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(54)【発明の名称】レーダ画像化信号処理装置
(57)【要約】
【課題】

従来のレーダで用いられているＭＴＩ技術や

ＬＯＧ−ＣＦＡＲ技術等では検出が難しい、複雑な自然
背景下における人工目標の固定または低速で移動する目
標を検出すると共に、大きさを推定できるようにしたレ
ーダ画像化信号処理装置を提供することにある。
【解決手段】

受信信号の位相を検出する位相検出回路

５と、方位／仰角情報および距離情報とから位相の空間
的な分布を算出する位相分布算出回路８と、空間周波数
分布のような位相分布とは異なる他の分布に変換するた
めの位相分布変換回路９と、変換された分布内の小領域
間の分布の相関値を求める相関処理回路１０と、前記相
関値の自然物と人工物の相関の相違から目標を検出し、
検出した目標付近の同一分布形状の大きさから目標の大
きさを推定する目標検出回路１１とを有するレーダ画像
化信号処理装置。
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【特許請求の範囲】

分布に代表される特徴量を抽出する分布に変換する位相

【請求項１】

分布変換回路と、

空中線と組合されて使用され、電磁波を

空中線を介して空間に放射することによって物体から反

該位相分布変換回路によって変換された分布全体の領域

射された反射波を空中線を介して受信波として受信する

を複数の小領域に分割して、それらの小領域間の相関値

レーダ画像化信号処理装置において、

を求める相関処理回路と、

受信波の位相情報と、電磁波を放射してから反射波を受

受信波の振幅情報と、前記距離情報と、前記方位情報と

信するまでの時間から求めた距離情報と、空中線の放射

を用いて、受信波の振幅分布を算出する振幅分布算出回

ビーム方向の方位から求めた方位情報とを用いて、受信

路と、

波の位相分布を算出する位相分布算出回路と、
前記位相分布を該位相分布とは特徴量が異なる他の分布

前記振幅分布の特徴を検出するために前記振幅分布を、
10

エッジ検出に代表される特徴量を抽出する分布に変換す

に変換する位相分布変換回路と、

る振幅分布変換回路と、

該位相分布変換回路によって変換された分布全体の領域

前記相関値と前記振幅分布変換回路の出力とから、自然

を複数の小領域に分割して、それらの小領域間の相関値

物と人工物の相関の相違を用いて目標を検出し、大きさ

を求める相関処理回路と、

を推定する目標検出回路とを有することを特徴とするレ

前記相関値から自然物と人工物の相関の相違を用いて目

ーダ画像化信号処理装置。

標を検出し、大きさを推定する目標検出回路とを有する

【請求項６】

ことを特徴とするレーダ画像化信号処理装置。

装置において、

【請求項２】

前記目標検出装置で抽出した目標の分布と、あらかじめ

請求項１に記載のレーダ画像化信号処理

装置において、

請求項５に記載のレーダ画像化信号処理

既知の目標データから算出しておいた分布データとを比

前記位相分布変換回路は、前記位相分布を、フラクタル

20

較して目標の類別を行う目標類別回路を、更に、有する

次元分布或いは空間周波数分布に代表される特徴量を抽

ことを特徴とするレーダ画像化信号処理装置。

出する分布に変換するものであることを特徴とするレー

【発明の詳細な説明】

ダ画像化信号処理装置。

【０００１】

【請求項３】

【発明の属する技術分野】本発明は、複雑な自然背景下

請求項１に記載のレーダ画像化信号処理

装置において、

における人工目標の電波を用いた検出に関し、固定の目

受信波の振幅情報と、前記距離情報と、前記方位情報と

標または低速で移動する目標を検出する能力の改良に関

を用いて、受信波の振幅分布を算出する振幅分布算出回

する。

路と、

【０００２】

前記振幅分布の特徴を検出するために前記振幅分布を、

【従来の技術】一般的に、自然環境の中に置かれた物体

エッジ検出に代表される特徴量を抽出する分布に変換す

30

の電波を用いた検出方法は、電波を送信し、その反射信

る振幅分布変換回路とを、更に、有し、

号の帰ってくる時間や方向から目標の位置を検出するレ

前記目標検出回路は、前記相関値のみならず前記振幅分

ーダ装置で、固定物からの反射信号に対して、反射物体

布変換回路の出力をも用いて、前記相関値から自然物と

が移動していることにより生じる周波数のドップラーシ

人工物の相関の相違を用いて目標を検出し、大きさを推

フトを用いて固定物からの反射を除去するＭＴＩ(movin

定することを特徴とするレーダ画像化信号処理装置。

g target indicator)方式や反射環境の分布が既に知ら

【請求項４】

れている雨滴や海面等の中に埋もれた目標を抽出するＬ

請求項１に記載のレーダ画像化信号処理

装置において、

ＯＧ−ＣＦＡＲ(logarithmic constant false alarm ra

前記目標検出装置で抽出した目標の分布と、あらかじめ

te)（航空電子装置：日刊工業新聞社、Ｐ１０３〜１０

既知の目標データから算出しておいた分布データとを比
較して目標の類別を行う目標類別回路を、更に、有する

９）により検出する方法等、高速で移動する目標だけを
40

検出したり、既知の分布を持つ背景雑音の中にある目標

ことを特徴とするレーダ画像化信号処理装置。

だけを検出したりする方法がある。しかしながら、近

【請求項５】

空中線と組合されて使用され、電磁波を

年、複雑な背景と目標がともに固定状態であったり、目

空中線を介して空間に放射することによって物体から反

標が複雑な背景の中を低速で移動する場合でも目標を検

射された反射波を空中線を介して受信波として受信する

出することが要求されている。

レーダ画像化信号処理装置において、

【０００３】この要請に答えるための手法が、例えば、

受信波の位相情報と、電磁波を放射してから反射波を受

特開平１０−２８３４８２号公報や特開平０１−２６７

信するまでの時間から求めた距離情報と、空中線の放射

４８０号公報等に開示されている。

ビーム方向の方位から求めた方位情報とを用いて、受信

【０００４】これらの手法は、複雑な背景と目標とを含

波の位相分布を算出する位相分布算出回路と、

む時系列的な２つの画像データから背景の移動ベクトル

前記位相分布を、フラクタル次元分布或いは空間周波数

50

と移動する目標を含む微小領域の移動ベクトルの差異を

( 3 )
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4

利用したり、目標の輝度や面積だけでなく、画像の空間

分布を算出する位相分布算出回路（８）と、算出された

周波数の微分値からエッジを強調して弁別をし易くした

空間的な位相分布が複雑な背景と人工的形状を有する目

ものである。

標では、フラクタル次元分布や空間周波数分布のよう

【０００５】

な、位相分布とは特徴量が異なる他の分布に変換するた

【発明が解決しようとする課題】ところが、周波数のド

めの位相分布変換回路（９）と、変換した分布全体の領

ップラーシフトを用いて固定物からの反射を除去するＭ

域を複数の小領域に分割して、それらの小領域間の分布

ＴＩ方式は、ドップラーシフトの周波数をフィルターで

の相関を求める相関処理回路（１０）と、求めた相関値

分離する必要があるため、ドップラーシフト量の無いか

の自然物と人工物の相関の相違から目標を検出し、検出

少ない固定した目標や低速度で移動する目標は、反射信
号の周波数スペクトラムが零周波数近辺で分布する背景

した目標付近の同一分布の小領域の集合の大きさから目
10

標の大きさを推定する目標検出回路（１１）とを設けた

に対してその分布の中に隠れてしまい、分離が難しいと

ことを特徴としている。

いう問題がある。

【００１１】このレーダ画像化信号処理装置は、自然物

【０００６】反射環境の分布が既に知られている雨滴や

等複雑な背景からの反射信号の空間的な位相分布がラン

海面等の中に埋もれた目標を抽出するＬＯＧ−ＣＦＡＲ

ダムに近くなる一方、人工物等の目標からの反射信号の

により検出する方法は、背景の反射特性分布が予め知ら

空間的な分布は、ランダムにならず人工物の反射表面形

れた分布をしている場合には、それらを抑圧して、その

状に応じて違った分布を生じるので、位相の空間の分布

分布に従わない目標からの反射信号を分離することがで

を変換した分布を複数の微小部分に分割して、それらの

きるが、背景の反射特性分布が未知となる複雑な背景に

小領域間の分布の相関を求めると、自然物からの反射の

対しては適用が困難であるという問題がある。

空間的な分布と人工物からの反射の空間的な分布とでは

【０００７】時系列的な２つの画像データから背景の移

20

相関値が異なるという作用を利用している。

動ベクトルと移動する目標を含む微小領域の移動ベクト

【００１２】従って、周辺とは異なる相関を持つ領域か

ルの差異を利用する技術では、移動する目標の大きさが

ら人工物の目標を検出し、その領域の大きさから目標の

一般的には不明のため微小領域の設定に対して目標が小

大きさが推定できるという効果が得られる。

さい場合には移動ベクトルの差異が小さく、検出がし難

【００１３】また、前記構成における受信系の部分にさ

くなるという問題がある。一方、十分小さな目標に対し

らに、受信信号の振幅を検出する振幅検出回路（１２）

てその領域の移動ベクトルが背景の移動ベクトルに比べ

と、検出された振幅情報と空中線の方位／仰角情報およ

て大きくなるように微小領域を小さくすると、微小領域

び距離情報とから振幅の空間的な分布を算出する振幅分

の数が飛躍的に多くなり、演算時間が長くなり、短時間

布算出回路（１３）とを付加させたことを特徴としてい

での検出が出来なくなるという問題がある。

る。受信信号の位相と振幅の両方と、電磁波を放射し、

【０００８】また、画像の空間周波数の微分からエッジ

30

反射波を受信するまでの時間から求めた距離情報と、空

を強調して弁別をし易くする技術では、背景や目標の画

中線の放射ビーム方向の方位とから求めた方位／距離情

像の輪郭がより強調されるが、背景の複雑な画像のエッ

報とを用いて、振幅の分布を算出する振幅分布算出回路

ジも強調され、目標かどうかの区別が難しく、目標の検

と、その振幅分布からエッジ検出に代表されるような特

出が困難であるという問題がある。

徴量を抽出するため振幅分布変換回路とを設け、その出

【０００９】本発明の主な目的は、複雑な背景の中にあ

力を前記の目標検出回路に供給出来るようにしたことに

る固定した目標、または低速で移動する目標を反射信号

より、振幅分布の情報からの目標らしい領域の大きさ

の空間的な位相の分布状況により容易に検出すると共

と、位相分布の情報から求めた人工物の領域の大きさの

に、大きさを推定できるようにしたレーダ画像化信号処

比較から目標の大きさが推定し易くなるという効果が得

理装置を提供することにある。
【００１０】

られる。
40

【００１４】更に、前記構成における受信系に、位相の

【課題を解決するための手段】本発明によるレーダ画像

分布および振幅の分布の相関値を複数の既知の目標に対

化信号処理装置は、空中に放射する電波の信号を生成す

応したデータとして蓄えたデータベース（１５）と、そ

る送信機（１）と、物体からの反射電力を受信する受信

のデーターベースと目標を検出した部分の領域の位相の

機（４）と、空中に電波を放射するための空中線（３）

分布および振幅の分布の相関値を比較する目標類別回路

と、送信信号の送信から反射信号の受信までの距離を示

（１６）とを設けることにより、目標がどんな種類の物

す距離情報検出回路（６）と、空中線ビーム指向方向を

であるかの類別を行うことができるという効果が得られ

示す方位／仰角情報検出回路（７）より構成されるレー

る。

ダ装置における受信系の部分に、受信信号の位相を検出

【００１５】

する位相検出回路（５）と、検出された位相情報と空中

【発明の実施の形態】次に、本発明の上記および他の目

線の方位／仰角情報および距離情報から位相の空間的な

50

的、特徴および利点を明確にすべく、以下添付した図面

( 4 )
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6

を参照しながら、本発明の実施の形態につき詳細に説明

目標の大きさを推定することができる。

する。図１を参照すると、本発明の一実施例のブロック

【００１７】位相分布の自然物と人工物との相違につい

図が示されている。本実施例は、空中に放射する電波の

て、図２〜６を参照して説明する。

信号を生成する送信機１と、物体からの反射電力を受信

【００１８】図２は、一例として、目標物として平面板

する受信機４と空中に電波を放射するための空中線３

が置かれている場所から離れた高所に空中線を配置し、

と、電波の送信と反射波の受信を一つの空中線３により

仰角方向に空中線ビーム角度θで空中線を走査しながら

行うための送受切替器２と、反射物までの距離を求める

目標からの反射信号を受信する場合の配置図を示す。図

距離情報検出回路６と、空中線ビーム指向方向を示す方

３は空中線放射ビームの位相中心で回転させた場合、図

位／仰角情報検出回路７より構成されるレーダ装置にお
いて受信系に、受信信号の位相を検出する位相検出回路

４は空中線放射ビームの位相中心以外を回転中心として
10

回転させた場合の受信した反射信号の相対位相を空中線

５と、検出された位相情報と空中線の方位／仰角情報お

ビーム角度に対して表した図である。

よび距離情報とから位相の空間的な分布を算出する位相

【００１９】目標物が複雑な形状をしている場合には反

分布算出回路８と、算出された空間的な位相分布が複雑

射波の位相は、放射角度に対してランダムに変動する

な背景と人工的形状を有する目標ではフラクタル次元や

が、図３や図４に示すように、平面構造の表面からの反

空間周波数分布のような特徴量が異なることを利用し

射波の位相は空中線ビーム角度に対して、図３のように

て、位相分布とは異なる他の分布に変換するための位相

角度によらず一定位相の部分が現れたり、図４のように

分布変換回路９と、変換した分布全体の領域を複数の小

周期的に位相が変動する部分が生じる。

領域に分割して、それらの小領域間の分布の相関を求め

【００２０】実際に小さな直方体形状の建物を図２のよ

る相関処理回路１０と、求めた相関値を自然物と人工物

うに計測し、空中線の方位と仰角に対して振幅分布を強

の相関の相違を用いて目標を検出し、検出した目標付近

20

度で濃淡を付けてグラフ化した図を図５に、相対位相の

の同一分布の小領域の集合の大きさから目標の大きさを

分布を大きさで濃淡を付けてグラフ化した図を図６に示

推定する目標検出回路１１とを有する。

す。図６に示すように、建物以外の自然物からの位相分

【００１６】この送信機１からの信号は、送受切替器２

布に対して、建物に相当する表面からの反射波の位相の

を経由して空中線３に供給され、空中に電波として放射

分布に周期的な変化が現れる。

される。放射された電波は物体で反射され、その一部が

【００２１】前記の現象から、位相分布の全領域を複数

再び空中線３で受信され、送受切替器２を経由して受信

の小領域に分割し、その各小領域に対して空間スペクト

機４に供給される。そして、本発明に従って位相検出回

ルやフラクタル次元を求めると、自然物からの反射位相

路５と位相分布算出回路８と位相分布変換回路９と相関

分布のランダムな部分と人工物のあるランダムでない部

回路１０と目標検出回路１１とが設けられている。この

分ではその解析値に相違が生じることになる。

位相検出回路５は、送信時の信号の位相を基準として、

30

【００２２】この相違から人工物の存在位置を検出する

反射信号の相対的な位相差を検出し、位相分布算出回路

ことが可能となり、目標付近の同一解析値の小領域の広

８で、例えば、方位と仰角に対する位相の分布や方位と

がりの大きさにより、目標物の大きさを推定することが

距離に対する位相の分布等を生成し出力する。距離情報

可能となる。

は、電磁波を送信し反射波を受信するまでの時間から反

【００２３】平面状表面において反射波の位相の角度に

射物までの距離を求めるための距離情報検出回路６から

対する周期的な変化は、反射波の合成ベクトルが角度が

得られ、方位と仰角の情報は空中線の放射ビーム方向か

変わるとき相対的な距離が変化するために発生するた

ら反射信号の方位と仰角を検出するための方位／仰角情

め、例えば、目標が固定した状態の場合には、このよう

報検出回路７から得られる。位相分布算出回路８で生成

に空中線を動かすことにより得られ、また、目標が低速

された受信信号の位相分布は、空間的な位相分布が複雑
な背景と人工的形状を有する目標では、フラクタル次元

で移動する場合にも距離が変化するために同様の効果が
40

生じる。

や空間周波数の分布が異なる特徴を利用するために、位

【００２４】図７を参照すると、本発明の他の実施例の

相分布変換回路９に供給され、空間に対する位相分布を

ブロック図が示されている。

フラクタル次元解析や空間周波数解析等を行って、空間

【００２５】本実施例は、前記実施例に受信信号の振幅

に対する位相分布とは異なる他の分布に変換し出力す

を検出するための振幅検出回路１２と距離情報検出回路

る。このようにして求められた分布は相関処理回路１０

６で得られた受信信号の距離情報と方位／仰角情報検出

に供給され、全体の領域が複数の小領域に分割され、そ

回路７で得られた方位と仰角の角度情報とから振幅の空

れらの小領域間の分布の相関が求められ、目標検出回路

間的な分布を求める振幅分布算出回路１３を有する。

１１に供給される。目標検出回路１１では、相関値の自

【００２６】空中線３で受信され、送受切替器２を経由

然物と人工物の相違から目標のある小領域を検出し、検

して受信機４に供給された信号は、振幅検出回路１２に

出した目標付近の同一分布の小領域の集合の大きさから

50

おいて受信レベルを検出し、振幅分布算出回路１３で、

( 5 )

特開２００３−２４８０４７

7

8

例えば、方位と仰角に対する振幅の分布、例えば図５や

この場合、距離方向には振幅を積算合計してもよいし、

方位と距離に対する位相の分布等を生成し出力する。振

振幅の最大値の位置の振幅を抽出してもよいし、任意の

幅分布算出回路１３で生成された受信信号の振幅分布に

距離での振幅としてもよい。他の一つは空中線ビームの

対して、振幅分布変換回路１４は、空間的な振幅分布の

方位毎に距離に対する振幅の分布を求め、例えば横軸に

特徴を抽出するために、エッジ検出等の変換を行い出力

方位、縦軸に距離、振幅の強度を色の濃淡として算出す

する。このようにして求められた分布は目標検出回路１

る。このようにすることにより、前者からは、可視カメ

１に供給され、位相分布相関値から目標を検出したり、

ラ画像と同様に距離は不明確であるが、広い角度範囲で

同一の分布形状の大きさから目標の大きさを推定する際

の目標の分布を知ることができ、後者からは、任意仰角

に、振幅分布からの目標の位置と大きさの情報としてデ
ータの照合や融合を行うことにより、目標の位置や大き

の平面的な分布を知ることができる。横軸を距離、縦軸
10

を仰角として振幅の強度を色の濃淡で表せば、高さと距

さの推定をより正確に行うことができる。

離の断面での分布を知ることもできる。

【００２７】図８を参照すると、本発明の更の他の実施

【００３３】本装置の全体が、移動するプラットホーム

例のブロック図が示されている。

に搭載されている場合でも、プラットホームに自己位置

【００２８】本実施例は、前記実施例の目標検出回路１

を検出する機能を付加し、その情報を位相分布算出回路

１に更に、位相分布／振幅分布データベース１５と目標

や振幅分布算出回路に入力して、方位と距離の補正を行

類別回路１６を有する。

うことにより同様の効果を得ることができる。

【００２９】目標検出回路１１から出力される目標の相

【００３４】なお、本発明が上記各実施例に限定され

関値や大きさを、予め複数の目標物について位相および

ず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施例は適

振幅特性を記録しデータベース化しておいた位相分布／

宜変更され得ることは明らかである。

振幅分布データベース１５の情報と比較し、抽出した目

20

【００３５】

標に近いデータベースの目標を探し出すための目標類別

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、複

回路１６を付加したことにより、抽出した目標がどんな

雑な背景の中にある固定した目標、または低速で移動す

ものであるかの推定を行うことができる。

る目標を反射信号の空間的な位相の分布状況により容易

【００３０】図９を参照すると、本発明の別の実施例の

に検出すると共に、大きさを推定できるようにしたレー

ブロック図が示されている。

ダ画像化信号処理装置が得られる。

【００３１】その基本的構成は上記の通りであるが、位

【図面の簡単な説明】

相分布や振幅分布を表す空間の取り方についてさらに工

【図１】本発明の一実施例のブロック図である。

夫している。

【図２】本発明の利用する現象を説明するために用い

【００３２】図９において、位相分布算出回路８（図

た、目標物として平面板が置かれている場所から離れた

７）を、位相対方位仰角分布算出回路１７と位相対方位

30

高所に空中線を配置し、仰角方向に空中線ビーム角度θ

距離分布算出回路１８で構成し、振幅分布算出回路１３

で空中線を走査しながら目標からの反射信号を受信する

（図７）を、振幅対方位仰角分布算出回路１９と振幅対

場合の配置図である。

方位距離分布算出回路２０で構成している。位相検出回

【図３】本発明の利用する現象を説明するために用い

路５で出力された信号の位相情報を２分配し、一つは空

た、空中線放射ビームの位相中心で回転させた場合の、

中線ビームの方位と仰角の方向に対する位相の分布とし

受信した反射信号の相対位相を空中線ビーム角度に対し

て算出し、例えば、横軸を方位、縦軸を仰角、位相を色

て表したグラフ化した図である。

の濃淡で出力する。この場合、距離方向にはベクトルを

【図４】本発明の利用する現象を説明するために用い

積算合計してもよいし、振幅の最大値の位置の位相を抽

た、空中線放射ビームの位相中心以外を回転中心として

出してもよいし、任意の距離での位相としてもよい。他
の一つは空中線ビームの方位毎に距離に対する位相の分

回転させた場合の受信した反射信号の相対位相を空中線
40

ビーム角度に対してグラフ化した図である。

布を求め、例えば横軸に方位、縦軸に距離、位相を色の

【図５】本発明の利用する現象を説明するために用い

濃淡として算出する。これにより、前者からは、可視カ

た、実際に小さな直方体形状の建物を図２のように計測

メラ画像と同様に距離は不明確であるが、広い角度範囲

し、空中線の方位と仰角に対して振幅分布を強度で濃淡

での目標の分布を知ることができ、後者からは、任意仰

を付けてグラフ化した図である。

角の平面的な分布を知ることができる。ここでは記述し

【図６】本発明の利用する現象を説明するために用い

ていないが、横軸を距離、縦軸を仰角として位相を色の

た、実際に小さな直方体形状の建物を図２のように計測

濃淡で表せば、高さと距離の断面での分布を知ることも

し、空中線の方位と仰角に対して相対位相の分布を大き

できる。また、振幅についても同様に振幅検出回路１２

さで濃淡を付けてグラフ化した図である。

の出力を２分配し、上記と同様にして、例えば、横軸を

【図７】本発明の他の実施例のブロック図である。

方位、縦軸を仰角、振幅の強度を色の濃淡で出力する。
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【図８】本発明の更に他の実施例のブロック図である。
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【図９】本発明の別の実施例のブロック図である。
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振幅分布算出回路
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距離情報検出回路

１７

位相対方位仰角分布算出回路
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