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(54)【発明の名称】地表識別装置及び遠隔物識別装置
(57)【要約】
【課題】

新たな情報を利用して地表面の種類の識別精

度を向上させることのできる地表識別装置を提供する。
【解決手段】

電波高度計１から高度と地表面の散乱係

数とが出力されている。演算回路４１，４２では、所定
数のサンプリング値から高度のフラクタル次元、及び散
乱係数のフラクタル次元の値をそれぞれ算出する。そし
て、演算判定回路６では、両フラクタル次元の値に基づ
いて、田、森、或いは市街地等、地表面の種類を識別す
る。
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【特許請求の範囲】

【０００４】この点、特開平８−２７８３６６号公報に

【請求項１】

係る地表識別装置では、地表面からの反射波の強度のゆ

飛しょう体の高度を逐次計測して出力す

る高度計と、

らぎ（fluctuation）の分散（dispersion）が該地表面

前記高度の変化の乱雑さに基づいて前記飛しょう体の下

の種類によって異なることを利用し、地表識別の精度向

方に広がる地表面の種類を識別する識別手段と、

上を図っている。かかる技術によれば、反射波の強度を

を含むことを特徴とする地表識別装置。

用いたフラクタル次元解析を行うことにより、電波高度

【請求項２】

計の出力変動や飛しょう体の高度変動に起因する反射波

請求項１に記載の地表識別装置におい

て、

強度の変化の影響を低減して、より確実に地表面の種類

前記飛しょう体から該飛しょう体の下方に広がる地表面
に向けて電波を放射するとともに、前記地表面からの反

を識別することができる。
10

【０００５】

射波を受信する送受信機をさらに含み、

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、反射波

前記識別手段は、さらに前記反射波の強度変化の乱雑さ

の強度を用いて算出されるフラクタル次元といえども、

に基づいて前記飛しょう体の下方に広がる地表面の種類

上記種々の条件によって少なからず変動し、また地形の

を識別することを特徴とする地表識別装置。

起伏によっても変動する。このため、上記従来の地表識

【請求項３】

別装置では必ずしも十分正確に地表面の種類を識別する

請求項２に記載の地表識別装置におい

て、

ことはできなかった。

前記高度計は電波高度計であり、前記送受信機は前記高

【０００６】本発明は上記課題に鑑みてなされたもので

度計に含まれる送受信機であることを特徴とする地表識

あって、第１の目的は、新たな情報を利用して地表面の

別装置。

種類の識別精度を向上させることのできる地表識別装置

【請求項４】

請求項２又は３に記載の地表識別装置に
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を提供することにある。また、第２の目的は、遠隔物の

おいて、

表面状態を高精度で識別することのできる遠隔物識別装

前記識別手段は、さらに前記反射波の強度に基づいて前

置を提供することにある。

記飛しょう体の下方に広がる地表面の種類を識別するこ

【０００７】

とを特徴とする地表識別装置。

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため

【請求項５】

に、本発明に係る地表識別装置は、飛しょう体の高度を

遠隔物への距離を逐次計測して出力する

距離計と、

逐次計測して出力する高度計と、前記高度の変化の乱雑

前記距離の変化の乱雑さに基づいて前記遠隔物の表面状

さに基づいて前記飛しょう体の下方に広がる地表面の種

態を識別することを特徴とする遠隔物識別装置。

類を識別する識別手段と、を含むことを特徴とする。こ

【発明の詳細な説明】

うすれば、例えばフラクタル次元等の前記高度の変化の

【０００１】
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乱雑さを表すパラメータを用いることにより、反射波の

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば航空機等の

強度やそのゆらぎの分散とは異なる、新たな情報を利用

飛しょう体上で地表面の種類を識別する地表識別装置、

して、地表面の種類の識別精度を向上させることができ

及び遠隔物の表面状態を識別する遠隔物識別装置に関す

る。

る。

【０００８】また、本発明の一態様に係る地表識別装置

【０００２】

は、前記飛しょう体から該飛しょう体の下方に広がる地

【従来の技術】航空機等の飛しょう体の直下の地表面が

表面に向けて電波を放射するとともに、前記地表面から

どの様な種類の地表面であるかを推測する場合、従来は

の反射波を受信する送受信機をさらに含み、前記識別手

航空機等に搭載する電波高度計を利用して反射波の強度

段は、さらに前記反射波の強度変化の乱雑さに基づいて

を測定し、その強度に基づいて地表面の種類を識別して
いた。この方法は例えば、海面上や湖水面上では反射波

前記飛しょう体の下方に広がる地表面の種類を識別す
40

る。

が強く、森林地帯では逆に反射波が弱くなる等の性質を

【０００９】本発明者らによれば、例えば冬季の雑木林

利用したものである。

では前記反射波の強度変化の乱雑さと前記高度の変化の

【０００３】しかしながら、反射波の強度は、電波高度

乱雑さとが共に比較的小さい等、前記反射波の強度変化

計の出力変動や飛しょう体の高度変動等、種々の条件に

の乱雑さと前記高度の変化の乱雑さとが一定の相関関係

よって同一の地表に対する場合でも大きく変動する。ま

を有することが確認されているため、本態様によれば、

た、互いに異なる種類の地表が、ほぼ同程度の反射波の

地表面の種類の識別精度をさらに向上させることができ

強さを持つこともしばしばある。従って、反射波の強さ

る。

だけからでは地表を正確に識別することが困難であり、

【００１０】なお、前記高度計は電波高度計であり、前

さらに何か別の情報（パラメータ）によって、地表識別

記送受信機は前記高度計に含まれる送受信機であっても

の識別度を向上させる必要がある。
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よい。こうすれば、装置を安価なものとすることができ

( 3 )
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るとともに、小型化することができる。

ｔｊにおけるＡ／Ｄ変換回路３２の出力値をＨｊと記

【００１１】また、本発明に係る地表識別装置では、前

す。

記識別手段は、さらに前記反射波の強度に基づいて前記

【００１８】演算回路４１では、Ａ／Ｄ変換回路３１か

飛しょう体の下方に広がる地表面の種類を識別してもよ

らの出力を次式（１）に代入して、変化量Ｚσｊを算出

い。こうすれば、さらに地表面の種類の識別精度を向上

し、それをメモリ５１に順次一時記憶させる。

させることができる。

【００１９】

【００１２】一方、本発明に係る遠隔物識別装置では、

【数１】Ｚσｊ＝｜σｊ＋１−σｊ｜

遠隔物への距離を逐次計測して出力する距離計と、前記

そして、メモリ５１に対して予め定めるＮσ個の変化量

距離の変化の乱雑さに基づいて前記遠隔物の表面状態を
識別することを特徴とする。こうすれば、従来に無い新

…

（１）

Ｚσｊが格納されると、演算回路４１では、そのＮσ個
10

の変化量Ｚσｊの中でＺσ以上のデータの個数ｎσを求

たな情報を用い、遠隔物の表面状態を高精度で識別する

める。このＺσは零から十分に大きな所定値までの所定

ことができる。

間隔をおいた値であり、各値に対して次式（２）によっ

【００１３】

て確率Ｐσが算出される。この確率ＰσはＺσ＝０のと

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態

きに１となり、Ｚσが十分に大きな所定値のときに０と

について図面に基づき詳細に説明する。

なる。

【００１４】図１は、本発明の実施の形態に係る地表識

【００２０】

別装置の構成を示す図である。同図に示すように、この

【数２】Ｐσ＝ｎσ／Ｎσ

地表識別装置１０は航空機等の飛しょう体に搭載される

こうして各変化量Ｚσに対して確率Ｐσを算出すると、

ものであって、電波高度計１を含んで構成されている。

それらの値は次式（３）の関係を満足する。ここで、Ｄ

電波高度計１は、飛しょう体の底部にて地表に向けて取

20

…

（２）

σは本発明者らの研究により地表面の種類によって定ま

り付けられた送受信アンテナを備えており、例えば、地

ることが明らかにされている定数であり、散乱係数σの

表面に向けてパルス電波を放射するとともに、地表面か

フラクタル次元を表す。

らの反射波を受信し、放射時刻と受信時刻との差に基づ

【００２１】

いて飛しょう体の高度を算出する。この高度は高度出力

【数３】Ｐσ∝（Ｚσ）−Ｄσ

端子２２にて取り出されるようになっている。

図４は、上式（３）の両辺の対数をとったものを両対数

【００１５】さらに、電波高度計１は、上記送受信アン

グラフ上に表したものである。同図において、直線５０

テナにより、地表面に向けて所定強度の電波を放射する

ａ上に表された６個の黒点は変化量Ｚσと確率Ｐσとの

とともに、地表面からの反射波を受信し、該反射波の信

組を表しており、その傾きがフラクタル次元Ｄσとな

号強度を地表面の散乱係数として出力する。この散乱係

る。そして、本発明者らにより地表面の種類に応じてフ

数は散乱係数出力端子２１にて取り出されるようになっ

30

…

（３）

ラクタル次元は異なることが明らかになっており、例え

ている。

ば地表面Ａと地表面Ｂとが種類が異なると、それらから

【００１６】図２は、散乱係数出力端子２１で得られる

得られる変化量Ｚσと確率Ｐσの組は、同図に示すよう

散乱係数σの経時変化を示す図である。同図に示すよう

に、互いに異なる直線５０ａ，５０ｂ上に表されること

に散乱係数σの値はある程度の乱雑さを持って推移して

になる。演算回路４１では、図４における傾きを算出す

いる。この乱雑さは、送受信される電波自体が有するゆ

ることによりフラクタル次元Ｄσを求め、それを出力す

らぎと、地表面における反射の不均一性と、に基づくも

る。

のと考えられる。Ａ／Ｄ変換回路３１は、散乱係数出力

【００２２】高度Ｈについても同様の処理が施される。

端子２１から出力される散乱係数σを所定時間Δｔσ毎

すなわち演算回路４２では、Ａ／Ｄ変換回路３２からの

にサンプリングし、それをデジタル値として出力する。
同図において黒点はサンプリング値を表している。以下

出力を次式（４）に代入して、変化量ＺＨｊを算出し、
40

それをメモリ５２に順次一時記憶させる。

では、時刻ｔｊにおけるＡ／Ｄ変換回路３１の出力値を

【００２３】

σｊと記す。

【数４】ＺＨｊ＝｜Ｈｊ＋１−Ｈｊ｜

【００１７】一方、図３は、高度出力端子２２で得られ

そして、メモリ５２に対して予め定めるＮＨ個の変化量

る高度Ｈの経時変化を示す図である。同図に示すように

ＺＨｊが格納されると、演算回路４２では、そのＮＨ個

高度Ｈの値もある程度の乱雑さを持って推移している。

の変化量ＺＨｊの中でＺＨ以上のデータの個数ｎＨを求

この乱雑さは、主として地表面の不均一性に基づくもの

める。このＺＨは零から十分に大きな所定値までの所定

と考えられる。Ａ／Ｄ変換回路３２は、高度出力端子２

間隔をおいた値であり、各値に対して次式（５）によっ

２から出力される高度Ｈを所定時間ΔｔＨ毎にサンプリ

て確率ＰＨが算出される。この確率ＰＨはＺＨ＝０のと

ングし、それをデジタル値として出力する。同図におい

きに１となり、ＺＨが十分に大きな所定値のときに０と

て黒点はサンプリング値を表している。以下では、時刻

50

なる。

…

（４）
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【００２４】
【数５】ＰＨ＝ｎＨ／ＮＨ

る。
…

（５）

【００２８】また、高度Ｈのフラクタル次元ＤＨと散乱

こうして各変化量ＺＨに対して確率ＰＨを算出すると、

係数σのフラクタル次元Ｄσとは一定の相関を有するた

それらの値は次式（６）の関係を満足する。ここでも、

め、これらを組み合わせて地表識別の判定材料とするこ

ＤＨは、フラクタル次元Ｄσと同様、本発明者らの研究

とで、さらに地表面の種類の識別精度を向上させること

により地表面の種類によって定まることが明らかにされ

ができる。

ている定数であり、高度Ｈのフラクタル次元を表す。

【００２９】なお、以上説明した地表識別装置１０は種

【００２５】

々の変形実施が可能である。たとえば、上記地表識別装

【数６】ＰＨ∝（ＺＨ）−ＤＨ

…

（６）

図５は、上式（６）の両辺の対数をとったものを両対数

置１０では、電波高度計１が、散乱係数σのフラクタル
10

次元Ｄσと高度Ｈのフラクタル次元ＤＨとに基づいて、

グラフ上に表したものである。同図において、直線５４

地表面の種類を識別するようにしたが、その他、地表面

ａ上に表された６個の黒点は変化量ＺＨと確率ＰＨとの

の反射係数も地表面の種類の識別にあたって判断材料と

組を表しており、その傾きがフラクタル次元ＤＨとな

してもよい。こうすれば、例えば図６において領域５

る。そして、本発明者らにより地表面の種類に応じてフ

６，５８，６０等のオーバーラップ部分に散乱係数σの

ラクタル次元は異なることが明らかになっており、例え

フラクタル次元Ｄσ及び高度Ｈのフラクタル次元ＤＨが

ば地表面Ａと地表面Ｂとが種類が異なると、それらから

位置する場合等に、さらに正確に地表面の種類を識別す

得られる変化量ＺＨと確率ＰＨの組は、同図に示すよう

ることができる。

に、互いに異なる直線５４ａ，５４ｂ上に表されること

【００３０】また、以上の説明では、本発明の基本思想

になる。演算回路４２では、図５における傾きを算出す

を地表識別装置に応用する例を中心として説明したが、

ることによりフラクタル次元ＤＨを求め、それを出力す

20

遠隔物の表面状態を高精度で識別することのできる遠隔

る。

物識別装置も同様にして実現できる。すなわち、この場

【００２６】演算判定回路６では、演算回路４１から出

合、電波高度計１から遠隔物の表面に向けて電波を放射

力される散乱係数σのフラクタル次元Ｄσと、演算回路

し、該遠隔物までの距離及び該遠隔物表面での散乱係数

４２から出力される高度Ｈのフラクタル次元ＤＨと、メ

を、それぞれ高度Ｈ及び散乱係数σの代わりに出力すれ

モリ７の記憶内容と、に基づいて電波高度計１の直下に

ばよい。こうすれば、金属や布などの材質に応じた、距

広がる地表面の種類を識別する。図６は、メモリ７に記

離のフラクタル次元と散乱係数のフラクタル次元との相

憶されるマップを示す図である。同図において、縦軸は

関を表すマップをメモリ７に記憶しておくことにより、

散乱係数σのフラクタル次元Ｄσであり、横軸は高度Ｈ

演算判定回路６にて遠隔物の表面状態を識別することが

のフラクタル次元ＤＨである。同図に示すように、例え

できる。

ば田、森、市街地等の異なる種類の地表面に対して電波

30

【図面の簡単な説明】

を放射することにより、高度Ｈを測定し、また散乱係数

【図１】

σを測定した場合、フラクタル次元ＤＨ及びＤσのペア

成を示す図である。

は、同グラフ上、それぞれ領域５６，５８，６０のよう

【図２】

散乱係数の経時変動を示す図である。

にある程度の互いに近接する。このため、演算判定回路

【図３】

高度の経時変動を示す図である。

６では、演算回路４１から出力される散乱係数σのフラ

【図４】

散乱係数のフラクタル次元を算出する方法を

クタル次元Ｄσと、演算回路４２から出力される高度Ｈ

説明する図である。

のフラクタル次元ＤＨと、により定められる点を図６の

【図５】

グラフ上にプロットし、それが領域５６，５８，６０の

する図である。

いずれに属するかによって、飛しょう体の直下に広がる
地表面の種類が田、森、市街地のいずれであるかを識別

【図６】
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本発明の実施の形態に係る地表識別装置の構

高度のフラクタル次元を算出する方法を説明
地表面の種類毎の散乱係数のフラクタル次元

と高度のフラクタル次元との間の相関関係を示す図であ

する。そして、その識別結果を表す信号を判定結果出力

る。

端子８に出力する。

【符号の説明】

【００２７】以上説明した地表識別装置１０によれば、

１ 電波高度計、７，５１，５２

特に高度Ｈのフラクタル次元ＤＨを用いることにより、

定回路、８

電波高度計１に含まれる送信機の出力変動や飛しょう体

子、２２

の高度変動等に起因する反射波強度の変動の影響を低減

路、４１，４２

して、地表面の種類の識別精度を向上させることができ

５８，６０

メモリ、６

判定結果出力端子、２１
高度出力端子、３１，３２
演算回路、５０，５４

領域。

演算判

散乱係数出力端
Ａ／Ｄ変換回
直線、５６，

( 5 )

【図１】

【図２】

【図３】

特開２００３−１９４９３１

【図６】

( 6 )

特開２００３−１９４９３１

【図４】

【図５】
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