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(57)【要約】
【課題】
　レーダ装置に割り当てられている周波数帯域が、他の
通信システムで利用される受信装置におけるイメージ周
波数に該当する場合であっても、与える干渉を低減する
。
【解決手段】
　レーダ装置は、予め定められた周期で複数の搬送波周
波数それぞれのパルス信号を順に送信する送信部と、前
記送信部から送信されたパルス信号が検出対象となる目
標物により反射された反射信号を受信する受信部と、前
記受信部により受信された前記反射信号を前記複数の搬
送波周波数それぞれに対応する信号に分割する周波数分
割部と、前記周波数分割部により分割された反射信号か
らなる時系列の信号を前記複数の搬送波周波数ごとに合
成し、更に、位相合成された前記複数の搬送波周波数の
信号を合成する信号合成部とを具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた周期で複数の搬送波周波数それぞれのパルス信号を順に送信する送信部
と、
　前記送信部から送信されたパルス信号が検出対象となる目標物により反射された反射信
号を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された前記反射信号を前記複数の搬送波周波数それぞれに対応す
る信号に分割する周波数分割部と、
　前記周波数分割部により分割された反射信号からなる時系列の信号を前記複数の搬送波
周波数ごとに位相合成し、更に、前記位相合成された前記複数の搬送波周波数の信号を合
成する信号合成部と
　を具備することを特徴とするレーダ装置。
【請求項２】
　前記信号合成部は、
　前記複数の搬送波周波数ごとに、前記周波数分割部により分割された反射信号に対して
直交検波して得られる信号を予め定められた数の送信周期に亘って位相加算して出力する
位相合成部と、
　予め定められる複数の移相量の組み合わせごとに、前記位相合成部より出力される前記
複数の搬送波周波数ごとの信号それぞれを移相して加算し、前記複数の移相量の組み合わ
せそれぞれに対しての加算結果のうち最も大きい加算結果を選択して出力する異周波数間
信号合成部と
　を備え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】
　前記信号合成部は、
　前記複数の搬送波周波数ごとに、前記周波数分割部により分割された反射信号に対して
、フーリエ変換により得られた周波数スペクトラムのうち最も電力の大きい周波数スペク
トラムに対応する信号を選択して出力する位相合成部と、
　予め定められる複数の移相量の組み合わせごとに、前記位相合成部より出力される前記
複数の搬送波周波数ごとの信号それぞれを移相して加算し、前記複数の移相量の組み合わ
せそれぞれに対しての加算結果のうち最も大きい加算結果を選択して出力する異周波数間
信号合成部と、
　を備え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】
　予め定められた周期で複数の搬送波周波数それぞれのパルス信号を順に送信する送信部
と、
　前記送信部から送信されたパルス信号が検出対象となる目標物により反射された反射信
号を受信する受信部と、
　前記受信部により受信された前記反射信号を前記予め定められた周期ごとに分割する時
分割部と、
　前記時分割部により分割された反射信号からなる時系列の信号ごとに前記複数の搬送波
周波数の信号を合成し、更に、前記合成された信号を複数の前記予め定められた周期に亘
って合成する信号合成部と
　を具備することを特徴とするレーダ装置。
【請求項５】
　前記信号合成部は、
　予め定められる複数の移相量の組み合わせごとに、前記時分割部より出力される前記複
数の搬送波周波数ごとの信号それぞれを移相して加算し、前記複数の移相量の組み合わせ
それぞれに対しての加算結果のうち最も大きい加算結果を選択して出力する異周波数間信
号合成部と、
　前記異周波数間信号合成部より出力される信号を加算して出力する合成部と、
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　を備えることを特徴とする請求項４に記載のレーダ装置。
【請求項６】
　前記信号合成部は、
　前記複数の搬送波周波数ごとに、前記時分割部により分割された反射信号に対して、フ
ーリエ変換により得られた周波数スペクトラムのうち最も電力の大きい周波数スペクトラ
ムに対応する信号を選択して出力する異周波数間信号合成部と、
　前記異周波数間信号合成部より出力される信号を加算して出力する合成部と、
　を備えることを特徴とする請求項４に記載のレーダ装置。
【請求項７】
　前記複数の搬送波周波数同士の周波数間隔は、自装置に割り当てられている周波数帯域
がイメージ周波数として現れる通信システムにおけるチャネル割り当ての周波数間隔に応
じて設定される
　ことを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のレーダ装置。
【請求項８】
　前記複数の搬送波周波数それぞれにおけるパルス信号の送信時間は、自装置に割り当て
られている周波数帯域がイメージ周波数として現れる通信システムにおいて誤り訂正でき
るバースト誤りの継続時間に応じて設定される
　ことを特徴とする請求項１から請求項７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、レーダ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種無線通信システムの普及により周波数資源の枯渇が問題となっている。そこ
で、異なる通信システム間での混信又は干渉により通信障害が生じないように、各通信シ
ステムに割り当てられている周波数帯域外に発射される不要波（スプリアス）をできる限
り低減させることが求められている。また、国際的にも、厳しい減衰量レベルを達成する
ことが各種無線通信システムに要求されている（ＩＴＵ－Ｒ勧告ＳＭ．１５４１など）。
無線通信システムと同様に、レーダ装置に対しても、不要波により生じる混信又は干渉を
防ぐために、より厳しい減衰量レベルを達成することが要求されている。
【０００３】
　近接するレーダ装置同士における干渉を防ぐ技術については、既に検討が行われていた
（例えば、特許文献１）。しかし、上述のような、厳しい減衰量レベルを達成する技術で
はなかった。このような要求を満たすために、高出力の発振信号を得やすいが、スプリア
スの抑制が困難なマグネトロンから、スプリアスの抑制が容易なソリッドステート（固体
素子）を利用したレーダ装置の開発、普及が進んでいる。
【０００４】
　しかし、例えば船舶レーダにおいてマグネトロンを利用する場合、数十キロ［Ｗ］の送
信電力が得られるのに対して、ソリッドステートを利用する場合、数百［Ｗ］程度しか得
ることができない。一般に、レーダ装置は、送信電力の尖頭値が低くなると探索距離が短
くなってしまう。したがって、ソリッドステートを利用したレーダ装置は、探索距離が短
くなってしまう。
【０００５】
　そこで、マグネトロンをソリッドステートに変えた際に生じる送信電力の低下による探
索性能の低下を、信号の送信時間を伸ばすことと、パルス圧縮処理とを組み合わせること
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により補っている。これにより、スプリアスに対する厳しい減衰量レベルを達成するとと
もに、探索性能の維持をしている。
【０００６】
　ところが、スプリアスに対する減衰量レベルを満たしているにもかかわらず、レーダ装
置の利用に割り当てられている周波数帯域（以下、レーダ用帯域という）に隣接した周波
数帯域を利用する他の通信システムにおいて、レーダ装置から送信される信号が混信又は
干渉して通信障害を生じさせてしまうことがある。
【０００７】
　一般に、通信システムにおいて利用される受信装置は、当該通信システムに割り当てら
れている周波数帯域の受信信号を、中間周波数又はベースバンド周波数にダウンコンバー
トして復調及び復号を行う。このとき、レーダ用帯域と、通信システムの周波数帯域と、
当該通信システムの受信装置がダウンコンバートに用いる局部発振周波数との関係が以下
のような場合、上述の通信障害が発生する場合がある。
【０００８】
　図１０は、通信障害が発生する場合における周波数帯域の割り当てと、受信装置におけ
る局部発振周波数との一例を示す図である。図１０（ａ）に示すように、周波数Ｆ１から
周波数Ｆ２までの周波数帯域がレーダ用帯域に割り当てられ、周波数Ｆ３から周波数Ｆ４

までの周波数帯域が他の通信システムに割り当てられ、通信システムの受信装置における
局部発振周波数ＦＬｏが周波数Ｆ２から周波数Ｆ３の間に設定されている場合について説
明する。
【０００９】
　図１０（ｂ）は、図１０（ａ）のような周波数割り当てがなされている場合における、
受信装置がダウンコンバートにより得る信号の周波数帯域を示した図である。通信システ
ムに割り当てられている周波数Ｆ３から周波数Ｆ４までの周波数帯域における所望の信号
は、ダウンコンバートされ周波数（Ｆ３－ＦＬｏ）から周波数（Ｆ４－ＦＬｏ）までの周
波数帯域の信号に変換される。また、局部発振周波数ＦＬｏより低く、イメージ周波数を
含む周波数Ｆ１から周波数Ｆ２までのレーダ用帯域の信号も、周波数（ＦＬｏ－Ｆ１）か
ら周波数（ＦＬｏ－Ｆ２）までの周波数帯域の信号に変換される。
【００１０】
　このように、レーダ装置から送信されるパルス信号は、周波数（ＦＬｏ－Ｆ１）から周
波数（ＦＬｏ－Ｆ２）までのいずれかにイメージ信号として現れ、周波数（Ｆ３－ＦＬｏ

）から周波数（Ｆ４－ＦＬｏ）までの周波数帯域と重なってしまう。このとき、レーダ装
置から送信されるパルス信号が、通信システムにおける通信に混信又は干渉して通信障害
を生じさせてしまうことがある。
【００１１】
　すなわち、他の通信システムの受信装置において使用する局部発振周波数の設定次第で
、レーダ用帯域の信号が通信システムにおける信号に重なるイメージ信号となるので、通
信システムにおける通信に混信又は干渉して通信障害を生じさせてしまう。これに対して
、通信システムで利用する受信装置では、通常、イメージ周波数の信号を抑圧する機能を
備え、イメージ周波数の信号による干渉を抑圧するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００５－１９５４５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、受信装置とレーダ装置とが近接する場合、受信装置は、レーダ装置から
送信される信号の受信電力が、所望の信号の受信電力より著しく高いとき、イメージ周波
数の信号を十分に抑圧できず、所望の信号を復調及び復号することができないことがある
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。
【００１４】
　また、レーダ装置において、マグネトロンからソリッドステートに替えた際に、送信時
間を伸ばして送信電力の減少による探索能力の低下を補ったので、通信システムの受信装
置において生じる混信がより顕著に現れる可能性がある。
【００１５】
　本発明は、上記の状況を鑑みてなされたもので、その目的は、レーダ装置に割り当てら
れている周波数帯域が、他の通信システムで利用される受信装置におけるイメージ周波数
に該当する場合であっても、与える混信又は干渉を低減することができるレーダ装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記問題を解決するために、本発明は、予め定められた周期で複数の搬送波周波数それ
ぞれのパルス信号を順に送信する送信部と、前記送信部から送信されたパルス信号が検出
対象となる目標物により反射された反射信号を受信する受信部と、前記受信部により受信
された前記反射信号を前記複数の搬送波周波数それぞれに対応する信号に分割する周波数
分割部と、前記周波数分割部により分割された反射信号からなる時系列の信号を前記複数
の搬送波周波数ごとに位相合成し、更に、前記位相合成された前記複数の搬送波周波数の
信号を合成する信号合成部とを具備することを特徴とするレーダ装置である。
【００１７】
　また、本発明は、上記発明において、前記信号合成部は、前記複数の搬送波周波数ごと
に、前記周波数分割部により分割された反射信号に対して直交検波して得られる信号を予
め定められた数の送信周期に亘って位相加算して出力する位相合成部と、予め定められる
複数の移相量の組み合わせごとに、前記位相合成部より出力される前記複数の搬送波周波
数ごとの信号それぞれを移相して加算し、前記複数の移相量の組み合わせそれぞれに対し
ての加算結果のうち最も大きい加算結果を選択して出力する異周波数間信号合成部とを備
えることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明は、上記発明において、前記信号合成部は、前記複数の搬送波周波数ごと
に、前記周波数分割部により分割された反射信号に対して、フーリエ変換により得られた
周波数スペクトラムのうち最も電力の大きい周波数スペクトラムに対応する信号を選択し
て出力する位相合成部と、予め定められる複数の移相量の組み合わせごとに、前記位相合
成部より出力される前記複数の搬送波周波数ごとの信号それぞれを移相して加算し、前記
複数の移相量の組み合わせそれぞれに対しての加算結果のうち最も大きい加算結果を選択
して出力する異周波数間信号合成部とを備えることを特徴とする。
【００１９】
　さらに、本発明は、予め定められた周期で複数の搬送波周波数それぞれのパルス信号を
順に送信する送信部と、前記送信部から送信されたパルス信号が検出対象となる目標物に
より反射された反射信号を受信する受信部と、前記受信部により受信された前記反射信号
を前記予め定められた周期ごとに分割する時分割部と、前記時分割部により分割された反
射信号からなる時系列の信号ごとに前記複数の搬送波周波数の信号を合成し、更に、前記
合成された信号を複数の前記予め定められた周期に亘って合成する信号合成部とを具備す
ることを特徴とする。
【００２０】
  また、本発明は、上記発明において、前記信号合成部は、予め定められる複数の移相量
の組み合わせごとに、前記時分割部より出力される前記複数の搬送波周波数ごとの信号そ
れぞれを移相して加算し、前記複数の移相量の組み合わせそれぞれに対しての加算結果の
うち最も大きい加算結果を選択して出力する異周波数間信号合成部と、前記異周波数間信
号合成部より出力される信号を加算して出力する合成部と、を備えることを特徴とする。
【００２１】
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　また、本発明は、上記発明において、前記信号合成部は、前記複数の搬送波周波数ごと
に、前記時分割部により分割された反射信号に対して、フーリエ変換により得られた周波
数スペクトラムのうち最も電力の大きい周波数スペクトラムに対応する信号を選択して出
力する異周波数間信号合成部と、前記異周波数間信号合成部より出力される信号を加算し
て出力する合成部と、を備えることを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明は、上記発明において、前記複数の搬送波周波数同士の周波数間隔は、自
装置に割り当てられている周波数帯域がイメージ周波数として現れる通信システムにおけ
るチャネル割り当ての周波数間隔に応じて設定されることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明は、上記発明において、前記複数の搬送波周波数それぞれにおけるパルス
信号の送信時間は、自装置に割り当てられている周波数帯域がイメージ周波数として現れ
る通信システムにおいて誤り訂正できるバースト誤りの継続時間に応じて設定されること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００２４】
　この発明によれば、レーダ装置から送信されたパルス信号が、他の通信システムで利用
される受信装置におけるイメージ周波数に該当する場合であっても、与える混信又は干渉
を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１実施形態におけるレーダ装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図２】送信部１１により送信されるパルス信号の系列の一例を示す図である。
【図３】送信部１１により送信されるパルス信号の周波数特性及び振幅特性のイメージを
示す図である。
【図４】第１実施形態におけるＰＲＩ間信号合成部１７１ａの構成を示す概略ブロック図
である。
【図５】第１実施形態における異周波数間信号合成部１７５の構成を示す概略ブロック図
である。
【図６】第１実施形態における異周波数間信号合成部１７５の処理を示す模式図である。
【図７】第１実施形態のレーダ装置１における処理の概要を示す模式図である。
【図８】第２実施形態におけるレーダ装置に備えられるＰＲＩ間信号合成部２７１ａの構
成を示す概略ブロック図である。
【図９】第１及び第２実施形態における搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３の設定の一例を示
す図である。
【図１０】通信障害が発生する場合における周波数帯域の割り当てと、受信装置における
局部発振周波数との一例を示す図である。
【図１１】第３実施形態におけるレーダ装置３の一構成を示す概略ブロック図である。
【図１２】第３実施形態における異周波数間信号合成部３７１ａの構成を示す概略ブロッ
ク図である。
【図１３】第３実施形態における異周波数間信号合成部３７１ａの処理を示す模式図であ
る。
【図１４】第３実施形態におけるＰＲＩ間信号合成部３７６の構成を示す概略ブロック図
である。
【図１５】第３実施形態のレーダ装置３における処理の概要を示す模式図である。
【図１６】第４実施形態におけるレーダ装置に備えられる異周波数間信号合成部４７１ａ
の構成を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態によるレーダ装置を、４つの実施形態に基づ
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いて説明する。
【００２７】
　以下に述べる４つの実施形態によるレーダ装置は全て、予め定められた周期で異なる搬
送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３の順でパルス信号を送信する送信部と、送信部から送信され
たパルス信号が検出対象となる目標物により反射された反射信号を受信する受信部とを備
えている。各実施形態では、受信部により受信された反射信号の分割や合成のされ方が異
なる。
【００２８】
　（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態におけるレーダ装置１の構成を示す概略ブロック図である。同図
に示すように、レーダ装置１は、送信部１１、アンテナ１２、受信部１３、Ａ／Ｄ（Ａｎ
ａｌｏｇ／Ｄｉｇｉｔａｌ；アナログ／デジタル）変換部１４、周波数分割部１５、信号
記憶部１６、信号合成部１７、及び出力処理部１８を具備している。
【００２９】
　送信部１１は、アンテナ１２を介して、予め定められた異なる搬送波周波数ｆ１、ｆ２
、ｆ３の順でパルス信号を送信する。すなわち、送信部１１は、搬送波周波数を変更する
周波数ホッピングをしてパルス信号を送信する。ここで、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３
は、検出する対象物（目標物標）からの反射による周波数の移相量が、周波数間隔に比例
することを利用して設定する。具体的には、ｆ２＝ｆ１＋Δｆ、ｆ３＝ｆ１＋２×Δｆと
なるように設定する。また、送信部１１から送信されるパルス信号は、周波数を線型に挿
引したチャープパルスとしてもよい。
【００３０】
　図２及び図３を用いて、送信部１１により送信されるパルス信号について説明する。図
２は、送信部１１により送信されるパルス信号の系列の一例を示す図である。同図におい
て、横軸は時間を示し、縦軸は送信電力を示している。本実施形態における送信部１１は
、図２に示すように、パルス信号の各送信周期（Ｐｕｌｓｅ　Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　Ｉ
ｎｔｅｒｖａｌ；ＰＲＩ）において、３つの異なる搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３により
パルス信号を予め定められた送信時間Ｔｒｘの間連続して送信する。搬送波周波数ｆ１、
ｆ２、ｆ３それぞれの送信時間は、例えば、時間（Ｔｒｘ／３）ずつにする。ここで、送
信時間Ｔｒｘは、対象物を検出するために要求される探索性能を満たすために必要とされ
るパルス信号の送信時間である。
【００３１】
　図３は、送信部１１により送信されるパルス信号の周波数特性及び振幅特性のイメージ
を示す図である。図３（ａ）は、パルス信号の周波数特性を示す図である。横軸は時間を
示し、縦軸は周波数を示している。図３（ａ）に示すように、各ＰＲＩにおいて、搬送波
周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３の順に搬送波周波数を切り替えてパルス信号を送信する。また、
図３（ｂ）は、パルス信号の振幅特性を示す図である。横軸は時間を示し、縦軸は振幅の
最大値（尖頭値、波高値）を示している。図３（ｂ）に示すように、各搬送波周波数にお
いて送信されるパルス信号の振幅の最大値が同じになるように送信される。
【００３２】
　図１に戻って、受信部１３は、アンテナ１２より送信されたパルス信号が、検出対象と
なる目標物により反射された反射信号をアンテナ１２を介して受信する。Ａ／Ｄ変換部１
４は、受信部１３により受信された反射信号に対してアナログ－デジタル変換をしてデジ
タル化した反射信号を周波数分割部１５に出力する。周波数分割部１５は、搬送波周波数
ｆ１、ｆ２、ｆ３を中心周波数とするバンドパスフィルタによりデジタル化した反射信号
を３つの周波数帯域の信号に分割する。
【００３３】
　信号記憶部１６は、周波数分割部１５により３つに分割された信号を、対応する搬送波
周波数ごとに分けて記憶する。具体的には、信号記憶部１６は、第１信号記憶部１６１ａ
、第２信号記憶部１６１ｂ、及び第３信号記憶部１６１ｃを備えている。第１信号記憶部
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１６１ａは、搬送波周波数ｆ１に対応する周波数帯域の信号を記憶する。第２信号記憶部
１６１ｂ及び第３信号記憶部１６１ｃは、第１信号記憶部１６１ａと同様に、搬送波周波
数ｆ２、搬送波周波数ｆ３に対応する周波数帯域の信号を記憶する。なお、第１信号記憶
部１６１ａ、第２信号記憶部１６１ｂ、及び第３信号記憶部１６１ｃは、同ＰＲＩにおけ
る反射信号が信号合成部１７にて並列して処理されるように、時系列の順に信号を記憶す
る。
【００３４】
　信号合成部１７は、予め定められた数のＰＲＩ間に亘って、信号記憶部１６に記憶され
ている信号からなる時系列の信号を合成して出力処理部１８に出力する。信号合成部１７
は、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３ごとに位相合成をする位相合成部１７１と、位相合成
部１７１により搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３ごとに位相合成された信号を更に合成して
１つの信号として出力する異周波数間信号合成部１７５とを備えている。
【００３５】
　位相合成部１７１は、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３それぞれに対応するＰＲＩ間信号
合成部１７１ａ、１７１ｂ、１７１ｃを有している。ＰＲＩ間信号合成部１７１ａは、４
ＰＲＩ間に亘って、搬送波周波数ｆ１に対応する信号をコヒーレント合成（位相加算）し
て出力する。ＰＲＩ間信号合成部１７１ｂ、１７１ｃは、ＰＲＩ間信号合成部１７１ａと
同様に、４ＰＲＩ間に亘って、搬送波周波数ｆ２、ｆ３に対応する信号を位相加算して出
力する。換言すると、位相合成部１７１は、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３ごとに、各搬
送波周波数に対応する信号に対してドップラーフィルタバンク処理を行う。
【００３６】
　異周波数間信号合成部１７５は、ＰＲＩ間信号合成部１７１ａ～１７１ｃにより搬送波
周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３ごとに４ＰＲＩ間に亘って位相加算により算出された信号を合成
する。出力処理部１８は、異周波数間信号合成部１７５により合成された信号に対して更
なる処理をして出力する。例えば、外部に接続された表示装置に表示させるために映像信
号に変換するなどの処理をする。
【００３７】
　ＰＲＩ間信号合成部１７１ａ～１７１ｃの具体的な構成の一例について説明する。図４
は、本実施形態におけるＰＲＩ間信号合成部１７１ａの構成を示す概略ブロック図である
。ＰＲＩ間信号合成部１７１ｂ、１７１ｃは、ＰＲＩ間信号合成部１７１ａと同じ構成を
有しているので、その説明を省略する。
【００３８】
　ＰＲＩ間信号合成部１７１ａは、直交検波器１７２と、累算器１７３ａ、１７３ｂとを
有している。直交検波器１７２は、第１信号記憶部１６１ａに記憶されている連続する４
ＰＲＩ分の搬送波周波数ｆ１に対応する信号を順に読み出し、読み出した信号に対して順
に直交検波を行いＩ信号及びＱ信号に分離する。Ｉ信号とＱ信号の振幅は同一で、位相は
互いに９０度異なる。以後の処理においてＩ信号は複素数の実部として、Ｑ信号は複素数
の虚部として取り扱う。直交検波は、たとえば互いに位相が９０度異なる同一周波数の信
号を検波の対象となる信号と混合する方法、ヒルベルトフィルタを利用する方法などによ
って実現できる。
【００３９】
　累算器１７３ａは、直交検波器１７２から出力されるＩ信号を４ＰＲＩ分加算して出力
する。累算器１７３ｂは、直交検波器１７２から出力されるＱ信号を４ＰＲＩ分加算して
出力する。ＰＲＩ間信号合成部１７１ａは、上述のように４ＰＲＩ間に亘って、第１信号
記憶部１６１ａに記憶されている信号を、ＰＲＩ１～ＰＲＩ４、ＰＲＩ２～ＰＲＩ５、…
と順に４ＰＲＩ分の信号を読み出し、読み出した信号に基づくＩ信号とＱ信号とを独立に
加算する位相加算して順次出力する。
【００４０】
　次に、異周波数間信号合成部１７５の具体的な構成の一例について説明する。図５は、
本実施形態における異周波数間信号合成部１７５の構成を示す概略ブロック図である。同
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図に示すように、異周波数間信号合成部１７５は、移相器１７６、１７７と、加算器１７
８ａ、１７８ｂと、最大値判定器１７９とを有している。
【００４１】
　移相器１７６、１７７は、予め定められる複数の移相量の組み合わせにより、ＰＲＩ間
信号合成部１７１ｂ、１７１ｃから出力される信号に対して移相して出力する。加算器１
７８ａは、ＰＲＩ間信号合成部１７１ａから出力されるＩ信号と、移相器１７６から出力
されるＩ信号と、移相器１７７から出力されるＩ信号とを加算する。加算器１７８ｂは、
ＰＲＩ間信号合成部１７１ａから出力されるＱ信号と、移相器１７６から出力されるＱ信
号と、移相器１７７から出力されるＱ信号とを加算する。
【００４２】
　すなわち、加算器１７８ａ、１７８ｂは、ＰＲＩ間信号合成部１７１ａから出力される
搬送波周波数ｆ１と、移相器１７６、１７７により移相された搬送波周波数ｆ２、ｆ３と
を位相加算する。最大値判定器１７９は、移相量の組み合わせごとに、位相加算された信
号の二乗和平方根を算出し、複数の移相量の組み合わせにおいて最も二乗和平方根の大き
い信号を選択して出力する。
【００４３】
　ここでは、予め定められる複数の移相量の組み合わせが、搬送波周波数ｆ１に対応する
信号を基準として、以下のように設定されている場合について説明する。（０，０，０）
、（０，π／２，２π／２）、（０，２π／２，４π／２）、（０，３π／２，６π／２
）の４通りの組み合わせに設定されているものとする。ここで、（ａ，ｂ，ｃ）は、移相
量の組み合わせを示し、ａが搬送波周波数ｆ１に対応する信号に対する移相量であり、ｂ
が搬送波周波数ｆ２に対応する信号に対する移相量であり、ｃが搬送波周波数ｆ３に対応
する信号に対する移相量である。
【００４４】
　移相器１７６は、ＰＲＩ間信号合成部１７１ｂにより位相合成された搬送波周波数ｆ２
に対応するＩ信号及びＱ信号に対して、０、π／２、２π／２、３π／２の移相量により
移相した信号を順に出力する。移相器１７７は、ＰＲＩ間信号合成部１７１ｃにより位相
合成された搬送波周波数ｆ３に対応するＩ信号及びＱ信号に対して、０、２π／２、４π
／２、６π／２の移相量により移相した信号を順に出力する。
【００４５】
　加算器１７８ａは、上記の移相量の組み合わせごとに、ＰＲＩ間信号合成部１７１ａか
ら出力されるＩ信号と、移相器１７６から出力されるＩ信号と、移相器１７７から出力さ
れるＩ信号とを加算する。加算器１７８ａは、上記の移相量の組み合わせごとに、ＰＲＩ
間信号合成部１７１ａから出力されるＱ信号と、移相器１７６から出力されるＱ信号と、
移相器１７７から出力されるＱ信号とを加算する。すなわち、加算器１７８ａ、１７８ｂ
は、上記の移相量の組み合わせごとに、移相されたＩ信号とＱ信号とを独立に加算する位
相加算をする。
【００４６】
　最大値判定器１７９は、上記４つの移相量の組み合わせごとに、加算器１７８ａ、１７
８ｂにより位相加算されたＩ信号及びＱ信号の二乗和平方根（振幅）を算出し、４つの移
相量の組み合わせにおいて二乗和平方根が最も大きいＩ信号及びＱ信号を選択して出力す
る。
【００４７】
　図６は、本実施形態における異周波数間信号合成部１７５の処理を示す模式図である。
同図に示すように、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３に対応した信号であって、ＰＲＩ間信
号合成部１７１ａ～１７１ｃから出力される信号に対して、４通りの移相をして位相加算
をし、４つの位相加算の結果のうち最も二乗和平方根（振幅）の大きい結果を選択して出
力する。これにより、ＳＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ－Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ；信号雑音比）を
２．６倍に改善することができる。本実施形態では、移相量の組み合わせを４通りとした
が、移相量の組み合わせ（ｐｈａｓｅパターン）を無限に増やすとＳＮＲを３倍にまで改
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善することができる。このように、異周波数間信号合成部１７５は、合成する搬送波周波
数ｆ１、ｆ２、ｆ３に対応する信号に対して、移相量の組み合わせにより、搬送波周波数
の差に比例するように位相を回転させて位相加算（コヒーレント合成）し、振幅が最大と
なるように合成する。
【００４８】
　図７は、本実施形態のレーダ装置１における処理の概要を示す模式図である。レーダ装
置１は、同図に示すように、送信部１１が各ＰＲＩにおいて周期的に、搬送波周波数ｆ１
、ｆ２、ｆ３の順にパルス信号を連続して送信し、対象物により反射した反射信号を受信
する。受信された反射信号は、周波数分割部１５により搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３に
対応する信号ごとに分割され、信号記憶部１６に備えられている第１信号記憶部１６１ａ
、第２信号記憶部１６１ｂ、第３信号記憶部１６１ｃにそれぞれ記憶される。
【００４９】
　第１信号記憶部１６１ａ、第２信号記憶部１６１ｂ、第３信号記憶部１６１ｃに記憶さ
れている搬送波周波数ｆ１～ｆ３それぞれに対応する信号は、ＰＲＩ間信号合成部１７１
ａ～１７１ｃにより４ＰＲＩに亘って位相加算され、更に、異周波数間信号合成部１７５
により１つの信号に合成されて出力される。このように、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３
により送信したパルス信号は、合成されてＳＮＲを改善することができ、３つの搬送波周
波数における送信時間それぞれが、探索性能を満たすために必要とされるパルス信号の送
信時間Ｔｒｘより短くても、探索性能を維持することができる。
【００５０】
　（第２実施形態）
　第２実施形態におけるレーダ装置は、第１実施形態におけるレーダ装置１と、レーダ装
置１に備えられているＰＲＩ間信号合成部１７１ａ～１７１ｃが異なるので、異なる構成
を説明し、他の構成の説明を省略する。
【００５１】
　図８は、本実施形態におけるレーダ装置に備えられるＰＲＩ間信号合成部２７１ａの構
成を示す概略ブロック図である。ＰＲＩ間信号合成部２７１ａは、第１実施形態における
ＰＲＩ間信号合成部１７１ａに替えて備えられる。また、ＰＲＩ間信号合成部２７１ｂ、
２７１ｃは、ＰＲＩ間信号合成部２７１ａと同様に、第１実施形態におけるＰＲＩ間信号
合成部１７１ｂ、１７１ｃに替えて備えられる。また、ＰＲＩ間信号合成部２７１ｂ、２
７１ｃは、ＰＲＩ間信号合成部２７１ａと同じ構成を有しているので、その説明を省略す
る。
【００５２】
　図８に示すように、ＰＲＩ間信号合成部２７１ａは、ＦＦＴ演算器２７２と、最大値選
択器２７３とを有している。ＦＦＴ演算器２７２は、第１信号記憶部１６１ａに記憶され
ている連続する４ＰＲＩ分の搬送波周波数ｆ１に対応する信号を読み出し、読み出した４
ＰＲＩ分の信号に対する高速フーリエ変換により周波数領域の信号に変換する。最大値選
択器２７３は、ＦＦＴ演算器２７２により変換された周波数領域の信号のうち、最も電力
の大きい周波数の信号を選択し、選択した信号のＩ信号（実数部）及びＱ信号（虚数部）
を異周波数間信号合成部１７５に出力する。
【００５３】
　上述のように、本実施形態のＰＲＩ間信号合成部２７１ａ～２７１ｃは、ＦＦＴ演算器
２７２により周波数領域の信号に変換して合成するようにしたので、アンテナ１２と対象
物の間の距離が変化している場合、その速度に応じて変移した周波数ごとに合成が行われ
るので、位相加算よりもＳＮＲを向上させることができる。また、搬送波周波数ｆ１、ｆ
２、ｆ３それぞれの周波数の変移に基づいて、対象物の移動速度を検出するようにしても
よい。
【００５４】
　なお、ＦＦＴ演算器２７２が４ＰＲＩ分の信号に対して高速フーリエ変換する構成につ
いて説明したが、４ＰＲＩ分の信号に振幅がゼロの信号を加えて、ＦＦＴポイント数を４
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より大きくして高速フーリエ変換をするようにしてもよい。これにより、ＰＲＩ信号間合
成の精度を高めることができる。
【００５５】
　また、上述の各実施形態におけるレーダ装置は、搬送波周波数ごとに信号記憶部１６に
記憶されている時系列の反射信号に対して、予め定められた周期（ＰＲＩ）に亘ってコヒ
ーレント合成し、更に、搬送波周波数間でコヒーレント合成して、反射信号のＳＮＲを向
上させる。これにより、複数の搬送波周波数における送信時間それぞれが、探索性能を満
たすために必要とされるパルス信号の送信時間Ｔｒｘより短くても、探索性能を維持する
ことができる。
【００５６】
　また、上述の各実施形態において、異周波数間信号合成部１７５において、移相量の組
み合わせごとに加算器１７８ａ、１７８ｂにより位相加算をする構成を説明したが、位相
加算をせずに移相された各信号の振幅（二乗和平方根）の総和を算出（振幅合成）するよ
うにしてもよい。この場合、最大値判定器１７９は、移相量の組み合わせのうち、最も大
きい振幅の総和を選択して出力するようにしてもよい。
【００５７】
　また、上述の各実施形態の異周波数間信号合成部１７５において、予め定められる複数
の移相量の組み合わせを４通りとしたが、例えば、以下のようにしてもよい。移相量の組
み合わせをＮ通り（Ｎは、４以上の整数）とした場合、移相量を、（０，ｊ×（２π／Ｎ
），２×ｊ×（２π／Ｎ））、（ｊは、０≦ｊ＜Ｎを満たす整数）に設定してもよい。
【００５８】
　例えば、移相量の組み合わせを８（Ｎ＝８）通りとしたとき、移相量の組み合わせは、
｛（０，０，０）、（０，π／４，２π／４）、（０，２π／４，４π／４）、（０，３
π／４，６π／４）、（０，４π／４，８π／４）、（０，５π／４，１０π／４）、（
０，６π／４，１２π／４）、（０，７π／４，１４π／４）｝となる。このとき、最大
値判定器１７９は、８通りの位相加算の結果のうち二乗和平方根が最も大きい結果を選択
して出力する。これにより、合成により得られる信号のＳＮＲを更に改善させることがで
きる。
【００５９】
　また、上述の各実施形態の信号合成部１７において、信号合成部１７に入力された信号
は位相合成部１７１を経て異周波数間信号合成部に入力される場合を説明したが、この構
成に限定されない。これは、Ａ／Ｄ変換部１４から出力された後に受信信号がどのように
分割されるかによって信号合成部１７の構成が決まるためである。
【００６０】
　たとえば、周波数分割部１５を設けずに受信信号をＰＲＩごとに時分割した場合、信号
記憶部１６は、予め定められた数のＰＲＩ間に亘ってＰＲＩごとに分けて信号を記憶する
。各ＰＲＩは異なる搬送波周波数を含むため、信号合成部１７に入力されたらＰＲＩごと
に異周波数間信号合成部を経て、ＰＲＩごとに信号合成された後にＰＲＩ間信号合成部に
入力されることが好ましい。
【００６１】
　このように、受信された受信信号について信号の分割方法は周波数分割に限定されない
。したがって、信号合成部１７の具体的な構成については、受信信号の分割方法に応じて
決められるべきであるため多用な実施形態の構成が可能である。以下、周波数分割部１５
を設けずに受信信号をＰＲＩごとに時分割した場合の具体的な実現方法を述べる。
【００６２】
（実施形態３）
　第３実施形態におけるレーダ装置３は、図１１の概略ブロック図のように構成される。
レーダ装置３は、送信部３１、アンテナ３２、受信部３３、Ａ／Ｄ変換部３４、時分割部
３５、信号記憶部３６、信号合成部３７、及び出力処理部３８を具備している。
【００６３】
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　送信部３１とアンテナ３２と受信部３３とＡ／Ｄ変換部３４の動作は、第１実施形態及
び第２実施形態におけるレーダ装置１の送信部１１とアンテナ１２と受信部１３とＡ／Ｄ
変換部１４の各々の動作と同様であるためここでは説明を省略する。Ａ／Ｄ変換部３４は
デジタル化された反射信号を時分割部３５に出力する。
【００６４】
　時分割部３５は、予め定められた数のＰＲＩ間に亘って受信信号を分割する。本実施形
態では、４つのＰＲＩ間（ＰＲＩ１、ＰＲＩ２、ＰＲＩ３、ＰＲＩ４）に亘って受信信号
を分割する場合について説明する。受信信号が入力された時分割部３５は、１ＰＲＩごと
に受信信号を時分割して信号記憶部３６へ出力する。１ＰＲＩごとに分割された受信信号
には異なる搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３が含まれる。
【００６５】
　信号記憶部３６は、１ＰＲＩごとに分けて記憶する。信号記憶部３６は、第１信号記憶
部３６１ａ、第２信号記憶部３６１ｂ、第３信号記憶部３６１ｃ、及び第４信号記憶部３
６１ｄを備えている。第１信号記憶部３６１ａは、ＰＲＩ１に対応する信号が記憶される
。第２信号記憶部３６１ｂ、第３信号記憶部３６１ｃ、及び第４信号記憶部３６１ｄは、
第１信号記憶部３６１ａと同様に、ＰＲＩ２、ＰＲＩ３、ＰＲＩ４に対応する信号を、第
１信号記憶部３６１ａと同じ構成によって記憶する。
【００６６】
　信号合成部３７は、予め定められた数のＰＲＩ間に亘って、信号記憶部３６に記憶され
ている信号を合成して出力処理部３８に出力する。信号合成部３７は、送信周期ＰＲＩ１
、ＰＲＩ２、ＰＲＩ３、ＰＲＩ４ごとに複数の搬送波周波数の信号を合成する異周波数間
信号合成部３７１ａ、３７１ｂ、３７１ｃ、３７１ｄと、送信周期ＰＲＩ１、ＰＲＩ２、
ＰＲＩ３、ＰＲＩ４ごとに合成された信号を更に振幅加算して１つの信号に合成して出力
するＰＲＩ間信号合成部３７６とを備えている。
【００６７】
　異周波数間信号合成部３７１ａ、３７１ｂ、３７１ｃ、３７１ｄは、送信周期ＰＲＩ１
、ＰＲＩ２、ＰＲＩ３、ＰＲＩ４それぞれに対応する信号を合成する。異周波数間信号合
成部３７１ａは、３周波数間に亘って、ＰＲＩ１に対応する信号を予め定められる複数の
移相量の組み合わせにより、３つの搬送波周波数間に亘って信号を位相加算（コヒーレン
ト合成）して最大値を選択し出力する。異周波数間信号合成部３７１ｂ、３７１ｃ、３７
１ｄは、異周波数間信号合成部３７１ａと同様に、予め定められる複数の移相量の組み合
わせにより、３つの搬送波周波数間に亘って、ＰＲＩ２、ＰＲＩ３、ＰＲＩ４に対応する
信号について位相加算して最大値を選択し出力する
【００６８】
　ＰＲＩ間信号合成部３７６は、異周波数間信号合成部３７１ａ～３７１ｄによりＰＲＩ
１、ＰＲＩ２、ＰＲＩ３、ＰＲＩ４ごとに搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３間に亘って予め
定められる複数の移相量の組み合わせにより、３つの搬送波周波数間に亘って加算された
信号を出力処理部３８へ出力する。
【００６９】
　出力処理部３８は、実施形態１と実施形態２におけるレーダ装置１の出力処理部１８と
同様に、ＰＲＩ間信号合成部３７６により合成された信号に対して更なる処理をして出力
する。例えば、外部に接続された表示装置に表示させるために映像信号に変換するなどの
処理をする。
【００７０】
　異周波数間信号合成部３７１ａ～３７１ｄの具体的な構成の一例について説明する。図
１３は、本実施形態における異周波数間信号合成部３７１ａの処理を示す模式図である。
また図１２は本実施形態における異周波数間信号合成部３７１ａの構成を示す概略ブロッ
ク図である。異周波数間信号合成部３７１ｂ、３７１ｃ、３７１ｄは、異周波数間信号合
成部３７１ａと同じ構成を有しているので、その説明を省略する。
【００７１】
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　異周波数間信号合成部３７１ａは、直交検波器３７２と、移相器３７３ａと移相器３７
３ｂと、加算器３７４ａと加算器３７４ｂと、最大値判定器３７５を有している。直交検
波器３７２は、第１信号周波数記憶部３６１ａに記憶されている１ＰＲＩ分の搬送波周波
数ｆ１、ｆ２、ｆ３に対応する信号を順に読み出し、読み出した信号に対して順に直交検
波を行いＩ信号及びＱ信号に分離する。Ｉ信号とＱ信号の振幅は同一で、位相は互いに９
０度異なる。以後の処理においてＩ信号は複素数の実部として、Ｑ信号は複素数の虚部と
して取り扱う。直交検波は、たとえば互いに位相が９０度異なる同一周波数の信号を検波
の対象となる信号と混合する方法、ヒルベルトフィルタを利用する方法などによって実現
できる。
【００７２】
　移相器３７３ａ、３７３ｂは、予め定められる複数の移相量の組み合わせにより、第１
信号記憶部３６１ａから出力される信号を移相して出力する。加算器３７４ａは、第１信
号記憶部３６１ａから出力されるｆ１のＩ信号と、移相器３７３ａから出力されるｆ２の
Ｉ信号と、移相器３７３ｂから出力されるｆ３のＩ信号とを加算する。加算器３７４ｂは
、第１信号記憶部３６１ａから出力されるｆ１のＱ信号と、移相器３７３ａから出力され
るｆ２のＱ信号と、移相器３７３ｂから出力されるｆ３のＱ信号とを加算する。異周波数
間信号合成部３７１ａは、上述のように３周波数間に亘って、第１信号記憶部３６１ａに
記憶されている信号を読み出し、読み出した信号に基づくＩ信号とＱ信号とを独立に、予
め定められる複数の移相量の組み合わせにより、位相加算して出力する。
【００７３】
　すなわち、加算器３７４ａ、３７４ｂは、第１信号記憶部３６１ａから出力されるｆ１
と、移相器３７３ａ、３７３ｂにより移相されたｆ２、ｆ３とを位相加算する。最大値判
定器３７５は、移相量の組み合わせごとに、位相加算された信号の二乗和平方根を算出し
、複数の移相量の組み合わせにおいて最も二乗和平方根の大きい信号を選択して出力する
。
【００７４】
　ここでは、予め定められる複数の移相量の組み合わせが、ＰＲＩ１に対応する信号を基
準として、以下のように設定されている場合について説明する。（０，０，０）、（０，
π／２，２π／２）、（０，２π／２，４π／２）、（０，３π／２，６π／２）の４通
りの組み合わせに設定されているものとする。ここで、（ａ，ｂ，ｃ）は、移相量の組み
合わせを示し、ａがｆ１に対応する信号に対する移相量であり、ｂがｆ２に対応する信号
に対する移相量であり、ｃがｆ３に対応する信号に対する移相量である。
【００７５】
　移相器３７３ａは、直交検波器３７２より出力されたｆ２に対応するＩ信号及びＱ信号
に対して、０、π／２、２π／２、３π／２の移相量により移相した信号を順に出力する
。移相器３７３ｂは、直交検波器３７２より出力されたｆ３に対応するＩ信号及びＱ信号
に対して、０、２π／２、４π／２、６π／２の移相量により移相した信号を順に出力す
る。
【００７６】
　加算器３７４ａは、上記の移相量の組み合わせごとに、直交検波器３７２から出力され
るｆ１のＩ信号と、移相器３７３ａから出力されるｆ２のＩ信号と、移相器３７３ｂから
出力されるｆ３のＩ信号とを加算する。加算器３７４ｂは、上記の移相量の組み合わせご
とに、直交検波器３７２から出力されるｆ１のＱ信号と、移相器３７３ａから出力される
ｆ２のＱ信号と、移相器３７３ｂから出力されるｆ３のＱ信号とを加算する。すなわち、
加算器３７４ａ、３７４ｂは、上記の移相量の組み合わせごとに、移相されたＩ信号とＱ
信号とを独立に加算する位相加算をする。
【００７７】
　最大値判定器３７５は、上記４つの移相量の組み合わせごとに、加算器３７４ａ、３７
４ｂにより位相加算されたＩ信号及びＱ信号の二乗和平方根（振幅）を算出し、４つの移
相量の組み合わせにおいて二乗和平方根が最も大きいＩ信号及びＱ信号を選択してＰＲＩ
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間信号合成部３７６へ出力する。
【００７８】
　図１３は、本実施形態における異周波数間信号合成部３７１の処理を示す模式図である
。同図に示すように、ｆ１、ｆ２、ｆ３に対応した信号であって、直交検波器３７２から
出力される信号に対して、４通りの移相をして位相加算をし、４つの位相加算の結果のう
ち最も二乗和平方根（振幅）の大きい結果を選択して出力する。これにより、ＳＮＲを２
．９ｄＢ以上に改善することができる。本実施形態では、移相量の組み合わせを４通りと
したが、移相量の組み合わせ（ｐｈａｓｅパターン）を無限に増やすとＳＮＲを４．８ｄ
Ｂにまで改善することができる。
【００７９】
　次に、ＰＲＩ間信号合成部３７６の具体的な構成の一例について説明する。図１４は、
本実施形態におけるＰＲＩ間信号合成部３７６の構成を示す概略ブロック図である。同図
に示すように、ＰＲＩ間信号合成部３７６は、加算器３７８を有している。
【００８０】
　加算器３７８は、異周波数間信号合成部３７１ａと異周波数間信号合成部３７１ｂと異
周波数間信号合成部３７１ｃと異周波数間信号合成部３７１ｄとから出力される信号の振
幅を加算する。
【００８１】
　図１５は、本実施形態のレーダ装置３における処理の概要を示す模式図である。レーダ
装置３は、同図に示すように、送信部１１が各ＰＲＩにおいて周期的に、搬送波周波数ｆ
１、ｆ２、ｆ３の順にパルス信号を連続して送信し、対象物により反射した反射信号を受
信する。受信された反射信号は、時分割部３５によりＰＲＩ１、ＰＲＩ２、ＰＲＩ３、Ｐ
ＲＩ４の送信周期ごとに分割され、さらにＰＲＩごとに信号記憶部１６に備えられている
第１信号記憶部３６１ａ、第２信号記憶部３６１ｂ、第３信号記憶部３６１ｃ、第４信号
記憶部３６１ｄにそれぞれ記憶される。
【００８２】
　第１信号記憶部３６１ａ、第２信号記憶部３６１ｂ、第３信号記憶部３６１ｃ、第４信
号記憶部３６１ｄに記憶されているＰＲＩ１からＰＲＩ４それぞれに受信された信号は、
異周波数間信号合成部３７１ａ～３７１ｄにより３つの搬送波周波数に亘って位相加算さ
れ、更に、ＰＲＩ間信号合成部３７６により１つの信号に加算合成されて出力される。こ
のように、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３により送信したパルス信号は、合成されてＳＮ
Ｒを改善することができ、３つの搬送波周波数における送信時間それぞれが、探索性能を
満たすために必要とされるパルス信号の送信時間Ｔｒｘより短くても、探索性能を維持す
ることができる。
【００８３】
　なお、異周波数間信号合成部３７１ａ～ｄにおいて、移相量の組み合わせごとに位相加
算をする構成を説明したが、位相加算をせずに移相された各信号の振幅（二乗和平方根）
の総和を算出（振幅合成）するようにしてもよい。この場合、移相量の組み合わせのうち
、最も大きい振幅の総和を最大値判定器で選択して出力するようにしてもよい。
【００８４】
　（第４実施形態）
　第４実施形態におけるレーダ装置は、第３実施形態におけるレーダ装置３と、レーダ装
置３に備えられている異周波数間信号合成部３７１ａ～３７１ｄが異なるので、異なる構
成を説明し、他の構成の説明を省略する。
【００８５】
　図１６は、本実施形態におけるレーダ装置に備えられる異周波数間信号合成部４７１ａ
の構成を示す概略ブロック図である。異周波数間信号合成部４７１ａは、第３実施形態に
おける異周波数間信号合成部３７１ａに替えて備えられる。また、異周波数間信号合成部
４７１ｂ、４７１ｃ、４７１ｄは、異周波数間信号合成部４７１ａと同様に、第３実施形
態における異周波数間信号合成部３７１ｂ、３７１ｃ、３７１ｄに替えて備えられる。ま
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た、異周波数間信号合成部４７１ｂ、４７１ｃ、４７１ｄは、異周波数間信号合成部４７
１ａと同じ構成を有しているので、その説明を省略する。
【００８６】
　図１６に示すように、異周波数間信号合成部４７１ａは、直交検波器４７２と、ＦＦＴ
演算器４７３とを有している。ＦＦＴ演算器４７３は、第１信号記憶部３６１ａに記憶さ
れている１番目のＰＲＩ内の３つの搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３に対応する信号を読み
出し、読み出した１ＰＲＩ内の３つの搬送波周波数分の信号に対する高速フーリエ変換に
より周波数領域の信号に変換する。最大値選択器４７４は、ＦＦＴ演算器４７３により変
換された周波数領域の信号のうち、最も電力の大きい周波数の信号を選択し、選択した信
号をＰＲＩ間信号合成部３７６に出力する。
【００８７】
　なお、ＦＦＴ演算器４７２が３つの搬送波周波数分の信号に対して高速フーリエ変換す
る構成について説明したが、３つの搬送波周波数分の信号に振幅がゼロの信号を加えて、
ＦＦＴポイント数を４より大きくして高速フーリエ変換をするようにしてもよい。
【００８８】
　上述したように、第３及び第４実施形態におけるレーダ装置３は、ＰＲＩごとに信号記
憶部３６に記憶されている搬送波周波数ごとの反射信号に対して、複数の搬送波周波数間
に亘ってコヒーレント合成し、更に、予め定められたＰＲＩに亘って合成して、反射信号
のＳＮＲを向上させる。これにより、複数の搬送波周波数における送信時間それぞれが、
探索性能を満たすために必要とされるパルス信号の送信時間Ｔｒｘより短くても、探索性
能を維持することができる。
【００８９】
　なお、第３及び第４実施形態においては、信号記憶部３６は図１１に基づいて第１信号
記憶部３６１ａ、第２信号記憶部３６１ｂ、第３信号記憶部３６１ｃ、第４信号記憶部３
６１ｄの４つの記憶部によって記憶されて、さらに４つの異周波数間信号合成部によって
並列して合成される並列処理ついて説明したが、たとえばリングバッファを使った直列処
理でも可能である。たとえば、時分割部３５が、順次入力される信号を分割して信号記憶
部３６に出力する。信号記憶部３６で一旦記憶された後に、信号合成部３７へ向けて出力
された信号が記憶されていた記憶部に、新しく時分割部３５から出力された信号が重ねて
記憶されることで、比較的簡素な構成によって同じ信号処理結果が得られる。
【００９０】
　以上、上述の各実施形態におけるレーダ装置は、対象物を検出するために要求される探
索性能を満たすために必要とされるパルス信号の送信時間Ｔｒｘにおいて、時分割に複数
の搬送波周波数によりパルス信号を周期的に送信する。レーダ装置１から送信されたパル
ス信号は、他の通信システムにおいて利用される受信装置におけるイメージ周波数に該当
する場合、イメージ周波数において分散された信号として現れるようになる。これにより
、イメージ周波数においてパルス信号が与える干渉を複数の周波数に分散させることがで
きるので、他の通信システムに与える影響を低減することができる。
【００９１】
　また、上述の各実施形態において、図９に示すように、レーダ装置に割り当てられた周
波数帯域が、他の通信システムの受信装置におけるベースバンド周波数段又は中間周波数
段でのイメージ周波数帯域となる場合、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３を以下のように設
定してもよい。
【００９２】
　図９は、上述の各実施形態における搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３の設定の一例を示す
図である。他の通信システムにおいて、当該通信システムに割り当てられている周波数帯
域をｎ個のサブ周波数帯域（チャネル）に分割して通信を行っているとき、搬送波周波数
ｆ１、ｆ２、ｆ３それぞれが、ダウンコンバートされた異なるサブ周波数帯域（ｃｈ．１
，ｃｈ．２，ｃｈ．３）にイメージ信号として現れるように設定する。
【００９３】
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　すなわち、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３同士の周波数間隔を、他の通信システムにお
けるチャネル割り当ての周波数間隔に応じて設定するようにしてもよい。これにより、レ
ーダ装置から搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３により送信されたパルス信号は、他の通信シ
ステムにおける異なるチャネルにイメージ信号として分散して現れるので、与える干渉を
更に低減することができる。
【００９４】
　また、他の通信システムにおいて、誤り訂正符号化された信号が通信に用いられている
場合、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３により送信されるパルス信号の長さを、当該誤り訂
正符号化において誤り訂正できるバースト誤りの継続時間より短く設定してもよい。すな
わち、搬送波周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３におけるパルス信号の送信時間を、他の通信システ
ムにおいて許容されるバースト誤りの継続時間に応じて設定してもよい。
【００９５】
　このように送信時間を設定すると、レーダ装置から送信されたパルス信号が、他の通信
システムの受信装置におけるイメージ信号として干渉しても、干渉により生じた誤りを当
該通信システムの誤り訂正復号により訂正することができる。これにより、レーダ装置か
ら送信されたパルス信号により誤りが生じることを防ぐことができ、レーダ装置から送信
されたパルス信号が与える干渉を低減することができる。
【００９６】
　なお、上述のレーダ装置は内部に、コンピュータシステムを有していてもよい。その場
合、上述したＡ／Ｄ変換部１４と３４、周波数分割部１５または時分割部３５、信号記憶
部１６と３６、及び信号合成部１７と３７の処理は、プログラムの形式でコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実
行することによって、上記処理が行われることになる。ここでコンピュータ読み取り可能
な記録媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導
体メモリ等をいう。また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータ
に配信し、この配信を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い
。
【００９７】
　なお、上述の各実施形態において、３つの搬送波周波数によりパルス信号を送信する場
合を説明したが、これに限られることなく、２つ以上の搬送波周波数によりパルス信号を
送信するようにしてもよい。　　　
【００９８】
　また、上述の各実施形態において、４ＰＲＩの信号に対して合成する構成を説明したが
、合成するＰＲＩ数は４以外であってもよい。なお、アンテナを回転させてレーダ装置を
運用する場合、アンテナの回転角速度と、アンテナ指向性利得の半値幅と、ＰＲＩとに基
づいて、合成をするＰＲＩ数を設定するようにしてもよい。これにより、合成による感度
の改善とともに、方位分解能の低下を防ぐことができる。
【００９９】
　また、上述の各実施形態において、１つのレーダ装置がパルス信号の送信と、反射信号
の受信とを行う構成を説明したが、パルス信号を送信する装置と、反射信号を受信する装
置とに分けた２つ以上の装置を含むバイスタティックあるいはマルチスタティックレーダ
システムとしてもよい。
【０１００】
　以上、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の範囲内において多用な実施形
態の構成が可能であり、構成要素の全てまたは一部に如何なる改良が施されてもよい。
【符号の説明】
【０１０１】
　１，３…レーダ装置
　１１，３１…送信部
　１２，３２…アンテナ



(17) JP 2012-2797 A 2012.1.5

10

20

30

　１３，３３…受信部
　１４，３４…Ａ／Ｄ変換部
　１５…周波数分割部
　１６…信号記憶部
　１７…信号合成部
　１８、３８…出力処理部
　１６１ａ…第１信号記憶部
　１６１ｂ…第２信号記憶部
　１６１ｃ…第３信号記憶部
　１７１…位相合成部
　１７１ａ，１７１ｂ，１７１ｃ，２７１ａ，２７１ｂ，２７１ｃ…ＰＲＩ間信号合成部
　１７２…直交検波器
　１７３ａ，１７３ｂ…累算器
　１７５…異周波数間信号合成部
　１７６，１７７…移相器
　１７８ａ，１７８ｂ…加算器
　１７９…最大値判定器
　２７２…ＦＦＴ演算器
　２７３…最大値選択器
３５…時分割部
３６…信号記憶部
３７…信号合成部
３６１ａ…第１信号記憶部
３６１ｂ…第２信号記憶部
３６１ｃ…第３信号記憶部
３６１ｄ…第４信号記憶部
３７１ａ，３７１ｂ，３７１ｃ，３７１ｄ，４７１ａ，４７１ｂ，４７１ｃ，４７１ｄ…
異周波数間信号合成部
３７２…直交検波器
３７３ａ，３７３ｂ…位相器
３７４ａ，３７４ｂ…加算器
３７５…最大値判定器
３７６…ＰＲＩ間信号合成部
３７８…加算器
４７２…直交検波器
４７３…ＦＦＴ演算器
４７４…最大値選択器
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