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(57)【要約】
【課題】レーダ装置はできるだけ多くの信号を、できる
だけ短時間での処理が要求され、信号の要求精度を落と
さずに高精度の高分解能処理の削減で負荷を削減する。
【解決手段】目標物からの反射波をアンテナで受信して
A/D変換部でディジタル化し、時間フーリエ変換部でド
ップラー周波数次元に変換して目標物の相対速度を算出
し、ドップラー周波数次元の信号に対しピーク検出部で
受信レベルのピーク検出を行い距離ゲートまたは相対速
度情報から信号の重要度を重要度判定部で判定して、デ
ータ並び替え部で重要度順に並び替え、この各信号と重
要度を、異なる複数の高分解能処理方法における演算精
度および所定数の信号の処理時間を処理方法との組合せ
毎に格納されたデータベースと照合し、各信号と高分解
能処理方法とをデータ割当て部で対応させ、高分解能処
理部で角度または距離を算出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数周波数のパルスCW波を時分割で送信する送信アンテナと、
　送信アンテナから送信されたパルスCW波が目標物で反射して反射波となり、この反射波
を受信する複数のアンテナで構成される受信アレーアンテナと、
　受信アレーアンテナの受信信号をディジタル化するA/D変換部と、
　A/D変換部でディジタル化された受信信号を時間次元でドップラー周波数次元にフーリ
エ変換し、目標物の相対速度を算出する時間フーリエ変換部と、
　時間フーリエ変換部で変換されたドップラー周波数次元の信号に対し受信レベルのピー
ク検出を行うピーク検出部と、
　精度の異なる複数種類の処理方法をもち、検出されたピーク値に相当する相対速度をも
つ信号またはピーク値に相当する相対速度およびその付近の相対速度をもつ複数の信号を
用いて、高分解能で目標物までの角度または距離を算出する高分解能処理部と、
　高分解能処理部における各処理方法の演算精度および所定の数の信号を処理するための
所要時間を処理方法との任意の組合せ毎に格納するデータベースと、
　ピーク検出部での出力信号に対し、その信号の距離ゲートまたは相対速度の情報から、
信号の重要度を判定する重要度判定部と、
　重要度判定部で判定された信号が重要度順に高分解能処理されるように信号データを並
び替えるデータ並び替え部と、
　データ並び替え部から出力される各信号とその重要度をデータベースと照合し、処理す
べき信号をリアルタイムに処理するように各信号と高分解能処理部の各処理方法とを対応
させ、高分解能処理部に出力するデータ割当て部とを備えたレーダ信号処理装置。
【請求項２】
　ピーク検出部の前段に、受信信号の粗い角度を算出する空間フーリエ変換部を備え、
　重要度判定部は距離ゲート、相対速度に粗い角度を加えた3次元情報から信号の重要度
を判定する構成にされたことを特徴とする請求項１に記載のレーダ信号処理装置。
【請求項３】
　相対速度、距離情報、角度情報をもとに、目標物の追尾処理を行う追尾処理部を高分解
能処理部の後段に備え、
　重要度判定部は距離ゲート、相対速度、粗い角度および追尾処理部の追尾処理結果をも
とに信号の重要度を判定する構成にされたことを特徴とする請求項２に記載のレーダ信号
処理装置。
【請求項４】
　自機の進行する進路の形状を認識する進路形状認識装置を備え、
　重要度判定部は、進路形状認識装置によって認識した進路の形状を加味して、信号の重
要度を判定する構成にされたことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載のレー
ダ信号処理装置。
【請求項５】
　送信アンテナから複数周波数のパルスCW波が時分割で送信され、目標物で反射した反射
波を複数のアンテナで構成される受信アレーアンテナで受信する受信工程と、
　受信工程での受信信号をディジタル化するA/D変換工程と、
　A/D変換工程でディジタル化された受信信号を時間次元でドップラー周波数次元にフー
リエ変換し、目標物の相対速度を算出する時間フーリエ変換工程と、
　時間フーリエ変換工程で変換されたドップラー周波数次元の信号に対し受信レベルのピ
ーク検出を行うピーク検出工程と、
　精度の異なる複数種類の処理方法をもち、検出されたピーク値に相当する相対速度をも
つ信号またはピーク値に相当する相対速度およびその付近の相対速度をもつ複数の信号を
用いて、高分解能で目標物までの角度または距離を算出する高分解能処理工程と、
　ピーク検出工程での出力信号に対し、その信号の距離ゲートまたは相対速度の情報から
、信号の重要度を判定する重要度判定工程と、
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　重要度判定工程で判定された信号が重要度順に高分解能処理されるように信号データを
並び替えるデータ並び替え工程と、
　データ並び替え工程から出力される各信号とその重要度を、高分解能処理工程における
各処理方法の演算精度および所定の数の信号を処理するための所要時間を処理方法との任
意の組合せ毎に格納されたデータベースと照合し、処理すべき信号をリアルタイムに処理
するように各信号と高分解能処理工程の各処理方法とを対応させ、高分解能処理工程に出
力するデータ割当て工程とを備えたレーダ信号処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数のアンテナで受信した信号から、目標物体の距離または角度を算出す
るレーダ信号処理装置およびレーダ信号処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　受信用アレーアンテナと送信アンテナをもつパルスレーダ装置において、受信ビームで
多重波となる場合、高分解能処理を用いて多重波を分離する手法が知られている（非特許
文献１）。非特許文献１による手法は時分割で複数周波数のパルス波を送信し、送信した
パルス波が目標物で反射し、その反射波を受信することで、規定の幅をもつ距離範囲ごと
に信号を処理することができる。この距離範囲を距離ゲートと呼ぶ。
【０００３】
　しかし、高分解能処理は処理の負荷が大きく、レーダ装置で要求されるリアルタイム処
理を達成するために、処理装置の規模が大きくなってしまう。高分解能処理の処理負荷が
大きいという問題に対しては、高分解能処理を行うか否かの選定処理を行い、選定された
信号にのみ高分解能処理を施す手法（特許文献１）が提案されている。特許文献１の手法
によればシステム全体のリソースに対する高分解能処理に割くリソースの割合を減らすこ
とができる。
【０００４】
【特許文献１】特開2006-91029号公報
【非特許文献１】稲葉敬之著，「多周波ステップICWレーダによる多目標分離法」，電子
情報通信学会論文誌，B Vol. J89-B No.3，pp.373-383
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　目標の検知、速度の算出、角度の算出を目的としたレーダ装置では、できるだけ多くの
信号を、できるだけ短時間で処理することを要求される。しかし、特許文献１で提案され
る手法は、高分解能処理の回数削減によってシステム全体の処理負荷を削減するものであ
り、負荷を抑えるためには高分解能処理する信号の数を減らすことが必要であった。
【０００６】
　ところで、レーダ装置においては、信号データごとの重要度が異なる。例えば、自機に
危険を及ぼす可能性が高い目標物からの信号データは早急に処理する必要があり、重要度
が高い。また、追尾機能を備えたレーダ装置においては、追尾対象の信号の処理は重要度
が高い。
【０００７】
　この発明はこの点を踏まえ、上記のような問題点を解決するためになされたもので、デ
ータごとに要求される演算精度を選択して処理することで、演算器およびメモリのリソー
スを有効に活用し、できるだけ多数の処理すべき信号を、優先度順にリアルタイムに処理
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係るレーダ信号処理装置は、



(4) JP 2009-36539 A 2009.2.19

10

20

30

40

50

　複数周波数のパルスCW波を時分割で送信する送信アンテナと、
　送信アンテナから送信されたパルスCW波が目標物で反射して反射波となり、この反射波
を受信する複数のアンテナで構成される受信アレーアンテナと、
　受信アレーアンテナの受信信号をディジタル化するA/D変換部と、
　A/D変換部でディジタル化された受信信号を時間次元でフーリエ変換し、ドップラー周
波数次元に変換し、目標物の相対速度を算出する時間フーリエ変換部と、
　時間フーリエ変換部で変換されたドップラー周波数次元の信号に対し受信レベルのピー
ク検出を行うピーク検出部と、
　精度の異なる複数種類の処理方法をもち、検出されたピーク値に相当する相対速度をも
つ信号またはピーク値に相当する相対速度およびその付近の相対速度をもつ複数の信号を
用いて、高分解能で目標物までの角度または距離を算出する高分解能処理部と、
　高分解能処理部における各処理方法の演算精度および所定の数の信号を処理するための
所要時間を処理方法との任意の組合せ毎に格納するデータベースと、
　ピーク検出部での出力信号に対し、その信号の距離ゲートまたは相対速度の情報から、
信号の重要度を判定する重要度判定部と、
　重要度判定部で判定された信号が重要度順に高分解能処理されるように信号データを並
び替えるデータ並び替え部と、
　データ並び替え部から出力される各信号とその重要度をデータベースと照合し、処理す
べき信号をリアルタイムに処理するように各信号と高分解能処理部の各処理方法とを対応
させ、高分解能処理部に出力するデータ割当て部とを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明のレーダ信号処理装置によれば、高分解能処理を行う信号（データ）毎の重要
度を判定した結果をもとにして、異なる高分解能処理方法を各データに割当てるようにし
ている。処理方法によって高分解能処理の精度は異なるため、データ毎に要求される精度
にあわせた処理をすることができる。重要度が高いデータは要求される高い精度で処理す
ることができ、一方、重要度が低いデータも、低い精度ではあるが、高分解能処理を実施
することができる。また、重要度の高いデータの順に高分解能処理を実施するので、重要
なデータから早期に出力することができ、さらに、データベースに用意されたテーブルを
参照して高分解能処理方法を割付けるので、割付け方の選択に長い時間を要することがな
く、扱うべき全データの処理をリアルタイムで終えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１を示す構成図である。図１において、１１は送信部であ
り、発振器１１a、周波数逓倍器１１b、低雑音増幅器１１cを備える。１２は送信部１１
からの送信信号を空中に放射する送信アンテナ、１３は受信アレーアンテナでアンテナ素
子Rx1～Rxnを備える。１４は受信部であり、低雑音増幅器１４a、フィルタ１４b、ミキサ
１４cを順次接続したアナログ信号処理系をアンテナ素子数ｎ組備え、低雑音増幅器１４a
がアンテナ素子Rxに接続される。１５はA/D変換器でありｎ個備え、周波数逓倍器１１bの
出力とミキシングし、周波数変換されたミキサ１４cの出力をディジタル信号に変換する
。
【００１１】
　１６はA/D変換器１５でディジタル信号にされたミキサ１４cの出力受信信号を時間次元
でフーリエ変換する時間フーリエ変換部、１７は時間フーリエ変換部の出力する信号に対
し受信レベルのピーク検出を行うピーク検出部、１８は信号の距離ゲートまたは相対速度
の情報から、信号の重要度を判定する重要度判定部、１９は高分解能処理される順（重要
度順）に信号を並び替えるデータ並び替え部、２０は異なる高分解能処理方法における算
出の演算精度、および、処理方法の任意の組合せと所定の数の信号を処理するための所要
時間との対応を格納するデータベース部、２１は検出されたピーク信号数と重要度をデー
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タベース部２０と照合し、処理すべき信号をリアルタイムに処理するように、各信号と高
分解能処理の各処理方法とを対応させるデータのプログラムへの割当て決定部、２２は検
出したピーク値および、その付近の信号から、データのプログラムへの割当て決定部２１
で対応された高分解能処理方法で角度または距離を算出する高分解能処理部である。
【００１２】
　次に動作について説明する。送信部１１は、発振器１１aで送信信号を発生し、周波数
逓倍器１１bで周波数が逓倍され、低雑音増幅器１１cで増幅される。この送信信号は、複
数周波数のパルスCW（Continuous Wave）波を時分割されたもので送信アンテナ１２を介
してアンテナ面前方に放出される。
【００１３】
　送信アンテナ１２から空中前方に放出された複数周波数のパルスCW波は、送信波の進行
方向前方に目標物があった場合、目標物によって反射される。そして、その反射波は、ｎ
個の受信アンテナRx1～Rxｎで構成される受信アレーアンテナ１３によって受信され、受
信信号は、受信系（受信アンテナ～ミキサ）ごとにA/D変換器１５でディジタル信号に変
換される。
【００１４】
　A/D変換器１５でディジタル化された各受信系の受信信号は、時間フーリエ変換部１６
においてデータの時間次元で高速フーリエ変換され、受信信号の時間次元はドップラー周
波数次元に変換される。この受信信号のドップラー周波数は自機と目標物との相対速度を
示している。
【００１５】
　ドップラー周波数次元に変換された受信信号は、ピーク検出部１７において信号電力強
度に関して閾値処理される。閾値よりも大きい電力をもつピーク信号データを表すデータ
・インデックス（相対速度Ｖ、距離ゲートＲ）は重要度判定部１８に伝送される。
【００１６】
　重要度判定部１８では、ピーク検出部１７で選択された信号データのデータ・インデッ
クス（相対速度Ｖと距離ゲートＲ）を入力とし、その信号を処理する上での重要度Ｉを決
定する。重要度Ｉは信号の重要度が高いほど大きく、重要度が小さいほど小さく設定され
る数値である。
【００１７】
　まず、相対速度Ｖから信号の重要度Ｉvを決定する方法を説明する。目標物の自機に対
する相対速度Ｖが正の値の信号は、自機に向かってくる目標物を表し、Ｖが大きければ大
きいほど処理上の重要度Ｉvを大きく設定する。また、相対速度Ｖが負の値となる信号は
自機から遠ざかる目標物を表し、Ｖが小さくなればなるほど（負の値が大きくなればなる
ほど）、処理上の重要度Ｉvを小さく設定する。
【００１８】
　次に、距離ゲートＲから信号の重要度Ｉrを決定する方法を説明する。距離ゲートが近
い信号は処理上の重要度は高く、Ｉrを大きく設定し、距離ゲートが遠いほどＩrを小さく
設定する。
　また、相対速度Ｖと距離ゲートＲから、自機と目標物とが衝突する場合の衝突までの時
間を概算することができる。衝突までの時間をもとにした信号データの重要度をＩcとし
、衝突までの時間が短い信号データの重要度Ｉcを大きく設定する。最後に、得られたＩv
、Ｉr、Ｉcの３つの重要度から、以下の式によって重要度Ｉを決定する。
【００１９】
Ｉ＝Wv×Ｉv＋Wr×Ｉr＋Wc×Ｉc
　ここで、Wv、Wr、Wcはあらかじめ設定された加算における各重要度に対する重みである
。各信号のデータ・インデックス（相対速度Ｖ、距離ゲートＲ）と重要度Ｉは、データ並
び替え部１９に送られる。
【００２０】
　データ並び替え部１９は、重要度判定部１８から出力される各信号のデータ・インデッ
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クス（相対速度Ｖ、距離ゲートＲ）と重要度Ｉを入力とし、信号の重要度Ｉが大きい順に
高分解能処理されるように各信号の順序を並び替える。そして、各信号のデータ・インデ
ックスと重要度Ｉは、データのプログラムへの割当て決定部２１に出力される。
【００２１】
　データベース部２０は、高分解能処理部２２における各処理方法の処理精度を格納し、
また、所定の数の信号を処理するための所要時間を処理方法の任意の組合せ毎に格納する
。格納データはデータのプログラムへの割り当て決定部２１から参照される。
【００２２】
　データのプログラムへの割当て決定部２１は、データ並び替え部１９から出力される各
信号のデータ・インデックス（相対速度Ｖ、距離ゲートＲ）と重要度Ｉを入力とする。そ
して、データベース部２０を参照し、各信号にその信号の重要度ごとに処理精度の異なる
高分解能処理方法を割当てる。重要度Ｉが大きいデータには処理精度の高い高分解能処理
方法を割当て、重要度Ｉが小さいデータに処理精度の低い高分解能処理方法を割当てる。
割当てにおいては、全データを処理するのに要する時間がリアルタイム処理の制限時間以
内に収まるようにする。各信号のデータ・インデックス（相対速度Ｖ、距離ゲートＲ）と
各割当てられた高分解能処理方法Ｐの組は、高分解能処理部２２に送られる。
【００２３】
　高分解能処理部２２は、MUSIC（Multiple Signal Classification）と2種類のESPRIT（
Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques）すなわち、
LS（Least-Squares）-ESPRIT、TLS（Total-Least-Squares）-ESPRITの、計３種類のアル
ゴリズム（処理方法）の高分解能処理プログラムをもち、ピーク検出部１７で選択したピ
ーク信号の到来角度を算出する。データのプログラムへの割当て決定部２１の出力である
、並び替えられた各信号のデータ・インデックス（相対速度Ｖ、距離ゲートＲ）と割当て
られた高分解能処理方法Ｐの組を入力とし、時間フーリエ変換部１６からデータ・インデ
ックスに対応する信号を取り出し、割当てられた方法で高分解能処理を、並び換えの順に
施し、到来角度を求める。
【００２４】
　以上のように、実施の形態１によればデータ毎の重要度を判定した結果をもとにして、
異なるアルゴリズムの高分解能プログラムを各データに割当てるようにしている。アルゴ
リズムによって高分解能処理の精度は異なるため、データ毎に要求される精度にあわせた
処理をすることができる。重要度が高いデータは要求される高い精度で処理することがで
き、一方、重要度が低いデータも、低い精度ではあるが、高分解能処理を実施することが
できる。また、重要度の高いデータの順に高分解能処理を実施するので、重要なデータか
ら早期に出力することができる。さらに、データベース部２０に用意されたテーブルを参
照して高分解能処理プログラムを割付けるので、割付け方の選択に長い時間を要すること
がなく、扱うべき全データの処理をリアルタイムで終えることができる。
【００２５】
　実施の形態２．
　図２はこの発明の実施の形態２を示す構成図である。図２において、高分解能処理部２
２は、データ精度の異なる複数の高分解能処理プログラムをもつ。その他の装置は、実施
の形態１と全く同一のものである。
【００２６】
　次に動作について説明する。送信波の送信からデータの並び替えまでは実施の形態１と
全く同様の動作である。データの並び替え後、データのプログラムへの割り当て決定部２
１はデータベース部２０を参照する。データベース部２０は高分解能処理部２２における
データ精度の異なる各処理の処理精度を格納し、また、所定の数の信号を処理するための
所要時間を処理の任意の組合せ毎に格納する。データのプログラムへの割当て決定部２１
は、データの重要度をもとに、全データをリアルタイムに処理するように、プログラムを
割り当てる。
【００２７】
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　高分解能処理部２２は、３種類のデータ精度、すなわち、固定小数点、単精度浮動小数
点、倍精度浮動小数点、における高分解能処理プログラムをもち、ピーク検出部１７で選
択したピーク信号の到来角度を算出する。
【００２８】
　以上のように実施の形態２によれば、データ毎の重要度を判定した結果をもとにして、
異なるデータ精度の高分解能プログラムを各データに割当てるので、データ毎に要求され
る精度にあわせた処理をすることができる。
【００２９】
　実施の形態３．
　図３はこの発明の実施の形態３を示す構成図である。図３において、２３は空間フーリ
エ変換部であり、ピーク検出部１７、重要度判定部１８は空間フーリエ変換部２３の出力
をも加味した処理を行う。高分解能処理部２２は、アルゴリズムおよびデータ精度の異な
る複数の高分解能処理プログラムをもち、目標物の距離と角度の算出を行う。データのプ
ログラムへの割当て決定部２１は高分解能処理部２２の複数プログラムへ対応するような
実施の形態１に記載の処理を行う。その他の構成は、実施の形態１と全く同様なものであ
る。
【００３０】
　次に動作について説明する。送信波の送信から時間フーリエ変換処理までは実施の形態
１と同様の動作である。時間フーリエ変換後、空間フーリエ変換部２３では、受信アレー
アンテナ１３で受信された複数信号にアンテナ間位相補正を施し、所望の複数角度に対し
てディジタルビーム形成する。ディジタルビーム形成によって、受信信号の粗い精度での
到来角度情報を得ることができる。空間フーリエ変換部２３は、受信信号の距離ゲートＲ
、相対速度Ｖ、粗い到来角度Ａの情報を持つ信号データを出力する。
【００３１】
　ピーク検出部１７では、電力に関する閾値処理によってピーク信号を選択し、
選択したピーク信号のデータ・インデックス（距離ゲートＲ、相対速度Ｖ、粗い到来角度
Ａ）を出力する。
【００３２】
　重要度判定部１８では、ピーク検出部１７で選択された信号データのデータ・インデッ
クス（距離ゲートＲ、相対速度Ｖ、粗い到来角度Ａ）を入力とし、信号処理上の重要度を
決定する。
　粗い到来角度Ａから重要度Ｉaを決定する方法を説明する。正面方向角度の重要度Ｉaを
大きく設定し、正面からの離角が大きくなるほど重要度Ｉaを小さく設定する。距離ゲー
ト、相対速度、衝突までの時間からの重要度Ｉr、Ｉv、Ｉcの決定方法は実施の形態１と
同様である。最後に、すべての重要度をあわせて、信号データの重要度Ｉを決定する。
【００３３】
　重要度Ｉの決定は、以下の式による。
　Ｉ＝Wv×Ｉv＋Wr×Ｉr＋Wc×Ｉc＋Wa×Ｉa
　ここで、Wv、Wr、Wc、Waは、あらかじめ設定された加算における各重要度に対する重み
である。
【００３４】
　高分解能処理部２２では、実施の形態１で示した３つの高分解能処理、すなわちMUSIC
、LS-ESPRIT、TLS-ESPRITの３つの処理プログラムをもつ。さらに、各プログラムは３つ
の異なる精度、すなわち、固定小数点数、単精度浮動小数点数、倍精度浮動小数点数をも
つ。また、高分解能処理部２２では、送信信号を反射した目標物と自機との距離を求める
測距用プログラムと、信号の到来角度を算出する測角用プログラムをもつ。測距用プログ
ラムは空間フーリエ変換部２３の出力データを用いて距離を、また測角用プログラムは時
間フーリエ変換部１６の出力データを用いて到来角度を算出する。
【００３５】
　実施の形態３によれば、空間フーリエ変換によって粗い角度情報が求められるので、重
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要度判定において、到来方向を考慮した重要度判定を行うことができる。
【００３６】
　また、高分解能処理部においてアルゴリズムに加えて、データ型精度の異なるプログラ
ムを用意したので、実施の形態１、実施の形態２よりもさらにデータごとの要求精度に適
した演算精度での高分解能処理を行うことができる。
【００３７】
　実施の形態４．
　図４はこの発明の実施の形態４を示す構成図である。図４において、２４は追尾処理部
であり、重要度判定部１８は追尾処理部２４の出力をも加味して処理を行う。それ以外の
構成は上記実施の形態３と全く同様なものである。
【００３８】
　次に動作について説明する。高分解能処理までの一連の処理によって、目標物の自機と
の相対速度、距離、角度が求まる。追尾処理部２４では、それらの情報を入力として、追
尾処理を行う。追尾処理によって、目標物からの所望信号と目標物以外からの信号、すな
わち単発的なノイズとに分離することができる。目標物からの所望信号に関しては、次に
目標物からの信号が出現する位置を誤差付きで予測することができる。
【００３９】
　重要度判定部１８では、追尾処理によって予測した信号出現位置から重要度Ｉsを決定
する。予測された信号出現位置の誤差範囲にある信号は、重要度Ｉsを大きく設定する。
最後に、速度、距離ゲート、粗い角度から求めた重要度Ｉv、Ｉr、Ｉc、ＩaとＩsをあわ
せて、重要度Ｉを決定する。
【００４０】
　重要度Ｉの決定は、以下の式による。
　Ｉ＝Wv×Ｉv＋Wr×Ｉr＋Wc×Ｉc＋Wa×Ｉa＋Ws×Ｉs
　ここで、Wv、Wr、Wc、Wa、Wsは、あらかじめ設定された加算における各重要度に対する
重みである。
【００４１】
　実施の形態４においては、追尾処理による信号の出現位置予測を用いた重要度判定を行
うので、追尾すべき信号に演算精度の高い高分解能処理を割当てることができ、追尾対象
の目標物の位置をより高精度に算出することができる。
【００４２】
　実施の形態５．
　図５はこの発明の実施の形態５を示す構成図である。図５において、２５は進路形状認
識装置であり、重要度判定部１８は進路形状認識装置２５の出力をも加味して処理を行う
。それ以外の構成は上記実施の形態４と全く同様なものである。
【００４３】
　次に動作について説明する。進路形状認識装置２５は、自機の移動情報または外部通信
装置から取得した情報を元に自機の位置を認識し、装置内に保存された、または外部通信
装置から取得した進路情報を参照することにより、自機の進路の形状を認識する。進路の
形状の情報は、重要度判定部１８に送られる。
【００４４】
　重要度判定部１８では、進路形状認識装置２５から取得した進路の形状によって信号の
重要度を決定する。実施の形態４と同様に、重要度Ｉは、４つのパラメータ（速度、距離
ゲート、粗い角度、追尾情報）から求めた５つの重要度（Ｉv、Ｉr、Ｉc、Ｉa、Ｉs）か
ら決定するが、実施の形態５では、さらに進路の形状にあわせて、各重要度の決定方法を
変更する。
【００４５】
　実施の形態５においては、進路形状認識装置によって自機の位置における進路の形状を
認識し、進路の形状にあわせて重要度を決定する方法を変更するので、自機の進路環境に
あわせた高分解能処理を行うことができる。
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【００４６】
　なお、上述の実施の形態では、重要度Ｉを決定する式を各重要度の重み付き加算とした
が、重み付き積算等、別の形式をとることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　この発明はパルス波を送信して遠隔にある目標物体の角度及び距離を算出する分野に広
く適用できるものであり、特に飛行機や自動車用レーダ装置の技術として好適である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】この発明の実施の形態１を示す構成図である。
【図２】この発明の実施の形態２を示す構成図である。
【図３】この発明の実施の形態３を示す構成図である。
【図４】この発明の実施の形態４を示す構成図である。
【図５】この発明の実施の形態５を示す構成図である。
【符号の説明】
【００４９】
　１１　送信部、１１a　発信器、１１b　周波数逓倍器、１１c　低雑音増幅器、１２　
送信アンテナ、１３　受信アレーアンテナ、１４　受信部、１４a　低雑音増幅器、１４b
　フィルタ、１４c　ミキサ、１５　A/D変換器、１６　時間フーリエ変換部、１７　ピー
ク検出部、１８　重要度判定部、１９　データ並び替え部、２０　データベース部、２１
　データのプログラムへの割当て決定部、２２　高分解能処理部、２３　空間フーリエ変
換部、２４　追尾処理部、２５　進路形状認識装置。

【図１】 【図２】
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