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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３以上の独立した送信機によって送信された信号を使用して、目標物体の位置の検出お
よび追尾を行うシステムであって、
　前記送信された信号を受信するアンテナと、
　前記アンテナに接続され、前記アンテナからの受信した信号を処理することによって信
号データを生成する信号処理サブシステムと、
　前記信号処理サブシステムに接続され、前記目標物体の前記位置を含む目標物データを
、前記信号処理サブシステムから受信された前記信号データに基づいて計算する、物体位
置処理サブシステムであって、
　　　前記物体位置処理サブシステムは、
　　　前記３以上の送信機のうちの１つによって生成され、前記目標物体によって反射さ
れた干渉効果パターンから計算される信号データを使用するか、または、
　　　前記３以上の送信機に関連付けられた幾何学形状の交わりを計算し、前記幾何学形
状のそれぞれは、１つの送信機の位置を用い、前記アンテナの位置を固定点とし、前記目
標物体を前記幾何学形状の軌跡上の点として計算される
　　　ことにより、前記目標物体の高度データを選択的に計算し、
　　　前記物体位置処理サブシステムは、前記信号処理サブシステムから受信した前記信
号データにより前記目標物体の高度を計算する高度処理部を備え、
　　　前記高度処理部は、目標物体によって反射された干渉効果パターンからのデータを
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使用して、前記目標物体の高度を計算する干渉効果部を備え、
　　　前記干渉効果部は、前記３つ以上の送信機のそれぞれについて、干渉効果パターン
データを受信して記憶する干渉効果パターンデータ記憶装置をさらに備え、
　　　前記高度処理部は、前記３以上の送信機と関連付けられた前記幾何学形状の交わり
を求めることにより、前記目標物体の前記位置を計算する幾何学形状処理部を備え、
　　　前記幾何学形状処理部は構成データ記憶装置を含み、前記構成データ記憶装置は、
幾何学形状計算に使用される構成データを保持し、前記構成データは、幾何学形状計算に
許容される距離限界を含む
　物体位置処理サブシステムと、
　前記物体位置処理サブシステムから目標物データを受信して、前記目標物体の前記目標
物データを選択的に表示する表示サブシステムと、
を備える目標物体の検出および追尾を行うシステム。
【請求項２】
　前記干渉効果部は、干渉効果プロセッサをさらに備える請求項１に記載の目標物体の検
出および追尾を行うシステム。
【請求項３】
　前記物体位置処理サブシステムは、
　前記信号処理サブシステムから受信した前記信号データにより前記目標物体の距離を計
算する距離処理部と、
　前記信号処理サブシステムから受信した前記信号データにより前記目標物体の方位角を
計算する方位角処理部と、
　目標物体位置プロセッサと
を備え、
　前記目標物体位置プロセッサは、
　　　前記信号処理サブシステムから信号データを受信して、
　　　前記物体位置処理サブシステムの前記距離処理部、前記方位角処理部、および前記
高度処理部の間で前記目標物体の位置の３次元成分の処理を調整する
請求項１に記載の目標物体の検出および追尾を行うシステム。
【請求項４】
　目標物体の位置の検出および追尾を行うシステムであって、
　信号を送信する３以上の送信機と、
　前記送信された信号を受信するアンテナと、
　前記アンテナに接続され、前記アンテナからの前記受信した信号を処理することによっ
て信号データを生成する信号処理サブシステムと、
　前記信号処理サブシステムに接続され、前記目標物体の前記位置を含む目標物データを
、前記信号処理サブシステムから受信された前記信号データに基づいて計算する、物体位
置処理サブシステムであって、
　　　前記物体位置処理サブシステムは、
　　　前記３以上の送信機のうちの１つによって生成され、前記目標物体によって反射さ
れた干渉効果パターンから計算される信号データを使用するか、または、
　　　３以上の送信機に関連付けられた幾何学形状の交わりを計算し、前記幾何学形状の
それぞれは、１つの送信機の前記位置を用い、前記アンテナの位置を固定点とし、前記目
標物体を前記幾何学形状の軌跡上の点として計算される
　　　ことにより、前記目標物体の高度データを選択的に計算し、
　　　前記物体位置処理サブシステムは、前記信号処理サブシステムから受信した前記信
号データにより前記目標物体の高度を計算する高度処理部を備え、
　　　前記高度処理部は、目標物体によって反射された干渉効果パターンからのデータを
使用して、前記目標物体の高度を計算する干渉効果部を備え、
　　　前記干渉効果部は、前記３つ以上の送信機のそれぞれについて、干渉効果パターン
データを受信して記憶する干渉効果パターンデータ記憶装置をさらに備え、



(3) JP 4713655 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

　　　前記高度処理部は、前記３以上の送信機と関連付けられた前記幾何学形状の交わり
を求めることにより、前記目標物体の前記位置を計算する幾何学形状処理部を備え、
　　　前記幾何学形状処理部は構成データ記憶装置を含み、前記構成データ記憶装置は、
幾何学形状計算に使用される構成データを保持し、前記構成データは、幾何学形状計算に
許容される距離限界を含む
　物体位置処理サブシステムと、
　前記物体位置処理サブシステムから目標物データを受信して、前記目標物体の前記目標
物データを選択的に表示する表示サブシステムと、
を備える目標物体の検出および追尾を行うシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［発明の背景］
［発明の分野］
　本発明は、目標物体の検出および追尾に関し、詳細には、目標物体の高度を含む位置を
決定するシステムおよび方法に関する。
【０００２】
［関連出願の相互参照］
　この出願は、「PCL Altitude Estimation Method and System」という発明の名称で２
００１年５月４日に出願された米国仮出願第６０／２８８，４４９号の利益を主張する。
この米国仮出願は、参照により本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００３】
［関連技術の解説］
　目標物体の検出および追尾は、通常、レーダとして一般に知られている無線検出および
無線測距によって行われる。レーダは、電磁エネルギーを放射して、目標物体により散乱
された反射エネルギーを検出する。到来時間差（ＴＤＯＡ（time difference of arrival
））および反射信号の方向を分析することにより、目標物体の位置を見分けることができ
る。ドップラ効果によるエネルギービームの周波数シフトを分析することにより、移動す
る目標物が、静止した物体と区別される。
【０００４】
　レーダは、通常、それ自身の送信機および受信機を含む能動デバイスである。送信機に
よって送信された信号は、通常、パルスビームまたは連続波の２つのタイプを有する。
【０００５】
　パルスビーム送信機は、各信号間に指定された遅延を有する間欠信号を生成する。パル
ス信号間の遅延は、目標物体からの反射を検出する受信期間をレーダシステムに提供する
。パルスビームレーダシステムは、ＴＤＯＡを観測することにより、目標物体の距離を求
め、これにより、このシステムは、目標物体に向かう信号および目標物体からの信号が伝
播した総距離を計算することが可能になる。
【０００６】
　連続波送信機は、一定の連続した信号を供給する。連続波レーダシステムは、そのシス
テムがその直接信号をブロードキャストしている間も反射信号を検出しなければならない
。連続波レーダシステムは、ドップラ効果を頼りに、受信機に対する目標物体の視線速度
を求める。未変調の連続波レーダシステムは、物体の距離を求めることができない。これ
は、信号が送受信された時刻に印を付けることができず、したがって、信号のＴＤＯＡを
観測できないことによる。これに対して、変調された連続波またはコード化された連続波
は、信号の特定の部分が送受信された時を求める方法を提供する。印を付けられた信号に
より、システムは、ＴＤＯＡを求めることができ、これにより、目標物体の距離を求める
ことが可能になる。
【０００７】
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　レーダシステムに使用される電磁放射は、任意の周波数とすることができるし、上記連
続波の例が示すように、検出可能な反射信号を提供するのに十分な信号強度である限り、
変化する周波数とすることができる。さまざまな利点から、現代のレーダシステムでは、
マイクロ波が主として使用される。マイクロ波は、信号の電力半値間の距離であるマイク
ロ波のローブサイズにより、レーダに特によく適している。マイクロ波信号のビーム幅は
、１度程度、すなわち横断面でちょうど数センチメートルであり、適度な受信機のサイズ
で角度を正確に求めることが可能である。
【０００８】
　また、レーダシステムは、例えばモノスタティック、バイスタティック、およびマルチ
スタティックといったさまざまな受信機／送信機の構成でも提供される。モノスタティッ
クシステムは、受信機および送信機を結合したものである。雑音問題およびシステム統合
問題は、このようなシステムに固有のものである。さらに、検出可能な信号をブロードキ
ャストする送信機が受信機と同一位置にあることは、軍用用途には明らかに不利である。
【０００９】
　バイスタティックレーダシステムは、受信機および送信機が、かなりの距離をおいて互
いに分離したものである。軍用用途では、送信機および受信機が分離されていることによ
り、敵軍が、送信機の位置を検出した場合に、送信機および受信機の双方が破壊される可
能性が小さくなる。バイスタティックレーダシステムは、通常、バイスタティック三角形
（bistatic triangle）として知られている送信機、目標物、および受信機の間の距離を
求めることにより、目標物体の位置を計算する。
【００１０】
　マルチスタティックレーダシステムは、送信機および受信機が、ある距離だけ離れて配
置されている点で、バイスタティックシステムと類似している。相違点は、マルチスタテ
ィックシステムが、複数の受信機および／または複数の送信機を実施し、これらが、特定
の区域を監視するように調整されていることである。
【００１１】
　レーダシステムによって行われる高度の計算評価は、一般に、シーケンシャルロービン
グ（sequential lobing）または同時ロービング（simultaneous lobing）の２つの方法の
一方で行われる。シーケンシャルロービングは、一連のビームを変化する仰角で発生させ
ることを伴う。各ビームの反射信号の比により、受信機に対する物体の仰角を求めること
が可能になる。その後、目標物体の高度は、この仰角および目標物体の距離から計算され
る。
【００１２】
　シーケンシャルロービングシステムにより行われる計算は、移動する目標物の高度を求
めようとすると複雑になる。このタイプのロービングシステムのシーケンシャルという性
質により、移動する目標物は、連続するローブ間で位置を変更することが可能である。そ
の上、マイクロ波周波数では、航空機のような物体は、サイズが数千波長分ある。このよ
うな複雑な物体は、移動するにもかかわらず、ビーム反射について広範囲の散乱した断面
を提供する。
【００１３】
　モノパルスとしても知られている同時ロービングは、２つ以上のビームを同時にブロー
ドキャストすることによって、複雑な移動する目標物に関連した複雑さを軽減する。これ
らのビームは、差和ビーム（difference and sum beam）として知られている。同時ロー
ビングシステムは、２つ以上のビームの１と－１との間の直線的な計測値を提供する比を
計算して、物体が位置する仰角を求める。
【００１４】
　計測された量ではなく、常に、レーダシステムが計算した仰角が導き出される。マイク
ロ波レーダからの正確な高度の計算は、レーダアンテナの位置および方向、地球の曲率、
大気の屈折特性、ならびに地球表面の反射特性を常に考慮に入れなければならない。
【００１５】
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　さらに、天候および湿度も、空気の湿気によって生み出される屈折のため、計測値に変
化を引き起こす。例えば、雲および／または雨は、直接的なビームの方向に加えて目標物
体からの反射の方向を曲げるか、または、歪めることになる。
【００１６】
　目標物体の検出および追尾の精度をさらに制限する要因は、送信機が発生するあらゆる
電磁信号の干渉効果パターンである。干渉効果パターンは、送信機がブロードキャストし
た信号と、その送信機がブロードキャストして周囲の地形によって反射された信号とが重
なったものである。地形によって反射された信号が直接信号と重なると、反射信号がさら
に伝播した距離により、反射信号の位相差分だけ変化した合成信号が生み出される。
【００１７】
　これらの欠点および他の欠点が、現在の物体検出および追尾システムには存在する。し
たがって、これらの問題に対する解決策が必要とされ、特に、目標物体の高度をより正確
に計算するように設計された物体検出および追尾システムを提供する解決策が必要とされ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開昭６１－２２３５７３号公報
【特許文献２】英国特許出願公開第１５２９３８１号明細書
【特許文献３】国際公開第９９／３６７９６号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　したがって、本発明は、追尾および検出システムならびに方法を対象とする。
　本発明のさらに詳しい特徴および利点は、以下の説明で述べられ、その説明から部分的
に明らかになるか、または、本発明の実践により知ることができる。本発明の目的および
他の利点は、本明細書に記載された説明および特許請求の範囲、さらには添付図面に具体
的に指摘された構造によって実現され、達成される。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　一実施形態では、本発明は、１つまたは複数の独立した送信機によって送信された信号
を使用して、目標物体の位置の検出および追尾を行うシステムであって、上記送信された
信号を受信するアンテナと、上記アンテナに接続され、上記アンテナによって受信された
上記信号を処理することにより信号データを生成する信号処理サブシステムと、上記信号
処理サブシステムに接続され、上記目標物体の上記位置を含む目標物データを、上記信号
処理サブシステムから受信した上記信号データに基づいて計算し、かつ、上記目標物体に
よって反射された、上記１つまたは複数の送信機からの干渉効果パターンの１つまたは複
数の信号であって、上記アンテナによって受信された、１つまたは複数の信号、からの信
号データを含む信号データによって、上記目標物体の高度データを計算することができる
、物体位置処理サブシステムと、上記物体位置処理サブシステムから目標物データを受信
して、上記目標物体の上記目標物データを選択的に表示する表示サブシステムと、を含む
システムを備える。
【００２１】
　別の実施形態では、本発明は、１つまたは複数の独立した送信機によって送信された信
号を使用して、目標物体の位置の検出および追尾を行うシステムであって、上記送信され
た信号を受信するアンテナと、上記アンテナに接続され、上記アンテナによって受信され
た上記信号を処理することにより信号データを生成する信号処理サブシステムと、上記信
号処理サブシステムに接続され、上記目標物体の上記位置を含む目標物データを、上記信
号処理サブシステムから受信した上記信号データに基づいて計算し、かつ、上記３以上の
送信機に関連付けられた幾何学形状の交わりを計算することによって、上記目標物体の上
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記位置を計算することができる、物体位置処理サブシステムと、上記物体位置処理サブシ
ステムから目標物データを受信して、上記目標物体の上記目標物データを選択的に表示す
る表示サブシステムと、を備えるシステムを備える。
【００２２】
　さらに別の実施形態では、本発明は、１つまたは複数の独立した送信機によって送信さ
れた信号を使用して、目標物体の位置の検出および追尾を行うシステムであって、上記送
信された信号を受信するアンテナと、上記アンテナに接続され、上記受信した信号を処理
する信号処理サブシステムと、上記信号処理サブシステムに接続され、上記目標物体の上
記位置を含む目標物データを、上記信号処理サブシステムによって受信された上記信号デ
ータに基づいて計算し、かつ、上記１つまたは複数の送信機の干渉効果パターンからの信
号データを使用するか、または、上記３以上の送信機に関連付けられた幾何学形状の交わ
りを計算することにより、上記目標物体の高度データを選択的に計算することができる、
物体位置処理サブシステムと、上記物体位置処理サブシステムから目標物データを受信し
て、上記目標物体の上記目標物データを選択的に表示する表示サブシステムと、を備える
システムを備える。
【００２３】
　別の実施形態では、本発明は、目標物体の位置の検出および追尾を行うシステムであっ
て、信号を送信する１つまたは複数の送信機と、上記送信された信号を受信するアンテナ
と、上記アンテナに接続され、上記受信した信号を処理する信号処理サブシステムと、上
記信号処理サブシステムに接続され、上記目標物体の上記位置を含む目標物データを、上
記信号処理サブシステムによって受信された上記信号データに基づいて計算し、かつ、１
つまたは複数の送信機の干渉効果パターンからの信号データを使用するか、または、３以
上の送信機に関連付けられた幾何学形状の交わりを計算することにより、上記目標物体の
高度データを選択的に計算することができる、物体位置処理サブシステムと、上記物体位
置処理サブシステムから目標物データを受信して、上記目標物体の上記目標物データを選
択的に表示する表示サブシステムと、を備えるシステムを備える。
【００２４】
　さらに別の実施形態では、本発明は、３以上の送信機によって送信された信号を使用し
て、目標物体の位置の検出および追尾を行う方法であって、上記３以上の送信機によって
ブロードキャストされた直接信号を受信するステップと、上記３以上の送信機によってブ
ロードキャストされ、かつ、上記目標物体によって反射された反射信号を受信するステッ
プと、上記３以上の送信機のそれぞれと関連付けられた幾何学形状を計算するステップと
、上記幾何学形状を使用して、上記目標物体の上記位置を計算するステップと、を含む方
法を備える。
【００２５】
　さらに別の実施形態では、本発明は、１つまたは複数の送信機であって、該送信機によ
ってブロードキャストされた信号と、該送信機によってブロードキャストされ、かつ、周
囲の地形によって反射された信号とが重なることにより干渉効果パターンを形成する、送
信機、によって送信された信号を使用して、目標物体の位置の検出および追尾を行う方法
であって、上記１つまたは複数の送信機によってブロードキャストされた１つまたは複数
の信号を受信するステップと、上記１つまたは複数の送信機によってブロードキャストさ
れ、かつ、上記目標物体によって反射された１つまたは複数の反射信号であって、上記干
渉効果パターンによって変更された、反射信号、を受信するステップと、上記直接信号と
、上記干渉効果パターンによって変更された上記反射信号を使用して、上記目標物体の上
記位置を計算するステップと、を含む方法を備える。
【００２６】
　上記の包括的な説明および以下の詳細な説明の双方は、代表的なものであり、かつ、説
明のためのものであり、主張される本発明のさらなる説明を提供するように意図されてい
ると理解されるべきである。
【００２７】
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　添付図面は、本発明のさらなる理解を提供するために含まれ、この明細書に援用されて
、その一部を構成する。添付図面は、本発明の実施形態を図示し、その説明と共に、本発
明の原理を説明する機能を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明による受信機、目標物体、および複数の送信機の図である。
【図２】送信機によって生成される干渉効果パターンの図である。
【図３】本発明による受信機のブロック図である。
【図４】本発明による受信機の別の実施形態のブロック図である。
【図５】本発明による３以上の送信機からの幾何学計測値の交わりを使用して、目標物体
の位置の検出および追尾を行う方法を示す流れ図である。
【図６】本発明による１つまたは複数の送信機からの干渉効果パターンを使用して、目標
物体の高度の検出および追尾を行う方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
［好ましい実施形態の詳細な説明］
　次に、その例が添付図面に示されている本発明のさまざまな実施形態について詳細に言
及する。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態による受信機１００、目標物体１１０、ならびに複数の送
信機１２０、１３０、および１４０を示している。したがって、受信機１００は、送信機
１２０、１３０、および１４０によってブロードキャストされた直接信号１２２、１３２
、および１４２、ならびに反射信号１２６、１３６、および１４６を受信する。反射信号
１２６、１３６、および１４６は、送信機１２０、１３０、および１４０によってブロー
ドキャストされて、目標物体１１０によって反射された信号１２４、１３４、および１４
４である。受信機１００は、到来時間差（ＴＤＯＡ）、到来周波数差（ＦＤＯＡ（freque
ncy-difference-of-arrival）、ドップラ偏移としても知られている）、ならびに／また
は直接信号１２２、１３２、および１４２と検出する反射信号１２６、１３６、および１
４６とから他の情報を計算して、目標物体１１０の位置を追尾する。以下にさらに詳細に
述べる別の実施形態では、送信機１２０、１３０、および１４０により生成され、目標物
体１１０により反射された付加的な信号パターン（図２に図示）も、目標物体の位置の計
算に使用することができる。
【００３１】
　受信機１００によって使用される送信機１２０、１３０、および１４０は、通常、ＶＨ
Ｆ（３０ＭＨｚ～３００ＭＨｚ）帯域の信号をブロードキャストする。この周波数帯域は
、ラジオ放送局およびテレビ放送局、国民天候サービス送信機、ならびにＶＨＦ無指向式
無線測距ナビゲーションシステム（ＶＯＲ）などの無線ナビゲーションビーコンを含み得
る。さらに、実施形態は、ＶＨＦ帯域外の周波数帯域またはＶＨＦ帯域と組み合わせた周
波数帯域をも使用することができる。
【００３２】
　送信機１２０、１３０、および１４０は、受信機１００を制御する実体（エンティティ
）の運用制御を受けてもよいし、受けなくてもよい。したがって、本発明の一実施形態で
は、送信機１２０、１３０、および１４０によってブロードキャストされた信号は、受信
機１００を制御する実体から独立である（すなわち実体によって制御されない）。例えば
、受信機１００は、民間ラジオ放送または民間テレビ放送を使用することができる。別の
実施形態は、制御された送信機に加えて、制御された送信機および独立した送信機の任意
の組み合わせを使用する。その上、本発明の別の実施形態に含まれる送信機は、図１に示
す３つより少なくもよいし、多くてもよい。
【００３３】
　本発明の一実施形態では、受信機１００は、その受信機の受信周波数帯域の範囲内に受
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信されるあらゆる信号を処理する。別の実施形態では、受信機１００は、信号のサブセッ
トを選択することができる。このサブセットは、ブロードキャストする送信機の位置、信
号強度、信号周波数、または目標物体の検出および追尾に使用される他の任意の適性に基
づいた最適なサブセットとすることができる。
【００３４】
　本発明は、通常、マルチスタティック構成である。別の実施形態は、受動構成またはバ
イスタティック構成も含むことができる。その上、本発明に従って使用される送信機によ
り生成される信号は、通常、超短波（ＶＨＦ）帯域の連続波（ＣＷ）信号である。一方、
別の実施形態は、パルス信号も使用することができるし、ＣＷおよびパルス信号の組み合
わせを使用することもできる。さらに別の実施形態は、ＶＨＦ以外の周波数帯域を使用す
ることもできるし、ＶＨＦに加えて別の周波数帯域を使用することもできる。
【００３５】
　本発明の一実施形態は、各送信機について、楕円などの幾何学形状を計算することによ
って目標物体の位置の計算を行う。この幾何学形状は、反射信号が伝播する総距離、送信
機の位置、および受信機の位置に基づくことができる。３以上の形状の交わりが、目標物
体の３次元の位置を提供する。別の実施形態は、目標物体が、送信機の周囲の干渉効果パ
ターンに入る位置を求めることによる目標物体の高度の計算を含む。
【００３６】
　図２は、送信機によって生成される干渉効果パターンを示している。干渉効果パターン
により高度の計測値を求めるために、干渉効果パターンの計測値は、受信機１００につい
てか、または、受信機１００による。図２に移って、具体的には、干渉効果パターン２０
０は、一般に、無線周波信号をブロードキャストするデバイスを取り囲む。送信機２３０
の近くでは、信号２４０が、信号２５２および２６２と重なり、干渉効果パターン２００
を生み出す。信号２５２および２６２が伝播する距離に応じて、信号２４０との重なりは
、同相、逆相、または両者間のどこかになり得る。同相の重なりの結果、発生する信号は
、振幅が２倍になる一方、逆相の重なりにより、信号は消去される。さらに、重なった信
号のビーム幅は、元の信号のビーム幅の約１／３となる。その結果、送信機２３０の干渉
効果パターン２００は、同相レイヤ２１０と逆相レイヤ２２０との間で変化する明確な信
号レイヤを提供する。干渉効果パターン２００の形状に起因して、高度が増加するに伴い
、固有の信号パターンが、干渉効果パターン２００の水平断面で利用可能になる。
【００３７】
　本発明の一実施形態によると、干渉効果パターン２００は、目標物体２７０の高度を有
効に計算するのに使用することができる。干渉効果パターン２００に入った目標物体２７
０は、信号２４０と同様に干渉効果パターン２００の信号（２５２および２６２）、また
はそれ以外の反射信号を反射する。また、本発明の受信機も、信号２４０と同様に、反射
信号２５２および２６２、またはそれ以外の反射信号を受信する。
【００３８】
　本発明によると、受信機は、目標物体の高度を、その目標物体２７０によって反射され
た干渉効果パターン２００から計算する。干渉効果パターンデータが、受信機に記憶され
る。受信機は、記憶された干渉効果パターンデータを目標物体２７０の距離および方位角
と比較し、それによって、目標物体がどの高度で干渉効果パターン２００に入ったかを求
めることにより、目標物体の高度を計算する。受信機の一実施形態は、目標物体２７０の
距離、方位角、および高度を同時に計算する。別の実施形態では、距離、方位角、および
高度を任意の順序または時間枠で計算することが可能である。受信機は、目標物体の最初
の高度を求めた後、目標物体２７０が干渉効果パターン２００を通過するに従い、目標物
体２７０の高度を追尾する。
【００３９】
　平坦な面に位置する送信機２３０について、干渉パターン２００に関連付けられた干渉
パターンデータは、送信機の信号について知られている基本形状およびデータを使用して
計算することができる。平坦でない地形については、地理的データに加えて他の表面構造
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データを導入して、干渉パターンデータの計算に精度を付加することができる。
【００４０】
　本発明の一実施形態によると、干渉パターンデータは、外部の干渉計算ツールにより個
々の送信機に対して計算される。この干渉計算ツールによって作成されるデータは、その
後、受信機にロードされる。別の実施形態では、干渉計算ツールは、受信機と一体化され
る。
【００４１】
　図３は、本発明の一実施形態による受信機１００のブロック図を示している。受信機１
００は、アンテナ３１０、信号処理サブシステム３２０、目標物体位置処理サブシステム
３３０、および表示サブシステム３４０を含む。これらのサブシステムのそれぞれは、通
信リンクによって相互接続される。通信リンクは、システムバスであってもよいし、ネッ
トワーク接続や、無線ネットワーク接続、他の任意の適切な通信リンクであってもよい。
【００４２】
　アンテナ３１０は、電磁送波を受信する。この電磁送波には、送信機によってブロード
キャストされた信号に加えて、目標物体によって反射されたさまざまな信号が含まれる。
アンテナ３１０は、この添付した実施形態の受信機１００によって使用される信号の周波
数帯域を受信できる任意のタイプのものとすることができる。例えば、アンテナ３１０の
さまざまな実施形態には、直線状のフェーズドアレイ、単一素子アンテナ、またはホイッ
プアンテナが含まれる。別の実施形態は、アンテナのタイプのさまざまな組み合わせも含
むことができる。
【００４３】
　信号処理サブシステム３２０は、アンテナ３１０の出力を受信する。一実施形態では、
信号処理サブシステム３２０は、特定の周波数帯域に所定の変動をプラスまたはマイナス
した周波数帯域の送波を受信するようにチューニングすることができる。この変動は、信
号周波数の予想されるドップラ偏移を許容するように調整することができる。信号処理サ
ブシステムの一実施形態は、信号および反射信号をデジタル化し、それらの信号を表すデ
ジタル化データを目標物体位置処理サブシステム３３０に出力する。別の実施形態は、目
標物体位置処理サブシステム３３０にアナログデータを出力してもよい。
【００４４】
　目標物体位置処理サブシステム３３０は、信号処理サブシステム３２０からの信号デー
タを受信する。目標物体位置処理サブシステム３３０は、距離処理部３３２、方位角処理
部３３４、および高度処理部３３６を含む。目標物体位置処理サブシステム３３０は、目
標物体の３次元の位置を計算する。距離処理部３３２、方位角処理部３３４、および高度
処理部３３６によって行われるさまざまな計算は、冗長な場合がある。
【００４５】
　別の実施形態では、冗長な計算は、さまざまな部３３２、３３４、および３３６によっ
て行われた計測を確認するために使用することができる。例えば、高度の計算は、距離の
計測値および／または方位角の計測値も提供することができる。これらの距離の計測値お
よび方位角の計測値は、距離処理部３３２および／または方位角処理部３３４によって計
算された距離の計測値および／または方位角の計測値と比較することができ、それによっ
て、高度処理部３３６の計測値または許容誤差を確認することができる。別の実施形態は
、例えば、距離部３３２および方位角部３３４の計測が、高度部３３６によって行われる
場合、距離部３３２および方位角部３３４の計算を省略して、冗長な情報の計算を避ける
ことができる。
【００４６】
　距離部３３２、方位角部３３４、および高度部３３６を含む目標物体位置処理サブシス
テム３３０は、単一の処理ユニット上に存在してもよい。同様に、信号処理サブシステム
３２０および目標物位置処理サブシステム３３０は、単一の処理ユニット上に存在しても
よい。別の実施形態では、各サブシステムおよび機能を、１つまたは複数の処理ユニット
上に存在するか、または、１つまたは複数のプロセッサにわたってさまざまな組み合わせ
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で組み合わされるように提供する。
【００４７】
　高度処理部３３６は、目標物体の高度を計算するさまざまな方法を提供する。これらの
方法には、干渉効果パターンおよび／または幾何学形状計算の使用が含まれる。幾何学形
状計算は、各送信機に関連付けられた幾何学形状を計算するのに、受信機１００および送
信機の既知の位置、ならびに反射信号が伝播する距離を使用することができる。
【００４８】
　３つの送信機の幾何学形状の交わりは、目標物体が位置し得る２つの点を提供する。一
般に、これらの点の一方は、目標物体にとってあり得ない点として除外することができる
。例えば、２つの交点の一方は、地表面より下の場合がある。飛行する目標物体を追尾す
る場合、この点は、明らかに排除することができる。４つ以上の幾何学形状の交わりは、
単一の点を提供し、追加された送信機が使用されて幾何学形状の計測値を作成するので、
精度が向上する。精度の向上は、追加された計測値によって提供されるさまざまな交わり
の計算を統計的に確認することによって提供される。別の実施形態では、統計的に許容で
きる精度を明らかに越える幾何学形状の計測値を提供する送信機は、現在の計測値から除
外することができる。
【００４９】
　別の実施形態によると、高度処理部３３６も、高度の計算に使用される各送信機につい
て計算された干渉効果パターンデータを使用して、目標物体の高度の計算を行う。先に述
べたように、電磁エネルギーをブロードキャストする送信機は、信号のサイドローブを含
むエネルギーを複数の方向にブロードキャストする。地形に向かったエネルギーは、反射
されて、その反射信号が伝播する距離に応じて同相と逆相との間で度合いが変化する信号
と重なる。重なった信号は、送信機を取り囲む干渉効果パターンを生み出し、同相レイヤ
と逆相レイヤとの間で変化するエネルギーのパターンを形成する。
【００５０】
　各レイヤは、高度が増加するにつれて、送信機からのその距離を増加させ、送信機から
離れていく。干渉効果パターンの水平断面は、高度の増加に伴い、一般に広くなり、異な
るレベルの高度で固有のパターンを提供する。特定の距離、方位角、および高度で干渉効
果パターンに入る目標物は、送信機から特定の位置で干渉パターンに入ることになる。目
標物体が、干渉効果パターンに一旦入ると、その目標物体は、パターンのさまざまなレイ
ヤを入出するので、その高度は監視可能である。
【００５１】
　目標物体位置処理サブシステム３３０は、表示サブシステム３４０に接続されて、表示
サブシステム３４０に目標物体のデータを提供する。表示サブシステム３４０は、目標物
体処理サブシステム３３０によって計算された情報を選択的に表示する。表示サブシステ
ム３４０は、ＬＣＤもしくはＣＲＴ表示管、投影スクリーン、または表示情報をユーザに
提示できる他の任意のデバイスを含むことができる。
【００５２】
　表示情報は、距離、方位角、および高度による目標物体の位置、現在の速度、進行方向
などを含むことができる。別の実施形態では、目標物体のアイコン表現が提供される。速
度、高度などの追加された目標物体の情報は、アイコン画像に選択的に追加することがで
きる。一実施形態では、表示サブシステム３４０は、受信機によって監視されている区域
の地図画像の背景を表示する。地図画像は、通常の道路地図帳形式の地図であってもよい
し、衛星画像であってもよいし、監視された位置を表す他の任意の画像であってもよい。
目標物体は、地図画像上においてさまざまな方法で示すことができる。別の実施形態では
、目標物体の航跡が表示され、その目標物体が取る経路が示される。さらに別の実施形態
では、受信機、送信機、および／または陸上の目印の表示が可能になる。
【００５３】
　図４は、本発明による受信機１００の別の実施形態のブロック図である。この実施形態
も、アンテナ３１０、信号処理サブシステム３２０、目標物体位置処理サブシステム３３
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０、表示サブシステム３４０を含む。これらのサブシステムのそれぞれは、通信リンクに
よって相互接続される。通信リンクは、システムバスであってもよいし、ネットワーク接
続や、無線ネットワーク接続、他の任意の適切な通信リンクであってもよい。
【００５４】
　図４に移って、アンテナ３４０は、電磁送波を受信して、それらの電磁送波を信号処理
サブシステム３２０に提供する。信号処理サブシステム３２０は、信号データを目標物体
位置処理サブシステム３３０に提供する。目標物体位置処理サブシステム３３０内では、
目標物体位置プロセッサ４１０が、信号データを受信する。目標物体位置プロセッサ４１
０は、距離処理部３３２、方位角処理部３３４、および高度処理部３３６と相互接続され
る。目標物体位置プロセッサは、信号処理サブシステム３２０からのデジタル化された信
号データを受信し、目標物体位置処理サブシステム３３０の処理部３３２、３３４、およ
び３３６間で目標物体の位置の３次元の構成要素の処理を調整する。目標物体位置プロセ
ッサ４１０は、目標物体の検出および追尾計算に使用されるデータの記憶および検索を行
うためにデータ記憶装置４２０へのアクセスも行う。
【００５５】
　目標物体位置プロセッサ４１０は、単一のプロセッサであってもよいし、複数のプロセ
ッサであってもよい。距離処理部３３２、方位角処理部３３４、および高度処理部３３６
によって使用されるそのプロセッサまたはそれら複数のプロセッサは、目標物体位置プロ
セッサ４１０と同じプロセッサであってもよい。別の実施形態では、さまざまな処理部に
専用化された１つのプロセッサもしくは複数のプロセッサ、ならびに／または、それらの
部およびプロセッサのさまざまな組み合わせが設けられる。
【００５６】
　図４に示す実施形態の高度処理部３３６は、高度プロセッサ４３０、幾何学形状部４４
０、および干渉効果部４５０を含む。高度プロセッサ４３０は、目標物体の高度を計算す
る時に、幾何学形状部４４０および干渉効果部４５０の選択を調整する。別の実施形態で
は、幾何学形状部４４０および干渉効果部４５０の双方で高度計算を開始する機能、また
は、さまざまな状況下で、幾何学計算もしくは干渉効果計算を省略する機能が、高度プロ
セッサに提供される。さらに別の実施形態では、高度プロセッサ４３０は、目標物体の高
度を計算するために、最良の高度部、幾何学形状部４４０、または干渉効果部４５０を選
択する。
【００５７】
　高度部の選択は、さまざまな状況での計算の効率低下のために有益である。例えば、幾
何学形状アプローチでは、距離が増加すると、幾何学的な精度低下率が拡大される。大き
な距離を越えると、受信機、送信機、および目標物体は、仮想的に同一平面上に存在する
ことになる。したがって、高さの関数としての信号の到来時間差の偏導関数は０に近づく
。
【００５８】
　干渉効果の計測は、目標物体が、干渉効果パターンによって変更された信号を照射され
ている場合にのみ試みられるべきであり、また、その場合にのみ可能である。したがって
、干渉効果の計算は、目標物体が、１つまたは複数の送信機の干渉効果パターン内に存在
する場合にのみ役立つ。
【００５９】
　幾何学形状部は、構成データ記憶装置４４２、幾何学形状プロセッサ４４４、および焦
点データ記憶装置４４６を含む。構成データ記憶装置４４２は、幾何学形状計算に使用さ
れる構成データを保持する。この構成データは、計算に許容される距離限界、計算に使用
される送信機の個数、または計算に役立ち得る他の任意の構成情報のような情報を含むこ
とができる。計算に許容される距離限界によって、幾何学形状部４４０は、高度プロセッ
サ４３０に、幾何学形状の計算を含めるかまたは除外するように通知することが可能にな
る。
【００６０】
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　幾何学形状プロセッサ４４４は、幾何学形状の計算を処理する。上述したように、この
プロセッサは、幾何学形状の計算に専用化された単一のプロセッサであってもよいし、複
数のプロセッサであってもよい。あるいは、このプロセッサは、受信機１００の他の機能
と共有される１つまたは複数のプロセッサであってもよい。
【００６１】
　焦点データ記憶装置４４６は、各送信機および受信機の物理的な位置を保持する。幾何
学形状の計算に使用される受信機および各送信機は、個々の幾何学形状の計測(measureme
nts)の焦点となり得る。
【００６２】
　次に、干渉効果部４５０に移る。干渉効果部４５０は、干渉データ記憶装置４５４に接
続された干渉効果プロセッサ４５２を含む。先に述べたプロセッサと同様に、干渉効果プ
ロセッサは、干渉効果の高度の計算に専用化された単一のプロセッサであってもよいし、
複数のプロセッサであってもよい。あるいは、干渉効果プロセッサは、受信機１００の他
の機能と共有される１つまたは複数のプロセッサであってもよい。
【００６３】
　干渉データ記憶装置４５４は、監視区域の送信機のそれぞれについて干渉効果計算ツー
ルにより生成された干渉効果パターンデータを記憶する。各送信機の干渉効果パターンデ
ータは、送信機によって出力される信号、送信機の周りの地形の地理的情報、および送信
機の周りに生成される干渉効果の正確なシミュレーションを提供する他の任意の一定デー
タまたは可変データに基づいている。別の実施形態では、各送信機について複数の組の干
渉効果データが記憶され、干渉効果部４５０によって使用される。
【００６４】
　一実施形態では、干渉効果計算ツール４６０は、干渉効果パターンデータをロードする
ために干渉データ記憶装置４５４に接続され、データがロードされた後は取り外される分
離したデバイスである。別の実施形態では、干渉効果計算ツール４６０は、受信機に組み
込まれる。
【００６５】
　データは、表示を行うために、目標物体位置処理サブシステム３３０によって表示サブ
システム３４０に出力される。表示データ記憶装置４７０は、表示サブシステムに接続さ
れて、表示サブシステム３４０に位置を提供し、目標物体の履歴データおよび／またはさ
まざまな他の表示データを記憶する。
【００６６】
　図５は、本発明による３以上の送信機からの幾何学計測値の交わりを使用して、目標物
体の位置の検出および追尾を行う方法を示す流れ図である。詳細には、このプロセスは、
ステップ５１０で、３以上の送信機からブロードキャストされた信号を受信することによ
り開始する。本発明によると、ステップ５１０における３以上の送信機からの信号を受信
することには、ステップ５１２における、送信機から直接ブロードキャストされた信号を
受信することに加えて、ステップ５１４における、送信機からブロードキャストされて目
標物体により反射された信号を受信することも含まれる。一実施形態では、ステップ５１
２の信号の受信およびステップ５１４の反射信号の受信は、同時に行われる。受信ステッ
プの順序および／または時間枠は、必要に応じて変更または調節を行うことが可能であり
、図示したものと異なる場合があることが理解されるべきである。
【００６７】
　次に、ステップ５２０では、反射信号のそれぞれが伝播した距離が、計算される。反射
信号が伝播した距離は、送信機と受信機との間の既知の距離および反射信号の伝播時間に
よって求めることができる。送信機および受信機の既知の位置により、それらの間の距離
は、容易に計算できるか、または、受信機に入力できる。直接信号および反射信号が伝播
する速度が一定の光速であることから、反射信号が伝播した追加時間が計算されると、反
射信号の総伝播距離を計算することが可能になる。直接信号および反射信号の双方を監視
することにより、伝播時間は、直接信号と反射信号との間の到来時間差を求めることによ
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り計算することができる。
【００６８】
　反射信号が伝播した総距離が、送信機によって知られると、ステップ５３０では、目標
物体がその幾何学形状の軌跡上に位置する当該幾何学形状が定式化される。例えば、楕円
のような幾何学形状は、受信機の位置、反射信号をブロードキャストする送信機の位置、
および反射信号が伝播した総距離を使用して計算することができる。楕円の軌跡は、２つ
の焦点からの同じ総距離（すなわち、反射信号が伝播した距離）を有するすべての点から
形成される。したがって、目標物体は、計算された楕円の軌跡上に位置する。
【００６９】
　３以上の幾何学形状が計算されると、ステップ５４０で、それらの幾何学形状の交わり
が求められる。目標物体がその軌跡上に位置する各幾何学形状が導き出されるので、幾何
学形状の交点は、目標物体の位置を示すことになる。計算された幾何学形状として楕円ま
たは球を計算する実施形態では、３つの送信機は、目標物体が位置し得る２つの交点を提
供する。上述したように、これらの点の一方は、使用できないものとして一般に除外する
ことができる。交わる形状の計算に４つの送信機が提供されると、単一の交点を得ること
が可能になる。送信機を追加して、目標物体の位置を示す交点の確認を追加するのを可能
にすることにより、精度が向上する。
【００７０】
　楕円の計測を使用する実施形態では、各楕円の焦点の位置、すなわち受信機ＦRおよび
各送信機Ｆ1、Ｆ2、Ｆ3、...ＦNが既知である。目標物体がその楕円の軌跡上の点ＰNに位
置する各焦点の対（ＦR，ＦN）について、反射信号が伝播した総距離（ＤN）（送信機（
ＦN）→目標物体（Ｐ）→受信機（Ｆ））は、軌跡への距離を提供する。また、総距離（
ＤN）は、その楕円の半軸（semi-axis）ａN、ｂN、およびｃNを計算するのに必要な計測
値でもある。例えば、ＦRおよびＦNが、ｘ軸（Ｆ（ｆ，０，０）およびＦN（－ｆ、０，
０））に位置し、かつ、楕円の基本方程式ｘ2／ａ2＋ｙ2／ｂ2＋ｚ2／ｃ2＝１に基づいて
いる場合、反射信号の総伝播距離ＤNは、２ａNに等しい。一定の距離２ａNを有する楕円
について、ｙ方向およびｚ方向の半軸の距離は等しくなり（ｂN＝ｃN）、したがって、焦
点からｙ半軸およびｚ半軸の交点への距離はａである。このように、ｙ方向およびｚ方向
の半軸は、次のように、すなわちａN

2＝ｂN
2＋ｆN

2で計算することができる。
【００７１】
　半軸ａN、ｂN、およびｃNは、送信機のそれぞれについて同様にして計算される。３次
元座標ｘ、ｙ、およびｚが、楕円のそれぞれについて同等であり、結果として目標物体の
３次元の位置になる場合には、交点、すなわち目標物体の位置が求められる。
【００７２】
　移動する目標物体の位置を監視するために、幾何学形状の計算は、物体が位置を変更す
るにつれて更新される。一実施形態では、この計算は、リアルタイムに処理されて、目標
物体の現在位置を提供する。別の実施形態では、後に処理を行うか、または、見直すため
に信号データを記憶することができる。
【００７３】
　図６は、１つまたは複数の送信機からの干渉効果パターンを使用して、目標物体の高度
の検出および追尾を行う方法を示す流れ図である。図６のステップの順序および／または
時間枠は、必要に応じて変更または調節を行うことが可能であり、図示したものと異なる
場合があることが理解されるべきである。先に述べたように、干渉効果パターンは、無線
周波信号をブロードキャストする送信機の周りに生成される。送信機によってブロードキ
ャストされた信号は、地形によって反射された信号と重なり、干渉効果パターンを生成す
る。
【００７４】
　図６に移って、ステップ６１０では、各送信機または送信機の各組の干渉効果パターン
を表し、かつ、選択された区域を監視するために使用される干渉効果パターンデータが、
受信機によって計算され、受信機による使用のために記憶される。計算された干渉効果パ
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ターンデータは、高度の計算中のアクセスを容易にするために、一般にデータ記憶装置に
記憶される。一実施形態では、干渉効果計算ツールが、干渉効果パターンデータを準備し
て、受信機の干渉効果データ記憶装置にロードする。別の実施形態では、干渉効果計算ツ
ールは、受信機と一体化される。
【００７５】
　この方法を続けて、ステップ６２０では、受信機は、送信機によってブロードキャスト
された信号と、送信機によりブロードキャストされ、かつ、目標物体によって反射された
反射信号とを受信する。目標物体が干渉効果パターンに入ると、目標物体は、干渉効果パ
ターンによって変更された信号を反射する。
【００７６】
　ステップ６３０では、受信機は、信号および反射信号を監視することにより、目標物体
の距離および方位角を計算する。信号および反射信号を監視することにより、反射信号の
到来時間差に加えて到来周波数差も、距離および方位角の計算用のデータを提供するため
に使用することができる。
【００７７】
　ステップ６４０では、受信機は、距離、方位角、および干渉効果パターンによって変更
された反射信号を、データ記憶装置に位置する干渉効果パターンデータと比較して、目標
物体の高度を求める。高度の増加に伴い干渉効果パターンが拡大する性質により、異なる
高度において固有の水平断面が提供される。この断面は、テンプレートを提供し、干渉効
果パターンによって変更され、かつ、目標物体によって反射された信号ならびに目標物体
の現在の距離および方位角は、このテンプレートを用いて、干渉効果パターンデータと比
較される。そして、その比較によって、目標物体が干渉効果パターンに入ったに違いない
高度、または、目標物体が、干渉効果パターン内に現在位置する高度が求められる。単純
には、特定の距離、方位角、および高度に位置する目標物体は、干渉効果パターンの特定
可能な部分によって変更された信号を反射する。
【００７８】
　目標物体が、干渉効果パターンに入った後、ステップ６５０で、干渉効果パターンによ
って変更された反射信号が監視され、目標物体が干渉効果パターンを進むことに伴うあら
ゆる高度の変化が追尾される。上述したのと同様に、干渉効果パターンの断面は、干渉効
果パターンデータと比較する反射信号を提供し、これによって、受信機は、目標物体の高
度を監視することが可能になる。
【００７９】
　本発明の精神および範囲から逸脱することなく、さまざまな変更および変形を本発明に
行い得ることは、当業者に明らかである。したがって、この発明の変更および変形が、任
意の特許請求項およびそれらの均等物の範囲内に入るという条件のもと、本発明は、それ
らの変更および変形を網羅するように意図されている。
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