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(57)【特許請求の範囲】

【請求項２】 送信信号を目標に送信し、上記目標から

【請求項１】 送信信号を目標に送信し、上記目標から

の反射信号を受信するアンテナと、上記アンテナにより

の反射信号を受信するアンテナと、上記アンテナにより

受信された上記反射信号を復調する受信機と、上記受信

受信された上記反射信号を復調する受信機と、上記受信

機の出力に基づき目標信号を検出する信号処理部と、目

機の出力に基づき目標信号を検出する信号処理部と、一

標速度情報から各目標ドップラ周波数を算出し、目標信

定のレートで間欠に送信される目標の距離情報について

号の周波数解析処理により追尾対象目標との周波数分離

各目標の速度情報により距離情報の補間計算をする目標

が可能となる目標を判定し、周波数分離が不可能な抑圧

距離補間計算部と、上記送信信号のパルス幅を複数設定

対象目標を指定するドップラ分離判定部と、上記送信信

でき、上記目標距離補間計算部で計算された距離情報に
基づき上記設定された各パルス幅について各目標の受信

号のパルス幅を複数設定でき、上記ドップラ分離判定部
10

で指定された目標に関し、目標距離情報より上記設定さ

割合を算出して、追尾対象目標からの反射信号の受信割

れた各パルス幅について各目標の受信割合を算出して、

合が高く、追尾対象目標以外の目標からの反射信号の受

追尾対象目標からの反射信号の受信割合が高く、上記指

信割合が低くなるようなパルス幅を上記複数設定された

定された抑圧対象目標からの反射信号の受信割合が低く

パルス幅の中から選択するパルス幅制御部とを具備した

なるようなパルス幅を上記複数設定されたパルス幅の中

ことを特徴とするレーダ装置。

から選択するパルス幅制御部とを具備したことを特徴と
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するレーダ装置。

【発明の詳細な説明】

【請求項３】 送信信号を目標に送信し、上記目標から

【０００１】

の反射信号を受信するアンテナと、上記アンテナにより

【発明の属する技術分野】この発明は、目標に電波を照

受信された上記反射信号を復調する受信機と、上記受信

射し、反射してくる電波を受信して、複数の目標の中か

機の出力に基づき目標信号を検出する信号処理部と、目

ら追尾対象目標を捕捉・追尾するレーダ装置に関するも

標距離情報及び目標有効反射面積の情報から、各目標に

のである。

ついてエクリプスが発生しない場合の受信信号強度を算

【０００２】

出し、この信号強度が追尾対象目標の信号強度より高い

【従来の技術】図７は従来のレーダ装置の機能を示すブ

目標を判定し、抑圧対象目標を指定する信号強度計算部
と、上記送信信号のパルス幅を複数設定でき、上記信号

ロック線図である。図７において、１は送信源、２は送
10

信信号にパルス変調をかけるパルス変調器、３はパルス

強度計算部で指定された目標に関し、目標距離情報より

変調された信号を増幅する送信機、４は送信機３で増幅

上記設定された各パルス幅について各目標の受信割合を

された信号を送信し、また目標からの反射信号を受信す

算出して、追尾対象目標からの反射信号の受信割合が高

るアンテナ、５はアンテナ４より入力された信号を受信

く、上記指定された抑圧対象目標からの反射信号の受信

するための受信機、６は受信機５で受信された信号の中

割合が低くなるようなパルス幅を上記複数設定されたパ

から目標信号を検出する信号処理部、７は送信及び受信

ルス幅の中から選択するパルス幅制御部とを具備したこ

のタイミングを制御するタイミング制御器である。

とを特徴とするレーダ装置。

【０００３】次に動作について説明する。従来のレーダ

【請求項４】 送信信号を目標に送信し、上記目標から

装置は、上記のように構成されているから、送信源１の

の反射信号を受信するアンテナと、上記アンテナにより

出力である送信源出力Ｓ１は、パルス変調器２において

受信された上記反射信号を復調する受信機と、上記受信

20

タイミング制御器７の出力である送信制御信号Ｓ９のタ

機の出力に基づき目標信号を検出する信号処理部と、目

イミングに従いパルス変調されパルス変調器出力Ｓ２と

標距離情報、目標有効反射面積及び目標角度の情報か

なり、送信機３に入力され増幅されて送信機出力Ｓ３と

ら、各目標についてエクリプスが発生しない場合の受信

なり、アンテナ４より送信信号Ｓ４となって、目標に送

信号強度を、アンテナサイドローブによる利得低下量を

信される。目標からの反射波である反射信号Ｓ５はアン

考慮して算出し、この信号強度が追尾対象目標の信号強

テナ４で受信されアンテナ出力Ｓ６となり、受信機５に

度より高い目標を判定し、抑圧対象目標を指定するサイ

入力されタイミング制御器７の出力である受信制御信号

ドローブ抑圧判定部と、上記送信信号のパルス幅を複数

Ｓ１０に従い復調され受信機出力Ｓ７となり、信号処理

設定でき、上記サイドローブ抑圧判定部で指定された目

部６に入力され目標信号の検出処理により目標信号Ｓ８

標に関し、目標距離情報より上記設定された各パルス幅

となり、目標の捕捉・追尾処理に使用される。

について各目標の受信割合を算出して、追尾対象目標か

30

【０００４】

らの反射信号の受信割合が高く、上記指定された抑圧対

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来のレ

象目標からの反射信号の受信割合が低くなるようなパル

ーダ装置では、複数の目標が空間に存在した場合、それ

ス幅を上記複数設定されたパルス幅の中から選択するパ

ぞれの目標からの反射信号が干渉し合うことにより、追

ルス幅制御部とを具備したことを特徴とするレーダ装

尾対象目標からの反射信号の検出精度が劣化するといっ

置。

た問題があった。

【請求項５】 送信信号を目標に送信し、上記目標から

【０００５】この発明は、このような問題点を解決する

の反射信号を受信するアンテナと、上記アンテナにより

ものであり、目標からの反射信号の受信割合が、ほぼパ

受信された上記反射信号を復調する受信機と、上記受信

ルス幅に相当する送信時の受信ブラインド時間と、レー

機の出力に基づき目標信号を検出する信号処理部と、追
尾対象目標の速度情報からドップラ周波数を算出し、こ

ダと目標の相対距離の関係に依存することを利用して、
40

追尾対象目標からの反射信号の受信割合は高く、追尾対

のドップラ周波数から使用可能なパルス幅の上限値を算

象目標以外の目標からの反射信号の受信割合が低くなる

出するパルス幅リミット判定部と、上記送信信号のパル

ようなパルス幅を選択し、不要信号を抑圧することによ

ス幅を複数設定でき、複数目標の距離情報に基づき上記

り、追尾対象目標からの反射信号の検出精度を向上させ

パルス幅リミット判定部で計算されたパルス幅上限値の

ることを可能にしたものである。

範囲内で設定された各パルス幅について各目標の受信割

【０００６】

合を算出して、追尾対象目標からの反射信号の受信割合

【課題を解決するための手段】第１の発明によるレーダ

が高く、追尾対象目標以外の目標からの反射信号の受信

装置は、送信パルス信号のパルス幅の選択肢を複数個持

割合が低くなるようなパルス幅を上記複数設定されたパ

ち、複数目標の距離情報から、これら各パルス幅につい

ルス幅の中から選択するパルス幅制御部とを具備したこ

て各目標の受信割合を算出して、追尾対象目標からの反

とを特徴とするレーダ装置。

50

射信号の受信割合は高く、追尾対象目標以外の目標から
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の反射信号の受信割合が低くなるようなパルス幅を選択

の受信割合が低くなるようなパルス幅を選択し、この際

し、この際に一定レートで間欠に送信される目標距離情

に追尾対象目標の速度情報からドップラ周波数を算出

報について、各目標の速度情報により補間計算を実施す

し、このドップラ周波数から周波数解析を実施する場合

ることで目標距離情報の精度を向上させ、不要信号の抑

に十分な周波数帯域の確保できるパルス幅の上限値を求

圧度及び追尾対象目標からの反射信号の検出精度の向上

め、選択できるパルス幅を制限して周波数解析時の不要

を可能にしたものである。

な雑音信号の発生を防ぐことにより、不要信号の抑圧度

【０００７】また、第２の発明によるレーダ装置は、送

及び追尾対象目標からの反射信号の検出精度の向上を可

信パルス信号のパルス幅の選択肢を複数個持ち、複数目

能にしたものである。

標の距離情報から、これら各パルス幅について各目標の
受信割合を算出して、追尾対象目標からの反射信号の受

【００１１】
10

【発明の実施の形態】実施の形態１．図１は、この発明

信割合は高く、追尾対象目標以外の目標からの反射信号

のレーダ装置の実施の形態１を示すブロック図である。

の受信割合が低くなるようなパルス幅を選択し、この際

１、２、３、４、５、６、７は上記従来装置と同じもの

に目標速度情報から各目標のドップラ周波数を算出し、

である。そして、８は各目標からの反射信号の受信割合

目標信号の周波数解析により追尾対象目標との周波数分

を算出し、追尾対象目標からの反射信号の受信割合は高

離が可能となる目標を、抑圧対象目標から除外すること

く、追尾対象目標以外の目標からの反射信号の受信割合

で、不要信号の抑圧度及び追尾対象目標からの反射信号

が低くなるようなパルス幅を選択するパルス幅制御部、

の検出精度を向上させるとともに、パルス幅選択処理時

９は一定レートで間欠に入力される目標距離情報につい

間の短縮を可能にしたものである。

て、目標の速度情報により補間計算を実施する目標距離

【０００８】また、第３の発明によるレーダ装置は、送

補間計算部である。

信パルス信号のパルス幅の選択肢を複数個持ち、複数目

20

【００１２】図１において、目標距離情報Ｓ１１は目標

標の距離情報から、これら各パルス幅について各目標の

距離補間計算部９に一定レートで間欠に入力される。目

受信割合を算出して、追尾対象目標からの反射信号の受

標距離補間計算部９は、他方の入力である目標速度情報

信割合は高く、追尾対象目標以外の目標からの反射信号

Ｓ１３により、目標距離情報Ｓ１１に補間処理を実施

の受信割合が低くなるようなパルス幅を選択し、この際

し、補間後の目標距離情報Ｓ１４をパルス幅制御部８に

に目標有効反射面積の情報から各目標の反射信号につい

出力する。パルス幅制御部８は、補間後の目標距離情報

て受信割合が１００％の場合の信号強度を算出し、この

Ｓ１４より各目標からの反射信号の受信割合を複数のパ

信号強度が追尾対象目標の信号強度より低い目標につい

ルス幅について算出し、不要信号の受信割合が小さくな

ては、抑圧対象目標から除外することで、不要信号の抑

るパルス幅を選択して、パルス幅制御信号Ｓ１２をタイ

圧度及び追尾対象目標からの反射信号の検出精度を向上

ミング制御器７に出力する。この時、送信源１の出力で

させるとともに、パルス幅選択処理時間の短縮を可能に

30

ある送信源出力Ｓ１は、パルス変調器２において、パル

したものである。

ス幅制御信号Ｓ１２に基づくタイミング制御器７の出力

【０００９】また、第４の発明によるレーダ装置は、送

信号である送信制御信号Ｓ９によりパルス変調され、パ

信パルス信号のパルス幅の選択肢を複数個持ち、複数目

ルス変調器出力Ｓ２となり、送信機３に入力され増幅さ

標の距離情報から、これら各パルス幅について各目標の

れて送信機出力Ｓ３となり、アンテナ４より送信信号Ｓ

受信割合を算出して、追尾対象目標からの反射信号の受

４となって、目標に送信される。目標からの反射波であ

信割合は高く、追尾対象目標以外の目標からの反射信号

る反射信号Ｓ５はアンテナ４で受信されアンテナ出力Ｓ

の受信割合が低くなるようなパルス幅を選択し、この際

６となり、受信機５に入力されタイミング制御器７のも

に目標有効反射面積及び目標角度方向の情報から各目標

う一方の出力である受信制御信号Ｓ１０に従い復調され

の反射信号について受信割合が１００％の場合の信号強
度を、アンテナサイドローブによる利得の低下量を考慮

受信機出力Ｓ７となり、信号処理部６に入力され目標信
40

号の検出処理により目標信号Ｓ８となり、目標の捕捉・

して算出し、この信号強度が追尾対象目標の信号強度よ

追尾処理に使用される。ここで、従来のレーダ装置で

り低い目標については、抑圧対象目標から除外すること

は、目標距離情報Ｒ１が入力されてから次の目標距離情

で、不要信号の抑圧度及び追尾対象目標からの反射信号

報Ｒ２が入力されるまでの間、情報は更新されず一定値

の検出精度を向上させるとともに、パルス幅選択処理時

となるため、この間の目標の運動により目標距離情報に

間の短縮を可能にしたものである。

ΔＲの誤差が生じ、最適なパルス幅を選択できない可能

【００１０】また、第５の発明によるレーダ装置は、送

性がある。これに対してこの発明では、レーダから目標

信パルス信号のパルス幅の選択肢を複数個持ち、複数目

までの距離をＲ１、レーダと目標との相対速度をＶ、レ

標の距離情報から、これら各パルス幅について各目標の

ーダの信号処理レートをΔｔとすると、式（１）に示す

受信割合を算出して、追尾対象目標からの反射信号の受

補間計算式により現在の目標距離Ｒ２を算出するため、

信割合は高く、追尾対象目標以外の目標からの反射信号

50

最適なパルス幅を選択し、追尾対象目標からの反射信号
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の検出精度を向上させることができる。

３、４、５、６、７および８は上記図２と同じものであ

【００１３】

る。そして、１１は目標距離情報及び目標有効反射面積

【数１】

情報から、各目標の反射信号について受信割合が１００
％の場合の信号強度を算出し、各目標の信号強度と追尾
対象目標の信号強度との比較を実施する、信号強度計算

【００１４】実施の形態２．図２は、この発明のレーダ

部である。

装置の実施の形態２を示すブロック図である。１、２、

【００１７】図４において、信号強度計算部１１は目標

３、４、５、６、７および８は上記図１と同じものであ

距離情報Ｓ１１及び目標有効反射面積情報Ｓ１６より、

る。そして、１０は目標速度情報から各目標のドップラ
周波数を算出し、目標信号の周波数解析により追尾対象

各目標の反射信号について受信割合が１００％の場合の
10

信号強度を算出し、この信号強度と追尾対象目標の信号

目標との周波数分離が可能となる目標を判定する、ドッ

強度との比較を実施し、信号強度の高い抑圧対象目標を

プラ分離判定部である。

指定する信号強度判定信号Ｓ１７をパルス幅制御部８に

【００１５】図２において、ドップラ分離判定部１０は

出力する。パルス幅制御部８は、信号強度判定信号Ｓ１

目標速度情報Ｓ１３より各目標のドップラ周波数を計算

７で指定された目標について、目標距離情報Ｓ１１より

し、周波数解析により追尾対象目標との周波数分離が可

目標からの反射信号の受信割合を複数のパルス幅につい

能となる目標を判定し、周波数分離が不可能な抑圧対象

て算出し、指定された抑圧対象目標信号の受信割合が小

目標を指定するドップラ分離判定信号Ｓ１５をパルス幅

さくなるパルス幅を選択して、パルス幅制御信号Ｓ１２

制御部８に出力する。パルス幅制御部８は、ドップラ分

をタイミング制御器７に出力する。この時、送信源１の

離判定信号Ｓ１５で指定された目標について、目標距離

出力である送信源出力Ｓ１は、パルス変調器２におい

情報Ｓ１１より目標からの反射信号の受信割合を複数の

20

て、パルス幅制御信号Ｓ１２に基づくタイミング制御器

パルス幅について算出し、指定された抑圧対象目標信号

７の出力信号である送信制御信号Ｓ９によりパルス変調

の受信割合が小さくなるパルス幅を選択して、パルス幅

され、パルス変調器出力Ｓ２となり、送信機３に入力さ

制御信号Ｓ１２をタイミング制御器７に出力する。この

れ増幅されて送信機出力Ｓ３となり、アンテナ４より送

時、送信源１の出力である送信源出力Ｓ１は、パルス変

信信号Ｓ４となって、目標に送信される。目標からの反

調器２において、パルス幅制御信号Ｓ１２に基づくタイ

射波である反射信号Ｓ５はアンテナ４で受信されアンテ

ミング制御器７の出力信号である送信制御信号Ｓ９によ

ナ出力Ｓ６となり、受信機５に入力されタイミング制御

りパルス変調され、パルス変調器出力Ｓ２となり、送信

器７のもう一方の出力である受信制御信号Ｓ１０に従い

機３に入力され増幅されて送信機出力Ｓ３となり、アン

復調され受信機出力Ｓ７となり、信号処理部６に入力さ

テナ４より送信信号Ｓ４となって、目標に送信される。

れ目標信号の検出処理により目標信号Ｓ８となり、目標

目標からの反射波である反射信号Ｓ５はアンテナ４で受

30

の捕捉・追尾処理に使用される。ここで、上記実施の形

信されアンテナ出力Ｓ６となり、受信機５に入力されタ

態１のようなレーダ装置では、追尾対象目標と共存する

イミング制御器７のもう一方の出力である受信制御信号

全ての目標について受信割合を算出し、パルス幅の選定

Ｓ１０に従い復調され受信機出力Ｓ７となり、信号処理

を実施する。これに対しこの発明では、追尾対象目標の

部６に入力され目標信号の検出処理により目標信号Ｓ８

有効反射面積をＡ０、追尾対象外の目標の有効反射面積

となり、目標の捕捉・追尾処理に使用される。ここで、

をＡ１、レーダから追尾対象目標までの距離をＲ０、レ

上記実施の形態１のようなレーダ装置では、追尾対象目

ーダから追尾対象外の目標までの距離をＲ１とすると、

標と共存する全ての目標について受信割合を算出し、パ

受信割合が１００％の場合の追尾対象目標からの反射信

ルス幅の選定を実施する。これに対しこの発明では、ま

号の信号強度と、追尾対象外目標からの反射信号の信号

ず図３に示すように目標速度情報から各目標のドップラ
周波数を算出し、追尾対象以外の各目標について追尾目

強度の差ΔＰは、式（２）により求められることから、
40

追尾対象目標の受信割合が１００％となるパルス幅を選

標との周波数差を算出する。ここに、この周波数差が周

択することにより、ΔＰが正となるような追尾対象外目

波数解析の分解能を越える目標については、追尾対象目

標の反射信号の信号強度は追尾対象目標の信号強度以下

標からの反射信号を抽出する際に分離可能となるため、

とすることができるため、これを抑圧対象外とすること

抑圧対象外とすることで、受信割合の計算回数を削減

で、受信割合の計算回数を削減し、処理負荷を軽減する

し、処理負荷を軽減することが可能となる。

ことが可能となる。

【００１６】実施の形態３．図４は、この発明のレーダ

【００１８】

装置の実施の形態３を示すブロック図である。１、２、

【数２】

【００１９】実施の形態４．図５は、この発明のレーダ

50

装置の実施の形態４を示すブロック図である。１、２、
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３、４、５、６、７および８は上記図４と同じものであ

６となり、受信機５に入力されタイミング制御器７のも

る。そして、１２は目標距離情報と目標有効反射面積情

う一方の出力である受信制御信号Ｓ１０に従い復調され

報及び目標角度情報から、各目標の反射信号について受

受信機出力Ｓ７となり、信号処理部６に入力され目標信

信割合が１００％の場合の信号強度を、アンテナサイド

号の検出処理により目標信号Ｓ８となり、目標の捕捉・

ローブによる利得低下量を考慮して算出し、各目標の信

追尾処理に使用される。

号強度と追尾対象目標の信号強度との比較を実施する、

【００２１】ここで、上記実施の形態３のようなレーダ

サイドローブ抑圧判定部である。

装置では、追尾対象目標と追尾対象外の目標に対するレ

【００２０】図５において、サイドローブ抑圧判定部１

ーダ装置からの見越し角に差がある場合、追尾対象目標

２は目標距離情報Ｓ１１と目標有効反射面積情報Ｓ１
６、及び目標角度情報Ｓ１８から求めたアンテナサイド

と追尾対象外の目標からの反射信号の入射角度が異なる
10

ため、アンテナサイドローブにおける利得の低下量の違

ローブによる利得低下量より、各目標の反射信号につい

いが目標からの反射信号の信号強度に影響し、信号強度

て受信割合が１００％の場合の信号強度を算出し、この

の算出結果に誤差を含むことになる。これに対してこの

信号強度と追尾対象目標の信号強度との比較を実施し、

発明では、信号入射角度と利得低下量の相関テーブルを

信号強度の高い抑圧対象目標を指定するサイドローブ抑

持ち、各目標の角度情報より、追尾対象目標からの反射

圧判定信号Ｓ１９をパルス幅制御部８に出力する。パル

信号の利得低下量ΔＧ０、および追尾対象外の目標から

ス幅制御部８は、サイドローブ抑圧判定信号Ｓ１９で指

の反射信号の利得低下量ΔＧ１を求め、式（３）に示す

定された目標について、目標距離情報Ｓ１１より目標か

とおり受信割合が１００％の場合の追尾対象目標からの

らの反射信号の受信割合を複数のパルス幅について算出

反射信号の信号強度と、追尾対象外目標からの反射信号

し、指定された抑圧対象目標信号の受信割合が小さくな

の信号強度の差ΔＰを算出できることから、追尾対象目

るパルス幅を選択して、パルス幅制御信号Ｓ１２をタイ

20

標の受信割合が１００％となるパルス幅を選択すること

ミング制御器７に出力する。この時、送信源１の出力で

により、ΔＰが正となるような追尾対象外目標の反射信

ある送信源出力Ｓ１は、パルス変調器２において、パル

号の信号強度は追尾対象目標の信号強度以下とすること

ス幅制御信号Ｓ１２に基づくタイミング制御器７の出力

ができるため、これを抑圧対象外とすることで、受信割

信号である送信制御信号Ｓ９によりパルス変調され、パ

合の計算回数を削減し、処理負荷を軽減することが可能

ルス変調器出力Ｓ２となり、送信機３に入力され増幅さ

となる。

れて送信機出力Ｓ３となり、アンテナ４より送信信号Ｓ

【００２２】

４となって、目標に送信される。目標からの反射波であ

【数３】

る反射信号Ｓ５はアンテナ４で受信されアンテナ出力Ｓ

【００２３】実施の形態５．図６は、この発明のレーダ

号である送信制御信号Ｓ９によりパルス変調され、パル

装置の実施の形態７を示すブロック図である。１、２、

ス変調器出力Ｓ２となり、送信機３に入力され増幅され

３、４、５、６、７および８は上記図５と同じものであ

て送信機出力Ｓ３となり、アンテナ４より送信信号Ｓ４

る。そして、１３は目標速度情報からドップラ周波数を

となって、目標に送信される。目標からの反射波である

算出し、このドップラ周波数から目標信号の周波数解析

反射信号Ｓ５はアンテナ４で受信されアンテナ出力Ｓ６

を実施する場合に、十分な周波数帯域の確保できるパル

となり、受信機５に入力されタイミング制御器７のもう

ス幅の上限値を求めるパルス幅リミット判定部である。

一方の出力である受信制御信号Ｓ１０に従い復調され受

【００２４】図６において、パルス幅リミット判定部１

信機出力Ｓ７となり、信号処理部６に入力され目標信号

３は目標速度情報Ｓ１３から追尾対象目標のドップラ周
波数を算出し、目標信号の周波数解析を実施する場合

の検出処理により目標信号Ｓ８となり、目標の捕捉・追
40

尾処理に使用される。

に、不要な雑音信号の発生しない十分な帯域を確保でき

【００２５】ここで、パルス信号を用いたレーダ装置で

るパルス幅の上限値を算出し、このパルス幅上限値Ｓ２

は、周波数解析による目標信号検出を行った場合に、目

０をパルス幅制御部８に出力する。パルス幅制御部８

標からの反射信号および海面や地面からの不要なクラッ

は、目標距離情報Ｓ１１より各目標からの反射信号の受

タ信号のスペクトルが、パルス繰り返し周期ＰＲＦ毎に

信割合を、パルス幅上限値Ｓ２０を越えない複数のパル

発生する。このため、上記実施の形態１のようなレーダ

ス幅について算出し、不要信号の受信割合が小さくなる

装置では、パルス幅ＰＷにより決定されるパルス繰り返

パルス幅を選択して、パルス幅制御信号Ｓ１２をタイミ

し周期ＰＲＦが、追尾対象目標のドップラ周波数に対し

ング制御器７に出力する。この時、送信源１の出力であ

て十分な大きさを持たない場合、ＰＲＦ毎に発生するク

る送信源出力Ｓ１は、パルス変調器２において、パルス

ラッタ信号が追尾対象目標からの反射信号のスペクトル

幅制御信号Ｓ１２に基づくタイミング制御器７の出力信

50

と干渉し、目標信号の検出精度が劣化することになる。
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これに対してこの発明では、送受信切換え時間のデュー

【００３２】また、第５の発明によれば、追尾対象目標

ティー比をｄｔ、目標のドップラ周波数をｆｄとする

の速度情報より、周波数解析を実施する際に不要な雑音

と、クラッタ信号と目標からの反射信号が干渉しないた

信号が発生しない十分な帯域が確保できるパルス幅の上

めのパルス幅の上限値ＰＷｍを式（４）により算出し、

限値を計算し、受信割合を計算するパルス幅をこの上限

これを選択可能なパルス幅の上限値とするため、追尾対

値以下とすることで、選択するパルス幅の最適化を図る

象目標からの反射信号の検出精度を向上させることがで

ことにより、第１の発明より信号検出精度を向上するこ

きる。

とができる。

【００２６】

【図面の簡単な説明】

【数４】

【図１】 この発明によるレーダ装置の実施の形態１を
10

示すブロック図である。
【図２】 この発明によるレーダ装置の実施の形態２を

【００２７】

示すブロック図である。

【発明の効果】この発明は、以上説明したように構成さ

【図３】 この発明によるレーダ装置の周波数解析を用

れているので以下に記載されるような効果を奏する。

いた抑圧対象目標の選定例を示す説明図である。

【００２８】第１の発明によれば、目標速度情報により

【図４】 この発明によるレーダ装置の実施の形態３を

間欠に入力される目標距離情報の補間処理を実施し、目

示すブロック図である。

標距離情報の精度を高めることで、選択するパルス幅の

【図５】 この発明によるレーダ装置の実施の形態４を

最適化を図ることにより、従来のレーダ装置より信号検

示すブロック図である。

出精度を向上することができる。

【図６】 この発明によるレーダ装置の実施の形態５を

【００２９】また、第２の発明によれば、目標速度情報

20

示すブロック図である。

より周波数分離が可能となる目標求め、受信割合を計算

【図７】 従来のレーダ装置を示すブロック図である。

する抑圧対象目標数を限定することで、受信割合の計算

【符号の説明】

回数の削減が可能となり、第１の発明より処理負荷を軽

１ 送信源、２ パルス変調器、 ３ 送信器、４ アンテ

減することができる。

ナ、５ 受信機、６ 信号処理部、７ タイミング制御

【００３０】また、第３の発明によれば、目標有効反射

器、８ パルス幅制御部、９ 目標距離補間計算部、１０

面積情報より各目標の信号強度を計算し、受信割合を計

ドップラ分離判定部、１１ 信号強度計算部、１２ サ

算する抑圧対象目標を、信号強度が追尾対象目標の信号

イドローブ抑圧判定部、１３ パルス幅リミット判定

強度を上回る目標に限定することで、受信割合の計算回

部、Ｓ１ 送信源出力、Ｓ２ パルス変調器出力、Ｓ３

数の削減が可能となり、第１の発明より処理負荷を軽減

送信機出力、Ｓ４ 送信信号、Ｓ５ 反射信号、Ｓ６ ア

することができる。

30

ンテナ出力、Ｓ７受信機出力、Ｓ８ 目標信号、Ｓ９ 送

【００３１】また、第４の発明によれば、目標有効反射

信制御信号、Ｓ１０ 受信制御信号、Ｓ１１ 目標距離情

面積情報及び目標角度情報より、アンテナサイドローブ

報、Ｓ１２ パルス幅制御信号、Ｓ１３ 目標速度情報、

による利得の低下量を考慮した各目標の信号強度を計算

Ｓ１４ 補間後の目標距離情報、Ｓ１５ ドップラ分離判

し、受信割合を計算する抑圧対象目標を、信号強度が追

定信号、Ｓ１６ 目標有効反射面積情報、 Ｓ１７ 信号

尾対象目標の信号強度を上回る目標に限定することで、

強度判定信号、Ｓ１８ 目標角度情報、Ｓ１９ サイドロ

受信割合の計算回数の削減が可能となり、第１及び第３

ーブ抑圧判定信号、Ｓ２０ パルス幅上限値。

の発明より処理負荷を軽減することができる。
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