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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標を探知するレーダ装置において、
　空間位相が等しくなる２以上の基準パスを形成する２以上の送信アンテナと受信アンテ
ナとの組合せを含む、２以上の送信アンテナ，及び前記基準パスの形成に使用される２以
上の受信アンテナと前記基準パスの形成に使用されない１以上の受信アンテナとを含む３
以上の受信アンテナと、
　各基準パスにおける受信アンテナで受信される受信信号の包絡線を取得する包絡線検波
部と、
　前記包絡線検波部により取得された各基準パスの受信信号の包絡線間の積分距離の最小
値を与える遅延量から基準パス間の位相補正量を決定する決定部と、
　前記決定部で決定された位相補正量を用いて、前記３以上の受信アンテナで受信される
全ての受信信号の位相を揃える補正部と、
を含むレーダ装置。
【請求項２】
　前記各送信アンテナからの信号放射を所定変調方式のための基準信号の周期に対応した
各送信サイクル時間で順次切り替える制御部を更に備え、
　前記包絡線検波部は、前記各基準パスにおける受信アンテナで受信される、前記各送信
サイクル時間に対応する時間の各受信信号の包絡線をそれぞれ取得し、
　前記決定部は、前記包絡線検波部で取得された各包絡線の時間長を揃えた後、各包絡線
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間の最小の積分距離を与える遅延量を求め、
　前記補正部は、前記各受信アンテナからの受信信号における前記決定部で決定された遅
延量分遅延させたタイミングから前記各送信サイクル時間のうちの最小時間分の信号を抽
出することにより位相補正を行う、
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】
　前記決定部で妥当且つ明確な積分距離の最小値が決定できないときに、所定変調方式の
ための基準信号の周期及び送信サイクル時間の少なくとも一方が変更される
請求項２に記載のレーダ装置。
【請求項４】
　基準パスの１つ以上を形成する受信アンテナから受信される受信信号の周波数分析を行
う周波数分析部と、
　前記各受信アンテナで受信された受信信号のうち、前記周波数分析部の周波数分析結果
に応じた中心周波数を持つ所定帯域で透過させるバンドパスフィルタと
をさらに含む請求項１から３のいずれか１項に記載のレーダ装置。
【請求項５】
　基準パスの１つ以上を形成する受信アンテナから受信される受信信号の周波数分析を行
う周波数分析部と、
　前記受信信号が所定閾値以下の周波数成分を含む場合に、各基準パスにおける受信信号
が通過するローパスフィルタと
を更に含む請求項１から３のいずれか１項に記載のレーダ装置。
【請求項６】
　空間位相が等しくなる２以上の基準パスを形成する２以上の送信アンテナと受信アンテ
ナとの組合せを含む、２以上の送信アンテナ，及び前記基準パスの形成に使用される２以
上の受信アンテナと前記基準パスの形成に使用されない１以上の受信アンテナとを含む３
以上の受信アンテナのうち、各基準パスにおける受信アンテナで受信される受信信号の包
絡線を取得し、
　取得された各基準パスの受信信号の包絡線の最小の積分距離を与える遅延量から基準パ
ス間の位相補正量を決定し、
　決定された位相補正量を用いて、前記３以上の受信アンテナで受信される全ての受信信
号の位相を揃える補正を行う、
ことを含む目標探知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開口合成を用いた探知測距装置及び目標探知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　探知測距装置、例えば、車載用レーダ（以降、探知測距装置の具体例としてレーダ装置
を取り上げる）等には、複数の送信用センサ素子から構成される送信用センサアレイと、
複数の受信用センサ素子から構成される受信用センサアレイとを組み合わせ、実効的に受
信用のセンサアレイの開口を拡大する技術を採用する事で、性能を犠牲にせずに小型化を
実現した装置がある。このような技術は、ホログラフィック開口合成方式、ホログラフ、
開口合成等と呼ばれる。開口合成を用いたレーダ装置は、複数の送信センサ素子から（時
分割多重、周波数分割多重、或いは、符号分割多重の何れかの方式、又は、その組み合わ
せで）プローブ信号を放射し、このプローブ信号が被探知目標によって反射されることで
生じるエコー信号を複数の受信センサ素子で受信し、各受信センサ素子で受信された信号
を合成することにより実効的な受信センサ素子数を増やし、探知可能な目標数を増やすと
共に、角度分解能を向上させている。以降、開口合成を用いたレーダ装置を開口合成レー
ダと表記する。また、センサ素子をアンテナ（素子）、センサアレイをアレイアンテナと
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区別せずに用いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１５５１７１号公報
【特許文献２】特開２００６－９８１８１号公報
【特許文献３】特開２００７－１５５３８１号公報
【特許文献４】特開平１１－２３１０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の開口合成レーダでは、或る特定の条件下においては、被探知目標
を正確に探知できないという問題があった。この様な条件としては、例えば、複数の物体
がレーダから殆ど同じ視線方向相対距離（以下、単に距離と記す）に存在し、それぞれが
殆ど同じ視線方向相対速度（以下、単に速度と記す）で運動している様なケースがある。
この様なケースを具体的に考えるならば、渋滞状況等（複数の物体が、近接した位置を小
さな速度差で動いている）、日常的に頻発するシーンでも正確に目標を探知できなくなる
可能性がある。車載用レーダとしての開口合成レーダはこのような問題点を抱えている。
【０００５】
　本発明の一態様の目的は、被探知目標を適正に探知する開口合成を可能とすることにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の各態様では、上述した課題を解決するために、それぞれ以下の構成を採用する
。
【０００７】
　すなわち、第１の態様は、目標を探知するレーダ装置において、
　空間位相が等しくなる２以上の基準パスを形成する２以上の送信アンテナと受信アンテ
ナとの組合せを含む、２以上の送信アンテナ，及び２以上の受信アンテナと、
　各基準パスにおける受信アンテナで受信される受信信号の包絡線を取得する包絡線検波
部と、
　前記包絡線検波部により取得された各基準パスの受信信号の包絡線間について定義され
る積分距離の最小値を与える遅延量から基準パス間の位相補正量を決定する決定部と、
　前記決定部で決定された位相補正量を用いて、前記２以上の受信アンテナで受信される
全ての受信信号の位相を揃える補正部と、
を含む。
【０００８】
　なお、別態様としては、以上の何れかの構成を実現する目標探知方法であってもよいし
、そのような方法を実行するプログラムであってもよいし、このようなプログラムを記録
したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体であってもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　上記態様によれば、被探知目標を適正に探知する開口合成が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】比較例に係るレーダ装置の構成例を示す図。
【図２】図１のレーダ装置で利用されるタイミングチャート。
【図３】開口合成の成立条件を示す概念図。以下、ＡR1/T1、ＡRN/T2を送受共用素子とし
て動作させるタイムスロット（図２のタイミングチャートに従った場合、観測時間：［０
、Ｔf］、［Ｔf、２Ｔf］）を、それぞれＦＭ１、ＦＭ２、或いは、測定時間Ａ、Ｂと記
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す。
【図４】シーン設定例を示す図。
【図５】図１のレーダ装置を用いて測角を実施した結果を示すグラフ。
【図６】図５で利用した周波数ドメインの信号を時間ドメイン信号に変換し、測角を実施
した結果を示すグラフ。
【図７】図６の時間ドメインの信号に対し、時間ドメインで位相差をキャンセルした場合
の測角結果を示すグラフ。
【図８】比較例のレーダ装置によって取得される基準パスのエコー信号とその包絡線を示
すグラフ。
【図９】第１実施形態に係るレーダ装置の構成を示すブロック図。
【図１０】図９に示したレーダ装置の動作を示すタイムチャート。
【図１１】図９に示したレーダ装置によって取得される基準パスのエコー信号とその包絡
線を示すグラフ。
【図１２】図１１に示した包絡線の位相が一致するタイムラグを積分距離から求めた例を
示すグラフ。
【図１３】図１２に示したタイムラグに基づいて切り出した包絡線の位相が揃ったデータ
を示す。
【図１４】位相補正を施して信号の開口合成を成立させた後、ＦＦＴを行い、周波数ドメ
インで測角を実施した例を示す。
【図１５】図９に示したレーダ装置によって取得される基準パスのエコー信号とその包絡
線の別の例を示すグラフ。
【図１６】図１５に示した包絡線の位相が一致するタイムラグを積分距離から求めた例を
示すグラフ。
【図１７】図１６に示したタイムラグに基づいて切り出した包絡線の位相が揃ったデータ
を示す。
【図１８】位相補正を施して信号の開口合成を成立させた後、ＦＦＴを行い、周波数ドメ
インで測角を実施した例を示す。
【図１９】合成包絡線に対する位相補正を説明する図。
【図２０】複数の距離に相対速度の近似した複数の目標が存在する場合における測定結果
を示す図。
【図２１】第２実施形態におけるレーダ装置の構成例を示す図。
【図２２】第３実施形態におけるレーダ装置の構成例を示す図。
【図２３】第４実施形態におけるレーダ装置の構成例を示す図。
【図２４】第４実施形態におけるタイミングチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態に係る探知測距装置について説明する。以下の実施形態におけ
る構成は例示であり、本発明は実施形態の構成に限定されない。
【００１２】
　＜比較例＞
　本発明の実施形態を説明する前に、比較例について説明する。センサアレイによる目標
の角度検知機能を持つ探知測距装置は、基本的にセンサの物理開口によって解像度が決定
される。このため、例えば寸法制限の厳しい車載用レーダに適用される探知測距装置では
、複数の送信用センサと複数の受信用センサとを組み合わせて、実効的な開口を拡大する
ホログラフィック開口合成方式（以下、単にホログラフ、若しくは開口合成と呼ぶ）が採
用されている。
【００１３】
　以下、比較例の説明を行うにあたって、探知測距装置の具体例として変調方式にFMCW（
Frequency Modulated Continuous Wave）を採用したレーダ装置を考える（従って、セン
サはアンテナとなる）。
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【００１４】
　図１は、比較例に係る探知測距装置（開口合成レーダ装置）の回路ブロック例である。
図１において、共用アンテナ（送受信アンテナ）ＡR1/T1及びＡRN/T2は、直交座標のＸ軸
に沿って配置されている。受信（ＲＸ）用のアレーアンテナ（受信アンテナ）は、原点か
らＸ軸の正方向に向かって間隔ｄで配置されたＮ個のエレメントアンテナＡR1～ＡRNから
なる。送信（ＴＸ）用のアレーアンテナ（送信アンテナ）は、受信用のアレーアンテナの
最外縁に配置された２個(Ｕ＝２)のアンテナＡT1及びＡT2からなる。
【００１５】
　レーダ装置１は、オシレータ（ＯＳＣ）モジュール（発振モジュール）２２を備えてお
り、ＯＳＣモジュール２２は、高周波電圧制御発振器（ＲＦ－ＶＣＯ(Radio Frequency- 
Voltage Control Oscillator))と、ベースバンド発振器（ＢＢ－ＯＳＣ(Base Band Oscil
lator)）とを備えている。ＲＦ－ＶＣＯは、ＢＢ－ＯＳＣから入力される変調入力信号に
よって、ＦＭ変調（周波数変調）を受けた信号をシステムリファレンス信号として出力す
る。
【００１６】
　ＯＳＣモジュール２２からのシステムリファレンス信号は、アンテナＡT1及びＡT2から
目標探知用のプローブ信号として出力される一方で、アンテナＡR1～ＡRNで受信された目
標からのエコー信号を復調する為に用いられる。
【００１７】
　図２は、図１に示した探知測距装置１のタイミングチャートである。即ち、レーダ装置
１は、２つの共用アンテナＡR1/T1及びＡRN/T2を送信に使用する。このため、測定時間［
０、Ｔf］では、共用アンテナＡR1/T1を送受信（ＴＸ／ＲＸ）アンテナとして、受信アン
テナＡR2～ＡRN-1及び共用アンテナＡRN/T2を受信（ＲＸ）アンテナとして用い、測定時
間［Ｔf、２Ｔf］では、共用アンテナＡRN/T2をＴＸ／ＲＸアンテナとして用いるととも
に、共用アンテナＡR1/T1及び受信アンテナＡR2～ＡRN-1をＲＸアンテナとして用いる。
なお、Ｔfは変調入力信号の周期である。
【００１８】
　ここで、各時間区間に於けるプローブ信号、すなわち、送信アンテナＡT1及びＡT2から
放射されるプローブ信号をvTX1（t）、vTX2（t）とおくと、各プローブ信号vTX1（t）、v
TX2（t）は周期Ｔfの信号となるので、それぞれ以下の式（１．１ａ）及び（１．１ｂ）
で表される。また、vTX2（t）のΔφは送信時間差による位相ズレを示す。
【００１９】
【数１】

　但し、ωcはＲＦ－ＯＳＣのキャリア角周波数（以下の説明では、角周波数と周波数と
は区別しない）であり、h（t）は変調入力信号ｆ（x）に対して、以下の式（１．２）で
定義される。
【００２０】
【数２】

　簡単の為、変調入力信号ｆ（x）の時間の原点を半周期ズラすと、f（x）は以下の式（
１．３）で表される。なお、式（１．３）中のΔωは片側変調帯域幅である。
【００２１】
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【数３】

　ここで、双方のＴＸアンテナＡT1，ＡT2からプローブ信号を交互に送信中、Ｍ個の被探
知目標がレーダ装置１に対して視線方向相対距離ｒm（m）、角度θm（deg）の位置を視線
方向相対速度vm（km/h）で運動し続けると仮定する（但し角度は時不変とする）。このと
き、各ＲＸアンテナで受信されるエコー信号（受信信号）vTX1RX,n（t）、及びvTX2RX,n
（t）は、式（１．５）、（１．６ａ）、（１．６ｂ）の定義を用いて、以下の式（１．
４ａ）及び（１．４ｂ）で表すことができる（ｎ＝１～Ｎ、ｍ＝１～Ｍ）。
【００２２】
　受信信号ｖTX1

RX,n（ｔ）は、測定時間［０、Ｔf］に於いて、送信アンテナＡT1から放
射されたプローブ信号のエコー信号を受信アンテナＡR1～ＡRNで受信した各信号を示す。
受信信号ｖTX2

RX,n（ｔ）は、測定時間［Ｔf、２Ｔf］に於いて、送信アンテナＡT2から
放射されたプローブ信号のエコー信号を受信アンテナＡR1～ＡRNで受信した各信号を示す
。なお、ｎTX1/2

n（t）は加法性ガウス雑音であり、また冗長性を避ける為、以下の説明
で“視線方向”という語は省略する。
【００２３】

【数４】

　これらのエコー信号（受信信号）は、低雑音増幅器（以降、ＬＮＡと表記する）１２（
１２＃１～＃Ｎ）で増幅され、ミキサ１４（１４＃１～＃Ｎ）でＯＳＣモジュール２２か
らのシステムリファレンス信号とミキシングしてベースバンド信号に変換される。
【００２４】
　ベースバンド信号は、増幅やフィルタリングのような適切なインタフェース（ＩＦ）処
理が施された後、アナログ／ディジタル変換器（Ａ／Ｄ）１５（１５＃１～＃Ｎ）におい
て、例えば、サンプリング周波数ωs=ωf*K（但し、ωf=２π/Ｔf、Ｋはサンプル数）で
ディジタル信号に変換される。その後、ディジタル信号に変換されたベースバンド信号（
ディジタルベースバンド信号（復調信号））は、信号処理部（Signal Processing Unit）
２１において、各種の信号処理が施され、所望の目標諸元として、被探知目標の距離、速
度、及び角度が推定される。
【００２５】
　ここで、各受信アンテナでの受信信号から得られる各復調信号ｖTX1

RX,n（ｔ）、ｖTX2

RX,n（ｔ）は、復調等に伴う位相誤差を各プローブ信号に起因する量としてまとめてΔψ
TX1（ｔ）及びΔψTX2（ｔ）で示すと、以下の式（１．７ａ）及び（１．７ｂ）のように
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示される。以降、各信号の表記で、例えば、［０、Ｔf］なる時間区間を動く時間変数tは
、δt＝Ｔf/Ｋで離散化された時間［０，δt，2δt，…，（K-1）δt］を動くと仮定する
。
【００２６】
【数５】

　実際に市場に存在するレーダ装置の諸元に基づいて、上記した式（１．７ａ）及び（１
．７ｂ）から誤差及び空間位相を除いた状態で、ＦＭのダウンチャープによる位相項を取
り出して整理すると、以下の式（１．８）が得られる。なお、参考とした装置諸元は、探
知距離範囲（最小及び最大探知距離）が１～２００[ｍ]、探知速度範囲が１～２００[ｋ
ｍ/ｈ]、Δωが約５０ＭＨｚ、基準信号（ＲＦ－ＶＣＯへの変調入力信号）の周期Ｔfが
１[msec]程度である。
【００２７】
【数６】

　式（１．８）を参照し、距離遅延による周波数成分（アップチャープの場合は符号が異
なる）である－４Δωτm

0／ＴfをωB
mとおき、定数項ωcτ

m
0+Δωτm

0をΔψTX1（t）
、ΔψTX2（t）に含めると、以下の式（１．９ａ）及び（１．９ｂ）が得られる。
【００２８】
【数７】

　図３は、図２のタイミングチャートに沿って装置を動作させた場合を例に採って、開口
合成が成立する条件を示した概念図である。図３は、基準送信アンテナＡT1からプローブ
信号が放射され、そのエコー信号がタイムスロット［０、Ｔf］（以降、測定時間Ａとも
表記する）に於いて基準受信アンテナＡRNで受信されている様子を示している。更に、図
３は、基準送信アンテナＡT2からプローブ信号が放射され、そのエコー信号がタイムスロ
ット［Ｔf、２Ｔf］（以降、測定時間Ｂとも表記する）に於いて基準受信アンテナＡR1で
受信されている様子も示している。図３から明らかな様に、測定時間Ａ及びＢのそれぞれ
で受信された各信号に対して開口合成が成立するのは、測定時間Ａに於いて基準受信アン
テナＡRNで受信された信号と、測定時間Ｂに於いて基準受信アンテナＡR1で受信された信
号との位相長が一致する場合である。
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【００２９】
　換言すれば、２つの測定時間帯［０、Ｔf］及び［Ｔf、２Ｔf］で取得された各復調信
号vTX1RX,n（t）、vTX2RX,n（t）に対して開口合成が成立する条件は、合成時の位相基準
を与える送受信アンテナの組合せ（基準パス）における各復調信号vTX1RX,N（t）、vTX2R
X,1（t）の位相長が双方の測定時間で一致することである。
【００３０】
　なお、装置構成や変調方式、或いはタイミングチャートの選択によっては、位相長が等
しくなる送受信アンテナの組み合わせは複数存在するケースもあり得る。しかしながら、
レーダ装置１では合成後のアンテナ開口が最大となり、且つ、位相長が等しくなる送受信
アンテナの組合せは、送信アンテナＡT1と受信アンテナＡRNとのペアと、送信アンテナＡ

T2とＡR1とのペアとである。このため、これらの組合せを基準パスの具体例として説明す
る。また、以降の説明においては、送受信アンテナを識別する際には、例えば、“ＡT1”
を“ＴＸ１”、“ＡR1”を“ＲＸ１”と略記することもある。
【００３１】
　開口合成を行う際には、式（１．９ａ）及び式（１．９ｂ）における、位相誤差ΔψTX

1（t）、ΔψTX2（t）の扱いが問題となる。レーダ装置１における開口合成手法では、最
初に、各測定時間に得られたエコー信号に高速フーリエ変換（FFT（Fast Fourier Transf
ormation））を施し、エコー信号を周波数ドメインのデータに変換する。
【００３２】
　vTX1RX,N（t）を例に取って具体的に示すと、周波数インデックスがｋ（ｋ＝－Ｋ／２
＋１～Ｋ／２）番目の要素は、以下の式（１．１０）で与えられる。このため、ｍ番目の
目標に対するＦＦＴ結果は、空間位相を除いて式（１．１１ａ）で表される。但し、式（
１．１１ａ）の左辺は、下記式（１．１１ｂ）のように定義した場合には、式（１．１１
ｃ）等により得られる。なお、一般性を失わずｇ0

TX1=1とおいて良い。
【００３３】
【数８】

　以上の考察を踏まえると、上記式（１．９ａ）及び（１．９ｂ）に示した時間ドメイン
の信号から変換された周波数ドメイン信号は、以下の式（１．１２ａ）及び（１．１２ｂ
）のように表わすことができる。
【００３４】
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【数９】

　続いて、信号処理部２１は、基準組み合わせに対応する各復調信号を用いて、各周波数
インデックスｋにおける位相誤差ｄψ（ｋ）を、下記の式（１．１３）を用いて取得する
（ここで、基準組み合わせに対して空間位相が等しくなる事に注意）。
【００３５】
　最後に、信号処理部２１では、位相誤差ｄψ（ｋ）に基づく補正量ｅｘｐ［－ｊｄψ（
ｋ）］をＶTX2

RX,n（ｋ）の全てのｎ及びｋについて掛けることにより、ＶTX2
RX,n（ｋ）

の位相誤差をＶTX1
RX,n（ｋ）の位相誤差ΔψTX1（ｔ）と合わせ、結果、開口合成を成立

させていた。即ち、図７のレーダ装置の信号処理部２１によって得られる開口合成信号は
、下記式（１．１４ａ）及び（１．１４ｂ）で示される（簡単の為、加法性雑音成分の影
響は省略している）。
【００３６】
【数１０】

　上記式（１．１４ａ）及び（１．１４ｂ）のような各信号から被探知目標の角度を推定
するためには、基準受信アンテナの各信号の空間位相が等しいことに基づいて、開口合成
を実施した後の基準受信アンテナの信号を以下の式（１．１５）によって定義する。更に
、先に定義した基準受信アンテナの信号と、他の各受信アンテナによって受信された信号
とを要素とするベクトルＶ（ｋ）、雑音信号ベクトルＮ（ｋ）、角度行列Ａ、及び、目標
信号ベクトルＸ（ｋ）を、以下の式（１．１６ａ）、（１．１６ｂ）、（１．１６ｃ）、
及び、（１．１６ｄ）で定義することによって、開口合成された信号に対し、式（１．１
７）のようなアレー信号処理の基本関係式を導く（言うまでも無いが、各式は周波数イン
デックスがｋである信号要素に関する表記である）。
【００３７】
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【数１１】

　図１に示す信号処理部２１は、ＤＢＦ（Digital Beam Forming）法、ＭＵＳＩＣ（MUlt
iple SIgnal Classification）法、或いはＰＲＩＳＭ（PRopagator method based on an 
Improved Spacial-smoothing Matrix ）法のような、既知の角度推定法（測角アルゴリズ
ム）を用いて処理する。
【００３８】
　上述した比較例では、２個のアンテナを２つの測定時間帯でそれぞれ送信アンテナとし
て動作させ、Ｎ組の受信アンテナで被探知目標からのエコー信号を受信し、これらを空間
位相が同じになる基準パスの位相長が等しいと考えて合成する。これによって、２Ｎ－１
個のアンテナ素子からなる受信アレーアンテナを備えるレーダ装置（探知測距装置）を用
いて同時に信号を受信した様に機能させる（換言すれば、実効開口を拡大する）ことを可
能とする。
【００３９】
　しかしながら、測定位置から同一距離を隔てて複数の被探知対象が存在し、各被探知目
標が微少な速度差で運動しているシーン（例えば、レーダ装置を搭載した車両が渋滞に巻
き込まれている状態）では、開口合成が上手く機能しない事があった。
【００４０】
　図４は、シーン設定例を示す図である。以下、図４で示されるシーン設定を用いて、図
１で示すレーダ装置の問題点を数式で検証する。図４のシーン設定では、２台の被探知目
標Ｔ1、Ｔ2が、図１のレーダ装置Ｏから同距離（ｒ1＝ｒ2＝ｒ）で角度θ1及びθ2の位置
に存在し、それぞれ速度ｖ1及びｖ2で運動している。
【００４１】
　ここで、計算例で用いたレーダ装置の諸元について記しておくと、発振モジュール２２
から出力されるシステムリファレンス信号は、キャリア周波数が７６ギガヘルツ[ＧＨｚ]
（＝ωC／２π）、ＲＦ－ＶＣＯへの変調入力信号（基準信号）の基本周期Ｔfが４[ｍｓ
ｅｃ]、片側変調帯域が５０[ＭＨｚ]（＝Δω／２π）のＦＭＣＷ信号である。また、ア
ンテナ素子数Ｎが４、アンテナ素子間隔ｄが１．８λ（λはキャリア信号の波長）、サン
プル数Ｋが５１２であるとした。更に、図４のシーン設定における各被探知目標の諸元（
距離、角度、速度）をＴ1：（４０[ｍ]、０[ｄｅｇ]、１０[ｋｍ／ｈ]）、Ｔ2：（４０[
ｍ]、３（ｄｅｇ）、１１（ｋｍ／ｈ））と、ＳＮＲを３０[ｄＢ]と仮定した。なお、目
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【００４２】
　このような各諸元を用いて、比較例に係るレーダ装置１において、先述の手順に従って
開口合成操作を行い、周波数ドメインでの測角を行ったところ図５のような結果となった
。図５は、比較例に係るレーダ装置１（図１）における測角結果を示すグラフである。図
５に示す結果によれば、被探知目標の距離は概ね正確に推定できているものの、０度及び
３度にそれぞれ１つずつ存在する被探知目標が１．５度付近に存在する１つの被探知目標
として誤推定されている。
【００４３】
　そこで、このような誤推定の原因を特定するために、上記の合成信号（式（１．１７）
）に逆フーリエ変換を施すことにより当該合成信号を時間ドメインの信号に再変換した後
に、この再変換された時間ドメインの信号に測角アルゴリズムを適用した。図６は、図５
で利用した周波数ドメインの信号から変換された、時間ドメインの信号に対する測角結果
を示すグラフである。ＤＢＦ、ＭＵＳＩＣ及びＰＲＩＳＭの測角結果を示すグラフ（左上
グラフ、右上グラフ、左下グラフ）によれば、本来、時間的に不変であるはずの目標角度
（図では空間位相φTX1/2,m

n（ｔ）の傾きと記している）が時間に応じて変化している。
【００４４】
　この例では、２つの被探知目標の相対速度差は１[ｋｍ／ｈ]（≒０．２８[ｍ／ｓｅｃ]
）であるから、Ｔf（＝４[ｍｓｅｃ]）時間毎にこの速度差によって生じる被探知目標間
の距離差は約１．１[ｍｍ]に過ぎず、装置の距離分解能（≒０．７５[ｍ]）と比べて遥か
に小さな値である。言い替えれば、２つの測定時間を通して、各被探知目標の距離は同じ
とみなすことができるため、距離遅延によって定まる周波数ωB

1及びωB
2は、概ね同一の

値ωBとなると考えて良い（式（２．１）参照。具体的には、周波数ωB
1及びωB

2は４０[
ｍ]で概ね１３[ｋＨｚ]となる）。以上より、上記式（１．９ａ）及び（１．９ｂ）は以
下の式（２．２ａ）及び（２．２ｂ）のように書き換えることができる。
【００４５】
【数１２】

　一方、ドップラー周波数に対応する位相及び空間位相について考えると、例えば上記式
（２．２ａ）におけるｖTX1

RX,n（ｔ）の総和項のｅｘｐの括弧内は、下記式（２．３ａ
）で表わすことができる。この式（２．３ａ）によれば、時間的に不変の空間位相（ｎ－
１）ｄｓｉｎ（θm）が、時間に従って変化するドップラー位相推移２ｖmｔと同程度のオ
ーダーとなる（なお、ドップラー周波数は１０[ｋｍ／ｈ]で１．４[ｋＨｚ]程度である）
。
【００４６】
　この結果、図６に示すように、時間ドメインにおいて角度推定を行った際に観察された
現象（時間的に不変であるはずの角度が時間に応じて変化するかの如く振る舞う）が生じ
ると考えられる。このような現象が上述のような問題点（図５で示されるような誤推定）
を招いていると考えられる。
【００４７】
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【数１３】

　そこで、上述した問題点を解決する手法として、先ず、時間ドメインで信号の位相差を
キャンセルすることによって、時間に応じて変化するドップラー位相推移の影響も含めた
補正を行うことが考えられる。具体的には、基準組み合わせに対する上記式（２．２）を
用い、以下の式（２．４）によって補正量を算出する。そして、ｖTX2

RX,n（ｔ）の全て
のｎ及びｔについて、この補正量を用いたｅｘｐ［－ｊｄψ（ｔ）］を掛けることで、ｖ
TX2

RX,n（ｔ）の位相誤差をｖTX1
RX,n（ｔ）の位相誤差と共通の位相誤差ΔψTX1（ｔ）

に合わせた後、合成開口を行う。
【００４８】
【数１４】

　図７は、このようにして得られた信号に測角アルゴリズムを適用した結果を示すグラフ
である。図７によれば、時間ドメインで信号の位相差をキャンセルすることにより、予想
通り角度の時間変化が打ち消されている。しかしながら、やはり、被探知目標の個数と角
度は誤推定されたままである。
【００４９】
　そこで、上記式（２．２ａ）及び（２．２ｂ）を見直すと、距離遅延によって定まる周
波数が１３ｋＨｚ程度であったのに対して、ドップラー周波数は１．４ｋＨｚと１０分の
１程度である。このため、式（２．２ａ）及び（２．２ｂ）は、キャリア信号ｅｘｐ（ｊ
ωBｔ）に総和記号内の時間変項で振幅変調が掛かっているものと見なせる（勿論、ここ
でいうキャリア信号とは周波数ωcのシステムキャリア信号ではない）。即ち、上記式（
２．２ａ）において、ｖTX1

RX,n（ｔ）の総和項のみを取り出して整理すると、下記式（
２．５）のように示すことができる。
【００５０】

【数１５】

　式（２．５）の最右辺は、２つの目標からの信号が合成された結果、信号処理部からは
、実質上、複素成分ｅｘｐ（）と実数成分ｃｏｓ（）との積として表せる１つの信号と見
えることを意味している。即ち、複素成分は２つの被探知目標の平均ドップラー周波数と
平均角度を持つ１つの被探知目標が存在しているかのように振る舞う。また、実数成分か
らは２つの被探知目標のドップラー信号間のビート成分が発生しており、振幅変調（ＡＭ
）成分の包絡線となることが分かる。
【００５１】
　上述の擬似的な単一目標に由来する複素信号に先述のビート信号で振幅変調（ＡＭ）が
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掛かった信号が式（２．５）の実体である。これが、時間ドメインに於いて、位相補正か
ら開口合成を行う事で、角度の時間変化は補正出来たにも拘らず、被探知目標の個数と角
度の誤推定までは解決されなかった原因である。なお、元の被探知目標のドップラー信号
間のビート信号（ＡＭ成分）は、式（２．５）（一般的には、式（１．９）や式（２．２
））の包絡線として求められる事は明らかである。
【００５２】
　図８は、上記の結論の妥当性を検証する為、基準受信アンテナにおける復調信号とこの
復調信号にヒルベルト（Hilbert）変換を施して得られた包絡線信号（ＡＭ成分）とを併
記したグラフである。各復調信号（式（２．２ａ）及び（２．２ｂ））は上部に示され、
各包絡線信号は下部に示されている。
【００５３】
　図８によれば、２つの測定時間［０、Ｔf］、［Ｔf、２Ｔf］で得られた受信信号の位
相が包絡線の影響によって大きく異なっていることが表されている。また、各包絡線信号
の周波数（バイポーラ信号とみなした時）は、約７３Ｈｚであり、装置の最小周波数分解
能である５００Ｈｚより遥かに小さい。このため、周波数ドメインで位相補正を施しても
正確に開口合成ができないことが明らかである。
【００５４】
　＜第１実施形態＞
　以下、本発明の第１実施形態に係る探知測距装置について説明する。図９は、第１実施
形態に係る探知測距装置の具体例であるレーダ装置の構成例を示す。図１に示した比較例
と共通な構成要素には、同一の符号を付している。実施形態に係るレーダ装置として、プ
ローブ信号にＦＭＣＷ（Frequency Modulated Continuous Wave）を採用したレーダ装置
について説明する。レーダ装置は、車両のような移動体に搭載されることが想定されてい
る。
【００５５】
　図９において、レーダ装置１Ａは、比較例と同様の構成を有するアレイアンテナ１１、
低雑音増幅器（ＬＮＡ）１２、電力増幅器（ＰＷＡ）１３、ミキサ（図９に示すＭＩＸ）
１４、Ａ／Ｄ変換器１５（一時的にデジタルデータを格納するメモリを実装する様に構成
しても良い）、分岐器（ハイブリッド：ＨＹＢ）１６、包絡線検波部（ＨＩＬ）１７、積
分距離計算部（dist（τ））１９、データクリッパ（Data Clipper）及び位相補正部（Ph
ase Compensator）２０、信号処理部(Data Processing Unit)２１、発振モジュール２２
、ＣＰＵ（Central Processing Unit）２３、スイッチコントローラ(SW Controller)２４
、スイッチ(SW)２５、送信サイクル設定器（Ｐ／Ｑ）２６等を有する。これら各ユニット
は、ソフトウェアの構成要素又はハードウェアの構成要素、若しくはこれらの組み合わせ
としてそれぞれ実現される（［その他］の項参照）。
【００５６】
　発振モジュール２２は、ＤＤＳ（Direct Digital Synthesizer）等、ディジタル的に直
接ＦＭＣＷ信号を生成可能な発振器を適用可能である。但し、図９には、一般的なアナロ
グ式の回路構成、即ち、ベースバンド発振器（ＢＢ－ＯＳＣ）と高周波電圧制御発振器（
ＲＦ－ＶＣＯ、勿論、電流制御型でも良い）とを組み合わせた発振モジュール２２が図示
されている。発振モジュール２２では、ＢＢ－ＯＳＣから出力される基準信号がＲＦ－Ｖ
ＣＯへ送られ、ＲＦ－ＶＣＯは基準信号によって周波数変調されたシステムリファレンス
信号を出力する。基準信号には例えば三角波（図１０）が利用される。
【００５７】
　ＰＷＡ（ＨＰＡ）１３は、送信アンテナに対応する処理系統に設けられる。図９の例で
は、送信アンテナとして利用される２つの送信アンテナＡT1及びＡT2に対応して２つのＰ
ＷＡ１３（＃１）及びＰＷＡ１３（＃２）が設けられている。ＰＷＡ１３は、発振モジュ
ール２２から出力されたシステムリファレンス信号を増幅する。ＰＷＡ１３から出力され
るシステムリファレンス信号は、送信アンテナとして選択されている送信アンテナＡT1及
びＡT2の一方から目標探知用のプローブ信号として出力される。
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【００５８】
　アレイアンテナ１１は、異なる空間位置にそれぞれ配列されたＮ個のアンテナ（センサ
）素子を有する。例えば、アレイアンテナ１１は、各アンテナ素子が直線上に等間隔で配
列された等間隔リニアアレイアンテナ（ＵＬＡ（Uniform Linear Array） antenna）を形
成する。図９の例では、直線上に配列された各アンテナ素子のうち、両端の２つのアンテ
ナ素子は、送信及び受信の双方に利用（共用）され、それ以外のアンテナ素子は受信専用
で利用される。以降、送信及び受信に利用されるアンテナ素子を共用アンテナＡR1/T1、
ＡRN/T2と表記することもある。
【００５９】
　各共用アンテナ共用アンテナＡR1/T1、ＡRN/T2は、スイッチ２５により時分割で送信用
又は受信用に切り替えられる。受信用アンテナとして動作するアンテナ素子はＡR1からＡ

RNと表記され、送信用アンテナとして動作するアンテナ素子はＡT1及びＡT2と表記される
。このように、レーダ装置１Ａでは、複数の送信アンテナと複数の受信アンテナとを組み
合わせて実効的な受信アンテナの数を拡大させる開口拡大技術が利用される。
【００６０】
　スイッチ２５は、スイッチコントローラ２４からの制御信号に応じて、共用アンテナＡ

R1/T1、ＡRN/T2の夫々を、送信状態と受信状態との間で切り替える。具体的には、共用ア
ンテナＡR1/T1は、スイッチ２５（＃１）によって、ＰＷＡ１３（＃１）に接続される送
信状態と、ＬＮＡ１２（＃１）に接続される受信状態との間で切り替わる。共用アンテナ
ＡR1/T1は、送信状態において送信アンテナＡT1として動作し、受信状態において受信ア
ンテナＡR1として動作する。同様に、共用アンテナＡRN/T2は、スイッチ２５（＃２）に
よって、ＰＷＡ１３（＃２）に接続される送信状態と、ＬＮＡ１２（＃Ｎ）に接続される
受信状態との間で切り替わる。共用アンテナＡRN/T2は、送信状態において送信アンテナ
ＡT2として動作し、受信状態において受信アンテナＡRNとして動作する。
【００６１】
　スイッチコントローラ２４は、ＣＰＵ２３から送られて来る送信サイクル情報（Ｐ／Ｑ
）、及び発振モジュール２２のベースバンド発振器から出力される基準信号の周期Ｔfに
応じて、スイッチ２５の切り替えタイミングを制御する。
【００６２】
　送信サイクル設定器２６は、信号処理部２１からの要求により基準信号の周期Ｔf又は
送信サイクル情報（Ｐ／Ｑ）の変更指示をＣＰＵ２３へ送る。送信サイクル情報（Ｐ／Ｑ
）とは、基準信号の周期Ｔfを一単位として（但し、個々の共用アンテナを１つのタイム
スロットの中で送受用途に切り替える際のデューティー比は無視）、送信アンテナＡT1を
利用するタイムスロットの比率（Ｐ）と送信アンテナＡT2を利用するタイムスロットの比
率（Ｑ）とを示す。
【００６３】
　スイッチコントローラ２４は、ＰＴf（＝Ｐ×Ｔf）の間、共用アンテナＡRN/T2を受信
アンテナＡRNとして用い、共用アンテナＡR1/T1を所定の周期で切り替えながら送信アン
テナＡT1及び受信アンテナＡR1として利用する。また、スイッチコントローラ２４は、Ｑ
Ｔf（＝Ｑ×Ｔf）の間、共用アンテナＡR1/T1を受信アンテナＡR1として用い、共用アン
テナＡRN/T2を所定の周期で切り替えながら送信アンテナＡT2及び受信アンテナＡRNとし
て利用する。
【００６４】
　図１０は、送信サイクル情報（Ｐ＝１、Ｑ＝２）を用いた場合の送受信タイミングを示
すタイミングチャートである。時間は紙面の左から右に向かって流れている。図１０に示
す例では、時間［０、Ｔf］では、送信アンテナＡT1は、所定の周期Ｔfにおいてプローブ
信号を放射し、受信アンテナＡRNは継続的にエコー信号を受信する。測定時間［Ｔf、３
Ｔf］では、送信アンテナＡT2は所定の時間区間（２Ｔf）に亘ってプローブ信号を放射し
、受信アンテナＡR1は継続的にエコー信号を受信する。
【００６５】
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　図１０のタイミングチャートを参照し、測定開始時刻を０として、本実施形態に基づく
「装置としての動作の１周期」を示すと、タイムスロット［０、ＰＴf］では共用アンテ
ナＡR1/T1が共用アンテナとして動作する一方で、アンテナＡR2～ＡRNが受信アンテナと
して動作する。また、タイムスロット［ＰＴf、（Ｐ＋Ｑ）Ｔf］では、アンテナＡRN/T2

が共用アンテナとして動作する一方で、アンテナＡR1～ＡRN-1が受信アンテナとして動作
する。
【００６６】
　図９に戻って、ＬＮＡ１２は、受信アンテナに対応する処理系統に設けられる。図９の
例では、ＬＮＡ１２（＃２）からＬＮＡ１２（＃Ｎ－１）は各受信アンテナＡR2からＡRN

-1にそれぞれ常時接続される。ＬＮＡ１２（＃１）は、スイッチ２５（＃１）の切り替え
により受信アンテナＡR1に接続される。ＬＮＡ１２（＃Ｎ）は、スイッチ２５（＃２）の
切り替えにより受信アンテナＡRNに接続される。各ＬＮＡ１２は、接続される受信アンテ
ナからエコー信号（受信信号）を受け、受信信号を増幅する。増幅された信号は、ミキサ
１４に送られる。
【００６７】
　ミキサ１４（１４（＃１）～（＃Ｎ））は、ＬＮＡ１２に接続される。ミキサ１４は、
ＬＮＡ１２により増幅された信号を発振モジュール２２から送られるシステムリファレン
ス信号と混合させることにより、受信信号をベースバンド信号に変換する。
【００６８】
　Ａ／Ｄ変換器１５は、ミキサ１４から出力されるベースバンド信号を所定のサンプリン
グ周波数でディジタルベースバンド信号に変換する。以降、このディジタルベースバンド
信号を復調信号と表記することもある。
【００６９】
　ＨＹＢ１６は、受信アンテナＡR1及びＡRNで受信された信号の復調信号を処理するため
に、受信アンテナＡR1及びＡRNに対応する各処理系統にそれぞれ設けられる。具体的には
、ＨＹＢ１６（＃１）はＡ／Ｄ変換器１５（＃１）に接続され、ＨＹＢ１６（＃２）はＡ
／Ｄ変換器１５（＃Ｎ）に接続される。
【００７０】
　言い換えれば、ＨＹＢ１６は、アレイアンテナ１１に於いて空間位相が等しくなる送信
アンテナ及び受信アンテナの組み合わせにおける受信アンテナで受信された信号を処理す
る処理系統に設けられる。従って、ＨＹＢとＨＩＬとを実装する箇所を、図９に示すよう
なアレイアンテナの最外縁の受信アンテナに限定する必要はない。開口合成操作は、この
ように等しい空間位相を与える送信アンテナ及び受信アンテナの組み合わせで受信された
信号を基準として実行される。以降、このように開口合成の基準として採用される送信ア
ンテナ及び受信アンテナの組み合わせを基準組み合わせと表記し、基準組み合わせにおけ
る送信アンテナ及び受信アンテナを基準送信アンテナ及び基準受信アンテナと表記する。
【００７１】
　なお、第１実施形態では、基準送信アンテナＡT1と基準受信アンテナＡRNの組み合わせ
と基準送信アンテナＡT2と基準受信アンテナＡR1との組み合わせが、最も開口拡大率の良
い基準組み合わせとなる。基準組み合わせにおいて送受信される信号の経路は、“基準パ
ス”と呼ばれる。具体的な他の基準組み合わせとしては、基準送信アンテナＡT1と基準受
信アンテナＡR1の組み合わせと基準送信アンテナＡT2と基準受信アンテナＡRNとの組み合
わせ等が考えられる。この場合、基準とする位相長はゼロになる。なお、基準組み合わせ
という語と基準パスという語とを区別しないで用いる事がある。
【００７２】
　図１０のタイミングチャートに従ってレーダ装置１Ａを動作させた場合における開口合
成が成立する条件は、図３で表すことができる。図３は、基準送信アンテナＡT1からプロ
ーブ信号が放射され、そのエコー信号がタイムスロット［０、Ｔf］（以降、測定時間Ａ
とも表記する）に於いて基準受信アンテナＡRNで受信されている様子を示している。更に
、図３は、基準送信アンテナＡT2からプローブ信号が放射され、そのエコー信号がタイム
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スロット［Ｔf、３Ｔf］（以降、測定時間Ｂとも表記する）に於いて基準受信アンテナＡ

R1で受信されている様子も示している（但し、実際に図３に示してあるタイムスロットＢ
は[Ｔf、２Ｔf］である）。
【００７３】
　図３から明らかな様に、測定時間Ａ及びＢのそれぞれで受信された各信号に対して開口
合成が成立するのは、測定時間Ａに於いて基準受信アンテナＡRNで受信された信号と、測
定時間Ｂに於いて基準受信アンテナＡR1で受信された信号との位相長が一致する場合であ
る。
【００７４】
　ＨＹＢ１６は、Ａ／Ｄ変換器１５から出力される復調信号を包絡線検波部１７方向とデ
ータクリッパ／位相補正部２０方向とに分岐する。包絡線検波部１７は、基準受信アンテ
ナで受信されたエコー信号の復調信号を処理するために各ＨＹＢ１６にそれぞれ接続され
る。包絡線検波部１７は、ＨＹＢ１６から入力される復調信号の包絡線成分を検出する。
以降、包絡線検波部１７で取得した包絡線成分を包絡線信号と表記する場合もある。
【００７５】
　包絡線検波部１７は、例えば、信号処理部２１で行われる高速フーリエ変換（ＦＦＴ（
Fast Fourier Transformation））の最小周波数分解能より長い周期（低い周波数）を持
つ信号成分の存在を検出した場合、取得された包絡線信号を積分距離計算部１９に送る。
なお、包絡線検波部１７は、当該フーリエ変換の最小周波数分解能より長い周期を持つ包
絡線成分の存在を検出した場合に限り、上述の送信サイクル情報（Ｐ及びＱ）でのプロー
ブ信号放射をＣＰＵ２３に要求するように送信サイクル設定器２６へ依頼するようにして
もよい（Ｐ、Ｑ、及び、Ｔfの値を変更する事も含む）。なお、包絡線検波部１７は、例
えば、ダイオード検波器、直交復調器、ヒルベルト変換器、ウェーブレット変換器、フィ
ルタバンク等を利用して実現される。
【００７６】
　第１実施形態では、包絡線検波部１７には、ヒルベルト変換器が適用されている。ヒル
ベルト変換器は、複素信号の実数成分のみからなる信号（実際に測定される復調信号は全
て実数である）に対するヒルベルト変換を行い、虚数成分を求める。これによって、複素
信号（解析信号）が得られる。その後、ヒルベルト変換器は、実数成分の自乗と虚数成分
の自乗との和の平方根をとる。
【００７７】
　もし、ミキサ１４、或いはＡ／Ｄ変換器１５の出力がＩ／Ｑ（同相／直交）成分に分離
されているならば、包絡線は計算式“ｓｑｒｔ[Ｉ2（ｔ）＋Ｑ2（ｔ）]”（すなわち、Ｉ
2（ｔ）＋Ｑ2（ｔ）の平方根）によって簡易に求めることができる。この場合、ヒルベル
ト変換の操作は不要となる。なお、得られた包絡線に対しては、適宜、雑音除去のための
平滑処理が行われる。また、信号処理部２１による開口合成時の位相補正では、unwrap処
理が施される。
【００７８】
　データクリッパ／位相補正部２０のデータクリッパは、各タイムスロットに於いて各受
信アンテナで受信された信号の復調信号を各Ａ／Ｄ変換器１５からそれぞれ受け、それぞ
れメモリに保持する（即ち、このメモリは上述した「装置としての動作の１周期」に得ら
れるＡ／Ｄ変換器１５からの出力をタイムスロット毎及び受信系（アンテナ～Ａ／Ｄ変換
器）毎にアクセス可能な形で保存しておく事ができ、更に、後述の各操作に於いては所望
のタイムスロットに於ける所望の受信系からのデータが、適切に出力する事ができるもの
とする）。
【００７９】
　データクリッパは、積分距離計算部１９から送られた遅延量に基づいて、入力された各
復調信号の包絡線成分の位相を合わせる。具体的には、データクリッパは、［Ｔf、３Ｔf

］間の各復調信号から当該遅延量以降のＴf時間分の信号をそれぞれ切り出す。これによ
り、［０、Ｔf］間の各復調信号と包絡線の位相が一致するデータを、［Ｔf、３Ｔf］間
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の各復調信号から取得することができる（即ち、異なるタイムスロットに於いて取得した
データ列から、包絡線の位相が一致したデータ列を得られる）。データクリッパは、この
ように位相補正された各復調信号を位相補正部へ送る。
【００８０】
　データクリッパ／位相補正部２０の位相補正部は、データクリッパから送られて来る包
絡線成分の位相が揃った各復調信号を受け（なお、ここで用いた具体例に於いて、データ
クリッパから送られてくるデータの長さは、タイムスロット［０、Ｔf］のそれと同じで
ある）、これら各復調信号の残留位相誤差を補正する。具体的には、各回路素子の特性バ
ラツキ等も含めてベースバンド信号に含まれる残留位相誤差の影響をキャンセルするため
に、式（２．４）を用いて（時間ドメインに於ける）補正量を算出し、この補正量に応じ
て、データクリッパで包絡線の位相が合う様に切り取られた測定時間［Ｔf、３Ｔf］にお
ける各復調信号の位相誤差を他の測定時間［０、Ｔf］での各復調信号の位相誤差にあわ
せるように補正する（但し、包絡線の位相を揃えたデータであれば、時間ドメインのデー
タにＦＦＴを掛けて周波数ドメインのデータに変換し、式（１．１３）式で補正量を算出
し、周波数ドメインに於いて上述の様な補正処理を実施しても良い）。このように残留位
相誤差の補正が行われた各信号は、信号処理部２１へ送られる。
【００８１】
　信号処理部２１は、データクリッパ／位相補正部２０から送られる各信号を開口合成し
、開口合成された信号にＤＢＦ（Digital Beam Forming）法、ＭＵＳＩＣ（MUltiple SIg
nal Classification）法、ＰＲＩＳＭ（PRopagator method based on an Improved Spaci
al-smoothing Matrix ）法等のような既知の角度推定アルゴリズム（以降、単に測角アル
ゴリズムと表記する）を適用する。なお、時間ドメインで開口合成された信号をフーリエ
変換（ＦＦＴ（Fast Fourier Transformation））等により周波数ドメインの信号に変換
し、この周波数ドメインの信号に対して測角アルゴリズムを適用するようにしてもよい。
開口合成手法及び測角アルゴリズムは周知の技術を用いればよいため、ここでは説明を省
略する。なお、信号処理部２１は、測角アルゴリズムにおいて、自己相関成分を含まない
相関行列を用いるようにしてもよい。
【００８２】
　また、信号処理部２１は、包絡線検波部１７から包絡線そのものの周波数、乃至、この
包絡線を構成する信号成分の個々の周波数の情報を取得し、所定の方法により包絡線成分
（或いは、上記の各量）を取得するようにしてもよい。この場合、信号処理部２１は、こ
の周波数成分（或いは、上記の各量）が所定閾値より小さい場合には、送信サイクル設定
器２６から基準信号の周期Ｔfを変更する指令を出すようにしてもよい。
【００８３】
　ところで、比較例に関して明らかにした様に、同一距離に存在する複数の被測距目標が
小さな速度差で運動している場合、ドップラー周波数の差分の周波数を持つ振幅変調（Ａ
Ｍ）成分が発生する。ドップラー周波数の差分の周波数が信号処理部（Signal Processin
g Unit）２１で利用する第１の周波数分析部（例えばＦＦＴ）の解像度より小さい場合に
は、周波数ドメインに於ける位相補正法では開口合成が適正に行われない。時間ドメイン
で補正を行っても、十分な開口合成結果が得られないことがあった。
【００８４】
　そこで、第１実施形態では、基準パスの信号を包絡線検波部１７によって監視する。監
視において、第1の周波数分析部の最小周波数分解能より長い周期を持つ包絡線成分が存
在した場合には、ＴＸ１（送信アンテナＡT1）からＰＴf時間、ＴＸ２（送信アンテナＡT

2）からＱＴf時間（Ｐ，Ｑ∈Ｚ）プローブ信号を放射する。
【００８５】
　積分距離計算部１９は、ＴＸ１及びＴＸ２の夫々に対応する基準パスの包絡線位相が一
致するまでのタイムラグを検出する。具体的には、積分距離計算部１９は、パラメータτ
に関して積分距離dist（τ）を計算し、積分距離が最小となった際のパラメータτの値を
以て包絡線位相が一致するまでのタイムラグが検出されたものとする。
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【００８６】
　そして、データクリッパ／位相補正部２０におけるデータクリッパによって、ＴＸ１又
はＴＸ２（例えばＴＸ１）の位相を基準として、上述のタイムラグからＴＸ２のプローブ
信号による各受信アンテナのデータ（復調信号）をＴf時間分切り出し、基準パスの包絡
線成分も含めた復調信号について、位相補正部で位相補正が行われる。
【００８７】
　上記した積分距離計算部１９、データクリッパ／位相補正部２０による操作でも適正な
開口合成結果が得られない程度にドップラー周波数の差分周波数が小さい場合には、プロ
ーブ信号の送信サイクル設定器（Ｐ／Ｑ）２６からＲＦ－ＶＣＯへの変調入力信号の周期
Ｔｆ自体を変更する指令（制御命令）が出力される。制御命令は、例えばＣＰＵ２３から
送信サイクル設定器２６へ出力することができる。但し、制御命令の出力ソースはＣＰＵ
２３に限られず、データクリッパ／位相補正部２０や信号処理部２１、或いは他の制御装
置から出力することができる。また、図９の例では、データクリッパと位相補正部とが同
一のブロックで表されているが、これらは異なるハードウェアチップで実現されることが
できる。
【００８８】
　或いは、Ｐ及びＱの少なくとも一方の値を大きくする制御信号が出力されるようにして
も良い。Ｐ及びＱの少なくとも一方を大きくする程度は、最小差分周波数の逆数に比例し
た観測時間が要求される。このため、具体的な値は、レーダ装置１Ａを搭載した車両（移
動体）の走行環境に応じて設定される。Ｐ，Ｑの値は、特に、料金所や交差点等の渋滞箇
所では非常に大きくなると考えられる。制御命令の出力トリガは、レーダ装置１Ａのユー
ザによるマニュアル操作、或いは、車両（移動体）に搭載された走行環境を検知するセン
サ（例えば、レーダを搭載する車体に装備された速度計で検出される移動速度、ＧＰＳや
ＤＳＲＣ等のインフラベースの環境情報提供装置）に応じて発せられるようにすることが
できる。
【００８９】
　図１１は、探知目標数を３とし、各目標Ｔ1，Ｔ2，Ｔ3の諸元が、Ｔ1（４０[ｍ]、０[d
eg]、１０[km/h]）、Ｔ2（４０[m]、３[deg]、１１[km/h]）、Ｔ3：（４０[m]、６[deg]
、１２[km/h]）、信号対雑音比（ＳＮＲ）＝３０[dB]である場合において、図９のレーダ
装置１Ａを図１０のタイミングチャートに従って動作させたときの各基準パスのエコー信
号とその包絡線を示す。図１１中の左側に、送信アンテナＴＸ１に対する基準パスのエコ
ー信号（復調信号）（上段）及び包絡線（下段）を示し、図１１中の右側に送信アンテナ
ＴＸ２に対する基準パスのエコー信号（復調信号）（上段）及び包絡線（下段）を示す。
図１１の例では、計算の簡易化のため、ＴＸ１に対する基準パスのエコー信号にゼロパデ
ィングを行い、ＴＸ２に対する基準パスのエコー信号のデータ長を一致させている。
【００９０】
　図１２は、図１１に示した包絡線の位相が一致するタイムラグを、基準パスの復調信号
の包絡線vTX1,envRX,N（t）、vTX2,envRX,1（t）の積分距離の最小値から計算した例であ
る（但し、以降の積分距離の計算例では、見易くする為、平均操作を行う前の値で示して
いる）。積分距離dist（τ）は次式（３．１ａ）で与えられる。dist（τ）の計算は、図
９に示した積分距離計算部１９で実行される。なお、メモリの節約等を目的として利用す
るタイムスロットを［０、Ｔｆ］の１区間分に限定したい場合は、式（３．１ｂ）を式（
３．１ｂ）の代わりに利用しても良い。
【００９１】
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【数１６】

　また、本発明の実施形態の本質は、復調信号の包絡線vTX1,envRX,N（t）、vTX2,envRX,
1（t）を時間の関数と見なした時に、この２つの関数間の距離が最小となる時間区間を見
つける事である。このため、タイムスロットの占有時間やその順番に合わせた各種の場合
分けや付帯操作　―　例えば、積分区間の設定や、距離計算を行う上でvTX1,envRX,N（t
）、vTX2,envRX,1（t）の存在する時間区間を合わせる操作（ＰＴｆ、乃至、ＱＴｆの加
算／減算）、或いは、平均操作等（積分区間の幅での除算）等　―　は、装置上で式（３
．１ａ）をどの様に実装するかによって適宜決めれば良い。この意味でＰ≠Ｑなる場合、
不足するデータ分をゼロパディングによって補えば、積分距離の演算自体は、一般的な関
数間で積分距離を求める単一の式で事足りる。
【００９２】
　図１３は、図１２で検出されたタイムラグ（Ｌａｇ）に基づいて、図１１に示した信号
vTX2RX,1（t）の全区間に渡るデータ（復調信号及び包絡線）から、Ｌａｇ＋［０、Ｔf］
に該当する区間を切り出したグラフ（右側）と、［０、Ｔf］に於ける復調信号vTX1RX,N
（t）及び包絡線のグラフ（左側）とを示す。図１３に示すように、包絡線の位相が揃っ
たデータ（信号）が得られている。このような位相を揃える操作は、図９に示したデータ
クリッパ／位相補正部２０におけるデータクリッパによって実行される。
【００９３】
　図１４は、図１３に示した基準パスの信号を用い、復調信号vTX2RX、n（t）に対して図
９のデータクリッパ／位相補正部２０における位相補正部で位相補正を行い、信号処理部
２１において開口合成を行い、合成された信号にＦＦＴを施し、周波数ドメインで測角を
実施した結果を示す。位相補正は、上記した式（２．４）に基づいて実行される。図１４
に示すように、既存の超分解測角手法であるMUSICやPRISMと、上記したような基準パス信
号の包絡線の位相が一致するタイムラグを用いた位相補正手法との組合せによって、好適
な推定が実現されていることが分かる。
【００９４】
　上述した位相補正手法を適用した別の計算例を図１５～１８に示す。別の計算例では、
各目標諸元がＴ1（４０[m]、０[deg]、１０[km/h]）、Ｔ2（４０[m]、３[deg]、１０．１
[km/h]）、Ｔ3（４０[m]、６[deg]、１１[km/h]）、ＳＮＲ＝３０[dB]である。また、レ
ーダ装置１ＡにおけるＰ，Ｑの値がＰ＝１，Ｑ＝３０に設定されている。さらに、レーダ
装置１Ａは、図１０に示したタイミングチャートに従って動作した。
【００９５】
　相対速度差の最小値が僅か０．１[km/h]＝０．０２８[m/sec]、即ち、周期Ｔf毎に生じ
る目標の距離差が僅か０．１１[mm]という微少摂動に対しても、レーダ装置１Ａにおける
位相補正方法の有効性が示された。因みにこの距離変動は、直接スペクトラム拡散型のレ
ーダを用いても検出困難である（具体的には、占有帯域が１ＧＨｚ程度で１０ｃｍの距離
差しか検出できない）。この事実は、超広帯域探知測距装置でも困難な微少距離の測定が
実施形態のレーダ装置によって実現されている事をも表している。
【００９６】
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　上記の位相補正手法は、複数の距離に相対速度が近接した複数の被探知目標が存在する
場合でも対応可能である。以下にその理由を示す。例えば、距離ｒ1に目標Ｔ1（ｒ1、θ1

、ｖ1）、目標Ｔ2（ｒ1、θ2、ｖ2）が存在し、距離ｒ2に目標Ｔ3（ｒ2、θ3、ｖ3）、目
標Ｔ4（ｒ2、θ4、ｖ4）が存在する場合を考える。
【００９７】
　このとき、目標Ｔ1，Ｔ2の距離ｒ1によって定まる周波数はωB

1≒ωB
2＝ωB

1と定義で
きる。また、目標Ｔ3，Ｔ4の距離ｒ2によって定まる周波数はωB

3≒ωB
4＝ωB

3、と定義
できる。このため、各目標の角度によって定まる空間位相をφTX1/2,m

n、速度によって定
まるドップラー周波数をωcμ

m（ｍ＝１～４）と定義すれば、ＴＸ１からのプローブ信号
をｎ番目の受信アンテナで受信して得られるベースバンド信号は以下の式（３．２）で表
すことができる（簡単の為、片側のＴＸだけについて示す）。
【００９８】
【数１７】

　ここで、空間位相は時間不変であるから、見通しを良くする為、以下の式（３．３ａ）
，（３．３ｂ），（３．３ｃ）のようにベクトルμ，ベクトルφ，合成包絡線Ａ（ｔ：μ
，φ）を表し、さらに時変項に注目して以下の式（３．４ａ）及び（３．４ｂ）のように
表す。
【００９９】

【数１８】

　すると、式（３．２）は、次の式（３．５）に書き換えることができる。
【０１００】
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【数１９】

　即ち、基準パスの信号も含め、ＴＸ１からのプローブ信号に対して各受信アンテナから
得られるエコー信号は、（ωB

1＋α1＋ωB
3＋α3）／２なる周波数を持つ合成ベースバン

ド信号を合成包絡線Ａ（t：μ，φ）で変調した信号となる。
【０１０１】
　図１９は、上記の数学的説明を模式的に示した図で、或るタイムスロットでＴＸ１から
プローブ信号を送信して得られた目標からのエコー信号の等位相面と、別のタイムスロッ
トでＴＸ２からプローブ信号を送信して得られた目標からのエコー信号の等位相面との関
係を、基準パスとの関係で示している。
【０１０２】
　この様に、２つのタイムスロットに於けるエコー信号の等位相面は合成包絡線をそれぞ
れの半径（図１６からも明らかな様に、一般的に各合成包絡線の極座標上に於ける軌跡は
単純な円や楕円とはならないが、目標数や諸元等が急激に変化しない限り、異なるタイム
スロット間で測定した基準パスの位相が揃う時間帯が必ず存在する　―　この前提が崩れ
た場合、空間平均を含む角度推定の前処理等も全て無効になる）として位相関係が時間に
沿って回転していると考える事ができる。即ち、この２つの等位相面を合成するには、２
つの発想がある。第１には、基準パスの信号の内積が最大となる遅延時間を探すことであ
り、第２には、基準パスの信号の差分が最小になる遅延時間を探す事である。第１実施形
態における位相補正方法では、後者の発想を採用している。
【０１０３】
　後者の発想では、積分距離を与える式（３．１ａ）に於いて、基準パスの信号vTX1,env

RX,N（t）、vTX2,envRX,1（t）は異なるタイムスロットに於いて取得されたものであるか
ら、信号の位相が一致した後に残留する成分は各々相関の無い雑音成分となる。即ち、基
準パスの位相が一致した時の積分距離は雑音電力と等しくなる。従って、基準パスの位相
合成を判定する閾値として、積分距離が無信号時の雑音電力と概ね等しいか否かといった
定量的な基準を採用することができる。
【０１０４】
　図２０は、別の計算例で示したような状況に於いて成立することを実証する計算例であ
る。条件は、距離４０ｍに目標Ｔ1（０[deg]、１０[km/h]）、Ｔ2（３[deg]、１１[km/h]
）が存在し、距離６０ｍに目標Ｔ3（－３[deg]、１２[km/h]）、Ｔ4（－６[deg]、１３[k
m/h]）が存在していると仮定している。図２０によれば、明らかに、４つの目標に対して
開口合成が成立していることが分かる。
【０１０５】
　第１実施形態によるレーダ装置１Ａによれば、ＴＸ１とＴＸ２とに対応する基準パスの
包絡線情報から、各測定時間に於いて開口合成が成立するデータ（信号）の位相を揃える
ことで、任意の状況に於いて実効的な受信センサの個数を増加させ、小型で多くのセンサ
を備えた探知測距装置を実現することができる。従って、実際の受信センサ数で分離可能
な数より多くの目標に対して、精度の良い角度推定性能を発揮できる。
【０１０６】
　また、第１実施形態によるレーダ装置１Ａによれば、単純な回路で開口合成を確立する
ことが可能である。もっとも、レーダ装置の応答速度を向上させる為には、周波数毎に処
理するのが望ましい。
【０１０７】
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　＜第２実施形態＞
　図２１は、本発明の第２実施形態に係る探知測距装置（レーダ装置１Ｂ）を示す図であ
る。第２実施形態は、第１実施形態に係るレーダ装置１Ａ（図９）と共通点を有するので
、主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。
【０１０８】
　レーダ装置１Ｂがレーダ装置１Ａと大きく異なる箇所は、以下の点である。（１）少な
くとも１つの基準パスの包絡線検波部１７（図２１では１７（＃２））の手前に、分岐器
（ＨＹＢ）３０が配置され、第２の周波数分析部として配置された周波数分析部（f_anal
yzer）３１と接続されている。（２）各受信アンテナに対応するベースバンド信号径路上
に、中心周波数が可変のＢＰＦ（Band Pass Filter）３２が設置されている。具体的には
、各ＢＰＦ３２は、Ａ／Ｄ変換器１５とＨＹＢ１６との間、又はＡ／Ｄ変換器１５とデー
タクリッパ／位相補正部２０との間に配置されている。
【０１０９】
　レーダ装置１Ｂでは、周波数分析部３１が基準パスの受信信号の復調信号（図２２では
、受信アンテナＡRNの復調信号）に対するフーリエ変換を行い、ベースバンド信号（復調
信号）を構成する周波数を分析し、分析結果に基づいてＮ個の受信アンテナに対応するＢ
ＰＦ３２の中心周波数を制御する。包絡線検波部１７は、ＢＰＦ３２によって帯域分割さ
れた各基準パスの受信信号（復調信号）に包絡線検波を施す。積分距離計算部１９は、包
絡線間の積分距離を求め、最小の距離値を与える遅延量（τ）から帯域毎の基準パス間の
位相補正量を求める。データクリッパ／位相補正部２０は、位相補正量を用いて包絡線も
含めた当該帯域内の信号の全ての受信信号の位相を揃え、信号処理部２１での開口合成機
能を実現する。
【０１１０】
　なお、ＢＰＦ３２の処理系列がＮ個の受信アンテナ毎に１つである場合には、上記した
遅延量（τ）を求め、開口合成を行う操作を分割された帯域分だけ繰り返すことが要求さ
れる。よって、周波数分析部３１及び中心周波数可変ＢＰＦ３２との組み合わせは、フィ
ルタバンクで代用することができる。
【０１１１】
　＜第３実施形態＞
　図２２は、本発明の第３実施形態に係る探知測距装置（レーダ装置１Ｃ）を示す図であ
る。第３実施形態は、第１、第２実施形態に係るレーダ装置１Ａ（図９）と共通点を有す
るので、主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。
【０１１２】
　レーダ装置１Ｃがレーダ装置１Ａ（図９）と大きく異なる箇所は、以下の通りである。
（１）レーダ装置１Ｂと同様に、少なくとも１つの基準パスの包絡線検波部１７（図２２
では１７（＃２））の手前に、分岐器（ＨＹＢ）３０が配置され、第２の周波数分析部で
ある周波数分析部（f_analyzer）３１Ａと接続されている。（２）個々の基準パスの信号
をＬＰＦ（Low Pass Filter）３２かスルーラインかを介して、ＨＹＢ１６及び包絡線検
波部１７に通す経路が設置されている。
【０１１３】
　レーダ装置１Ｃの動作は、以下の通りである。すなわち、周波数分析部３１Ａによって
、基準パスの受信信号の復調信号（図２２では、受信アンテナＡRNの復調信号）の周波数
成分を分析する。周波数分析結果が、復調信号（ベースバンド信号）から距離及び速度を
求めるための信号処理部２１に含まれる第１の周波数分析部の最小分解能以下の周波数成
分を含んでいた場合には、周波数分析部３１Ａは、ＬＰＦ３３及びスルーラインの両端に
設けられたスイッチを制御して、基準パスの復調信号がＬＰＦ３３に入力される状態にす
る。なお、対象の周波数成分を含まない場合には、周波数分析部３１Ａは、復調信号がス
ルーラインを通過する状態とする。
【０１１４】
　ＬＰＦ３２又はスルーラインを通過した基準パスの復調信号に対する以降の処理は、第
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１実施形態と同様である。各ＬＰＦ３３の遮断周波数は、第１の周波数分析部の最小分解
能以下の周波数が設定される。周波数分析部３１が第1の周波数分析部の最小分解能以下
の信号成分を検出しなかった場合には、周波数分析部３１は、各基準パスの信号を、ＬＰ
Ｆ３３を介さず、そのまま包絡線検波器１７に送出する。このように、周波数分析部３１
Ａは信号径路のスイッチング動作を制御する。従って、本実施形態に於いて信号がスルー
ライン側から供給された場合、開口合成は包絡線を用いた時間領域で実施しても、比較例
と同様にフーリエ変換を用いた周波数領域で実施しても良い。
【０１１５】
　＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態に係る探知測距装置（レーダ装置１Ｄ）について説明する
。第４実施形態は、第１実施形態に係るレーダ装置１Ａ（図９）と共通点を有するので、
主として相違点について説明し、共通点については説明を省略する。
【０１１６】
　第１～第３実施形態では、図面をコンパクトにする為、アレーアンテナの最外縁に送信
／受信共用アンテナ（センサ）を１つずつ配置し、両者に挟まれた空間に受信専用アンテ
ナ（センサ）を配置した構成を装置の具体例として用いてきた。もっとも、送信／受信用
（或いは送受共用）センサ（アンテナ）の数は適宜設定可能である。また、送信用センサ
の配置も、受信用センサ（受信アンテナ）と共用にする必要は無く、お互いに空間的に異
なる位置に設置可能である。
【０１１７】
　図２３は、第４実施形態に係る探知測距装置（レーダ装置１Ｄ）の構成例を示す図であ
り、図２４は、図２３のレーダ装置１Ｄのタイミングチャートである。図２３に示すレー
ダ装置１Ｄは、レーダ装置１Ａ（図９）における共用アンテナの代わりに、送信専用の送
信アンテナＡT1，ＡT2と、受信専用の受信アンテナＡR1からＡRNが設けられている。
【０１１８】
　すなわち、レーダ装置１Ｄは、受信のためにのみ利用される受信アンテナＡR1からＡRN

と、送信のためにのみ利用される送信アンテナＡT1及びＡT2と、を含むアレイアンテナ１
１Ａを持つ。
【０１１９】
　送信アンテナＡT1，ＡT2には、ＰＷＡ１３が夫々接続されており、各ＰＷＡ１３の入力
端の一方には、スイッチ２５Ａを介してＯＳＣモジュール２２からのシステムリファレン
ス信号が入力されるようになっている。スイッチ２５Ａの切替制御は、スイッチコントロ
ーラ２４によって実行される。送信／受信共用アンテナの代わりに、専用の送信アンテナ
を設けた事で、装置寸法という面では不利になるが、受信信号利得という面では性能向上
が期待できる（図２４参照）。
【０１２０】
　第４実施形態では、各受信アンテナの間隔をｄに設定した場合、各送信アンテナの間隔
は（Ｎ－１）×ｄに設定する。これにより、例えば、送信アンテナＡT1と受信アンテナＡ

R1との組み合わせと、送信アンテナＡT2と受信アンテナＡRNとの組み合わせが基準組み合
わせとなる。
【０１２１】
　このように、送信アンテナは、受信アンテナと空間的に別の位置に設置可能である。更
に、センサ間隔（アンテナ間の間隔。図２３中の距離ｄ）が等間隔であることは要求され
ない。以上の点を除き、第４実施形態は第１実施形態と同様の作用効果を奏する。なお、
第４実施形態に係るアンテナアレイ１１Ａに係る構成は、第２、第３実施形態に適用して
もよい。
【０１２２】
　＜変形例＞
　第１～第４の実施形態で説明したように、実施形態に係るレーダ装置は、包絡線検波部
１７で基準パスの包絡線の位相を監視し、最小の包絡線の積分距離を積分距離計算部１９
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で求めて如何なる目標に対しても開口合成が破綻しない様な補正を行う。
【０１２３】
　したがって、包絡線の周波数がフーリエ変換を用いて検知できる程十分高い場合には、
第１～第４実施形態におけるレーダ装置１Ａ～１Ｄに於ける補正手法を比較例（図１）で
採用していた補正手法に切り替えるようにしてもよい（包絡線の周波数が高い場合には、
例えば、レーダ装置１Ａでは、積分距離計算部１９から概ね同じ大きさを持つローカルマ
キシマム（或いは、ローカルミニマム）が何度も周期的に出現するので簡単に判定するこ
とができる。
【０１２４】
　これ以外に合成を行う上で注意の必要な状況は、（3.2）式に空間位相項を組み込んだ
次式（４．１）から判明する様に、空間位相とドップラー成分による位相とが等しくなっ
てしまった場合であり、この時には、サンプリング周波数を変更する、不等間隔サンプリ
ングを行う、被探知目標が正常に検出されていた時点に得られた目標諸元の値からカルマ
ンフィルタ等の手段で予測される値を用いる、測定時間を所定時間ずらす、或いは、開口
合成を行わないで測角を行う等、動作モードを切り替えるようにしてもよい。
【０１２５】
【数２０】

　或いは、距離遅延によって定まる周波数ωBを先に検出し、ｖTX1/2
RX、n（t）にexp（-

jωBt）を掛けて式（４．１）の成分を復調、或いは、全てのｖTX1/2
RX、n（t）に包絡線

検波を施せば、再び式（１．１７）と同じ形の式に書き直せる。したがって、エコー信号
が恰もドップラーのみから構成されるかの如くに扱う事で角度推定処理が可能となる（装
置構成上の観点から言うと、この方式は実施例４を敷衍した発想である）。
【０１２６】
　但し、各信号に包絡線検波を施して得られる信号とは、|HIL（vTX1/2RX、n（t））|で
あるから、角度スペクトラムがピークを示す目標の角度は実際の値と符号が反転している
事に注意する必要がある（言い替えれば、各信号に包絡線検波を施して得られる信号は、
１００％変調に近い為、信号の絶対値に対して角度推定を行うこと、或いは、時間ダイバ
ーシティによって開口合成を実現していることになる）。
【０１２７】
　［その他］
　〈ハードウェアの構成要素（Component）及びソフトウェアの構成要素（Component）に
ついて〉
　ハードウェアの構成要素とは、ハードウェア回路であり、例えば、フィールド・プログ
ラマブル・ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ゲートアレ
イ、論理ゲートの組み合わせ、信号処理回路、アナログ回路等がある。
【０１２８】
　ソフトウェアの構成要素とは、ソフトウェアとして上記処理を実現する部品（断片）で
あり、そのソフトウェアを実現する言語、開発環境等を限定する概念ではない。ソフトウ
ェアの構成要素としては、例えば、タスク、プロセス、スレッド、ドライバ、ファームウ
ェア、データベース、テーブル、関数、プロシジャ、サブルーチン、プログラムコードの
所定の部分、データ構造、配列、変数、パラメータ等がある。これらソフトウェアの構成
要素は、コンピュータ内において、１又は複数のメモリ上で実現されるか、或いは、１又
は複数のメモリ上のデータが１又は複数のプロセッサ（例えば、ＣＰＵ（Central Proces
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sing Unit）、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）等）で実行されることにより実現さ
れる。
【０１２９】
　なお、上述の各実施形態は、上記各処理部の実現手法を限定するものではない。上記各
処理部は、上記ハードウェアの構成要素又はソフトウェアの構成要素若しくはこれらの組
み合わせとして、本技術分野の通常の技術者において実現可能な手法により構成されてい
ればよい。
【０１３０】
　上述した第１から第４の実施形態は、以下の態様を含むことができる。
【０１３１】
　《態様1》
　U個のセンサ素子から構成される送信用センサアレイと、N個のセンサ素子から構成され
る受信用センサアレイとを利用し（送信センサと受信センサとは共用でも良い、以下同様
）、各送信センサから放射されたプローブ信号が被探知目標によって反射される事で生じ
るエコー信号（以下、受信信号）を各受信センサで測定し、空間位相が等しくなる送／受
信センサの組み合わせで構成される基準パスの位相を用いて開口合成を行い、合成された
信号から目標の角度を推定する装置、特に探知測距装置Ａにおいて、
　各基準パスで得られる受信信号に包絡線検波を施し、それらの積分距離を求め、最小の
距離値を与える遅延量から基準パス間の位相補正量を求め、この補正量を用いて包絡線も
含めて全ての受信信号の位相を揃え、目標の状況と無関係に開口合成機能を実現する事を
特徴とする装置、及び手法。
【０１３２】
　《態様２》
　態様１における探知測距装置Ａにおいて、装置の変調方式の基本周期、例えば、FMCW装
置ではRF-VCOへの変調入力信号の周期：Tfに対し、u番目の送信センサからQuTf時間ずつ
プローブ信号を放射し（Qu∈Z、u=1～U）、N個の受信用センサは送信時間に対応する時間
の信号を受信して各基準パスの信号を包絡線検波し、必要性があれば、max（QuTf）に満
たない受信信号については不足分をゼロパディングして全ての受信信号のデータ長を合わ
せた上で、基準パスの包絡線の積分距離を求め、最小の距離値を与える遅延量からカウン
トしてmin（QuTf）時間分の信号を切り出す事で包絡線も含めて全ての受信信号の位相を
揃え、目標の状況と無関係に開口合成を実現する事を特徴とする装置、及び手法(特に、m
in（QuTf）としてTfを採用しても良い)。
【０１３３】
　なお、遅延量に沿って積分距離を求めていった結果、複数の箇所に最小値に極めて近い
ローカルミニマムが現れる場合もあり得るが、この場合、最も小さな遅延量に対応するロ
ーカルミニマムを信号切り出しの基準点として採用する。実用的には最小値はノイズレベ
ル程度になるので、無信号時の雑音レベルをメモリ等に保持しておき、この値を閾値とし
て最小値の判定を行う。
【０１３４】
　更に、最初の遅延量に対して位相合成が成立しない場合は、例えば、目標数の急な変化
等の走行環境の変化が合成の阻害要因として考えられるので、次に小さい遅延量を信号切
り出しの基準位置として用いるか、開口合成を行わずにＤＢＦ等の角度分解能が粗い方式
の利用、或いは、インフラベースの走行環境情報提供装置の利用を以て環境情報の把握を
行い、装置パラメータ（タイムスロット長Qu，変調入力信号の周期Tf等）の調整を行った
後に、再度開口合成を実施する様にしても良い。
【０１３５】
　《態様３》
　態様１における探知測距装置Ａにおいて、各基準パスで得られる受信信号に包絡線検波
を施し、各基準パスの包絡線の自己相関の和と各基準パス間の包絡線間の相互相関の和と
の差分を求め、この差分が最小となる遅延量から基準パス間の位相補正量を求め、この補
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正量を用いて包絡線も含めて全ての受信信号の位相を揃え、目標の状況と無関係に開口合
成機能を実現する事を特徴とする態様1、2に記載の装置、及び手法。
【０１３６】
　なお、各基準パスの自己相関はそのパスを構成する受信センサに於ける着信信号電力に
他ならないので、自己相関を求める代わりに自乗検波器等の回路的手段で置き換えても良
い（積分距離の定義の仕方によって必要な場合、平均操作等の付帯操作は実装状況に応じ
て、適宜、ハードウェア／ソフトウェア的に実現すれば良い）。
【０１３７】
　《態様４》
　態様１における探知測距装置Ａにおいて、1つの適当な送信センサ：u0に対応する基準
パスに設けた第2の周波数分析部によって、該基準パスの受信信号の周波数成分を分析し
、この周波数分析の結果に基づいて、第2の周波数分析部は、N個の受信センサに設けた中
心周波数可変BPF（Band Pass Filter）の中心周波数を制御し、帯域分割された各基準パ
スの受信信号に包絡線検波を施し、それらの間の積分距離を求め、最小の距離値を与える
遅延量から帯域毎の基準パス間の位相補正量を求め、この補正量を用いて包絡線も含めた
該帯域内の信号の全ての受信信号の位相を揃え、目標の状況と無関係に開口合成機能を実
現する事を特徴とする、態様1～3に記載の装置、及び手法。
【０１３８】
　なお、装置の構成としてBPFの処理系列がN個のセンサ毎に1つである場合は、上記遅延
量を求め、開口合成を行う操作を分割された帯域分だけ繰り返す。よって、周波数分析部
と中心周波数可変BPFとの組み合わせは、フィルタバンクで代用しても良い。
【０１３９】
　《態様５》
　態様１における探知測距装置Ａにおいて、1つの適当な送信センサ：u0に対応する基準
パスに設けた第2の周波数分析部によって、該基準パスの受信信号の周波数成分を分析し
、この周波数分析の結果が、ベースバンド信号から距離／速度を求める為の信号処理手段
で利用する第1の周波数分析部の最小分解能以下の周波数成分を含んでいた場合、前記第2
の周波数分析部は、各基準パスに設けたLPF（Low Pass Filter）を介して各基準パスの信
号をLPFの後段に設けた包絡線検波器に送り、各包絡線検波器から出力された信号間の積
分距離を求め、最小の距離値を与える遅延量から基準パス間の位相補正量を求め、この補
正量を用いて包絡線も含めて全ての受信信号の位相を揃え、目標の状況と無関係に開口合
成機能を実現する事を特徴とする、態様1～3に記載の装置、及び手法。
【０１４０】
　なお、各LPFの遮断周波数は、第1の周波数分析部の最小分解能以下の周波数であるもの
とし、第2の周波数分析部が第1の周波数分析部の最小分解能以下の信号成分を検出しなか
った場合は、前記第2の周波数分析部は各基準パスの信号を、LPFを介さず、そのまま包絡
線検波器に送出するものとする、即ち、第2の周波数分析部は信号径路のスイッチング動
作を制御する。
【０１４１】
　《態様６》
　各目標の走行速度等に関する情報を、車々間通信、或いは、路上中継器や管制センター
等のインフラを利用して授受する事で、開口合成を行う為に必要なデータを取得するまで
の測定時間（∽1／包絡線に含まれる最小周波数）を予測し、必要なタイムスロットの長
さを定める事で応答速度を改善する事を特徴とした様態1～3に記載の装置、及び手法。
【０１４２】
　更に、上記の各手段によって取得した測定時間の予測値を、第2の周波数分析部による
フィルタ制御を実施する際の参照値として利用する事で応答速度を改善する事を特徴とし
た、態様4、5に記載の装置、及び手法。
【０１４３】
　《態様7》
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　各基準パスの受信信号に包絡線検波を施し、それらの位相を揃える為に積分距離を求め
ても妥当且つ明確な最小値（実装システムに於ける無信号時の雑音電力レベル程度）が得
られない場合、各送信センサからのプローブ信号送信時間：QuTf、或いは、装置の変調方
式の基本周期：Tfを変更する事を特徴とする態様1～6に記載の装置、及び手法。
【０１４４】
　なお、装置の距離分解能等、他の性能を劣化させない為に、装置の占有帯域ΔωもＴf

に連動させて変更しても良い。更に、この様な処置を施しても開口合成が成立しない場合
、U個の送信センサの一部のみを用いる様にしても良い。
【０１４５】
　《態様８》
　基準パスを構成する受信センサを含め、全ての受信センサによる受信信号に包絡線検波
を施し、開口合成後に得られる各受信センサの包絡線信号そのものに対して角度推定アル
ゴリズムを適用する事を特徴とした、態様1～7の探知測距装置。
【符号の説明】
【０１４６】
１，１Ａ～１Ｄ　レーダ装置
１１　アレイアンテナ
１２　低雑音増幅器（ＬＮＡ）
１３　電力増幅器（ＰＷＡ）
１４　ミキサ
１５　アナログデジタル（Ａ/Ｄ）変換器
１６、３０　分岐器（ＨＹＢ）
１７　包絡線検波部（ＨＩＬ）
１９　積分距離計算部（dist（τ））
２０　データクリッパ／位相補正部
２１　信号処理部
２２　発振モジュール
２３　ＣＰＵ（Central Processing Unit）
２４　スイッチコントローラ
２５　スイッチ
３１，３１Ａ　周波数分析部
３２　中心周波数可変バンドパスフィルタ（ＢＰＦ）
３３　ローパスフィルタ（ＬＰＦ）
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