮＤ　（ａ＜ｂ）
　この判定２の条件が成立しない場合、つまり、”立上り中”の状態でない場合には、そ
の検証ポイントは”立下り中＿１”の状態に移行する。この”立下り中＿１”状態へ移行
した場合には、同じ検証ポイントに対して、図１５に示す判定４を実行する。図１５に示
す判定４は、積算信号成分の大きいピークを示す場合の判定であり、以下に示す２つの条
件のうち何れかが成立する場合に、その検証ポイントを”ピーク探索中”状態のポイント
と判定し、”ピーク探索中”状態に戻す。つまり、これは、１個のポイントだけがピーク
頂点になった状態（三角形状態）の場合である（これを”場合３”とする。）。
（判定４）
　条件１：（ｃ＞ｂ）　ＡＮＤ　（ｂ＜ａ）　ＡＮＤ　（ａ－ｂ）＞閾値　ＡＮＤ　（ａ
－ｂ）＞（ｂ－ｃ）×４
　条件２：｜ｂ－ｃ｜＜閾値　ＡＮＤ　ｂ＜ａ　ＡＮＤ　（ａ－ｂ）＞閾値　ＡＮＤ　（
ａ－ｂ）＞（ｂ－ｃ）×４
　以上説明した状態遷移が（ア）”立上り開始”→”立下り中＿１”→”ピーク探索”の
状態遷移である。
【００７１】
　次に、“立下り中＿１”状態へ移行した後に判定４の条件が成立しない場合、その検証
ポイントは“立下り中＿２”状態へ移行する。この検証ポイントに対しては、さらに図１
８に示す判定７を実施して、立下りが続くか、或いは立ち上がってくるかどうかを判定す
る（これを”場合４”とする。）。
【００７２】
　図１８に示す判定７は、積算信号成分の小さいピークを示す場合の判定であり、以下に
示す条件が成立する場合に、”立下り状態”から緩やかな”立上り状態”に移行している
と判定し、その次のポイントを”立上りチェック”状態のポイントと判定する。
（判定７）
　条件：｜ｂ－ｃ｜＜閾値　ＡＮＤ　（ｂ＜ａ）　ＡＮＤ　ｎｏｔ｛（ａ－ｂ）＞閾値　
ＡＮＤ　（ａ－ｂ）＞（ｂ－ｃ）×４｝　ＡＮＤ　ｃ＞ｂ　ＡＮＤ　（ｃ－ｂ）＜閾値
　この“立上りチェック”状態と判定された検証ポイントの次のポイントに対して、図１
７に示した判定６を実行する。そして、判定６の条件が成立する場合は、“立上り開始“
状態に移行するが、成立しない場合は”ピーク探索“状態に戻る。以上説明した状態遷移
が（ウ）”立上り開始”→”立上りチェック”→”ピーク探索”の状態遷移である。
【００７３】
　ここで、“立上りチェック”状態から “立上り開始”状態への状態遷移は、図２５に
示すように２個のピークが合成されている波形において、前のピークが終わって谷間がで
きている状態から、次のピークの“立上り開始”状態に遷移したことを示す。つまり、こ
の状態遷移は、２個のピークが引っ付いたピーク波形の分離を判定する遷移であり、（エ
）”立上り開始”→”立上りチェック”→”立上り開始”の状態遷移である。
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【００７４】
　次に、上述した”場合２”の“立上り中”状態と判定されたときの説明に戻るが、その
次のポイントに対して、図１４に示す判定３を実行して、”立上り”状態から”立下り”
状態への移行を判定する。図１４に示す判定３は、積算信号成分の大きいピークを示す場
合の判定であり、以下に示す条件が成立する場合に、その検証ポイントを”立下り中”状
態のポイントと判定する。この判定３の条件が成立しない場合は、このポイントも“立上
り中”となり、さらにその次のポイントに対しても同様に判定３による立下り判定を繰り
返す。
（判定３）
　条件：（ｃ＜ｂ）　ＡＮＤ　（ａ＜ｂ）
　”場合２”の“立上り中”状態において、判定３の条件が成立する場合、次のポイント
は“立下り中＿１”状態に移行する。この“立下り中-1”状態に移行したポイントは、”
場合３”及び”場合４”での説明と同じ状態遷移になる。
【００７５】
　次に、”場合４”で判定７が成立しない場合、この検証ポイントはそのまま“立下り中
＿３”状態に移行する。この移行後、同一の検証ポイントに対して判定１を実施し、判定
１の条件が成立した場合は、このポイントの次のポイントを“立上り開始”状態とする。
ここにおいても、図２５に示すように、複数個のピークが合成されているピークで前のピ
ークが終わって谷間ができている状態から、次のピークの“立上り開始”状態に遷移した
ことを示す。
【００７６】
　この場合、(エ)の状態遷移と同様にピークの分離判定を行っているが、（エ）の状態遷
移の場合は、１個前にあるピークの立下り状態が緩やかに止まって次のピークが立上る状
態になるのに対して、この場合は、１個前のピークが立下がっている途中、突然急に次の
ピークが立上り始める状態になる点が異なる。以上の状態遷移が（オ）”立上り開始”→
”立上り中＿３”→”立上り開始”である。
【００７７】
　“立下り中＿３”状態のポイントにおいて、判定１が成立しない場合は、このポイント
はそのまま即座に“立下り中＿４”状態に移行する。その後、このポイントに対して立下
りの終了点の探索である図１６に示す判定５を実施する。図１６に示す判定５は、積算信
号成分の大きいピークを示す場合の判定であり、以下に示す条件が成立する場合に、その
ポイントを”ピーク探索中”状態のポイントと判定する。なお、判定５の条件のａは、立
上り開始ポイントの積分結果である。
（判定５）
　条件：（ｂ＜ａ）
　この判定５の条件が成立した場合、このポイントの一つ前のポイントでピークは終了し
、このポイントを“ピーク探索“状態に戻して、次の新しいピーク抽出のための状態判定
に移る。以上の状態遷移が（イ）”立上り開始”→”立下り中＿４”→”ピーク探索”で
ある。この判定５が成立しない場合は、次のポイントは“立下り中＿１”に移行し、状態
遷移の移行を繰り返す。
【００７８】
　以上がステートマシン部８９による状態判定の処理であるが、図１１に示した状態遷移
図は、ピーク波形を抽出する際の一例であり、この状態遷移図だけに従うピーク波形の抽
出方法に限定されるものではない。また、図１２～図１８に示した各判定の条件式も一例
であり、この条件式に限定されるものではない。
【００７９】
　さらに、この図１２～図１８に示した各判定の条件式は、判定対象のポイントである検
証ポイントとその１個前と１個後のポイントとの関係で判定しているが、１個前、１個後
に限らず、もっと広範囲にわたるポイントとの関係を判定の対象にしてもよい。
【００８０】
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　図３に示すオフセット記録部９１は、ステートマシン部８９にて判定された、上記（ア
）～（オ）の何れかの状態遷移をたどるポイント系列（ピーク波形を形成するグループに
属するポイント系列）の”立上り開始”状態にあると判定されたポイントの信号成分をオ
フセット分として記録する。
【００８１】
　例えば、図１９（ａ）に示すようなピーク波形を形成するグループ（以下、ピークグル
ープＰＫ）の場合、このピークグループＰＫの”立上り開始”状態にあるポイントの信号
成分（受信信号の積算結果）Ｈｓをオフセット分として記録する。なお、複数のピークグ
ループＰＫがある場合には、そのピークグループＰＫ毎のオフセット分を記録する。この
オフセット分は、従来技術におけるバックグラウンドノイズに近い大きさを示すものであ
る。
【００８２】
　差分処理記録部９３は、受信信号積算変換部９０に記録されたピークグループＰＫに属
するポイント系列の積算信号成分からオフセット記録部９１に記録されたオフセット分を
除去する。すなわち、図１９（ａ）、（ｂ）に示すように、ピークグループＰＫに属する
各ポイントの積算信号成分ＰＫｉからオフセット分Ｈｓを減じて、ノイズ除去後のピーク
値（ノイズ除去ピーク値ｉ）を求める。なお、図１９（ｂ）に示すように、ノイズ除去ピ
ーク値ｉが負の値（ｉ＜０）を示す場合、そのノイズ除去ピーク値ｉを”０”（ゼロ）に
する。
【００８３】
　このように、ピークグループＰＫに属する各ポイントの積算信号成分ＰＫｉからオフセ
ット分を除去することで、従来技術のようにバックグラウンドノイズを計測することなく
、ピークグループＰＫに属するポイント系列の積算信号成分に重畳されるノイズ成分を除
去することができる。
【００８４】
　グループ番号記録部９２は、ステートマシン部８９による判定の結果、ピークグループ
ＰＫが複数存在する場合、その各々のピークグループＰＫに属する全てのポイントに対し
て、各々のピークグループＰＫを区別するためのグループ番号を付与し、各々のピークグ
ループＰＫに属するポイント系列の積算信号とグループ番号とを関連付けて記録する。
【００８５】
　これは、ピークグループＰＫが１個だけ存在する場合、差分処理記録部９３によってオ
フセット分が除去された積算信号から、その信号成分がゼロでないポイントがピークグル
ープＰＫに属するポイントであることは容易に把握できるが、ピークグループＰＫが複数
存在する場合で、特に２個のピークが引っ付いている場合には、差分処理記録部９３によ
ってオフセット分が除去された積算信号は、ピーク波形の境界が不明確となる。
【００８６】
　例えば、図２０に示すように２個のピークが合成された波形形状の場合、ピーク分離点
（＝ピークの境界）を明確にするための情報が必要となる。そこで、グループ番号記録部
９２では、図２０に示すように、各々のピークグループＰＫに属する全てのポイントに対
して、各々のピークグループＰＫを区別するためのグループ番号を、１つのピークグルー
プＰＫ内で同じグループ番号となるように付与する。これによって、複数個のピークが引
っ付いている場合であっても、各々のピーク波形の境界が明確になり、ピーク波形の区別
が可能になる。
【００８７】
　なお、図２０に示すように、各々のピークグループＰＫと、その各々のピークグループ
ＰＫに属する各ポイントに付与されたグループ番号とは一対一で対応している。また、図
２０において、グループ番号が”０”（ゼロ）のポイントは、ピークグループＰＫとして
抽出されなかったポイントであり、これらのポイントの信号成分は、受信信号積算変換部
９０によって常にゼロになっている。
【００８８】
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　また、グループ番号が”０”（ゼロ）以外のポイントは、ピークグループＰＫとして抽
出されたポイントである。例えば、グループ番号が”１”になっている４個のポイントは
、同じピークグループＰＫに属するポイントである。そのグループ番号”１”の後には、
グループ番号”０”を挟むことなく、グループ番号が”２”になっているポイントが３個
連続している。これは、グループ番号”１”とグループ番号”２”の２個のピークは、元
々引っ付いていたものであり、ピーク分離点を境界にして、２個のピークに分離されたも
のであることを示している。
【００８９】
　差分処理記録部９３は、受信信号積算変換部９０に記録されたピークグループＰＫに属
するポイント系列の積算信号成分からオフセット記録部９１に記録されたオフセット分を
除去し、そのオフセット除去後の積算信号に対し、ピークグループＰＫ毎のグループ番号
を付与して記録する。
【００９０】
　これにより、図２１（ａ）に示すように、積算処理部８８から出力される積算信号から
、ピーク波形を抽出することができるようになる。また、図２１（ｂ）に示すように、２
つのピークが引っ付いた積算信号であっても、ピークグループＰＫ毎に付与されたグルー
プ番号を参照することで、２つのピークから各々のピーク波形を抽出することが可能とな
る。
【００９１】
　距離算出部９４は、抽出すべきピークグループのグループ番号を指定し、差分処理記録
部９３に記録されているグループ番号の付与されたオフセット除去後の積算信号から、指
定されたグループ番号と一致するオフセット除去後の積算信号を抽出する。そして、発光
開始から、その抽出した積算信号のピーク波形の中心推定値までの時間から、反射物まで
の距離を算出する。この算出した反射物体までの距離はレーザレーダＣＰＵ７０に出力さ
れる。
【００９２】
　これにより、例えばグループ番号”１”の付与されたオフセット除去後の積算信号だけ
を抽出したい場合には、グループ番号”１”を指定することで、グループ番号”１”の付
与されたオフセット除去後の積算信号のみ抽出することが可能となる。また、残り全ての
グループ番号に対して、同じように単独でピークを抽出することで、それぞれピークから
それぞれの距離を算出することができるようになる。
【００９３】
　レーザレーダＣＰＵ７０は、距離算出部９４から入力された反射物までの距離及び対応
するレーザ光のスキャン角度θｘ，θｙを基にして位置データを作成する。具体的には、
距離及びスキャン角度θｘ，θｙから、レーザレーダ中心を原点（０，０，０）とし、車
幅方向をＸ軸、車高方向をＹ軸、車両前方方向をＺ軸とするＸＹＺ直交座標系における反
射物の位置データを求める。そして、このＸＹＺ直交座標系における位置データを測距デ
ータとして認識・車間制御ＥＣＵ３へ出力する。
【００９４】
　なお、積算信号に基づいて反射物までの距離を算出する場合、その積算信号に対応する
レーザ光のスキャン角度θｘは、積算した複数個の受光信号に対応する複数のレーザ光の
中心位置のレーザ光のスキャン角度θｘとする。
【００９５】
　認識・車間制御ＥＣＵ３は、レーザレーダセンサ５からの測距データを基にして物体を
認識し、その認識物体から得た先行車の状況に合わせて、ブレーキ駆動器１９、スロット
ル駆動器２１および自動変速機制御器２３に駆動信号を出力することにより車速を制御す
る、いわゆる車間制御を実施する。また、認識物体が所定の警報領域に所定時間存在した
場合等に警報する警報判定処理も同時に実施する。この場合の物体としては、自車の前方
を走行する前車やまたは停止している前車等が該当する。
【００９６】
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　認識・車間制御ＥＣＵ３の内部構成について、制御ブロックとして簡単に説明する。レ
ーザレーダセンサ５から出力された測距データは物体認識ブロック４３に送られる。物体
認識ブロック４３では、測距データとして得た３次元位置データに基づいて、物体の中心
位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）、及び横幅Ｗ、奥行きＤ、高さＨ等の物体の大きさ（Ｗ，Ｄ，Ｈ）を
求める。さらに、中心位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の時間的変化に基づいて、自車位置を基準とす
るその物体の相対速度（Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚ）を求める。さらに物体認識ブロック４３では
、車速センサ７の検出値に基づいて車速演算ブロック４７から出力される車速（自車速）
と上記求められた相対速度（Ｖｘ，Ｖｙ，Ｖｚ）とから物体が停止物体であるか移動物体
であるかの識別が行なわれる。この識別結果と物体の中心位置とに基づいて自車両の走行
に影響する物体が選択され、その距離が距離表示器１５により表示される。
【００９７】
　また、ステアリングセンサ２７からの信号に基づいて操舵角演算ブロック４９にて操舵
角が求められ、ヨーレートセンサ２８からの信号に基づいてヨーレート演算ブロック５１
にてヨーレートが演算される。そしてカーブ半径（曲率半径）算出ブロック５７では、車
速演算ブロック４７からの車速と操舵角演算ブロック４９からの操舵角とヨーレート演算
ブロック５１からのヨーレートとに基づいて、カーブ半径（曲率半径）Ｒを算出する。そ
して物体認識ブロック４３では、このカーブ半径Ｒおよび中心位置座標（Ｘ，Ｚ）などに
基づいて、物体が車両である確率、及び自車と同一車線を走行している確率等を判定する
。この物体認識ブロック４３にて求めたデータが異常な範囲の値かどうかがセンサ異常検
出ブロック４４にて検出され、異常な範囲の値である場合には、センサ異常表示器１７に
その旨の表示がなされる。
【００９８】
　一方、先行車判定ブロック５３では、物体認識ブロック４３から得た各種データに基づ
いて先行車を選択し、その先行車に対するＺ軸方向の距離Ｚおよび相対速度Ｖｚを求める
。そして、車間制御部及び警報判定部ブロック５５が、この先行車との距離Ｚ、相対速度
Ｖｚ、クルーズコントロールスイッチ２６の設定状態およびブレーキスイッチ９の踏み込
み状態、スロットル開度センサ１１からの開度および警報感度設定器２５による感度設定
値に基づいて、警報判定ならば警報するか否かを判定し、クルーズ判定ならば車速制御の
内容を決定する。その結果を、警報が必要ならば、警報発生信号を警報音発生器１３に出
力する。また、クルーズ判定ならば、自動変速機制御器２３、ブレーキ駆動器１９および
スロットル駆動器２１に制御信号を出力して、必要な制御を実施する。そして、これらの
制御実行時には、距離表示器１５に対して必要な表示信号を出力して、状況をドライバー
に告知する。
【００９９】
　このように、本実施形態のレーダ装置は、従来技術のようにバックグラウンドノイズを
差し引いてピーク波形を抽出するのではなく、積算信号の波形の形状を判定して直接的に
ピーク波形を抽出する。これにより、従来技術における３つの問題（［問題１］バックグ
ラウンドノイズのレベルが変動すること、［問題２］、複数個のピークが引っ付いたピー
ク波形を一塊のピーク波形とみなしてしまうこと、［問題３］高いピーク強度を持つ第１
の反射信号を受信した直後に、別の物体からの第２の反射信号を受信した場合、第２の反
射信号のピーク波形が検出できなくなること）は発生しないため、反射物のピーク波形を
適切に抽出することができるようになる。
【０１００】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に何
等制限されるものではなく、以下の変形例のように、本発明の主旨を逸脱しない範囲にお
いて種々なる形態で実施し得る。
【０１０１】
　（変形例１）
　上記実施形態によるピーク波形の抽出方法と、特開２００５－２５７４０５号公報に記
載のバックグラウンドノイズを用いたピーク波形の抽出方法とを併用する構成にしてもよ
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い。その場合の検出回路８５の構成を図２２に示す。
【０１０２】
　図２２のバックグラウンド書き込み判定部９６は、反射物が存在しないことを判定する
もので、この判定結果をバックグラウンドノイズ記録部９７及び処理切換部９９に出力す
る。処理切換部９９は、バックグラウンド書き込み判定部９６から、反射物が存在しない
とする判定結果が出力された場合には、図の上側に接続を切り換える。これにより、積算
処理部８８から出力される積算信号がバックグラウンドノイズ記録部９７及び差分処理部
９８に出力されるようになる。
【０１０３】
　バックグラウンドノイズ記録部９７は、バックグラウンドノイズに相当する、反射物が
存在しない場合の積算信号を記録する。そして、差分処理部９８では、反射物の存在する
ときの積算信号からバックグラウンドノイズ記録部９７の記録するバックグラウンドノイ
ズを除去する処理を行い、そのノイズ除去後の積算信号を距離算出部９４に出力する。
【０１０４】
　一方、処理切換部９９は、バックグラウンド書き込み判定部９６から、一定時間に渡っ
て反射物が存在するとの判定結果が出力された場合、又はユーザのスイッチ入力（図２２
には図示せず）等による本実施形態への切換え指定時には、図の下側に接続を切り換える
。これにより、本実施形態で説明した処理が実行される。
【０１０５】
　このように、実施形態によるピーク波形の抽出方法と、バックグラウンドノイズを用い
たピーク波形の抽出方法とを併用する構成を採用することにより、バックグラウンドノイ
ズを計測できない状況（渋滞等）において、一時的な手段として、本実施形態によるピー
ク波形の抽出方法を使用することも可能となる。
【０１０６】
　（変形例２）
　上述した実施形態においては、Ｘ軸方向に走査される各走査ラインにおいて、隣接して
照射される複数本のレーザ光に基づく受光信号を積算する例について説明した。しかしな
がら、一定角度に照射される送信波に基づいて出力される、一定時間内の所定個数の受光
信号を積算するようにしてもよい。このようにした場合であっても、反射物からの反射波
に対応する信号成分が増幅されるようになり、その一方で、種々の要因で、受光信号に重
畳されるランダムなノイズ成分の増幅の程度は小さいため、積算信号においては、反射物
からの反射波に対する受信信号成分のＳ／Ｎ比が向上する。
【０１０７】
　（変形例３）
　上記実施形態では、積算処理部８８は、受光信号を１個分ずつずらしながら、積算する
受光信号の範囲を移動させた。しかしながら、積算する受光信号の個数よりも少ない範囲
で、複数個の受信信号分だけずらしながら、積算する受光信号の範囲を移動させても良い
。このようにした場合であっても、少なくとも、受信信号を所定個数ごとに分けて、それ
ぞれ積算信号を求めた場合に比較して、積算信号の検知分解能を向上することができる。
【０１０８】
　（変形例４）
　上述した実施形態においては、Ｘ軸方向に走査される各走査ラインにおいて、隣接して
照射される複数本のレーザ光に基づく受光信号を積算する例について説明した。しかしな
がら、積算する受光信号は、Ｘ軸方向に隣接して照射されるレーザ光に限らず、Ｙ軸方向
に隣接して照射されるレーザ光によるものであっても良い。さらに、隣接して照射される
レーザ光の範囲は、Ｘ軸及びＹ軸の複数の走査ラインに及ぶものであっても良い。
【０１０９】
　（変形例５）
　上記実施形態では、レーザ光の２次元スキャンを行うために面倒れ角が異なるポリゴン
ミラー７３を用いたが、例えば車幅方向にスキャン可能なガルバノミラーを用い、そのミ
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ラー面の倒れ角を変更可能な機構を用いても同様に実現できる。但し、ポリゴンミラー７
３の場合には、回転駆動だけで２次元スキャンが実現できるという利点がある。
【０１１０】
　（変形例６）
　上記実施形態では、レーザレーダセンサ５内部において、距離及び対応するスキャン角
度θｘ，θｙを極座標系からＸＹＺ直交座標系に変換していたが、その処理を物体認識ブ
ロック４３において行っても良い。
【０１１１】
　（変形例７）
　上記実施形態では、レーザ光を用いたレーザレーダセンサ５を採用したが、ミリ波等の
電波や超音波等を用いるものであってもよい。また、スキャン方式にこだわる必要はなく
、距離以外に方位を測定できる方式であればよい。そして、例えばミリ波でＦＭＣＷレー
ダ又はドップラーレーダなどを用いた場合には、反射波（受信波）から先行車までの距離
情報と先行車の相対速度情報が一度に得られるため、レーザ光を用いた場合のように、距
離情報に基づいて相対速度を算出するという過程は不要となる。
【０１１２】
　（変形例８）
　上記実施形態では、レーザ光に対する反射強度が不十分な反射物も検知できるようにす
るために、複数の受光信号を積算した積算信号を算出した。しかしながら、反射物の検出
は、個々の受光信号に基づいて行なうようにしても良い。
【０１１３】
　（変形例９）
　上述した実施形態においては、本発明によるレーダ装置を車両用レーダ装置として用い
た場合について説明した。しかしながら、本発明によるレーダ装置は車両用に限らず、例
えば所定のエリアに対する侵入者検出のために用いることも可能である。
【０１１４】
　（変形例１０）
　上述した実施形態においては、図２に示すスキャン方式を使用した例について説明して
いるが、指定方向（一定角度）にレーザビームを固定して、一定時間内の反射信号を積分
する方式に対しても同じように利用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明によるレーダ装置が適用された車両制御装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】レーザレーダセンサ５の構成を示す構成図である。
【図３】レーザレーダセンサ５における検出回路８６の構成を示す構成図である。
【図４】レーザレーダセンサ５の照射領域を示す斜視図である。
【図５】検出回路８６において、ＡＤ変換部８７による受光信号に対するデジタル変換処
理を説明するための波形図である。
【図６】積算受光信号範囲を４とした場合の積算対象となる受信信号の範囲を模式的に示
した説明図である。
【図７】複数の受光信号を積算する処理を説明するための説明図である。
【図８】複数の受光信号を積算した場合、反射光の強度に対応した受光信号成分の増幅の
程度が、ノイズ信号成分の増幅の程度よりも大きいことを説明するための説明図である。
【図９】積算信号の波形の形状における各状態（ピーク探索中ＳＴ１、立上り開始ＳＴ２
、立上り中ＳＴ３、立下り中ＳＴ４、及び立上りチェックＳＴ５）を示した図である。
【図１０】判定対象の１個のポイント（検証ポイント）と、時間的に前後する２個のポイ
ントを示した図である。
【図１１】検証ポイントを判定する際の状態遷移図である。
【図１２】状態遷移図における判定１の条件を示す図である。
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【図１３】状態遷移図における判定２の条件を示す図である。
【図１４】状態遷移図における判定３の条件を示す図である。
【図１５】状態遷移図における判定４の条件を示す図である。
【図１６】状態遷移図における判定５の条件を示す図である。
【図１７】状態遷移図における判定６の条件を示す図である。
【図１８】状態遷移図における判定７の条件を示す図である。
【図１９】（ａ）、（ｂ）は、ピークグループＰＫに属する各ポイントの信号成分ＰＫｉ
からオフセット分Ｈｓを除去することを説明するための図である。
【図２０】オフセット除去後の積算信号とグループ番号を示す図である。
【図２１】（ａ）は、引っ付いていない２個のピークを含む積算信号から各々のピーク波
形を抽出することを説明するための図であり、（ｂ）は、引っ付いている２個のピークを
含む積算信号から各々のピーク波形を抽出することを説明するための図である。
【図２２】変形例１における検出回路８６の構成を示す構成図である。
【図２３】（ａ）は、受信信号積算結果とバックグラウンドノイズとのレベルが一致して
いる場合を示した図であり、（ｂ）は、受信信号積算結果とバックグラウンドノイズとの
レベルにずれが生じている場合を示した図である。
【図２４】２つのピークが引っ付いた受信信号積算結果とバックグラウンドノイズを示し
た図である。
【図２５】２つのピークが引っ付いたピーク波形を示す図である。
【図２６】強いピーク強度を持つ第１の反射信号を受信した直後に、別の物体からの強い
ピーク強度を持つ第２の反射信号を受信した場合を示した図である。
【符号の説明】
【０１１６】
１…車両制御装置、３…認識・車間制御ＥＣＵ、５…レーザレーダセンサ、７…車速セン
サ、９…ブレーキスイッチ、１１…スロットル開度センサ、１３…警報音発生器、１５…
距離表示器、１７…センサ異常表示器、１９…ブレーキ駆動器、２１…スロットル駆動器
、２３…自動変速機制御器、２４…警報音量設定器、２５…警報感度設定器、２６…クル
ーズコントロールスイッチ、２７…ステアリングセンサ、２８…ヨーレートセンサ、２９
…電源スイッチ、４３…物体認識ブロック、４４…センサ異常検出ブロック、４７…車速
演算ブロック、４９…操舵角演算ブロック、５１…ヨーレート演算ブロック、５３…先行
車判定ブロック、５５…車間制御部及び警報判定部ブロック、５７…カーブ半径算出ブロ
ック、７０…レーザレーダＣＰＵ、７１…発光レンズ、７２…スキャナ、７３…ミラー、
７４…モータ駆動回路、７５…半導体レーザダイオード、７６…レーザダイオード駆動回
路、８１…受光レンズ、８３…受光素子、８５…増幅器、８６…検出回路、８７…ＡＤ変
換部、８８…積算処理部、８９…ステートマシン部、９０…受信信号積算変換部、９１…
オフセット記録部、９２…グループ番号記録部、９３…差分処理記録部、９４…距離算出
部、９６…バックグラウンド書き込み判定部、９７…バックグラウンドノイズ記録部、９
８…差分処理部、９９…処理切換部
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