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(57)【要約】
【課題】受信部の構成をシンプルにして位相モノパルス
方式により位相の測定を高精度に行えるレーダ装置を提
供する。
【解決手段】レーダ装置１００は、受信系として、２つ
の受信アンテナ１２１、１２２と、受信アンテナ１２１
、１２２から２つの受信信号を入力して両者を加算した
和信号と両者の差である差信号を出力するハイブリッド
回路１２３と、ハイブリッド回路１２３から和信号及び
差信号を入力するスイッチ１２４と、スイッチ１２４か
ら入力した和信号または差信号をＩＱ復調して相互に位
相が直交するＩ信号及びＱ信号を出力する受信部１２５
とを備えている。２つの受信アンテナ１２１、１２２か
らの受信信号を、スイッチ１２４で切り替えることで１
系列の受信部１２５で処理させるように構成している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルス信号を生成する送信パルス生成部と、
　前記送信パルス生成部から入力した前記パルス信号を所定の周波数帯にアップコンバー
トして高周波パルス信号を出力する送信部と、
　前記送信部から前記高周波パルス信号を入力して送信波を放射する1つの送信アンテナ
と、
　前記送信アンテナから放射された前記送信波がターゲットで反射されて戻ってきた反射
波を受信して２つの受信信号を出力する２以上の受信アンテナと、
　前記２以上の受信アンテナから入力した前記２つの受信信号を加算した和信号及び前記
２つの受信信号の一方から他方を減算した差信号を出力するハイブリッド回路と、
　前記ハイブリッド回路から前記和信号を入力する第１の入力端と、前記差信号を入力す
る第２の入力端と、所定の選択信号に従って前記第１の入力端または前記第２の入力端に
接続されて前記和信号または前記差信号を出力する出力端とを有するスイッチと、
　前記スイッチから入力した前記和信号または差信号をＩＱ復調して相互に位相が直交す
るＩ信号及びＱ信号を出力する受信部と、
　前記受信部から前記Ｉ信号及びＱ信号を入力し、前記Ｉ信号及びＱ信号のドップラーシ
フトによる周波数のずれから前記ターゲットの相対速度を算出するとともに、前記和信号
と前記差信号との比を算出して前記ターゲットの方位を算出するする演算部と、を備える
ことを特徴とするレーダ装置。
【請求項２】
　前記スイッチは、前記第１の入力端と前記第２の入力端とを交互に前記出力端に接続す
ることで、前記和信号と前記差信号とを交互に出力する
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】
　前記スイッチは、前記第１の入力端と前記第２の入力端との切り替えを所定の時間間隔
δｔで周期的に行う
ことを特徴とする請求項１または２に記載のレーダ装置。
【請求項４】
　前記送信パルス生成部から前記パルス信号を入力すると、前記スイッチに前記選択信号
を出力するスイッチ制御部を備える
ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のレーダ装置。
【請求項５】
　前記演算部は、前記受信部から入力した前記和信号または前記差信号のＩ信号及びＱ信
号と、前記受信部から前回入力した前記差信号または前記和信号のＩ信号及びＱ信号が前
記時間間隔δｔの間に変化する変化量を補正した補正後のＩ信号及びＱ信号と、を用いて
前記方位を算出する
ことを特徴とする請求項３のまたは４に記載のレーダ装置。
【請求項６】
　前記補正後のＩ信号及びＱ信号は、前記ドップラーシフトによる前記時間間隔δｔの間
の位相の変化を前回入力した前記差信号または前記和信号のＩ信号及びＱ信号に対して補
正して算出される
ことを特徴とする請求項５に記載のレーダ装置。
【請求項７】
　前記演算部は、前記和信号と前記差信号との比の虚数部を算出して前記ターゲットの方
位を算出する
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のレーダ装置。
【請求項８】
　前記演算部は、前記和信号と前記差信号との比の実数部を算出して前記ターゲットの方
位を算出する
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ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか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、ターゲットを検知してその方位を位相モノパルス方式により検出するレーダ
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、寸法が限定されたレーダ装置では、ターゲットの方位(角度)を検知するため
に位相モノパルス方式を用いるのが一般的である。図２に示すように、一つのターゲット
で反射された反射波を２つの受信アンテナで受信すると、両者の間にはターゲットの方位
によって形成される位相差が生じるが、位相モノパルス方式では、この位相差を用いてタ
ーゲットの方位を測定する。
【０００３】
　位相モノパルス方式を用いて測角を行う従来のレーダ装置の構成例を図６に示す。送信
パルス生成部９０１で生成されたパルス信号が、送信部９０２で所定の周波数にアップコ
ンバートされて送信アンテナ９０３に出力され、送信アンテナ９０３から送信波が空中に
放射される。放射された送信波は、ターゲットで反射されて２つの受信アンテナ９０４、
９０５で受信される。受信アンテナ９０４、９０５で受信された受信信号は、それぞれ受
信部９０６、９０７に入力されてダウンコンバートされ、それぞれの受信部９０６、９０
７から直交位相変換されたＩ信号とＱ信号が演算部９０８に出力される。演算部９０８に
は、距離演算部９０９、相対速度演算部９１０、及び方位演算部９１１が設けられており
、それぞれでターゲットまでの距離、相対速度、及び方位が算出される。
【０００４】
　特許文献１には、複数本の受信アンテナと、それと同数の受信部を備える位相モノパル
ス式レーダについての記載がある。特許文献１に記載のレーダは、さらにカメラ装置を備
える構成となっており、これを用いてターゲットが存在する方位角度領域を特定できるよ
うにしている。これにより、位相の折り返しによるターゲットの方位を誤検出するのを防
止している。
【０００５】
　また特許文献２には、広帯域信号の到来方向を精度よく推定する方法についての記載が
ある。ここでは、２系統のアンテナを用い、それぞれのアンテナで受信した信号をハイブ
リッド回路に入力して和信号(Σ)と差信号(Δ)を作成している。ハイブリッド回路から出
力される和信号(Σ)と差信号(Δ)を受信部に入力し、受信部からの出力を用いて広帯域信
号の到来方向を推定している。信号の周波数帯域を分割し、分割された各帯域における|
Δ/Σ|の落ち込む(極小である)方向が一致するとき、そのときの真正面方向(方位０°)が
信号到来方向であると推定している。本方式も位相モノパルス方式の一つである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２６３９８６号公報
【特許文献２】特開２００５－１５６５２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　位相モノパルス方式のレーダ装置では、反射波を受信するための受信アンテナが２系統
以上設けられ、各受信アンテナで受信した受信信号を用いて位相モノパルス処理するため
に、少なくとも２系統の受信部を備えている。１系統あたりの受信部には、受信信号を増
幅する増幅器、ダウンコンバートする装置、ＩＱ復調方式によりＩ信号、Ｑ信号を出力す
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る装置、等が設けられている。そのため、このような受信系を複数備えるようにすると受
信部の寸法が大きくなり、コストも高くなるといった問題があった。
【０００８】
　また、２系統以上の受信アンテナで受信された信号が異なる受信部で処理されて演算部
に出力されているため、受信アンテナで受信されてから演算部に到達するまでに要する受
信処理時間が受信部によって異なる場合には、演算部で正しく同期をとって処理すること
ができなくなるおそれがある。そのため、どの受信部で処理されても受信処理時間がほぼ
一致するように、受信部内の線路長等を高精度に管理する必要があり、これもコスト増加
の要因となっている。
【０００９】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、受信部の構成をシンプルにして位相
モノパルス方式により位相の測定を高精度に行えるレーダ装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明のレーダ装置の第１の態様は、パルス信号を生成する
送信パルス生成部と、前記送信パルス生成部から入力した前記パルス信号を所定の周波数
帯にアップコンバートして高周波パルス信号を出力する送信部と、前記送信部から前記高
周波パルス信号を入力して送信波を放射する1つの送信アンテナと、前記送信アンテナか
ら放射された前記送信波がターゲットで反射されて戻ってきた反射波を受信して２つの受
信信号を出力する２以上の受信アンテナと、前記２以上の受信アンテナから入力した前記
２つの受信信号を加算した和信号及び前記２つの受信信号の一方から他方を減算した差信
号を出力するハイブリッド回路と、前記ハイブリッド回路から前記和信号を入力する第１
の入力端と、前記差信号を入力する第２の入力端と、所定の選択信号に従って前記第１の
入力端または前記第２の入力端に接続されて前記和信号または前記差信号を出力する出力
端とを有するスイッチと、前記スイッチから入力した前記和信号または差信号をＩＱ復調
して相互に位相が直交するＩ信号及びＱ信号を出力する受信部と、前記受信部から前記Ｉ
信号及びＱ信号を入力し、前記Ｉ信号及びＱ信号のドップラーシフトによる周波数のずれ
から前記ターゲットの相対速度を算出するとともに、前記和信号と前記差信号との比を算
出して前記ターゲットの方位を算出するする演算部と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　上記構成の本発明では、２以上の受信アンテナをスイッチを介して１系統の受信部に接
続することで、受信部の構成をシンプルにして位相モノパルス方式により位相の測定を高
精度に行うことが可能となる。
【００１２】
　本発明のレーダ装置の他の態様は、前記スイッチは、前記第１の入力端と前記第２の入
力端とを交互に前記出力端に接続することで、前記和信号と前記差信号とを交互に出力す
ることを特徴とする。和信号と差信号とを交互に受信部に出力して受信処理を行わせるこ
とで、和信号と差信号との間の時間的なずれを小さくすることができる。
【００１３】
　本発明のレーダ装置の他の態様は、前記スイッチは、前記第１の入力端と前記第２の入
力端との切り替えを所定の時間間隔δｔで周期的に行うことを特徴とする。スイッチの切
り替えを一定周期で行わせることで、送信アンテナからの送信波の放射に同期させること
が容易となる。
【００１４】
　本発明のレーダ装置の他の態様は、前記送信パルス生成部から前記パルス信号を入力す
ると、前記スイッチに前記選択信号を出力するスイッチ制御部を備えることを特徴とする
。これにより、スイッチの切り替えを送信パルス生成部からのパルス信号の出力に同期さ
せて行わせることができる。
【００１５】
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　本発明のレーダ装置の他の態様は、前記演算部は、前記受信部から入力した前記和信号
または前記差信号のＩ信号及びＱ信号と、前記受信部から前回入力した前記差信号または
前記和信号のＩ信号及びＱ信号に対し前記時間間隔δｔの間に変化する変化量を補正した
補正後のＩ信号及びＱ信号と、を用いて前記方位を算出することを特徴とする。これによ
り、比の算出に用いる和信号と差信号とを同時刻のものにすることができる。
【００１６】
　本発明のレーダ装置の他の態様は、前記補正後のＩ信号及びＱ信号は、前記ドップラー
シフトによる前記時間間隔δｔの間の位相の変化を前回入力した前記差信号または前記和
信号のＩ信号及びＱ信号に対して補正して算出されることを特徴とする。ドップラーシフ
トによる位相の変化を用いて時間間隔δｔの間の差信号または和信号の変化を補正するこ
とができる。
【００１７】
　本発明のレーダ装置の他の態様は、前記演算部は、前記和信号と前記差信号との比の虚
数部を算出して前記ターゲットの方位を算出することを特徴とする。受信アンテナの特性
に応じて、和信号と差信号との比の虚数部を用いて方位を算出することができる。
【００１８】
　本発明のレーダ装置の他の態様は、前記演算部は、前記和信号と前記差信号との比の実
数部を算出して前記ターゲットの方位を算出することを特徴とする。受信アンテナの特性
に応じて、和信号と差信号との比の実数部を用いて方位を算出することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、２以上の受信アンテナをスイッチを介して１系統の受信部に接続する
ことで、受信部の構成をシンプルにして位相モノパルス方式により位相の測定を高精度に
行えるレーダ装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。
【図２】位相モノパルス方式による方位の測定方法を説明するための説明図である。
【図３】和信号と差信号を複素平面上に表した説明図である。
【図４】方位に対し、和信号と差信号との比の虚数部の変化を示すグラフである。
【図５】方位に対し、和信号と差信号との比の実数部の変化を示すグラフである。
【図６】位相モノパルス方式を用いて方位を測定する従来のレーダ装置の構成を示すブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態におけるレーダ装置について、図面を参照して詳細に説明
する。同一機能を有する各構成部については、図示及び説明簡略化のため、同一符号を付
して示す。
【００２２】
　本発明の第１の実施形態に係るレーダ装置の構成を、図１を用いて説明する。図１は、
本実施形態のレーダ装置１００の構成を示すブロック図である。本実施形態のレーダ装置
１００は、送信系として、パルス信号を生成する送信パルス生成部１０１と、送信パルス
生成部１０１から入力したパルス信号を所定の周波数帯にアップコンバートして高周波パ
ルス信号を出力する送信部１１１と、送信部１１１から高周波パルス信号を入力して送信
波を放射する送信アンテナ１１２と、を備えている。レーダ装置１００の送信系として、
例えば送信パルス生成部１０１からパルス幅１ｎｓ程度の広帯域ベースバンドのパルス信
号を発出させ、これを送信部１１１で２６．５ＧＨｚ程度にアップコンバートして送信ア
ンテナ１１２から放射させるように構成することができる。
【００２３】
　また受信系として、送信アンテナ１１２から放射された送信波がターゲットで反射され
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て戻ってきた反射波を受信する２つの受信アンテナ１２１、１２２と、受信アンテナ１２
１、１２２から２つの受信信号を入力して両者を加算した和信号（Σ）と両者の差である
差信号（Δ）を出力するハイブリッド回路１２３と、ハイブリッド回路１２３から和信号
を入力する第１の入力端１２４ａと、差信号を入力する第２の入力端１２４ｂと、和信号
と差信号のいずれかを選択してを出力する出力端１２４ｃとを有するスイッチ１２４と、
スイッチ１２４から入力した和信号または差信号をＩＱ復調して相互に位相が直交するＩ
信号及びＱ信号を出力する受信部１２５と、受信部１２５からＩ信号及びＱ信号を入力し
てターゲットの相対速度及び方位を演算する演算部１３０と、を備えている。
【００２４】
　レーダ装置１００は、位相モノパルス方式でターゲットの方位を測定できるように構成
されている。すなわち、送信系が１系統で構成されて１つの送信アンテナ１１２を備えて
いるのに対し、受信系は所定距離ｄだけ離れて配置された２つの受信アンテナ１２１、１
２２を備えている。受信アンテナ１２１、１２２で受信されて出力される２つの受信信号
は、ハイブリッド回路１２３に入力されて和信号と差信号の２つの信号に変換されて出力
される。このように、本実施形態のレーダ装置１００でも、２つの受信アンテナ１２１、
１２２を用いて２つの受信信号（和信号、差信号）が出力されるように構成されている。
しかし、線路長等の管理が複雑な受信部１２５については、これを１系統のみを備えるよ
うにしている。これにより、レーダ装置１００の小型化や低価格化が容易となる。
【００２５】
　位相モノパルス方式で必要となる２つの受信信号に対し、これを１系統の受信部１２５
で信号処理するために、レーダ装置１００ではスイッチ１２４を備える構成としており、
スイッチ１２４で２つの受信信号を交互に選択し、ここで選択された受信信号を受信部１
２５に出力して信号処理させる構成としている。スイッチ１２４は、和信号と差信号の２
つの受信信号を出力するハイブリッド回路１２３の出力側に接続されており、スイッチ１
２４で和信号と差信号の２つの受信信号のいずれか１つを選択し、これを出力端１２４ｃ
に接続された受信部１２５に出力する構成としている。
【００２６】
　スイッチ１２４により和信号と差信号のいずれか一方を交互に選択させるために、スイ
ッチ制御部１０２を設けてスイッチ１２４を制御させている。スイッチ制御部１０２は、
送信パルス生成部１０１からパルス信号を入力し、これをトリガーとしてスイッチ１２４
の入力端１２４ａ、１２４ｂを交互に切り替えて出力端１２４ｃに接続させている。送信
パルス生成部１０１から出力されるパルス信号をトリガーとして、スイッチ１２４の切り
替えを行わせることで、送信アンテナ１１２から放射された送信波に対して、その反射波
を受信した受信信号を受信部１２５で確実に処理させることができる。
【００２７】
　受信部１２５から演算部１３０に出力されたＩ信号、Ｑ信号を用いて、演算部１３０で
は、ターゲットの位置情報を算出する。レーダ装置１００では、位相モノパルス方式を用
いてターゲットの方位を測定するために、演算部１３０に方位演算手段１３１を備えてい
る。また、ターゲットまでの距離を算出するための距離演算手段１３２、及びターゲット
の相対速度を算出するための相対速度演算手段１３３を演算部１３０に備えるようにして
おり、ターゲットの位置情報としてターゲットまでの距離、ターゲットの存在する方位、
及びターゲットの相対速度を提供することができる。
【００２８】
　本実施形態のレーダ装置１００では、方位演算手段１３１、距離演算手段１３２、及び
相対速度演算手段１３３を有する演算部１３０は、デジタル演算装置である演算・制御部
１４０に設けられている。また、送信部１１１とスイッチ制御部１０２にパルス信号を送
出する送信パルス生成部１０１、及びスイッチ１２４を制御しているスイッチ制御部１０
２も、ともに演算・制御部１４０に設けられている。
【００２９】
　本実施形態のレーダ装置１００では、受信信号の和信号と差信号をスイッチ１２４で切
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り替えて受信部１２５で交互に処理する構成としていることから、演算部１３０に入力さ
れる和信号のＩ信号、Ｑ信号と、差信号のＩ信号、Ｑ信号との間にタイムラグδｔが存在
する。このタイムラグδｔは、スイッチ１２４の切り替え周期、すなわち送信パルス生成
部１０１からパルス信号が出力される周期に等しい。レーダ装置１００及びターゲットが
静止している場合には、このようなタイムラグがあってもターゲットの位置情報は変化せ
ず問題はない。
【００３０】
　しかし、レーダ装置１００とターゲットの少なくとも一方が移動している場合には、こ
のタイムラグδｔの間にターゲットまでの距離や方位が変化してしまう。ターゲットまで
の距離については、和信号と差信号のうちいずれか一方の最新の信号だけを用いて算出す
ることができる。これに対し、方位の算出には和信号と差信号の両方を用いる必要がある
ことから、上記のタイムラグδｔ及び相対速度の大きさによっては、方位の測定精度が低
下するおそれがある。
【００３１】
　そこで、本実施形態のレーダ装置１００では、上記のようなタイムラグδｔによる和信
号と差信号との間のずれを補正してターゲットの方位を算出するようにしており、これに
よりタイムラグδｔや相対速度がある程度大きい場合でも、ターゲットの方位を高精度に
算出できるようにしている。レーダ装置１００とターゲットの少なくとも一方が移動して
いる場合には、受信信号にドップラー効果による周波数シフトが生じている。演算部１３
０の相対速度演算手段１３３では、受信部１２５から入力したＩ信号、Ｑ信号をＦＦＴ（
Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理してドップラー効果による周波数
のずれｆｄを演算しており、これから相対速度を算出している。方位演算手段１３１では
、相対速度演算手段１３３で算出された周波数のずれｆｄを用いてターゲットの方位を補
正している。本実施形態のレーダ装置１００では、タイムラグδｔを１０ｍｓ程度するこ
とができる。また、ドップラー効果による周波数のずれｆｄは、±６ｋＨｚ以内の低い周
波数（長い周期）となる。
【００３２】
　以下では、本実施形態のレーダ装置１００で行う方位算出のための補正方法について説
明する。ここでは、時刻Ｔ－δｔに測定された和信号と、δｔ後の時刻Ｔに測定された差
信号を用いてターゲットの方位を算出するものとする。この場合、和信号に対してタイム
ラグδｔの間の変化を推定して補正する必要がある。なお、時刻Ｔ－δｔに測定した差信
号とδｔ後の時刻Ｔに測定した和信号を用いて方位を算出するようにしてもよく、その場
合には差信号に対してタイムラグδｔの間の変化を推定して補正する。これにより、同一
時刻における和信号と差信号を用いてターゲットの方位を算出することが可能となる。
【００３３】
　距離ｄだけ離れて配置された２つの受信アンテナ１２１、１２２が、方位θの方向にあ
るターゲットで反射された反射波を受信するとき、２つの受信アンテナ１２１、１２２で
受信された２つの電波間の位相差φは、図２に示すように、次式で与えられる。
【数１】

ここで、λは送信波の波長である。
【００３４】
　受信部１２５から演算部１３０に入力されるＩ信号、Ｑ信号を用いて、時刻ｔにおける
和信号Σ（ｔ）及び差信号Δ（ｔ）は、それぞれ以下のように複素表現できる。

【数２】

演算部１３０は、受信部１２５から時刻Ｔ－δｔにおけるＩΣ（Ｔ－δｔ）、ＱΣ（Ｔ－
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δｔ）と、時刻ＴにおけるＩΔ（Ｔ）、ＱΔ（Ｔ）を入力する。これより、演算部１３０
は和信号Σ（Ｔ－δｔ）と差信号Δ（Ｔ）を有している。和信号Σ（Ｔ－δｔ）と差信号
Δ（Ｔ）の関係を図３に示す。図３は、和信号Σ（Ｔ－δｔ）と差信号Δ（Ｔ）の一例を
複素平面上に示したものであり、同図には時刻Ｔにおける和信号Σ（Ｔ）との関係も併せ
て示している。
【００３５】
　図３に示すように、時刻Ｔの時点では、和信号Σ（Ｔ）の位相ψ Σ（Ｔ）は、演算部
１３０が有している時刻Ｔ－δｔにおける和信号Σ（Ｔ－δｔ）の位相ψΣ（Ｔ－δｔ）
よりもδψだけ進んでいる。そこで、方位を高精度に算出するために、演算部１３０では
タイムラグδｔの間に進む和信号Σの位相変化δψを算出し、これを用いて和信号Σ（Ｔ
－δｔ）を補正することで、時刻Ｔにおける和信号Σ（Ｔ）を算出している。位相変化δ
ψは、次式で算出することができる。
【数３】

　ここで、ｔｄ（＝１／ｆｄ）はドップラー周期、ｆｄはドップラー周波数である。
【００３６】
　時刻Ｔにおける補正後の和信号Σ（Ｔ）＝ＩΣ（Ｔ）＋ｊＱΣ（Ｔ）は、時刻Ｔ－δｔ
において測定された和信号Σ（Ｔ－δｔ）＝ＩΣ（Ｔ－δｔ）＋ｊＱΣ（Ｔ－δｔ）に対
し位相をδψだけ進めることで求めることができ、回転行列を用いて以下のように算出す
ることができる。

【数４】

【００３７】
　演算部１３０が有している時刻Ｔ－δｔにおける和信号Σ（Ｔ－δｔ）を上式を用いて
補正することで時刻Ｔにおける和信号Σ（Ｔ）を算出し、これと受信部１２５から入力し
た時刻Ｔにおける差信号Δ（Ｔ）とから方位を算出することができる。すなわち、Δ（Ｔ
）／Σ（Ｔ）の虚数部Ｉｍ（Δ（Ｔ）／Σ（Ｔ））を求め、あらかじめ方位θと虚数部Ｉ
ｍ（Δ／Σ）との関係をテーブル形式等で保存しているものを参照することで、時刻Ｔに
おけるターゲットの方位θを算出することができる。
【００３８】
　方位θに対する和信号と差信号との比（Δ／Σ）の虚数部の変化の一例を図４に示す。
図４に示すような方位θと（Δ／Σ）の虚数部との関係をあらかじめ測定しておき、これ
をテーブル形式等にして演算部１３０内のメモリ等に保存しておく。方位演算手段１３１
は、メモリ等から方位θと（Δ／Σ）の虚数部との関係を表したテーブル等を読み出し、
これを用いて上記のようにしてターゲットの方位θを算出することができる。
【００３９】
　なお、上記では方位θと（Δ／Σ）の虚数部との関係を用いて方位を算出する方法につ
いて説明したが、受信アンテナ１２１，１２２の特性によっては、方位θと（Δ／Σ）の
実数部との関係を用いた方が方位を検出しやすい場合がある。その場合には、あらかじめ
方位θと（Δ／Σ）の実数部との関係を測定しておき、これをテーブル形式等にして演算
部１３０内のメモリ等に保存しておく。そして、方位演算手段１３１でも、受信部１２５
から入力した和信号と差信号を用い、上記のように補正した上で両者の比の実数部を算出
する。この実数部をメモリ等に保存されているテーブル等を参照して方位θを算出するこ
とができる。方位θと（Δ／Σ）の実数部との関係の一例を図５に示す。
【００４０】
　上記の実施形態を用いて説明したように、本発明のレーダ装置によれば、１系統の受信
部を用いて位相モノパルス方式による方位の測定が可能となり、レーダ装置の小型化及び
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低価格化を図ることが可能となる。また、受信部が２系統以上ある場合に問題となった受
信部間の線路長等の管理が不要となり、取り扱いが容易なレーダ装置を提供することが可
能となる。
【００４１】
　なお、本実施の形態における記述は、本発明に係るレーダ装置の一例を示すものであり
、これに限定されるものではない。本実施の形態におけるレーダ装置の細部構成及び詳細
な動作などに関しては、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００４２】
１００　　レーダ装置
１０１　　送信パルス生成部
１０２　　スイッチ制御部
１１１　　送信部
１１２　　送信アンテナ
１２１、１２２　　受信アンテナ
１２３　　ハイブリッド回路
１２４　　スイッチ
１２４ａ、１２４ｂ　　入力端
１２４ｃ　出力端
１２５　　受信部
１３０　　演算部
１３１　　方位演算手段
１３２　　距離演算手段
１３３　　相対速度演算手段
１４０　　演算・制御部
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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