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(57)【要約】
【課題】電波の壁などからの反射により発生するゴース
トを高精度に判定することができるレーダ装置を提供す
る。
【解決手段】レーダ装置において、反射特性判定手段は
、側方の壁の反射特性を取得する。反射特性判定手段は
、取得した壁の反射特性が所定の閾値以上であるか否か
を判定する。仮想壁設定手段は、取得した壁の反射特性
が所定の閾値以上である場合に、検出したターゲットの
側方に仮想壁を設定する。対称位置判定手段は、仮想壁
を側方に設定したターゲットに対して、仮想壁と対称な
位置にターゲットがあるか否かを判定する。速度判定手
段は、仮想壁と対称な位置にターゲットがあった場合に
、仮想壁と対称な位置にあるターゲットの速度が、所定
の範囲内にあるか否かを判定する。ゴースト判定手段は
、仮想壁と対称な位置にあるターゲットの速度が所定の
範囲内にある場合に、仮想壁と対称な位置にあるターゲ
ットをゴーストと判定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載されるレーダ装置において、
　側方又は上下方向の壁の反射特性を取得する取得手段と、
　取得した壁の反射特性が所定の閾値以上であるか否かを判定する反射特性判定手段と、
　取得した壁の反射特性が所定の閾値以上である場合に、検出したターゲットの側方又は
上下方向に仮想壁を設定する仮想壁設定手段と、
　前記仮想壁を側方又は上下方向に設定したターゲットに対して、前記仮想壁と対称な位
置に他のターゲットがあるか否かを判定する対称位置判定手段と、
　前記仮想壁と対称な位置に他のターゲットがある場合に、前記仮想壁と対称な位置にあ
る他のターゲットの速度が、所定の範囲内にあるか否かを判定する速度判定手段と、
　前記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が所定の範囲内にある場合に、前
記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判定するゴースト判定手段とを
備える、レーダ装置。
【請求項２】
　前記仮想壁設定手段は、取得した壁の反射特性が所定の閾値以上であり、かつ基本ライ
ンに関する情報が入手できる場合は、検出したターゲットの側方又は上下方向に基本ライ
ンに沿った仮想壁を設定することを特徴とする、請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項３】
　前記仮想壁設定手段は、取得した壁の反射特性が所定の閾値以上である場合に、検出し
たターゲットの側方又は上下方向に、前記車両と前記側方又は上下方向の壁との間の距離
だけ間隔を空けて、前記仮想壁を設定することを特徴とする、請求項１に記載のレーダ装
置。
【請求項４】
　前記反射特性判定手段は、前記取得した壁の反射特性が第１の閾値以上かつ第２の閾値
未満（ただし、第１の閾値＜第２の閾値）であるか否かを判定し、
　前記仮想壁設定手段は、前記取得した壁の反射特性が第１の閾値以上かつ第２の閾値未
満である場合に、検出したターゲットの側方又は上下方向に仮想壁を設定することを特徴
とする、請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項５】
　前記速度判定手段は、前記仮想壁と対称な位置に他のターゲットがある場合に、前記仮
想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、前記仮想壁を側方又は上下方向に設定
したターゲットの速度と、所定の範囲内で一致するか否かを判定し、
　前記ゴースト判定手段は、前記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、前
記仮想壁を側方又は上下方向に設定したターゲットの速度と、所定の範囲内で一致する場
合に、前記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判定することを特徴と
する、請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項６】
　前記速度判定手段は、前記仮想壁と対称な位置に他のターゲットがある場合に、前記仮
想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、前記仮想壁を側方又は上下方向に設定
したターゲットがゴーストとして計算される速度と、所定の範囲内で一致するか否かを判
定し、
　前記ゴースト判定手段は、前記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、前
記仮想壁を側方又は上下方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と、
所定の範囲内で一致する場合に、前記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴース
トと判定することを特徴とする、請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項７】
　前記速度判定手段は、前記仮想壁と対称な位置に他のターゲットがある場合に、前記仮
想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、前記仮想壁を側方又は上下方向に設定
したターゲットがゴーストとして計算される速度と、所定の範囲内で一致し、かつ前記仮
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想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、前記仮想壁を側方又は上下方向に設定
したターゲットがゴーストとして計算される速度と所定速度だけ異なるか否かを判定し、
　前記ゴースト判定手段は、前記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、前
記仮想壁を側方又は上下方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と、
所定の範囲内で一致し、かつ前記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、前
記仮想壁を側方又は上下方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と所
定速度だけ異なる場合に、前記仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判
定することを特徴とする、請求項１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、車両に搭載されるレーダ装置に関し、より特定的には、検出したターゲット
から、電波の反射により発生するゴーストを高精度に判定することができるレーダ装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、先行車両などのターゲットを検知するためのレーダ装置を備えた車間距離セ
ンサが自動走行制御システム（ＡＣＣ）などに利用されていた。この車間距離センサが備
えるレーダ装置は、ミリ波の電波を車両の前方に向けて照射し、ターゲットによる反射電
波を受信し、受信電波より生成した受信信号を送信信号と混合することにより、ターゲッ
トとの相対距離、相対速度などを検出していた。しかしながら、従来のレーダ装置は、例
えば、図９に示すように、電波の反射により発生するゴーストを実際のターゲットと誤認
識することで、ターゲットを正しく認識できない可能性があった。
【０００３】
　図９においては、車両５５に搭載された従来のレーダ装置は、先行車両５１で反射した
電波５２が、トンネル壁、防音壁などの壁５３に反射すると、壁５３の中をゴースト５４
が走行しているように誤認識することがあった。この誤認識を防止するために、従来のレ
ーダ装置においては、自分の車両５５の前方を走行する車両だけを認識するようにするこ
とで対応するものがあった。しかしながら、そのような対応をとった場合でも、カーブ路
などでは、ゴースト５４を自分の車両５５の前方を走行する車両として誤認識する場合が
あった。
【０００４】
　また、ゴーストを実際のターゲットと誤認識することを防止するレーダ装置としては、
例えば、特許文献１に開示されているものがあった。図１０は、特許文献１に開示された
従来のレーダ装置を備えた車間距離センサの概要を説明するための図である。図１０にお
いて、車両５５に搭載された従来のレーダ装置は、連続して検出される静止物などから、
壁５３に相当するライン５６を求め、ライン５６より外側にあるターゲットを全てゴース
トと見なし消去していた。これによって、電波の反射によって発生するゴースト５４を実
際のターゲット５１と誤認識することを防止していた。
【特許文献１】特開２００１－１１６８３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された従来のレーダ装置は、連続して検出される静止
物などからライン５６を求め、ライン５６よりも外側にあるターゲットを全てゴーストと
見なしていたために、標識などの静止物がライン５６と判定されると、実際に隣接レーン
を走行している車両をゴーストと誤判定する可能性があった。また、このような誤判定を
防止するために、ライン５６を学習によって更新するとの記載があったが、断片的に出現
する静止物を除外してライン５６を求めているだけであり、ライン５６の精度が高いもの
ではなかった。また、静止物や壁の反射レベルが低い場合にはゴーストを判定できない可
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能性があった。このように、従来のレーダ装置は、必ずしもゴーストの判定精度が高いも
のではなかった。
【０００６】
　それ故に、本発明の目的は、上記従来の課題を解決するものであり、検出したターゲッ
トから、電波の反射により発生するゴーストを高精度に判定することができるレーダー装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、車両に搭載されるレーダ装置に向けられている。そして、上記目的を達成す
るために、本発明のレーダ装置は、側方又は上下方向の壁の反射特性を取得する取得手段
と、取得した壁の反射特性が所定の閾値以上であるか否かを判定する反射特性判定手段と
、取得した壁の反射特性が所定の閾値以上である場合に、検出したターゲットの側方又は
上下方向に仮想壁を設定する仮想壁設定手段と、仮想壁を側方又は上下方向に設定したタ
ーゲットに対して、仮想壁と対称な位置に他のターゲットがあるか否かを判定する対称位
置判定手段と、仮想壁と対称な位置に他のターゲットがある場合に、仮想壁と対称な位置
にある他のターゲットの速度が、所定の範囲内にあるか否かを判定する速度判定手段と、
仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が所定の範囲内にある場合に、仮想壁と
対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判定するゴースト判定手段とを備える。
【０００８】
　また、レーダ装置において、仮想壁設定手段は、取得した壁の反射特性が所定の閾値以
上であり、かつ基本ラインに関する情報が入手できる場合は、検出したターゲットの側方
又は上下方向に基本ラインに沿った仮想壁を設定してもよい。
【０００９】
　また、レーダ装置において、仮想壁設定手段は、取得した壁の反射特性が所定の閾値以
上である場合に、検出したターゲットの側方又は上下方向に、車両と側方又は上下方向の
壁との間の距離だけ間隔を空けて、仮想壁を設定してもよい。
【００１０】
　また、レーダ装置において、反射特性判定手段は、取得した壁の反射特性が、第１の閾
値以上かつ第２の閾値未満（ただし、第１の閾値＜第２の閾値）であるか否かを判定し、
仮想壁設定手段は、取得した壁の反射特性が第１の閾値以上かつ第２の閾値未満である場
合に、検出したターゲットの側方又は上下方向に仮想壁を設定してもよい。
【００１１】
　また、レーダ装置において、速度判定手段は、仮想壁と対称な位置に他のターゲットが
ある場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側方又は上下
方向に設定したターゲットの速度と、所定の範囲内で一致するか否かを判定し、ゴースト
判定手段は、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側方又は上下
方向に設定したターゲットの速度と、所定の範囲内で一致する場合に、仮想壁と対称な位
置にある他のターゲットをゴーストと判定してもよい。
【００１２】
　また、レーダ装置において、速度判定手段は、仮想壁と対称な位置に他のターゲットが
ある場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側方又は上下
方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と、所定の範囲内で一致する
か否かを判定し、ゴースト判定手段は、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度
が、仮想壁を側方又は上下方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と
、所定の範囲内で一致する場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴースト
と判定してもよい。
【００１３】
　また、レーダ装置において、速度判定手段は、仮想壁と対称な位置に他のターゲットが
ある場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側方又は上下
方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と、所定の範囲内で一致し、
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かつ仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側方又は上下方向に設
定したターゲットがゴーストとして計算される速度と所定速度だけ異なるか否かを判定し
、ゴースト判定手段は、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側
方又は上下方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と、所定の範囲内
で一致し、かつ仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側方又は上
下方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と所定速度だけ異なる場合
に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判定してもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　このように、本発明のレーダ装置によれば、取得した壁の反射特性が所定の閾値以上で
ある場合に、ターゲットの側方又は上下方向に仮想壁を設定することで、ターゲットの側
方又は上下方向に仮想壁を正しく設定することができる。同様に、レーダ装置は、取得し
た壁の反射特性が第１の閾値以上かつ第２の閾値未満である場合に、ターゲットの側方又
は上下方向に仮想壁を設定することでも、ターゲットの側方又は上下方向に仮想壁を正し
く設定することができる。あるいは、レーダ装置は、ターゲットの側方又は上下方向に基
本ラインに沿った仮想壁を設定することで、より正確に仮想壁を設定することができる。
【００１５】
　また、レーダ装置は、仮想壁を側方又は上下方向に設定したターゲットに対して、仮想
壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストとして判定することで、ゴーストの判定
精度を高めることができる。同様に、レーダ装置は、仮想壁と対称な位置にある他のター
ゲットの速度が、所定の範囲内にある場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲット
をゴーストと判定することで、ゴーストの判定精度を高めることができる。また、レーダ
装置は、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側方又は上下方向
に設定したターゲットの速度と、所定の範囲内で一致する場合に、仮想壁と対称な位置に
ある他のターゲットをゴーストと判定することでも、ゴーストの判定精度を高めることが
できる。また、レーダ装置は、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想
壁を側方又は上下方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と、所定の
範囲内で一致する場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判定す
ることでも、ゴーストの判定精度を高めることができる。
【００１６】
　これによって、レーダ装置は、電波の壁などからの反射により発生するゴーストを高精
度に判定することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態に係るレーダ装置の概要構成の一例を示すブロック図であ
る。図１において、レーダ装置は、送信機１１、送信アンテナ１２、受信アンテナ１３、
混合器１４、フィルタ１５、増幅器１６、ＡＧＣ（オートゲインコントローラ）１７、Ａ
／Ｄ変換器１８、及び信号処理部１９を備える。送信機１１は、ランプ波形に変調したミ
リ波信号を、送信アンテナ１２から照射する。送信アンテナ１２から所定のビーム角度で
照射された電波は、先行車などのターゲットが存在する場合、ターゲットにより反射され
る。受信アンテナ１３が、ターゲットにより反射された電波を受信する。受信した信号は
、混合器１４により送信機１１からの局部発振信号と混合され、フィルタ１５、増幅器１
６、ＡＧＣ１７、Ａ／Ｄ変換器１８を経由して、信号処理部１９へ入力される。
【００１８】
　信号処理部１９では、各ターゲットについての相対距離、相対速度、及び横方向位置等
を計算する。なお、これらの構成及び作用は、従来のレーダ装置と変わるところはないの
で、詳細な説明は省略する。信号処理部１９は、例えば、ＡＣＣ（自動走行制御装置）２
０と接続され、信号処理部１９の計算結果は、ＡＣＣ装置２０へ出力される。ＡＣＣ装置
２０は、レーダ装置から取得した各ターゲット情報に基づいて、自動走行制御を行う。
【００１９】
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　図２Ａは、車両２１に搭載されたレーダ装置による監視範囲を説明する図である。図２
Ａにおいて、本発明の一実施形態に係るレーダ装置は、前方センサによって前方エリア２
２を監視し、側方センサによって側方エリア２３，２４を監視する。すなわち、レーダ装
置は、前方センサによって先行車両等のターゲットを主に監視し、側方センサによって側
方のガードレール等の壁２５を主に監視する。これによって、レーダ装置は、例えば、図
２Ｂに示すような位置に存在する、ターゲット２６、ゴースト２７、及び壁２５を検出す
ることが可能であるものとする。
【００２０】
　図３は、本発明の一実施形態に係るレーダ装置の動作の一例を示すフローチャートであ
る。図３において、レーダ装置は、センサによって側方の壁を検出すると（ステップＳ１
０１）、検出した壁の反射特性を取得する（ステップＳ１０２）。そして、レーダ装置は
、取得した壁の反射特性が所定の閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ１０３）
。取得した壁の反射特性が所定の閾値よりも小さい場合、ステップＳ１０１に処理を戻す
。反射特性として、反射波の受信強度を用いた場合、受信強度が所定の閾値よりも小さい
場合には、壁の反射係数が小さいため、ゴーストは発生しない。
【００２１】
　一方、レーダ装置は、取得した壁の反射特性が所定の閾値以上である場合、検出したタ
ーゲットの側方に仮想壁を設定する（ステップＳ１０４）。例えば、図４に示すように、
車両２１に搭載されたレーダ装置は、前方の道路が直線である場合は、ターゲット２６ａ
の側方に仮想壁２８ａを設定し、前方の道路が左にカーブしている場合は、ターゲット２
６ｂの側方に仮想壁２８ｂを設定し、前方の道路が右にカーブしている場合は、ターゲッ
ト２６ｃの側方に仮想壁２８ｃを設定する。これによって、レーダ装置は、前方の道路の
状態に関係なく、ターゲット２６ａ～ｃの側方に仮想壁２８ａ～ｃを正しく設定すること
ができる。
【００２２】
　レーダ装置は、自車両２１と側方の壁２５との間の距離Ｄを測定し、仮想壁２８ａ～ｃ
を、ターゲット２６ａ～ｃの側方に、この距離Ｄだけ間隔を空けて設定することができる
。なお、レーダ装置は、仮想壁２８ａ～ｃを、この距離Ｄに限らず、ターゲット２６ａ～
ｃから予め決められた距離だけ間隔を空けて設定してもよいし、カメラ等で監視した実際
の走行レーンの幅だけ間隔を空けて設定してもよいものとする。
【００２３】
　なお、レーダ装置は、ステップＳ１０３、１０４において、取得した壁の反射特性が第
１の閾値以上かつ第２の閾値未満（ただし、第１の閾値＜第２の閾値）である場合に、セ
ンサから取得したターゲット（目標物）の側方に仮想壁を設定するようにしてもよい。ま
た、基本ラインに関する情報が取得できる場合は、レーダ装置は、取得した基本ラインに
関する情報を仮想壁の設定に利用してもよい。例えば、レーダ装置は、取得した壁の反射
特性が所定の閾値以上であった場合に、取得したターゲットの側方に基本ラインに沿った
仮想壁を設定してもよい。また、レーダ装置は、基本ラインに関する情報等を用いること
で、取得した壁の反射特性を閾値と比較しないでも、正確な仮想壁を設定することが可能
である場合は、ステップＳ１０３の動作を省略してもよいものとする。
【００２４】
　また、レーダ装置は、ステップＳ１０４でターゲットの側方に設定した仮想壁を実際の
道路の状況等に応じて変更可能であるものとする。例えば、レーダ装置は、前方センサ及
び側方センサによる監視状況や、前方カメラが捉えた画像（映像）や、車両の操舵角等に
よって、仮想壁の設定位置を更新できるものとする。また、レーダ装置は、ヨーレートセ
ンサ等の加速度センサの情報をＣＡＮ等の通信手段によって取得して、仮想壁のＲの予測
に役立てることもできる。
【００２５】
　次に、レーダ装置は、検出したターゲットに対して、仮想壁と対称な位置を計算によっ
て求める（ステップＳ１０５）。そして、計算によって求めた仮想壁と対称な位置に、検
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出した他のターゲットがあるかどうかを判定する（ステップＳ１０６）。仮想壁と対称な
位置に他のターゲットが無かった場合、ステップＳ１０１に処理を戻す。
【００２６】
　一方、レーダ装置は、計算によって求めた仮想壁と対称な位置に、他のターゲットがあ
った場合、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度と、仮想壁を側方に設定した
ターゲットがゴーストとして計算される速度とを照合する（ステップＳ１０７）。そして
、レーダ装置は、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度と、ゴーストとして計
算される速度とが所定の範囲内で一致するか否かを判定する（ステップＳ１０８）。速度
が一致しない場合、ステップＳ１０１に処理を戻す。速度が一致する場合、レーダ装置は
、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判定し、処理を終了する（ステ
ップＳ１０９）。
【００２７】
　また、レーダ装置は、ステップＳ１０７、Ｓ１０８において、仮想壁と対称な位置にあ
る他のターゲットの速度と、ゴーストとして計算される速度とが所定の範囲内で一致し、
かつ仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度と、ゴーストとして計算される速度
とが所定速度だけ異なる場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと
判定してもよいものとする。この理由を以下に説明する。
【００２８】
　図５に示すように、レーザ装置を備えた車両２１から前方の車両（ターゲット）２６を
見た場合と、前方のゴースト２７を見た場合とでは、角度の違いによって、ターゲット２
６とゴースト２７との間の相対的な速度に若干の違いが生じることになる。そのため、レ
ーダ装置は、この速度の違いを利用することで、ゴースト２７の判定精度をさらに高める
ことができる。具体的には、レーザ装置は、この速度の差を計算し、この速度の差だけ、
仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、ターゲットの速度と異なっていた場
合にだけ、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判定してもよい。また
、レーダ装置は、壁の反射特性によって、観測されるゴースト２７の速度が変わる場合は
、壁の反射特性をゴースト２７の速度の計算に反映させてもよい。また、レーダ装置は、
他のターゲットの反射波の受信強度が、ターゲットの受信強度×壁の反射係数－α＜他の
ターゲットの受信強度＜ターゲットの受信強度×壁の反射係数＋αの関係にある場合に、
他のターゲットをゴーストと判定するようにしてもよい。なお、壁の反射係数は予めマッ
プ等から算出することが可能である。
【００２９】
　なお、レーダ装置は、ステップＳ１０７，Ｓ１０８の代わりに、仮想壁と対称な位置に
ある他のターゲットの速度と、仮想壁を側方に設定したターゲットの速度とが所定の範囲
内にある場合に、速度が一致すると判定してもよい。あるいは、ターゲット２６とゴース
ト２７との位置関係によって、ターゲット２６とゴースト２７との間に速度の差があまり
生じない場合等には、ステップＳ１０７、Ｓ１０８の動作を省略してもよいものとする。
【００３０】
　また、車両２１へのセンサの搭載位置としては、図６に示すように、車両２１の前方に
限らず、側方や後方、又は上部や下部に搭載されてもよい。具体的には、バンパー、フロ
ントライト、リアランプ、ピラー、ミラー、ドア等どのようなパーツに内蔵されたもので
あってもよい。また、レーダによる検知角度を広げるために、複数のセンサを用いてもよ
いものとする。また、図７に示すように、センサの検知角の中心軸はセンサの中心軸と一
致している必要はない。また、検知範囲において、狭いビームを比較的広くスキャンする
方式であってもよい。
【００３１】
　また、本発明は、車両２１の側方の壁に対して適用されるだけでなく、例えば、トンネ
ル等において、車両２１の上下方向の壁に対しても適用可能である。具体的には、図８に
示すように、車両２１の上下方向の壁に対して、ターゲット２６に対するゴースト２７を
判定するのに適用可能である。
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【００３２】
　また、自車両２１と側方の壁までの距離が、所定の距離よりも離れている場合には、本
制御を実施しなくてもよい。壁までの距離が離れることによって、ゴーストの影響を受け
にくくなるためである。
【００３３】
　以上のように、本発明の一実施形態に係るレーダ装置によれば、取得した壁の反射特性
が所定の閾値以上である場合に、ターゲットの側方又は上下方向に仮想壁を設定すること
で、ターゲットの側方又は上下方向に仮想壁を正しく設定することができる。同様に、レ
ーダ装置は、取得した壁の反射特性が第１の閾値以上かつ第２の閾値未満である場合に、
ターゲットの側方又は上下方向に仮想壁を設定することでも、ターゲットの側方又は上下
方向に仮想壁を正しく設定することができる。あるいは、レーダ装置は、ターゲットの側
方又は上下方向に基本ラインに沿った仮想壁を設定することで、より正確に仮想壁を設定
することができる。
【００３４】
　また、レーダ装置は、仮想壁を側方又は上下方向に設定したターゲットに対して、仮想
壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストとして判定することで、ゴーストの判定
精度を高めることができる。同様に、レーダ装置は、仮想壁と対称な位置にある他のター
ゲットの速度が、所定の範囲内にある場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲット
をゴーストと判定することで、ゴーストの判定精度を高めることができる。また、レーダ
装置は、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想壁を側方又は上下方向
に設定したターゲットの速度と、所定の範囲内で一致する場合に、仮想壁と対称な位置に
ある他のターゲットをゴーストと判定することでも、ゴーストの判定精度を高めることが
できる。また、レーダ装置は、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度が、仮想
壁を側方又は上下方向に設定したターゲットがゴーストとして計算される速度と、所定の
範囲内で一致する場合に、仮想壁と対称な位置にある他のターゲットをゴーストと判定す
ることでも、ゴーストの判定精度を高めることができる。
【００３５】
　これによって、レーダ装置は、電波の壁などからの反射により発生するゴーストを高精
度に判定することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明に係るレーダ装置は、車両等に搭載される車間距離センサ等に適用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態に係るレーダ装置の概要構成の一例を示すブロック図
【図２Ａ】車両２１に搭載されたレーダ装置による監視範囲を説明する図
【図２Ｂ】車両２１に搭載されたレーダ装置が取得するターゲット２６と、ゴースト２７
とを説明する図
【図３】本発明の一実施形態に係るレーダ装置の動作の一例を示すフローチャート
【図４】本発明の一実施形態に係るレーダ装置による仮想壁の設定方法の一例を説明する
図
【図５】仮想壁と対称な位置にある他のターゲットの速度と、ゴーストとして計算される
速度とを照合する理由について説明する図
【図６】車両２１へのセンサの搭載位置を説明する図
【図７】センサの検知角について説明する図
【図８】レーダ装置の車両の上下方向への適用について説明する図
【図９】従来のレーダ装置の動作を説明する図
【図１０】従来のレーダ装置の動作を説明する図
【符号の説明】
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【００３８】
　１１　　送信機
　１２　　送信アンテナ
　１３　　受信アンテナ
　１４　　混合器
　１５　　フィルタ
　１６　　増幅器
　１７　　ＡＧＣ（オートゲインコントローラ）
　１８　　Ａ／Ｄ変換器
　１９　　信号処理部
　２０　　ＡＣＣ（自動走行制御装置）
　２１　　車両
　２２　　前方エリア
　２３，２４　　側方エリア
　２５　　壁
　２６　　ターゲット（前方車両）
　２７　　ゴースト
　２８　　仮想壁
　５１　　車両（ターゲット）
　５２　　電波
　５３　　壁
　５４　　ゴースト
　５５　　車両
　５６　　ライン

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図７】
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