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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアンテナ素子からなり、物体から反射されたレーダ信号であるエコー信号を受信
するアレーアンテナと、
　前記複数のアンテナ素子のそれぞれについて、受信された前記エコー信号から、各レン
ジビンにおけるドップラー周波数を取得するドップラー周波数取得部と、
　前記ドップラー周波数と、前記物体までの距離および前記エコー信号の到来方向の少な
くとも一方と、の組み合わせ毎に、前記到来方向から前記エコー信号が到来したときの前
記複数のアンテナ素子の複素数応答を示す方向ベクトルと、前記複数のアンテナ素子にお
いて受信された前記エコー信号のドップラー周波数成分を示す相関ベクトルと、の内積を
、方位相関電力値として算出する方位相関電力値算出部と、
　前記組み合わせ毎に、前記内積を、前記方向ベクトルのノルムおよび前記相関ベクトル
のノルムで正規化した値を、正規化方位相関値として算出する正規化方位相関値算出部と
、を有する、
　レーダ装置。
【請求項２】
　前記方位相関電力値および前記正規化方位相関値に基づいて、前記レーダ信号を反射し
た前記物体を検知する物体検知部、を有する、
　請求項１に記載のレーダ装置。
【請求項３】
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　前記物体は、第１の物体および第２の物体を含み、
　前記物体検知部は、
　前記方位相関電力値に基づいて、前記レーダ信号を反射した前記第１の物体および前記
第２の物体が位置する領域を検出する物体検出部と、
　前記正規化方位相関値が第１の閾値を超える前記ドップラー周波数の広がりの幅が、第
２の閾値を超えるか否かに基づいて、前記領域を、前記第１の物体が位置する第１の領域
と前記第２の物体が位置する第２の領域とに分離する物体分離部と、を有する、
　請求項２に記載のレーダ装置。
【請求項４】
　前記第１の物体は、車を含み、前記第２の物体は、人を含み、
　前記物体分離部は、
　前記領域のうち、前記ドップラー周波数の広がりの幅が前記第２の閾値を超える部分を
、前記第２の領域であると判定する、
　請求項３に記載のレーダ装置。
【請求項５】
　前記ドップラー周波数、前記距離、および前記到来方向の複数の組み合わせに対応する
複数の前記方位相関電力値から成る方位相関電力値データに対して、距離成分または方向
成分のうちの所定の成分の圧縮を行う電力値データシュリンク部と、
　前記複数の組み合わせに対応する複数の正規化方位相関値から成る正規化方位相関値デ
ータに対して、前記所定の成分の圧縮を行う相関値データシュリンク部と、を有し、
　前記物体検出部は、
　前記圧縮が行われた前記方位相関電力値データに基づいて、前記領域を検出し、
　前記物体分離部は、
　前記圧縮が行われた前記正規化方位相関値データに基づいて、前記領域を前記第１の領
域と前記第２の領域とに分離する、
　請求項４に記載のレーダ装置。
【請求項６】
　複数のアンテナ素子が、物体から反射されたレーダ信号のエコー信号を受信するステッ
プと、
　前記複数のアンテナ素子のそれぞれについて、受信された前記エコー信号から、各レン
ジビンにおけるドップラー周波数を取得するステップと、
　前記ドップラー周波数と、レーダ装置から前記物体までの距離および前記エコー信号の
到来方向の少なくとも一方と、の組み合わせ毎に、前記到来方向から前記エコー信号が到
来したときの前記複数のアンテナ素子の複素数応答を示す方向ベクトルと、前記複数のア
ンテナ素子において受信された前記エコー信号のドップラー周波数成分を示す相関ベクト
ルと、の内積を、方位相関電力値として算出するステップと、
　前記組み合わせ毎に、前記内積を、前記方向ベクトルのノルムおよび前記相関ベクトル
のノルムで正規化した値を、正規化方位相関値として算出するステップと、を有する、
　物体検知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レーダ装置および物体検知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レーダ装置により物体（ターゲット）を検知する技術が、例えば、特許文献１および特
許文献２に記載されている。
【０００３】
　特許文献１に記載の技術は、物体の反射波と地面の反射波であるグランドクラッターと
を含むレーダ受信波（受信信号）を、探索対象となる距離の処理単位であるレンジビン毎
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にサンプリングし、レンジビン毎に受信信号のドップラー成分を求める。そして、特許文
献１に記載の技術は、ドップラー周波数領域における受信信号の電力値（ドップラー成分
）の変動の大きさを所定の閾値と比較する。かかる技術によれば、グランドクラッターの
影響がある場合においても、ドップラー軸周波数領域で、ある周波数成分の電力が周囲よ
り大きければ、物体として検知することができる。
【０００４】
　また、特許文献２に記載の技術は、複数の受信アンテナの間における、ビート信号のピ
ーク周波数の位相差を算出する。そして、特許文献２に記載の技術は、算出された複数の
受信アンテナの間の位相差と、複数の受信アンテナの相対位置関係とに基づいて、物体の
方向を算出する。かかる技術によれば、異なる方向に位置している複数の物体のそれぞれ
を検知することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６０－１２２３８１号公報
【特許文献２】特開２０１１－１８００３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１および特許文献２に記載の技術（以下「従来技術」という）
では、反射電力が小さく、かつ、他の物体と同じ方向に位置しているような物体について
は、検知することができない。したがって、例えば、反射電力が大きい物体である車の近
傍に、反射電力が小さい物体である人が位置しているような場合、従来技術では、人を車
から分離して検出することは難しい。すなわち、従来技術では、複数の物体を個別に検知
することができない場合がある。
【０００７】
　本発明の目的は、複数の物体のそれぞれをより確実に検知することができる、レーダ装
置および物体検知方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示のレーダ装置は、複数のアンテナ素子からなり、物体から反射されたレーダ信号
であるエコー信号を受信するアレーアンテナと、前記複数のアンテナ素子のそれぞれにつ
いて、受信された前記エコー信号から、各レンジビンにおけるドップラー周波数を取得す
るドップラー周波数取得部と、前記ドップラー周波数と、前記物体までの距離および前記
エコー信号の到来方向の少なくとも一方と、の組み合わせ毎に、前記到来方向から前記エ
コー信号が到来したときの前記複数のアンテナ素子の複素数応答を示す方向ベクトルと、
前記複数のアンテナ素子において受信された前記エコー信号のドップラー周波数成分を示
す相関ベクトルと、の内積を、方位相関電力値として算出する方位相関電力値算出部と、
前記組み合わせ毎に、前記内積を、前記方向ベクトルのノルムおよび前記相関ベクトルの
ノルムで正規化した値を、正規化方位相関値として算出する正規化方位相関値算出部と、
を有する。
【０００９】
　本開示の物体検知方法は、複数のアンテナ素子が、物体から反射されたレーダ信号のエ
コー信号を受信するステップと、前記複数のアンテナ素子のそれぞれについて、受信され
た前記エコー信号から、各レンジビンにおけるドップラー周波数を取得するステップと、
前記ドップラー周波数と、レーダ装置から前記物体までの距離および前記エコー信号の到
来方向の少なくとも一方と、の組み合わせ毎に、前記到来方向から前記エコー信号が到来
したときの前記複数のアンテナ素子の複素数応答を示す方向ベクトルと、前記複数のアン
テナ素子において受信された前記エコー信号のドップラー周波数成分を示す相関ベクトル
と、の内積を、方位相関電力値として算出するステップと、前記組み合わせ毎に、前記内



(4) JP 6406601 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

積を、前記方向ベクトルのノルムおよび前記相関ベクトルのノルムで正規化した値を、正
規化方位相関値として算出するステップと、を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示によれば、複数の物体のそれぞれをより確実に検知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施の形態における物体検知の原理の概要を説明するための図
【図２】本実施の形態に係るレーダ装置の構成の一例を示すブロック図
【図３】本実施の形態におけるレーダ送信部の構成の一例を示すブロック図
【図４】本実施の形態におけるレーダ受信部の構成の一例を示すブロック図
【図５】本実施の形態における物体検出分離部の構成の一例を示すブロック図
【図６】本実施の形態における送信区間および送信周期の一例を示す図
【図７】本実施の形態における送信信号の周波数変調の様子の一例を示す図
【図８】本実施の形態における複数の受信アンテナの相対位置関係の一例を示す図
【図９】本実施の形態における遅延プロファイルデータの構成の一例を示す図
【図１０】本実施の形態における遅延プロファイルデータの３次元グラフの一例を示す図
【図１１】本実施の形態における遅延プロファイルデータの２次元グラフの一例を示す図
【図１２】本実施の形態における図１１に示す２次元グラフの部分拡大図
【図１３】本実施の形態における遅延プロファイルデータのＦＦＴ処理結果の一例を示す
図
【図１４】本実施の形態におけるドップラー周波数データの構成の一例を示す図
【図１５】本実施の形態における正規化方位相関値データの３次元プロットの一例を示す
図
【図１６】本実施の形態における、歩行者が位置するレンジビンの最大電力ドップラー周
波数成分についての方位と方位相関電力値との関係の一例を示す図
【図１７】本実施の形態における、歩行者が位置するレンジビンの最大電力ドップラー周
波数成分についての、方位と正規化方位相関値との関係の一例を示す図
【図１８】本実施の形態における、物体が位置しないレンジビンの最大電力ドップラー周
波数成分についての方位と方位相関電力値との関係の一例を示す図
【図１９】本実施の形態における、物体が位置しないレンジビンの最大電力ドップラー周
波数成分についての、方位と正規化方位相関値との関係の一例を示す図
【図２０】本実施の形態における、歩行者が位置するセルについてのドップラー速度と方
位相関電力値との関係の一例を示す図
【図２１】本実施の形態における、歩行者が位置するセルについてのドップラー速度と正
規化方位相関値との関係の一例を示す図
【図２２】本実施の形態における、物体が位置しないセルについてのドップラー速度と方
位相関電力値との関係の一例を示す図
【図２３】本実施の形態における、物体が位置しないセルについてのドップラー速度と正
規化方位相関値との関係の一例を示す図
【図２４】本実施の形態における、車が位置するセルについてのドップラー速度と正規化
方位相関値との関係の一例を示す図
【図２５】本実施の形態における、歩行者が位置するセルについてのドップラー速度と正
規化方位相関値との関係の他の例を示す図
【図２６】本実施の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
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　＜本実施の形態における物体検知の概要＞
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　まず、本実施の形態における物体検知の概要について説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の形態における物体検知の概要を説明するための図である。
【００１５】
　図１において、遅延プロファイル１１０は、車１１１の横に歩行者１１２が位置する場
合の、遅延プロファイルの一例である。遅延プロファイル１１０において、横軸は、レー
ダ装置からの距離を示し、縦軸は、レーダ装置が受信するエコー信号（受信信号）の電力
（以下、単に「電力」という）を示す。
【００１６】
　なお、以下の説明において、レーダ装置２００からの距離は、レーダ装置の検知対象距
離を分割した単位であるレンジビンを用いて表現される。ここでは、第１のレンジビンｒ

１に車１１１が位置し、第２のレンジビンｒ２に歩行者１１２が位置している。
【００１７】
　また、図１において、第１および第２のグラフ１２０、１３０は、順に、第１、第２の
レンジビンｒ１、ｒ２におけるドップラー周波数と正規化方位相関値との関係を示すグラ
フである。第１および第２のグラフ１２０、１３０において、横軸は、ドップラー周波数
の番号を示し、縦軸は、正規化方位相関値を示す。
【００１８】
　ここで、ドップラー周波数は、送信信号を反射した物体とレーダ装置２００との間に距
離方向の相対的運動が存在しているとき、ドップラー効果によりエコー信号に生じる周波
数変動情報であり、物体のレーダ装置２００に対する距離方向の相対速度を示す周波数で
ある。
【００１９】
　また、正規化方位相関値とは、注目方位角毎に、アレーアンテナの各受信アンテナの複
素数応答を表す方向ベクトルと、各受信アンテナの受信信号を表す相関ベクトルとの相関
を、相関ベクトルの２ノルムで正規化した結果である。正規化方位相関値は、方位角の関
数であり、エコー信号の、注目している方向の、到来方向としての確からしさを示すパラ
メータである。また、正規化方位相関値は、注目しているドップラー速度に対し、注目の
レンジビンに位置する、上記ドップラー速度を持つ物体の数が１つの時（一波モデルとい
う）、物体の物理的な反射面積が小さいほど、高い値を取る。したがって、第１および第
２のグラフ１２０、１３０に示すように、小さい物体が位置するレンジビンｒ２の、物体
の速度成分に対応するドップラー周波数において、高い値を取る。正規化方位相関値の詳
細については後述する。
【００２０】
　遅延プロファイル１１０において、電力は、車１１１および歩行者１１２が位置するレ
ンジＲで大きい値を取る。したがって、レーダ装置２００は、例えば従来技術を用いるこ
とにより、電力から、レンジＲにある物体が位置していることを検知することができる。
ところが、図１に示すように歩行者１１２が車１１１に近接しているケースでは、遅延プ
ロファイル１１０の波形から車１１１が位置する領域と歩行者１１２が位置する領域とを
分離することは難しい。
【００２１】
　この点に関し、本発明者は、歩行者１１２と車１１１との間の、ドップラー広がりの違
いに着目した。
【００２２】
　ここで、ドップラー広がりとは、ある物体のエコー信号に含まれるドップラー周波数成
分の個数であり、その物体の速度成分の範囲を表す。人、動物、およびロボット等の関節
を有する物体は、体幹や手足等の各部位が、異なる速度、または、異なる方向に動く。し
たがって、このような物体では、身体の各部位に異なる速度成分（異なるドップラー周波
数成分）が生じ、車や建造物等の物体に比べてドップラー広がりが大きい。
【００２３】
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　歩行者１１２のドップラー広がりは、車１１１のドップラー広がりよりも大きい。した
がって、第２のレンジビンｒ２における正規化方位相関値が高いドップラー周波数の広が
りの幅１３１は、第１のレンジビンｒ１における正規化方位相関値が高いドップラー周波
数の広がりの幅１２１よりも広くなる。
【００２４】
　本実施の形態に係るレーダ装置２００は、かかる知見に基づき、正規化方位相関値が高
いドップラー周波数の広がりの幅を算出して、第１のレンジビンｒ１と第２のレンジビン
ｒ２との境界を判定するように構成されたものである。
【００２５】
　すなわち、本実施の形態における物体検知は、正規化方位相関値が第１の値を超えるド
ップラー周波数の広がりの幅が、第２の値を超えるか否かを判断するものである。そして
、本実施の形態における物体検知は、その判断結果に基づいて、物体が位置するレンジビ
ンＲ（距離）を、車１１１が位置する第１のレンジビンｒ１と、歩行者１１２が位置する
第２のレンジビンｒ２とに分離し、例えば歩行者１１２の存在および位置を検知するもの
である。
【００２６】
　＜レーダ装置の構成＞
　次に、本実施の形態に係るレーダ装置２００の構成について説明する。
【００２７】
　図２は、レーダ装置２００の構成の一例を示すブロック図である。
【００２８】
　図２において、レーダ装置２００は、基準信号生成部３００、レーダ送信部４００、お
よびレーダ受信部５００を有する。
【００２９】
　基準信号生成部３００は、レーダ送信部４００およびレーダ受信部５００のそれぞれに
接続されている。基準信号生成部３００は、基準信号としてのリファレンス信号を生成し
、生成したリファレンス信号を、レーダ送信部４００およびレーダ受信部５００に共通に
供給する。すなわち、基準信号生成部３００は、レーダ送信部４００の処理とレーダ受信
部５００の処理とを、同期させる。
【００３０】
　レーダ送信部４００は、リファレンス信号に基づいて高周波のレーダ信号を生成し、生
成されたレーダ信号を送信アンテナ４２３から出力する。
【００３１】
　レーダ受信部５００は、物体（ターゲット）が反射したレーダ信号であるエコー信号（
反射波信号）を、第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４のそれぞれにおいて受信
する。そして、レーダ受信部５００は、第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４が
受信したエコー信号である第１～第４の受信信号に対し、リファレンス信号に基づいて所
定の信号処理およびデータ処理を行い、物体を検知する。
【００３２】
　図３は、レーダ送信部４００の構成の一例を示すブロック図である。
【００３３】
　図３において、レーダ送信部４００は、送信信号生成部４１０、および送信ＲＦ（Radi
o Frequency）部４２０を有する。送信信号生成部４１０および送信ＲＦ部４２０は、リ
ファレンス信号を異なる倍数あるいは同一の倍数で逓倍した信号に基づいて、それぞれ動
作する。
【００３４】
　送信信号生成部４１０は、符号化パルス信号の送信信号を生成し、生成された送信信号
を送信ＲＦ部４２０へ出力する。なお、送信信号生成部４１０が生成する送信信号の詳細
については、後述する。送信信号生成部４１０は、符号生成部４１１、変調部４１２、Ｌ
ＰＦ（Low Pass Filter）部４１３、およびＤ／Ａ（Digital／Analog）変換部４１４を有
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する。
【００３５】
　符号生成部４１１は、所定の送信符号を生成し、生成された送信符号を変調部４１２へ
出力する。
【００３６】
　変調部４１２は、入力された送信符号をパルス変調して送信信号を生成し、生成された
送信信号をＬＰＦ部４１３へ出力する。
【００３７】
　ＬＰＦ部４１３は、入力された送信信号のうち予め設定された制限帯域以下の信号成分
のみを、Ｄ／Ａ変換部４１４へ出力する。なお、ＬＰＦ部４１３は、後述のＤ／Ａ変換部
４１４の後段に配置されていてもよい。
【００３８】
　Ｄ／Ａ変換部４１４は、入力されたデジタルの送信信号をアナログの送信信号に変換し
、送信ＲＦ部４２０へ出力する。
【００３９】
　送信ＲＦ部４２０は、入力された送信信号をアップコンバートし、キャリア周波数帯域
（例えばミリ波帯域）のレーダ送信信号を生成して、送信アンテナ４２３へ出力する。送
信アンテナ４２３は、送信ＲＦ部４２０が生成したレーダ送信信号をレーダ装置２００の
周囲空間にレーダ信号（レーダ送信信号）として放射する。送信ＲＦ部４２０は、周波数
変換部４２１、増幅器４２２、および送信アンテナ４２３を有する。
【００４０】
　周波数変換部４２１は、入力された送信信号をアップコンバートすることで、キャリア
周波数帯域（例えばミリ波帯域）の送信信号を生成する。そして、周波数変換部４２１は
、アップコンバートされた送信信号を、増幅器４２２へ出力する。より具体的には、周波
数変換部４２１は、リファレンス信号を所定倍に逓倍した、キャリア周波数帯域の送信基
準信号を生成する。そして、周波数変換部４２１は、生成された送信基準信号に基づいて
、送信信号をアップコンバートする。
【００４１】
　増幅器４２２は、入力された送信信号の信号レベルを所定の信号レベルに増幅して、送
信アンテナ４２３へ出力する。
【００４２】
　送信アンテナ４２３は、入力された送信信号を、レーダ装置２００の周囲空間へ、レー
ダ信号として放射する。物体で反射されたレーダ信号は、エコー信号として、レーダ受信
部５００へ戻ってくる。
【００４３】
　図４は、レーダ受信部５００の構成の一例を示すブロック図である。
【００４４】
　図４において、レーダ受信部５００は、受信処理部５１０、ドップラー周波数取得部５
２０、および物体検出分離部５３０を有する。
【００４５】
　受信処理部５１０は、エコー信号の受信処理を行う。受信処理部５１０は、第１～第４
の受信アンテナ５１１１～５１１４、および第１～第４の遅延プロファイル生成部５１２

１～５１２４を有する。
【００４６】
　第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４は、アレーアンテナを構成し、それぞれ
、第１～第４の遅延プロファイル生成部５１２１～５１２４に一対一で接続されている。
第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４は、同一の構成を有するため、以下、適宜
、「受信アンテナ５１１」として、まとめて説明を行う。また、第１～第４の遅延プロフ
ァイル生成部５１２１～５１２４についても、同一の構成を有するため、以下、適宜、「
遅延プロファイル生成部５１２」として、まとめて説明を行う。
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【００４７】
　受信アンテナ５１１は、エコー信号を受信し、受信したエコー信号を、対応する（接続
する）遅延プロファイル生成部５１２へ受信信号として出力する。
【００４８】
　なお、第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４の相対位置関係は、予め決めてお
くものとする。第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４が同一の物体からのエコー
信号をそれぞれ受信しているとき、第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４が受信
する第１～第４の受信信号の間には、かかる相対位置関係に対応した位相差（以下「アン
テナ間位相差」という）が乗じる。アンテナ間位相差の詳細については、後述する。
【００４９】
　遅延プロファイル生成部５１２は、入力された受信信号に対して、所定の離散時刻毎（
（レンジビン毎に対応）のサンプリングを行い、各レンジビンにおける受信信号の同相信
号Ｉ（In-Phase）データと、直交信号Ｑ（Quadrate）データを算出する。具体的には、遅
延プロファイル生成部５１２は、レーダ送信信号と受信信号との相関処理を行い、受信信
号（エコー信号）の到来遅延情報を含む相関信号を生成し、所定の回数で加算することに
より、送信周期と加算回数とにより定まる間隔で、周期的に遅延プロファイルを生成する
。そして、遅延プロファイル生成部５１２は、生成したＩ／Ｑ遅延プロファイル（以下、
単に「遅延プロファイル」という）を、ドップラー周波数取得部５２０へ出力する。
【００５０】
　なお、遅延プロファイル生成部５１２は、リファレンス信号を送信ＲＦ部４２０と同一
の所定倍に逓倍した受信基準信号に基づいて動作する。したがって、送信ＲＦ部４２０の
処理は、遅延プロファイル生成部５１２の処理と同期している。
【００５１】
　ドップラー周波数取得部５２０は、第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４のそ
れぞれについて、遅延プロファイルを解析し、各受信信号から各レンジビンにおけるドッ
プラー周波数を取得する。ドップラー周波数取得部５２０は、第１～第４のドップラー周
波数解析部５２１１～５２１４を有する。
【００５２】
　第１～第４のドップラー周波数解析部５２１～５２１４は、それぞれ、第１～第４の遅
延プロファイル生成部５１２１～５１２４に、一対一で接続されている。第１～第４のド
ップラー周波数解析部５２１１～５２１４は、同一の構成を有するため、以下、適宜、「
ドップラー周波数解析部５２１」として、まとめて説明を行う。
【００５３】
　ドップラー周波数解析部５２１は、入力された遅延プロファイルを解析し、対応する（
遅延プロファイル生成部５１２を介して接続する）受信アンテナ５１１で受信された受信
信号の、各レンジビンのドップラー周波数を取得する。そして、ドップラー周波数解析部
５２１は、取得された一連のドップラー周波数のデータ（以下「ドップラー周波数データ
」という）を、物体検出分離部５３０へ出力する。第１～第４のドップラー周波数解析部
５２１１～５２１４が出力するドップラー周波数データは、適宜、第１～第４のドップラ
ー周波数データという。
【００５４】
　物体検出分離部５３０は、ドップラー周波数と、距離（レンジ）および方向の少なくと
も一方と、の組み合わせ毎に、方位相関電力値および上述の正規化方位相関値を算出する
。そして、物体検出分離部５３０は、算出した方位相関電力値および正規化方位相関値に
基づいて、レーダ信号を反射した物体を、検知する。
【００５５】
　ここで、方位相関電力値とは、アレーアンテナの各アンテナの受信信号からなる受信ベ
クトルと、受信信号が所定の方向から到来した場合の各受信アンテナの複素応答を表す方
向ベクトルとの内積結果である。すなわち、方位相関電力値とは、エコー信号の所定の到
来方向の確からしさを加味したエコー信号の電力の強さを、示す値である。
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【００５６】
　図５は、物体検出分離部５３０の構成の一例を示すブロック図である。
【００５７】
　図５において、物体検出分離部５３０は、到来方向推定部５４０および物体検知部５５
０を有する。
【００５８】
　到来方向推定部５４０は、第１～第４のドップラー周波数データに基づいて、エコー信
号の到来方向（つまり物体が位置する方向）を推定する。到来方向推定部５４０は、方位
相関電力値算出部５４１および正規化方位相関値算出部５４２を有する。
【００５９】
　方位相関電力値算出部５４１は、第１～第４のドップラー周波数データから、第１～第
４の受信アンテナ５１１１～５１１４の相対位置関係に基づいて、ドップラー周波数と、
距離および方向の少なくとも一方と、の組み合わせ毎に、方位相関電力値を算出する。本
実施の形態において、方位相関電力値算出部５４１は、ドップラー周波数、距離および方
向の組み合わせ毎に、方位相関電力値を算出するものとする。そして、方位相関電力値算
出部５４１は、算出された一連の方位相関電力値のデータ（以下「方位相関電力値データ
」という）を、正規化方位相関値算出部５４２および物体検知部５５０へ出力する。
【００６０】
　正規化方位相関値算出部５４２は、第１～第４のドップラー周波数データから、第１～
第４の受信アンテナ５１１１～５１１４の相対位置関係に基づいて、ドップラー周波数と
、距離および方向の少なくとも一方と、の組み合わせ毎に、正規化方位相関値を算出する
。正規化方位相関値は、上述の通り、注目している方向の、エコー信号の到来方向として
の確からしさを示すパラメータである。本実施の形態において、正規化方位相関値算出部
５４２は、ドップラー周波数、距離および方向の組み合わせ毎に、正規化方位相関値を算
出するものとする。そして、正規化方位相関値算出部５４２は、算出された一連の正規化
方位相関値のデータ（以下「正規化方位相関値データ」という）を、物体検知部５５０へ
出力する。
【００６１】
　物体検知部５５０は、入力された方位相関電力値および正規化方位相関値に基づいて、
レーダ信号を反射した物体を、検知する。物体検知部５５０は、電力値データシュリンク
部５５１、相関値データシュリンク部５５２、物体検出部５５３、および物体分離部５５
４を有する。
【００６２】
　電力値データシュリンク部５５１は、入力された方位相関電力値データを、ドップラー
周波数と、距離および方向のうち一方のみと、の組み合わせ毎の方位相関電力値のデータ
に圧縮する。そして、電力値データシュリンク部５５１は、圧縮された方位相関電力値デ
ータ（以下「圧縮方位相関電力値データ」という）を、物体検出部５５３へ出力する。
【００６３】
　相関値データシュリンク部５５２は、入力された正規化方位相関値データを、ドップラ
ー周波数と、距離および方向のうち一方のみと、の組み合わせ毎の正規化方位相関値のデ
ータに圧縮する。そして、相関値データシュリンク部５５２は、圧縮された正規化方位相
関値データ（以下「圧縮正規化方位相関値データ」という）を、物体分離部５５４へ出力
する。
【００６４】
　物体検出部５５３は、入力された圧縮方位相関電力値データに基づいて、レーダ信号を
反射した物体の存在、およびその位置を、検出する。なお、ここで検出される物体は、こ
の時点では、例えば、車１１１および歩行者１１２の一まとまりであり、ここで検出され
る位置は、車１１１および歩行者１１２の一まとまりが位置する領域Ｒである（図１参照
）。そして、物体検出部５５３は、検出された物体が位置する領域を示す情報（例えば、
複数のレンジビンを示す情報。以下「物体領域情報」という）を、物体分離部５５４へ出
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力する。
【００６５】
　物体分離部５５４は、入力された物体位置情報および圧縮正規化方位相関値データに基
づいて、レーダ信号を反射した物体のそれぞれを、検知分離する。
【００６６】
　より具体的には、物体分離部５５４は、各レンジビンについて、正規化方位相関値が第
１の値を超えるドップラー周波数の広がりの幅が、第２の値を超えるか否かを判定する。
すなわち、物体分離部５５４は、ドップラー周波数の比較的広い範囲において、正規化方
位相関値が、高い値で連続して安定しているか否かを判定する。そして、物体分離部５５
４は、かかる判定の結果に基づいて、領域Ｒを、車１１１（第１の物体）が位置する第１
のレンジビンｒ１（第１の領域）と歩行者１１２（第２の物体）が位置する第２のレンジ
ビンｒ２（第２の領域）とに分離する。
【００６７】
　なお、物体分離部５５４は、隣接するレンジビン（あるいは、隣接する２つの領域）の
間での正規化方位相関値の代表値（例えば、平均値）の差が、第３の閾値を超えることを
条件として、第１のレンジビンｒ１と第２のレンジビンｒ２との境界を判定してもよい。
【００６８】
　そして、物体分離部５５４は、物体毎に、物体が位置するレンジおよび方位の値の少な
くとも１つを、物体検知結果として算出し、物体検出結果を示す情報を、表示装置、音声
出力装置、記録媒体、あるいは他の情報処理装置等（図示せず）へ出力する。
【００６９】
　レーダ装置２００は、図示しないが、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、
制御プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）等の記憶媒体、およびＲＡＭ（Ra
ndom Access Memory）等の作業用メモリを有する。この場合、上記した各部の機能は、Ｃ
ＰＵが制御プログラムを実行することにより実現される。但し、レーダ装置２００のハー
ドウェア構成は、かかる例に限定されない。例えば、レーダ装置２００の各機能部は、集
積回路であるＩＣ（Integrated Circuit）として実現されてもよい。各機能部は、個別に
１チップ化されてもよいし、その一部または全部を含むように１チップ化されてもよい。
【００７０】
　このような構成を有するレーダ装置２００は、ドップラー広がりが大きい物体とドップ
ラー広がりが小さい物体とを、区別して検出することができる。
【００７１】
　ここで、レーダ装置２００が生成する情報のそれぞれについて、詳細に説明する。
【００７２】
　＜送信信号の詳細＞
　送信信号生成部４１０が生成したベースバンドの送信信号は、例えば、符号化パルスを
用いてもよいし、チャープパルスを用いてもよい。いずれにしても、送信信号は、所定の
送信周期に従って繰り返し送信される。ここで、送信信号生成部４１０において、符号化
パルスを用いた場合について説明する。
【００７３】
　符号生成部４１１は、送信周期Ｔｒ毎に、符号長Ｌ（１以上の整数）の符号系列Ｃｎ（
ｎは、１からＬまでの整数）の送信符号を生成する。符号系列Ｃｎの要素は、例えば、［
－１，１］の２値、あるいは、［１，－１，ｊ，－ｊ］の４値を用いて構成される。ここ
で、ｊは、ｊ２＝－１を満たす虚数単位である。
【００７４】
　送信符号は、レーダ受信部５００において低いサイドローブ特性を得ることができる符
号系列によるものであることが望ましい。かかる符号系列としては、例えば、相補符号の
ペアを構成する符号系列、Ｂａｒｋｅｒ符号系列、ＰＮ（Pseudorandom Noise）符号、Ｇ
ｏｌａｙ符号系列、Ｍ系列符号、およびスパノ符号を構成する符号系列が挙げられる。以
下、符号系列Ｃｎの送信符号は、便宜的に、「送信符号Ｃｎ」と表記する。
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【００７５】
　符号生成部４１１は、送信符号Ｃｎとして相補符号（例えば、Ｇｏｌａｙ符号系列、あ
るいはスパノ符号系列）のペアを生成する場合に、２個の送信周期（２Ｔｒ）を用いて、
送信周期毎に交互にペアとなる送信符号Ｐｎ，Ｑｎをそれぞれ生成する。すなわち、符号
生成部４１１は、第ｍの送信周期では相補符号のペアを構成する一方の送信符号Ｐｎを生
成し、続く第（ｍ＋１）の送信周期では相補符号のペアを構成する他方の送信符号Ｑｎを
生成する。同様に、符号生成部４１１は、第（ｍ＋２）以降の送信周期において、送信符
号Ｐｎ，Ｑｎを繰り返し生成する。
【００７６】
　変調部４１２は、符号生成部４１１が生成した送信符号Ｃｎをパルス変調し、ベースバ
ンドの送信信号を生成する。具体的には、変調部４１２は、振幅変調、ＡＳＫ（Amplitud
e Shift Keying））、あるいは位相変調（ＰＳＫ（Phase Shift Keying）を行う。
【００７７】
　図６は、パルス変調された送信信号の送信区間および送信周期の一例を示す図である。
図６において、縦軸は周波数を示し、横軸は時間を示す。なお、参考として、チャープパ
ルスを用いた場合の一例を図７に示す。
【００７８】
　変調部４１２は、例えば、送信周期Ｔｒ毎に、時間Ｔｗ［秒］の送信区間を設定してい
る。そして、変調部４１２は、リファレンス信号に基づいて生成した送信基準クロック信
号に基づいて、１つの送信符号ＣｎあたりＮｏ［個］のサンプルを用いて変調する。すな
わち、変調部４１２におけるサンプリングレートは、（Ｎｏ×Ｌ）／Ｔｗである。
【００７９】
　変調部４１２は、送信周期Ｔｒの送信区間Ｔｗ［秒］において、Ｎｒ（＝Ｎｏ×Ｌ）［
個］のサンプルを用いて変調を行う。また、変調部４１２は、送信周期Ｔｒの無信号区間
（Ｔｒ－Ｔｗ）［秒］において、Ｎｕ［個］のサンプルを用いて変調を行う。なお、かか
る変調の結果、レーダ信号は、送信周期Ｔｒのうち、送信区間Ｔｗの間に送信され、非送
信区間（Ｔｒ－Ｔｗ）の間には送信されないことになる。
【００８０】
　変調部４１２は、送信符号Ｃｎの変調によって、例えば、以下の式（１）に示すベース
バンドの送信信号ｒ（ｋ，ｍ）を周期的に生成する。
【数１】

　ここで、ｋは、送信周期Ｔｒの開始タイミングを基準（ｋ＝１）とした離散時刻を示し
、１から（Ｎｒ＋Ｎｕ）までの離散値を取る。すなわち、ｋは、送信信号の生成タイミン
グ（サンプルタイミング）の時刻を表す。また、ｍは、送信周期Ｔｒの序数、つまり、送
信符号Ｃｎの送信サイクルを表す。
【００８１】
　すなわち、送信信号ｒ（ｋ，ｍ）は、第ｍの送信周期Ｔｒの離散時刻ｋにおける送信信
号の値を表す。具体的には、送信信号ｒ（ｋ，ｍ）は、同相信号成分Ｉ（ｋ，ｍ）と、虚
数単位ｊが乗算された直交信号成分Ｑ（ｋ，ｍ）との加算結果となる。
【００８２】
　例えば、［－１，１］の２値の位相変調（ＰＳＫ）が適用される場合、符号系列Ｃｎは
、ＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）となる。また、例えば、［１，－１，ｊ，－
ｊ］の４値の位相変調が適用される場合、符号系列Ｃｎは、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase
 Shift Keying）あるいは４相ＰＳＫとなる。すなわち、位相変調（ＰＳＫ）の場合、Ｉ
Ｑ平面上のコンスタレーションにおける所定の変調シンボルが割り当てられる。
【００８３】
　＜受信アンテナの相対位置関係＞
　第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４の相対位置関係は、予め決めておくため
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、既知である。
【００８４】
　図８は、第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４の相対位置関係の一例を示す図
である。
【００８５】
　図８に示すように、第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４は、例えば、この順
序で、ある直線６１１に沿って配置される。第１の受信アンテナ５１１１と第２の受信ア
ンテナ５１１２との距離をｄ２、第１の受信アンテナ５１１１と第３の受信アンテナ５１
１３との距離をｄ３、第１の受信アンテナ５１１１と第４の受信アンテナ５１１４との距
離をｄ４と置く。
【００８６】
　このような配置において、波長λのエコー信号６１２が、直線６１１の垂直方向に対し
て角度θの方向から到来したとする。このとき、第ｉの受信アンテナアンテナ５１１ｉの
第１の受信アンテナ５１１１からの距離をｄｉと置くと、第ｉのアンテナ５１１ｉの受信
信号と、第１の受信アンテナ５１１１の受信信号との間の位相差（アンテナ間位相差）は
、２πｆｄｉｓｉｎθ／ｃ＝２πｄｉｓｉｎθ／λとなる。ここで、ｃは伝搬速度、ｆは
エコー信号（レーダ信号）の周波数であり、λはエコー信号の波長である。例えば、図８
に示すように、第４のアンテナ５１１４の受信信号の、第１の受信アンテナ５１１１の受
信信号との位相差は、２πｄ４ｓｉｎθ／λとなる。
【００８７】
　＜遅延プロファイルデータ＞
　遅延プロファイル生成部５１２は、入力された受信信号に対し、所定の離散時刻（レン
ジビン）毎にサンプリングを行う。そして、遅延プロファイル生成部５１２は、サンプリ
ングされた信号の、同相信号Ｉ（In-Phase）データおよび直交信号Ｑ（Quadrate）データ
を算出する。レンジビン毎のＩデータおよびＱデータ（以下「データ」という）からは、
レーダ信号を反射した物体の、レーダ装置２００からの距離および反射強度、並びに、か
かる物体からの受信信号の位相情報および電力を求めることができる。
【００８８】
　なお、遅延プロファイル生成部５１２は、レンジビン毎に、上記サンプリングの結果で
あるＩ、Ｑデータをそれぞれ、所定の回数で加算し（「コヒーレント加算」という）、一
サイクルのＩ、Ｑデータを得る。コヒーレント加算により、ホワイトノイズが抑えられる
。遅延プロファイル生成部５１２は、エコー信号の繰り返し波形毎、つまり、周期（つま
り、サイクル）毎に、上記データを求める。
【００８９】
　以下の説明において、第ｍのサイクルの第ｋのレンジビンに対応するデータは、記号Ｃ
Ｉ（ｍ，ｋ）と表す。データＣＩ（ｍ，ｋ）は、例えば、以下の式（２）で表される。
【数２】

　ここで、ＣＩ＿Ｉ（ｍ，ｋ）は、同相信号であり、データＣＩ（ｍ，ｋ）の実数成分で
ある。ＣＩ＿Ｑ（ｍ，ｋ）は、直交信号であり、データＣＩ（ｍ，ｋ）の虚数成分である
。また、記号ｋは、レンジビンの番号であり、ｋ＝１，２，・・・,Ｋの整数を取る。Ｋ
は、レンジビンの番号の最大値である。すなわち、レーダ装置２００が測定することがで
きる最大距離は、Ｋの値により定まる。
【００９０】
　遅延プロファイル生成部５１２は、サイクル毎およびレンジビン毎に取得した一連のデ
ータを、遅延プロファイルデータとして出力する。
【００９１】
　図９は、遅延プロファイル生成部５１２が出力する遅延プロファイルデータの構成の一
例を示す図である。また、図１０は、遅延プロファイルデータの３次元グラフの一例を示
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す図である。図１０において、横軸は距離（レンジビン）を示し、奥行き軸は時間（サイ
クル）を示し、縦軸は受信信号の対応する成分の電力（ｌｏｇ１０（Ｉ２＋Ｑ２））を示
す。
【００９２】
　図９に示すように、遅延プロファイルデータ６２０は、サイクル毎に、第１～第Ｋのレ
ンジビンのデータＣＩ（ｍ，１）～ＣＩ（ｍ，Ｋ）を有する。また、かかる遅延プロファ
イルデータ６２０は、図１０に示す３次元グラフ６２１からも分かるように、電力の空間
変動および時間変動を示すデータである。
【００９３】
　遅延プロファイルデータ６２０は、１サイクル分の遅延プロファイルデータ６２０が生
成される毎に、順次、生成された１サイクル分の遅延プロファイルデータ６２０（例えば
、第１のサイクルの第１～第ＫのレンジビンのデータＣＩ（１，１）～ＣＩ（１，Ｋ））
を、ドップラー周波数取得部５２０へ出力する。
【００９４】
　なお、出力された遅延プロファイルデータ６２０は、後段のドップラー周波数取得部５
２０では、Ｍ個の連続するサイクルのデータＣＩ（１，１）～ＣＩ（Ｍ，Ｋ）を１つの単
位（以下「フレーム」という）として、処理される。
【００９５】
　＜ドップラー周波数データ＞
　ドップラー周波数解析部５２１は、入力された遅延プロファイルデータ６２０（図９参
照）を、１フレーム毎（つまり、連続するＭサイクル分のデータ毎）に束ねて、ドップラ
ー周波数解析を行う。すなわち、ドップラー周波数解析部５２１は、例えば、第ｋのレン
ジビンの、Ｍ個の連続するサイクルのデータＣＩ（１，ｋ）、ＣＩ（２，ｋ）、・・・、
ＣＩ（Ｍ，ｋ）に対して、ドップラー周波数解析を行う。
【００９６】
　図１１は、ドップラー周波数解析の対象となる遅延プロファイルデータのうち、人が位
置するレンジに対応する第ｋのレンジビンのデータの、２次元グラフの一例を示す図であ
る。図１１では、５１２００サイクル分（約２.５秒）のデータを示している。図１２は
、図１１に示す２次元グラフの一部６３２の拡大図である。図１２では、５１２サイクル
分（０.０２５秒）のデータを示している。図１１および図１２において、横軸はサイク
ル（時間）を示し、縦軸は受信信号の対応する成分の電力（データ）を示す。
【００９７】
　図１１に示すように、遅延プロファイルデータ６３１において、第ｋのレンジビンのデ
ータは、時間と共に大きく変動する。これは、人の動きに伴う変動である。また、５１２
サイクルの区間に対応する部分６３２を拡大した図１２から分かるように、データは細か
く揺らいでいる。この細かい揺らぎは、人の微小な動きやフェージングによるものである
。
【００９８】
　ドップラー周波数解析部５２１は、ドップラー周波数解析により、人の移動だけでなく
、このような人の微小な動きの特徴に伴って発生する速度成分を抽出する。
【００９９】
　ドップラー周波数解析手法としては、例えば、ＤＦＴ（Digital Fourier Transfer）を
採用することができる。また、ＤＦＴは、ＦＦＴ（Fast Fourier Transfer）のアルゴリ
ズムにより、計算機上において高速に計算することが可能である。
【０１００】
　図１３は、図１２に示した第ｋのレンジビンの５１２サイクルのデータに対してＦＦＴ
で処理した結果の一例を示す図である。図１３において、横軸は周波数（ドップラー周波
数）を示し、縦軸は強度（電力、ドップラー周波数成分）を示す。
【０１０１】
　ドップラー周波数解析部５２１は、ＤＦＴを用いる場合、上述のＣＩ＿Ｉ（ｍ，ｋ）を
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実数成分とし、上述のＣＩ＿Ｑ（ｍ，ｋ）を虚数成分として、複素数で演算を行う。第ｋ
のレンジの、番号ｎのドップラー周波数についてのドップラー周波数成分Ｆｄ（ｋ,ｎ）
は、例えば、以下の式（３）を用いて算出される。
【数３】

　ここで、ｎは、ドップラー周波数の番号であり、例えば、０,１,・・・,Ｍの値を取る
。ここで、Ｍは、レーダ装置２００が測定することができる最大ドップラー周波数番号で
ある。ドップラー周波数成分Ｆｄ（ｎ，ｋ）は、ｋ×レンジ刻みで表される距離の位置か
らの受信信号のうち、番号ｎのドップラー周波数に対応する周波数成分（複素数で表す）
を示す。
【０１０２】
　このようにして、ドップラー周波数解析部５２１は、１フレーム、つまり、Ｍサイクル
分の第ｋのレンジビンのデータ（ＣＩ（１，ｋ）、ＣＩ（２，ｋ）、・・・、ＣＩ（Ｍ，
ｋ））に対して、ドップラー周波数分析を行う。その結果、レンジビン毎に、Ｍ個のドッ
プラー周波数成分（Ｆｄ（１，ｋ）、Ｆｄ（２，ｋ）、・・・、Ｆｄ（Ｍ，ｋ））が得ら
れる。
【０１０３】
　なお、得られたドップラー周波数成分の刻みΔｆは、１フレーム分のサイクル数Ｍと、
サイクルの間隔Δｔとにより定まる。ＦＦＴでドップラー周波数分析を行う場合、ドップ
ラー周波数成分の刻みΔｆは、例えば、以下の式（４）で表される。
【数４】

【０１０４】
　また、ドップラー周波数解析部５２１は、ドップラー周波数刻みΔｆから、例えば、以
下の式（５）を用いて、物体のドップラー速度を求めることができる。

【数５】

【０１０５】
　ドップラー周波数解析部５２１は、レンジビンとドップラー周波数との組み合わせ毎（
つまり、距離と速度との組み合わせ毎）に算出した一連のデータを、ドップラー周波数デ
ータとして出力する。
【０１０６】
　図１４は、ドップラー周波数解析部５２１が出力するドップラー周波数データの構成の
一例を示す図である。
【０１０７】
　図１４に示すように、ドップラー周波数データ６４０は、レンジビン毎に、第１～第Ｍ
のドップラー周波数のドップラー周波数成分Ｆｄ（１，ｋ）～Ｆｄ（Ｍ，ｋ）を有する。
すなわち、レンジビン毎のドップラー周波数データ６４０は、上述の図１３に示したよう
に、ドップラー周波数の電力の変動を示すデータである。
【０１０８】
　＜正規化方位相関値および方位相関電力値＞
　ここで、第ｉのドップラー周波数解析部５２１ｉから出力されたドップラー周波数成分
は、Ｆｄｉ（ｎ，ｋ）と表す。ここで、ドップラー周波数および距離の組み合わせ毎に、
第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４に対応するドップラー周波数成分Ｆｄ１（
ｎ，ｋ）～Ｆｄ４（ｎ，ｋ）を、相関ベクトルｈ（ｎ，ｋ）を導入して表す。相関ベクト
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ルｈ（ｎ，ｋ）は、以下の式（６）で表される。
【数６】

【０１０９】
　到来方向推定部５４０は、相関ベクトルｈ（ｎ, ｋ）に基づいて、エコー信号の到来方
向を示す角度θ（図８参照）を推定する。
【０１１０】
　上述の通り、第ｉの受信アンテナ５１１ｉと、第１の受信アンテナ５１１１の受信信号
との位相差は、２πｄｉｓｉｎθ／λである。ここで、注目方位角ごとに、アレーアンテ
ナの第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４の複素数応答を、方向ベクトルａ（θ

ｕ）を導入して表す。受信アンテナ５１１間の位相偏差および振幅偏差が無い、理想的な
方向ベクトルａ（θｕ）は、以下の式（７）で表される。
【数７】

　ここで、θｕは、レーダ装置２００を基準とした方位角であり、レーダ装置２００にお
けるエコー信号の到来方向の推定範囲［θｍｉｎ－θｍａｘ］において、所定の間隔Δθ
で変化する変数である。方位角θｕは、例えば、以下の式（８）で表される。
【数８】

　ここで、ｕは、０からＮＵまでの整数を取る。ＮＵは、例えば、以下の式（９）で表さ
れる。
【数９】

　ここで、数式（９）において、ｆｌｏｏｒ［ｙ］は、実数ｙを超えない最大の整数値を
出力する関数である。
【０１１１】
　方向ベクトルａ（θｕ）は、例えば電波暗室において予め測定される。方向ベクトルａ
（θｕ）は、第１～第４の受信アンテナ５１１１～５１１４の間の間隔に応じて幾何学的
に演算される位相差情報に加え、アンテナ素子間の結合、並びに、振幅誤差および位相誤
差の各偏差情報を加味した値であってもよい。
【０１１２】
　正規化方位相関値算出部５４２は、方位角θｕと、レンジビンと、ドップラー周波数と
、の組み合わせ毎に、例えば以下の式（１０）を用いて、正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏｕｔ

（ｋ，ｎ，θｕ）を算出する。また、方位相関電力値算出部５４１は、方位角θｕと、レ
ンジビンと、ドップラー周波数と、の組み合わせ毎に、例えば以下の式（１１）を用いて
、方位相関電力値Ｆｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）を算出する。

【数１０】
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【数１１】

【０１１３】
　式（１０）から分かるように、正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）は、方
向ベクトルａ（θｕ）と相関ベクトルｈ（ｎ，ｋ）との内積を、相関ベクトルｈ（ｎ，ｋ
）の値で正規化した値である。このような正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ

）は、０～１の間の実数を取り、１に近いほど、相関ベクトルｈ（ｎ，ｋ）と方向ベクト
ルａ（θｕ）との相関の度合いが高いことを示す。すなわち、一波モデルの場合（レンジ
ビンｋに、周波数成分ｎは一つのみ存在すると仮定）、正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏｕｔ（
ｋ，ｎ，θｕ）は、エコー信号が方位角θｕから到来することの確からしさ（確信度の高
さ）を示す。
【０１１４】
　また、式（１１）から分かるように、方位相関電力値Ｆｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）は、正
規化方位相関値が閾値Ｔｈ１より大きい場合、方向ベクトルａ（θｕ）と相関ベクトルｈ
（ｎ，ｋ）との内積である。このような方位相関電力値Ｆｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）は、相
関ベクトルｈ（ｎ，ｋ）と方向ベクトルａ（θｕ）との間の相関の度合いを加味した、方
位角θｕの方向から到来するエコー信号の電力を示す。
【０１１５】
　方位相関電力値算出部５４１は、算出した一連の方位相関電力値Ｆｏｕｔ（ｋ，ｎ，θ

ｕ）を、方位相関電力値データとして物体検出部５５３へ出力する。また、正規化方位相
関値算出部５４２は、算出した一連の正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）を
、正規化方位相関値データとして物体分離部５５４へ出力する。
【０１１６】
　図１５は、正規化方位相関値データの３次元プロットの一例を示す図である。図１５に
おいて、ドットの色の濃淡は、正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）の高さを
示す。ドットの色が濃いほど、正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）がより高
いことを示す。
【０１１７】
　図１５に示すように、正規化方位相関値データ６５０は、距離（レンジビン、ｋ）、方
位θｕおよびドップラー周波数（ｎ）の組み合わせ毎に、正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏｕｔ

（ｋ，ｎ，θｕ）を有している。なお、図１５では、所定値以下の正規化方位相関値Ｎ＿
Ｒｏｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）については、図示を省略している。正規化方位相関値Ｎ＿Ｒｏ

ｕｔ（ｋ，ｎ，θｕ）は、このように、Ｋ×Ｍ×ＮＵ個の正規化方位相関値の配列から成
る（ＮＵは、式（９）を参照）。
【０１１８】
　なお、方位相関電力値データについても、同様に、Ｋ×Ｍ×ＮＵ個の方位相関電力値の
配列から成る。
【０１１９】
　＜正規化方位相関値データおよび方位相関電力値データの特徴＞
　図１６は、歩行者が位置する距離（レンジビン）における最大電力ドップラー周波数成
分についての、方位と方位相関電力値との関係の一例を示す図である。図１７は、歩行者
が位置する距離（レンジビン）における最大電力ドップラー周波数成分についての、方位
と正規化方位相関値との関係の一例を示す図である。また、図１８は、物体が位置しない
距離（レンジビン）における最大電力ドップラー周波数成分についての、方位と方位相関
電力値との関係の一例を示す図である。図１９は、物体が位置しない距離（レンジビン）
における最大電力ドップラー周波数成分についての、方位と正規化方位相関値との関係の
一例を示す図である。
【０１２０】
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　図１６および図１８において、横軸は方位を示し、縦軸は方位相関電力値を示す。図１
７および図１９において、横軸は方位を示し、縦軸は正規化方位相関値を示す。
【０１２１】
　図１６では、最大ドップラー周波数成分の方位相関電力値が、方位－５°あたりでピー
クを形成している。ところが、波形が急峻ではないため、エコー信号の到来方向を大まか
にしか推定することができない。
【０１２２】
　一方、図１７では、最大ドップラー周波数成分の正規化方位相関値が、－５°あたりで
、急峻な波形でピークを形成している。このように、正規化方位相関値データは、エコー
信号の到来方向を高い精度で示すという特徴を有する。
【０１２３】
　図２０は、歩行者が位置するセルについての方位相関電力値データの一例を示す図であ
る。図２１は、歩行者が位置するセルについての正規化方位相関値データの一例を示す図
である。また、図２２は、物体が位置しないセル（背景セル）についての方位相関電力値
データの一例を示す図である。図２３は、物体が位置しないセルについての正規化方位相
関値データの一例を示す図である。
【０１２４】
　なお、ここで、セルとは、レーダ装置２００が物体検知の対象とするエリアを区切った
小領域であり、例えば、レンジ（ｋ）と方位角（θ）との組み合わせによって定義される
領域である。また、図２０および図２２において、横軸はドップラー速度を示し、縦軸は
方位相関電力値を示す。図２１および図２３において、横軸はドップラー速度を示し、縦
軸は正規化方位相関値を示す。
【０１２５】
　図２０の矩形領域７１１および図２１の矩形領域７１２に示すように、歩行者が位置す
るセルでは、あるドップラー周波数において、方位相関電力値および正規化方位相関値の
両方が高い値となる。
【０１２６】
　一方、物体が位置しないセルについても、図２２の矩形領域７１３に示すように、方位
相関電力値が連続して高い値となるドップラー周波数の帯域が存在する。ところが、物体
が位置しないセルでは、図２３に示すように、いずれのドップラー周波数においても正規
化方位相関値は高くならない。
【０１２７】
　図２４は、車が位置するセルについての正規化方位相関値データの一例を示す図である
。図２５は、歩行者が位置するセルについての正規化方位相関値データの他の例を示す図
である。図２４および図２５において、横軸はドップラー速度を示し、縦軸は正規化方位
相関値を示す。
【０１２８】
　図２４の矩形領域７１４および図２５の矩形領域７１５に示すように、歩行者や車等の
物体が位置するセルでは、正規化方位相関値が連続して高い値となるドップラー周波数の
範囲が存在する。
【０１２９】
　ところが、矩形領域７１４、７１５を比較すると、歩行者が位置するセルについての正
規化方位相関値は、車が位置するセルについての正規化方位相関値に比べて、より広いド
ップラー周波数の範囲に亘って、高い値を取る。これは、上述の、ドップラー広がりが車
や建造物に比べて広いという、人の特性によるものである。また、歩行者が位置するセル
についての正規化方位相関値は、車が位置するセルについての正規化方位相関値よりも高
い。これは、人が車よりも小さいため、反射信号がより集中した方向から到来するという
、人の特性によるものである。
【０１３０】
　このように、正規化方位相関値データは、物体のドップラー広がりの度合いおよび物体
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の大きさを示すという特徴を有する。
【０１３１】
　レーダ装置２００は、距離分解能および方位分解能の限界を有する。したがって、遅延
プロファイルのレンジビン毎のデータは、多数の反射点からの反射波の足し合せ結果であ
る。このため、正規化方位相関値データの値および波形は、物体のサイズおよび形状によ
り異なる。この特性により、複数の物体を分離して検知することが可能となる。
【０１３２】
　＜正規化方位相関値データおよび方位相関電力値データのシュリンク＞
　方位相関電力データおよび正規化方位相関値データは、レンジ、方位、およびドップラ
ー周波数の組み合わせ毎に値を記述したデータである。レンジ刻みが２０ｃｍの場合、２
０ｍまで測定するにはレンジビンの数Ｋは、１００を超える。広角レーダ（例えば、±６
０°）において方位刻みが１°の場合、方位角の数ＮＵは、１２１となる。そして、２５
６ＤＦＴで周波数解析を行う場合、ドップラー周波数の数Ｍは、２５６となる。
【０１３３】
　したがって、方位相関電力データおよび正規化方位相関値データは、それぞれ、１００
×１２１×２５６の３Ｄ（Dimension）データとなり、このままで物体検知処理を行おう
とすると、膨大な処理コストが掛かる。
【０１３４】
　そこで、電力値データシュリンク部５５１は、３Ｄの方位相関電力データを、ドップラ
ー周波数の軸を少なくとも含む２Ｄの方位相関電力データにシュリンクする。同様に、相
関値データシュリンク部５５２は、３Ｄの正規化方位相関値データを、ドップラー周波数
の軸を少なくとも含む２Ｄの正規化方位相関値データにシュリンクする。
【０１３５】
　具体的には、電力値データシュリンク部５５１は、例えば、以下の式（１２）を用いて
、レンジ－ドップラー周波数の２Ｄの方位相関電力データ（２Ｄ電力プロファイル）の値
を算出する。式（１２）により算出される値は、レンジビン毎およびドップラー周波数毎
の、ノイズではない方位（反射信号の到来方向）についての、方位相関電力値を加算した
値である。なお、ノイズではない方位というのは、所定の方位、レンジに対し、注目する
ドップラー成分の正規化方位相関値の連続安定で閾値１より大きい部分の数が、所定の数
より大きいような方位である。例えば、図２５において、正規化方位相関値が０.８以上
となるドップラー速度が数多くあるが、隣接するドップラー速度の正規化方位相関値が大
きく下がるドップラー速度は、ノイズとして扱われ、加算されない。
【数１２】

【０１３６】
　あるいは、電力値データシュリンク部５５１は、例えば、以下の式（１３）を用いて、
２Ｄの方位相関電力データの値を算出してもよい。式（１３）により算出される値は、つ
まり、レンジビン毎およびドップラー周波数毎の、ノイズではない方位（反射信号の到来
方向）についての、方位相関電力値の最大値である。

【数１３】

【０１３７】
　なお、ＮＵ＋１は、到来方位の推定の対象となる方位角の数である。
【０１３８】
　また、電力値データシュリンク部５５１は、例えば、方位－ドップラー周波数の２Ｄの
方位相関電力データを生成してもよい。すなわち、電力値データシュリンク部５５１は、
方位角毎およびドップラー周波数毎の、ノイズではないレンジビンについての方位相関電
力値の加算値あるいは最大値を、２Ｄの方位相関電力データの値としてもよい。
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【０１３９】
　また、相関値データシュリンク部５５２は、例えば、以下の式（１４）を用いて、レン
ジ－ドップラー周波数の２Ｄの正規化方位相関値データ（２Ｄ正規化方位相関値プロファ
イル）の値を算出する。式（１４）により生成される２Ｄの正規化方位相関値データは、
つまり、レンジビン毎およびドップラー周波数毎の、ノイズではない方位（反射信号の到
来方向）についての正規化方位相関値の最大値である。
【数１４】

【０１４０】
　あるいは、相関値データシュリンク部５５２は、例えば以下の式（１５）を用いて、上
述の正規化方位相関値が最大値になる方位の方位番号を求め、求めた方位番号を、２Ｄの
正規化方位相関値データの値としてもよい。

【数１５】

【０１４１】
　また、電力値データシュリンク部５５１が方位－ドップラー周波数の２Ｄの方位相関電
力データを生成する場合、相関値データシュリンク部５５２は、方位－ドップラー周波数
の２Ｄの正規化方位相関値データを生成する。すなわち、相関値データシュリンク部５５
２は、方位角毎およびドップラー周波数毎の、ノイズではないレンジビンについての、正
規化方位相関値の最大値、あるいは、最大値が得られる方位のレンジ番号を、２Ｄの正規
化方位相関値データの値としてもよい。
【０１４２】
　＜レーダ装置の動作＞
　次に、レーダ装置２００の動作について説明する。
【０１４３】
　図２６は、レーダ装置２００の動作の一例を示すフローチャートである。
【０１４４】
　ステップＳ１０１０において、レーダ送信部４００は、レーダ信号を生成し、送信アン
テナ４２３から送信する。
【０１４５】
　ステップＳ１０２０において、レーダ受信部５００の各受信アンテナ５１１は、エコー
信号を受信する。
【０１４６】
　ステップＳ１０３０において、各遅延プロファイル生成部５１２は、対応する受信アン
テナ５１１が受信したエコー信号から、遅延プロファイルデータを生成する。
【０１４７】
　ステップＳ１０４０において、各ドップラー周波数解析部５２１は、新たな１フレーム
分の遅延プロファイルデータが用意されたか否かを判断する。各ドップラー周波数解析部
５２１は、新たな１フレーム分のデータがまだ用意されていない場合（Ｓ１０４０：ＮＯ
）、処理をステップＳ１０５０へ進める。また、各ドップラー周波数解析部５２１は、新
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たな１フレーム分のデータが用意された場合（Ｓ１０４０：ＹＥＳ）、処理を後述のステ
ップＳ１０６０へ進める。
【０１４８】
　ステップＳ１０５０において、レーダ送信部４００は、ユーザ操作等により物体検知の
処理の終了を指示されたか否かを判断する。レーダ送信部４００は、処理の終了を指示さ
れていない場合（Ｓ１０５０：ＮＯ）、処理をステップＳ１０１０へ戻す。なお、ステッ
プＳ１０１０～Ｓ１０５０の処理は、例えば、上述のサイクル毎に実行される。
【０１４９】
　ステップＳ１０６０において、各ドップラー周波数解析部５２１は、用意された新たな
１フレーム分の遅延プロファイルデータから、ドップラー周波数データを生成する。
【０１５０】
　ステップＳ１０７０において、方位相関電力値算出部５４１は、生成されたドップラー
周波数データから、方位相関値電力データを生成する。また、正規化方位相関値算出部５
４２は、生成されたドップラー周波数データから、正規化方位相関値データを生成する。
【０１５１】
　ステップＳ１０８０において、電力値データシュリンク部５５１は、生成された３Ｄの
方位相関値電力データを、２Ｄの方位相関値電力データにシュリンクする。また、相関値
データシュリンク部５５２は、生成された３Ｄの正規化方位相関値データを、２Ｄの正規
化方位相関値データにシュリンクする。
【０１５２】
　ステップＳ１０９０において、物体検出部５５３は、シュリンクされた方位相関値電力
データに基づいて、物体検知を行う。
【０１５３】
　ステップＳ１１００において、物体分離部５５４は、近接する複数の物体の一まとまり
が検知されたとき、シュリンクされた正規化方位相関値データに基づいて、これら複数の
物体を分離して検知する。そして、物体分離部５５４は、検知結果を出力して、処理をス
テップＳ１０５０へ進める。
【０１５４】
　そして、レーダ送信部４００は、処理の終了を指示された場合（Ｓ１０５０：ＹＥＳ）
、一連の処理を終了する。
【０１５５】
　このような動作により、レーダ装置２００は、ドップラー広がりが大きい物体とドップ
ラー広がりが小さい物体とを区別して検出する処理を、継続して行うことができる。
【０１５６】
　以上説明したように、本実施の形態に係るレーダ装置２００は、方位相関電力値データ
および正規化方位相関値データに基づいて、レーダ信号を反射した物体の検知を行う。す
なわち、本実施の形態に係るレーダ装置２００は、反射信号電力とは異なる指標を用いる
ことにより、従来技術では解決できない課題を解決する。
【０１５７】
　これにより、本実施の形態に係るレーダ装置２００は、人等のドップラー広がりが大き
い物体と、車等のドップラー広がりが小さい物体とを、区別して検出することができる。
したがって、本実施の形態に係るレーダ装置２００は、従来技術に比べて、複数の物体の
それぞれをより確実に検知することができる。また、かかる検知は、これらの物体が極め
て近接している場合であっても可能である。
【０１５８】
　また、本実施の形態に係るレーダ装置２００は、方位相関電力値データおよび正規化方
位相関値データを、ドップラー周波数と、距離および方向の少なくとも一方と、の組み合
わせのデータとなるようにシュリンクして用いる。これにより、本実施の形態に係るレー
ダ装置２００は、処理負荷を低減し、より少ないコストで、より高速に、上記物体検知を
実現することができる。
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【０１５９】
　なお、方位相関電力値および正規化方位相関値は、上述の内容に限定されない。方位相
関電力値は、ドップラー周波数と、距離および方向の少なくとも一方と、の組み合わせ毎
に、エコー信号の強さを示す情報であればよい。すなわち、方位相関電力値は、各位置に
おける物体が存在する可能性の高さを示す情報であればよい。また、正規化方位相関値は
、上記組み合わせ毎に、エコー信号の到来方向の確からしさを示す情報であればよい。
【０１６０】
　また、レーダ装置２００の構成の一部は、ネットワーク上のサーバ等の外部装置に配置
される等、他の部分と離隔していてもよい。この場合、レーダ装置２００は、かかる外部
装置と通信を行うための通信部等の情報出力部を備える必要がある。
【０１６１】
　例えば、物体検出部５５３および物体分離部５５４（図５参照）は、レーダ装置２００
の外部に配置されていてもよい。更に、電力値データシュリンク部５５１および相関値デ
ータシュリンク部５５２も、レーダ装置２００の外部に配置されていてもよい。なお、デ
ータのシュリンクを行わない場合、電力値データシュリンク部５５１および相関値データ
シュリンク部５５２は不要である。
【０１６２】
　また、本発明の具体的態様は、上記実施の形態に記載された内容に限定されない。当業
者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に
想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技術的範囲に属するも
のと了解される。
【０１６３】
　＜本開示のまとめ＞
　本開示のレーダ装置は、レーダ信号のエコー信号を受信するアンテナの受信信号から、
各レンジにおけるドップラー周波数を取得するドップラー周波数取得部と、前記ドップラ
ー周波数と、距離および方向の少なくとも一方と、の組み合わせ毎に、前記エコー信号の
強さを示す方位相関電力値を算出する方位相関電力値算出部と、前記組み合わせ毎に、前
記エコー信号の到来方向の確からしさを示す正規化方位相関値を算出する正規化方位相関
値算出部と、を有する。
【０１６４】
　なお、上記レーダ装置は、前記方位相関電力値および前記正規化方位相関値に基づいて
、前記レーダ信号を反射した物体を検知する物体検知部、を有してもよい。
【０１６５】
　また、上記レーダ装置において、前記物体検知部は、前記方位相関電力値に基づいて、
前記レーダ信号を反射した第１の物体および第２の物体が位置する領域を検出する物体検
出部と、前記正規化方位相関値が第１の値を超える前記ドップラー周波数の広がりの幅が
、第２の値を超えるか否かに基づいて、前記領域を、第１の物体が位置する第１の領域と
前記第２の物体が位置する第２の領域とに分離する物体分離部と、を有してもよい。
【０１６６】
　また、上記レーダ装置において、前記第１の物体は、車を含み、前記第２の物体は、人
を含み、前記物体分離部は、前記領域のうち、前記ドップラー周波数の広がりの幅が前記
第２の値を超える部分を、前記第２の領域であると判定してもよい。
【０１６７】
　また、上記レーダ装置において、前記ドップラー周波数取得部は、複数の前記アンテナ
のそれぞれについて、前記受信信号から、各レンジにおけるドップラー周波数を取得し、
前記正規化方位相関値算出部は、前記複数のアンテナの相対位置関係を用いて、複数の前
記受信信号から前記正規化方位相関値を算出してもよい。
【０１６８】
　また、上記レーダ装置において、前記方位相関電力値算出部は、ドップラー周波数、距
離、および方向の組み合わせ毎に、前記方向から前記エコー信号が到来したときの、前記
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複数の受信アンテナの複素数応答を示す方向ベクトルと、ドップラー周波数および距離の
組み合わせ毎に、前記複数の受信信号の成分を示す相関ベクトルと、の内積を、前記方位
相関電力値として算出し、前記正規化方位相関値算出部は、ドップラー周波数、距離、お
よび方向の組み合わせ毎に、前記内積を前記相関ベクトルの値で正規化した値を、前記正
規化方位相関値として算出してもよい。
【０１６９】
　また、上記レーダ装置は、ドップラー周波数、距離、および方向の複数の組み合わせに
対応する複数の前記方位相関電力値から成る方位相関電力値データに対して、距離成分ま
たは方向成分のうちの所定の成分の圧縮を行う電力値データシュリンク部と、前記複数の
組み合わせに対応する複数の正規化方位相関値から成る正規化方位相関値データに対して
、前記所定の成分の圧縮を行う相関値データシュリンク部と、を有し、前記物体検出部は
、前記圧縮が行われた前記方位相関電力値データに基づいて、前記領域を検出し、前記物
体分離部は、前記圧縮が行われた前記正規化方位相関値データに基づいて、前記領域を前
記第１の領域と前記第２の領域とに分離してもよい。
【０１７０】
　本開示の物体検知方法は、レーダ信号のエコー信号を受信するアンテナの受信信号から
、各レンジにおけるドップラー周波数を取得するステップと、前記ドップラー周波数と、
距離および方向の少なくとも一方と、の組み合わせ毎に、前記エコー信号の強さを示す方
位相関電力値を算出するステップと、前記組み合わせ毎に、前記エコー信号の到来方向の
確からしさを示す正規化方位相関値を算出するステップと、前記方位相関電力値および前
記正規化方位相関値に基づいて、前記レーダ信号を反射した物体を検知するステップと、
を有する。
【産業上の利用可能性】
【０１７１】
　本発明は、数の物体のそれぞれをより確実に検知することができる、レーダ装置および
物体検知方法として有用であり、特に、交通環境でのセフティシステムの性能を向上させ
るレーダ装置として好適である。
【符号の説明】
【０１７２】
　２００　レーダ装置
　３００　基準信号生成部
　４００　レーダ送信部
　４１０　送信信号生成部
　４１１　符号生成部
　４１２　変調部
　４１３　ＬＰＦ部
　４１４　Ｄ／Ａ変換部
　４２０　送信ＲＦ部
　４２１　周波数変換部
　４２２　増幅器
　４２３　送信アンテナ
　５００　レーダ受信部
　５１０　受信処理部
　５１１　受信アンテナ
　５１２　遅延プロファイル生成部
　５２０　ドップラー周波数取得部
　５２１　ドップラー周波数解析部
　５３０　物体検出分離部
　５４０　到来方向推定部
　５４１　方位相関電力値算出部
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　５４２　正規化方位相関値算出部
　５５０　物体検知部
　５５１　電力値データシュリンク部
　５５２　相関値データシュリンク部
　５５３　物体検出部
　５５４　物体分離部

【図１】 【図２】
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