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最終頁に続く

(54)【発明の名称】スプリットビーム方式合成開口レーダ

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  飛翔 体に 搭載され、対象物に向けて照射したマイクロ波の反射波に基づいて対象物の画
像を 取得 するスポットライトモードの合成開口レーダにおいて、
  放射 方向 がアジマス方向に 僅かに異なり、ビームのメインローブが互いにオーバーラッ
プし てい る少なくとも２つのチャープマイクロ波のビームを対象物に向けて同時に照射す
る少 なく とも２つの一次放射器を備えるとともに、前記少なくとも２つのチャープマイク
ロ波 ビー ムによる前記対象物からの反射波を前記少なくとも２つの一次放射器で各系統毎
に受 信す るスプリットビーム送信アンテナと、
  前記 受信 した少なくとも２系統の反射波からの画像データの画像強度比に基づき、静止
物体 のイ メージを除去して移動体のイメージのみを抽出するクラッターキャンセリング手
段と 、
  抽出 され た前記移動体のイメージに基づいて、当該移動体の現実の位置における少なく
とも ２系 統の画像データの画像強度比と少なくとも２系統のアンテナの送受信ゲインによ
り当 該移 動体の位置を同定する移動体位置同定手段と、
  前記 移動 体の現実の位置と当該移動体の画像データにおける位置との変位量から当該移
動体 の速 度を同定する移動体速度同定手段と
を備 えた スプリットビーム方式合成開口レーダ。
【請 求項 ２】
  前記 クラ ッターキャンセリング手段は、第１系統の受信機により得られた画像データの
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画像 強度 に第２系統の送受信ゲインを乗じたものと、第２系統の受信機により得られた画
像デ ータ の画像強度に第１系統の送受信ゲインを乗じたものの差（以下「積差」という）
を演 算す ることにより、前記積差が０の時は対象物が静止物体であると判断し、前記積差
が０ でな いときは対象物が移動体であると判断する機能を有している請求項１記載のスプ
リッ トビ ーム方式合成開口レーダ。
【請 求項 ３】
  前記 移動 体位置同定手段 は、前記クラッターキャンセリング手段において演算される第
１系 統の 送受信ゲインと第２系統の送受信ゲインの比が、画像データの強度比と一致する
よう なア ジマス方向の変位量を 求め、その変位量から移動体の位置を同定し、前記移動体
速度 同定 手段は、レンジ方向の移動 速度に比例する変位量から移動体の速度を同定する機
能を 有し ている請求項２記載のスプリットビーム方式合成開口レーダ。
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、少し方向が異なる二つ以上の送信ビーム（スプリットビーム）を用いて移動
体、 およ びその速度を検出できるスプリットビーム方式合成開口レーダに関する。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
  マイ クロ 波を利用して地球の観測を行うと、雲があっても、また夜間でも地表面を観測
する こと ができる。これが、光の反射を利用して対象物を観測する光学的撮影方式に対し
て優 れた 点である。しかし、マイクロ波は波長が光に比べて長いため、解像度を上げよう
とす ると 非常に大きな開口のアンテナが必要となる。合成開口レーダ（ Synthetic Apertu
re Radar、 以下ＳＡＲとも略記する）は、飛翔体に搭載して移動しながら観測することに
より 、見 かけ上のアンテナの開口を大きくし、電波の位相の違いを測ることにより、解像
度を 飛躍 的に高めることができる。これにより、夜間、曇天、雨天、火炎・煙中にかかわ
らず 全天 候的な静止画像が得られる。
  合成 開口 レーダ（ＳＡＲ）システムの概要が、非特許文献１、２に示されており、これ
を図 １、 図２に示す。
【０ ００ ３】
  図１ は衛 星搭載型のストリップマップモードＳＡＲシステムを模式的に示したものであ
る。 同図 に示されているように、レーダ本体１で生成されたパルス状のマイクロ波が、飛
行方 向に 長く展開した矩形のＳＡＲ用アンテナ２から送出され、航跡に対して約９０度の
方向 で斜 め下方に扇状に広がり、地表を掃引するように照射する。特定の位置の照射帯３
から 戻っ てきた反射波は同一のＳＡＲ用アンテナ２で受信し、ヘテロダイン検波の後にレ
ーダ 本体 １内蔵のデータレコーダに記録する。これを毎秒１０００～２０００回の割合で
繰返 し、 一連のデータを得る。この生データは、通信用アンテナ４から、地上の受信局５
のア ンテ ナ６に向けて送信する。受信局５では、データ処理局７にデータを送信し、計算
機や 光学 系による映像化処理を行って、高精細な画像を生成する。
【０ ００ ４】
  図２ は航 空機搭載型のスポットライトモードＳＡＲシステムを模式的に示したものであ
る。 同図 に示されているように、レーダ本体で生成されたパルス状のマイクロ波がＳＡＲ
用ア ンテ ナから送出され、航跡に対してある角度で発射され、斜め下方に扇状に広がり、
地表 の特 定の位置を照射する。特定の位置の照射帯から戻ってきた反射波は同一のＳＡＲ
用ア ンテ ナで受信し、ヘテロダイン検波の後にレーダ本体内蔵のデータレコーダに記録す
る。 レー ダを搭載した航空機はこれを毎秒１０００～２０００回の割合で繰返しながらフ
ライ トパ スを飛行し、一連のデータを得る。この生データに、計算機による映像化処理を
行っ て、 高品質な映像を生成する。
【０ ００ ５】
  スト リッ プマップモードとスポットライトモードの違いは、前者がマイクロ波の照射方
向は 航跡 に対して９０度と一定で飛翔体の飛行に伴って地表を掃引するのに対し、後者は
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、図 ２の Δθ g の角度の間、同じ対象物に対してスポットライト状にマイクロ波を照射す
る点 であ る。
【０ ００ ６】
  通常 のマ イクロ波レーダは、アンテナから周波数変調（チャープ）されたマイクロ波を
送信 し、 照射帯からの反射波をアンテナで受信し、信号処理することにより、レンジ方向
の位 置分 解を行っている。レンジ方向の空間分解能は使用するチャープマイクロ波の帯域
に依 存す るが、１０ｃｍ程度の分解は十分可能である。一方、アジマス方向の空間分解能
は照 射帯 のアジマス方向の幅、すなわち送信ビームの幅で決まる。高指向性のアンテナを
用い た時 でさえ１００ｋｍ以上伝搬させると数１００ｍ程度に広がるため、物体形状を特
定す るこ とができない。
【０ ００ ７】
  これ に対 し、合成開口レーダはアジマス方向の空間分解能を劇的に向上させる技術であ
る。 すな わち、図１、２に示すように、レーダ本体１をアジマス方向に移動させながら、
ＳＡ Ｒ用 アンテナ２からレーダ照射を繰り返し行う。すると特定の位置の照射帯３からの
受信 信号 は、レーダ本体１がアジマス方向に移動したことによりドップラー変調された状
態で 観測 され、フーリエ変換することでアジマス方向に分解された画像を得ることができ
る。 以上 の処理を合成開口処理と呼び、レーダがアジマス方向に移動した距離を合成開口
長と 呼ぶ 。合成開口処理によりアジマス方向の空間分解能は大きく改善され、合成開口長
を十 分長 く取れば１０ｃｍ以下となり、レンジ方向の空間分解能と合わせて精細な画像を
取得 でき るようになる。
【０ ００ ８】
  なお 、本 発明と関連する合成開口レーダ技術として、例えば次の特許文献１～５が挙げ
られ る。
  特許 文献 １には、人工衛星等の飛翔体に搭載して地球表面等の観測を行なう合成開口レ
ーダ にお いて、送信信号を生成するためのチャープパルス発生器と、送信信号を分配する
ため の分 配器と、送信信号を所定のレベルまで増幅するための高出力増幅器と、送信信号
と受 信信 号とを分離するための送受分波器と、送信信号及び受信信号の送受信を行なうた
めの 固定 ビーム型一次元フェーズドアレイアンテナから成る複開口面アンテナと、受信信
号を 増幅 するための受信機と、増幅された受信信号のＡ／Ｄ変換及びフォーマット化を行
なう ため の信号処理器とを具備して、所定の固定オフナディア角で、且つ飛翔体のクロス
トラ ック 方向に複域走査を可能ならしめる合成開口レーダが開示されている。
【０ ００ ９】
  特許 文献 ２には、１つのアレーアンテナの開口を４分割した第１～第４のサブ開口と、
上記 第１ ～第４のサブ開口の入出力を合成／分配し、２本の送受信ビームを生成する第１
～第 ４の ハイブリッド合成器及び第１、第２の移相器と、２本のビームの送信、受信時の
信号 の流 れを制御するためのサーキュレータ及び第２のサーキュレータと、２本のビーム
の送 信波 を生成する送信機及び第２の送信機と、２本のビーム出力を受信しビデオ段のア
ナロ グ信 号に変換する受信機及び第２の受信機と、上記受信機、第２の受信機の出力をサ
ンプ ルし 、ディジタル信号に変換するＡ／Ｄコンバータ及び第２のＡ／Ｄコンバータと、
上記 Ａ／ Ｄコンバータ、第２のＡ／Ｄコンバータの出力をそれぞれレンジ圧縮、アジマス
方向 フー リエ変換、スペクトル合成し、その後に合成開口処理を行うことによって、高分
解能 画像 を得る合成開口レーダが開示されている。
【０ ０１ ０】
  特許 文献 ３には、移動する飛行体に搭載された合成開口レーダ（ＳＡＲ）によって得ら
れる ＳＡ Ｒ画像生成用パルスデータ及び飛行体の慣性データを入力するデータ入力部と、
ＳＡ Ｒ画 像生成に用いるパラメータをレンジ方向のサブパッチ画像毎に計算するパラメー
タ計 算部 と、上記パラメータ計算部により得られたパラメータに基づきサブパッチ画像毎
に画 像生 成処理の開始及び終了を決定するタイミング制御部と、上記パラメータ計算部に
よっ て得 られるパラメータ、並びにタイミング制御部によって得られるタイミングに基づ
き上 記デ ータ入力部から継続して入力されるパルスデータをサブパッチ画像毎に画像生成
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処理 を行 う信号処理装置と、上記信号処理装置より継続して得られる複数のサブパッチ画
像を その 位置に応じて表示する画像表示装置とを備えた合成開口レーダ信号処理装置が開
示さ れて いる。
【０ ０１ １】
  特許 文献 ４には、移動プラットフォームに搭載され、地表や海面のレーダ画像を取得す
る合 成開 口レーダにおいて、１系の送信アンテナと２系の受信アンテナとを備え、前記送
信ア ンテ ナのアジマス方向の送信アンテナビームのビーム幅を前記受信アンテナの受信ア
ンテ ナビ ームのビーム幅の２倍となるように設定するとともに、２系の前記受信アンテナ
の受 信ア ンテナビームのうち、片方の受信アンテナビームは前記移動プラットフォームの
進行 方向 側に向け、もう一方の受信アンテナビームは移動プラットフォームの進行方向と
は逆 側に 向けるように構成する合成開口レーダが開示されている。
【０ ０１ ２】
  特許 文献 ５には、アンテナ部と、制御系を含む電気回路部と、ＳＡＲ画像装置と、コン
パク ト・ ポラリメトリＳＡＲ処理装置とを有し、前記アンテナ部が、送受信モジュール毎
に送 信偏 波を水平偏波又は垂直偏波に切替可能であって、水平偏波と垂直偏波の２つの偏
波で 同時 に受信可能な垂直・水平偏波共用フェーズドアレイアンテナであり、前記制御系
が、 送信 時に前記フェーズドアレイアンテナのアンテナ面を電気的に分割して、その一方
を水 平偏 波送信、残りを垂直偏波送信に設定し、受信時に水平偏波と垂直偏波の２偏波同
時受 信に 設定するものであり、前記コンパクト・ポラリメトリＳＡＲ処理装置が、前記ア
ンテ ナ部 ・前記電気回路部により送受信され前記ＳＡＲ画像再生装置により各々画像化さ
れた 複素 データである水平偏波受信データと垂直偏波受信データとをターゲットベクトル
とし て取 扱い、フルポラリメトリのターゲットベクトルの共分散行列に相当する演算結果
を得 るこ とでコンパクト・ポラリメトリＳＡＲ処理を行う合成開口レーダが開示されてい
る。
【先 行技 術文献】
【特 許文 献】
【０ ０１ ３】
【特 許文 献１】特開平６－３３１７３７号公報
【特 許文 献２】特開平８－１６６４４７号公報
【特 許文 献３】特開２００４－１９１０５２号公報
【特 許文 献４】特開２００８－２０３２２８号公報
【特 許文 献５】特開２００９－７４９１８号公報
【非 特許 文献】
【０ ０１ ４】
【非 特許 文献１】安藤繁「合成開口レーダと間接計測技術」計測と制御、Ｖｏｌ．２２，
Ｎｏ ．２ （昭和５８年２月）
【非 特許 文献２】 "SPOTLIGHT-MODE SYNTHETIC APERTURE RADAR: A SIGNAL PROCESSING AP
PROACH" Charles V. Jakowatz, Jr., Daniel E. Wahl, Dennis C. Ghiglia, Paul A. Tho
mpson Springer, 1996
【発 明の 概要】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ０１ ５】
  近年 、衛 星に搭載された合成開口レーダは、陸域・海域の観測や災害監視に威力を発揮
しつ つあ る。しかし、我国の探査衛星“だいち”に搭載された合成開口レーダでは、地球
周回 軌道 からの数１０日おきの周期的観測しかできず、また、Ｌバンド（１．２７ＧＨｚ
）マ イク ロ波を利用し、ストリップマップ法を採用しているため空間分解能は高々５ｍ～
１０ ０ｍ 程度である。このため、随時緊急対応と高分解能が要求される人命救助・災害監
視な どに 役立たない。
【０ ０１ ６】
  また 、こ れまで我国で試験的に開発された航空機搭載ＳＡＲは、Ｘバンド（９．５５Ｇ
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Ｈｚ ）の マイクロ波を用い、ストリップマップ法を採用しているため、空間分解能は高々
１． ５ｍ である。このためマイクロ波反射が少ない「人間」のような小さな物体の検出は
困難 であ る。
【０ ０１ ７】
  上述 した ように合成開口レーダは、レーダ本体を飛翔体でアジマス方向に移動させなが
らレ ーダ 計測を繰り返し行い、ドップラー変調された複数の受信信号を処理することによ
り精 細な レーダ画像を出力するものである。ここでレーダ画像において、静止物体のレー
ダイ メー ジは正確な画像位置に再構成される。ところがレンジ方向に移動している移動体
の場 合に は、ドップラー変調量が変化するため、移動体のレーダイメージはアジマス方向
に変 位し た画像位置に再構成される。変位量はレンジ方向の移動速度に比例する。この時
変位 した 位置に静止物体からのイメージが重なると、双方を見分けることは通常困難であ
る。
【０ ０１ ８】
  さら に、 合成開口レーダを用いた従来の移動体検出法は、アンテナ間距離を１メートル
以上 飛行 方向に離した２個以上のアンテナを使い、それらのアンテナによる受信信号の位
相差 を検 出することによりクラッターキャンセリングを行っている。小型航空機等には飛
行方 向に 複数のアンテナを設置するスペースを確保することは通常困難である。
【０ ０１ ９】
  本発 明が 解決しようとする課題は、複数のパラボラアンテナを設置する必要がなく、コ
ンパ クト なアンテナ系にできるため、小型航空機やヘリコプタ、リモコンで操縦可能な無
人飛 行機 等にも搭載できる移動体検出用のスプリットビーム方式合成開口レーダを提供す
るこ とを 目的とする。
【課 題を 解決するための手段】
【０ ０２ ０】
  前記 課題 を解決するため、本発明の第１の構成は、飛翔体に搭載され、対象物に向けて
照射 した マイクロ波の反射波に基づいて対象物のイメージを取得するスポットライトモー
ドの 合成 開口レーダにおいて、
  放射 方向 がアジマス方向に 僅かに異なり、ビームのメインローブが互いにオーバーラッ
プし てい る少なくとも２つのチャープマイクロ波のビームを対象物に向けて同時に照射す
る少 なく とも２つの一次放射器を備えるとともに、前記チャープ波ビームによる前記対象
物か らの 反射波を前記少なくとも２つの一次放射器で各系統独立に受信するスプリットビ
ーム 送受 信アンテナと、
  前記 受信 した少なくとも２系統の反射波からの画像データの画像強度比に基づき、静止
物体 の画 像を除去して移動体の画像のみを抽出するクラッターキャンセリング手段と、
  抽出 され た前記移動体のイメージに基づいて、当該移動体の現実の位置における少なく
とも ２系 統の画像データの画像強度比と少なくとも２系統のアンテナの送受信ゲインによ
り当 該移 動体の位置を同定する移動体位置同定手段と、
  前記 移動 体の現実の位置と当該移動体の画像データにおける位置との変位量から当該移
動体 の速 度を同定する移動体速度同定手段と
を備 えた スプリットビーム方式合成開口レーダである。
【０ ０２ １】
  ここ で「 スプリットビーム」とは、一つのパラボラアンテナの焦点から少しずれた位置
に少 なく とも２つ（２つ以上）の小さい一次放射器を配置することによって得られるマイ
クロ 波ビ ームである。
  「ク ラッ ターキャンセリング」とは、「移動体」のみを抽出するために、測定された画
像か ら「 静止物体」画像をキャンセルすることである。
【０ ０２ ２】
  本発 明の 第２の構成は、前記クラッターキャンセリング手段であり、第１系統の受信機
によ り得 られた画像データの画像強度に第２系統の送受信ゲインを乗じたものと、第２系
統の 受信 機により得られた画像データの画像強度に第１系統の送受信ゲインを乗じたもの
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の差 （以 下「積差」という）を演算することにより、前記積差が０の時は対象物が静止物
体で ある と判断し、前記積差が０でないときは対象物が移動体であると判断する機能を有
して いる スプリットビーム方式合成開口レーダである。
【０ ０２ ３】
  本発 明の 第３の構成は、 第２の構成において、前記移動体位置同定手段は、前記クラッ
ター キャ ンセリング手段において演算される第１系統の送受信ゲインと第２系統の送受信
ゲイ ンの 比が、画像データの強度比と一致するようなアジマス方向の変位量を求め、その
変位 量か ら移動体の位置を同定し、前記移動体速度同定手段は、レンジ方向の移動速度に
比例 する 変位量から移動体の速度を同定する機能を有しているスプリットビーム方式合成
開口 レー ダである。
【０ ０２ ４】
  本発 明は 航空機や船舶等に搭載可能なスプリットビーム方式合成開口レーダであり、少
し方 向が 異なる２つ以上の送信ビーム（スプリットビーム）の物体のからの反射波を２つ
以上 の１ 次放射器により受信し、クラッターキャンセリングをし、移動体の位置と速度を
検出 する 。
【発 明の 効果】
【０ ０２ ５】
  本発 明の 方式を採用すると、飛行方向に複数のパラボラアンテナを設置する必要がなく
、コ ンパ クトなアンテナ系にでき、総重量の軽量化を図ることができる。このため小型航
空機 やヘ リコプタ、無人飛行機等にも搭載できる移動体検出可能なＳＡＲである。
  高空 間分 解能のＳＡＲ画像を取得するために、「ストリップマップモード」でなく「ス
ポッ トラ イトモード」を採用している。
  これ ら小 型軽量・高分解能・移動体検出等の特長を活かすことにより、小型航空機等に
よる 全天 候型人命救助・災害監視がはじめて可能となる。
  また 、Ｉ ＴＳ（ Intelligent Transport Systems：高速道路交通システム）等の全天候
交通 監視 システム等にも応用でき、社会的インフラとしての波及効果は大きい。
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０２ ６】
【図 １】 ストリップマップモードの合成開口レーダシステムの概要を示す説明図である。
【図 ２】 スポットライトモードの合成開口レーダシステムの概要を示す説明図である。
【図 ３】 本発明の実施の形態において用いるスプリットビーム送受信アンテナを示す正面
図で ある 。
【図 ４】 本発明の実施の形態における２つのビームの送受信ゲインの角度分布を示すグラ
フで ある 。
【図 ５】 本発明の実施の形態における式（１）の各種変数を示す説明図である。
【図 ６】 本発明の実施の形態における合成開口処理後のクラッターと移動体の強度イメー
ジで ある 。
【図 ７】 本発明の実施の形態におけるクラッターキャンセル後の移動体のイメージである
。
【発 明を 実施するための形態】
【０ ０２ ７】
  以下 、本 発明の実施の形態について説明する。
１． スプ リットビーム方式合成開口レーダによる移動体検知
  本発 明に 係るスプリットビーム方式合成開口レーダは、後述する２つ（以上）のマイク
ロ波 ビー ムを送受信するアンテナ等のハードウェアと、信号処理でクラッターキャンセル
し、 移動 体のみの可視化を行うアルゴリズムにより構成されている。クラッターとは静止
物体 のイ メージのことであり、クラッターキャンセルにより移動体のイメージのみ表示で
きる 。ク ラッターキャンセルのためには、ハードウェア・アルゴリズム共に必要となる。
【０ ０２ ８】
２． スプ リットビーム送受信アンテナ
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  スプ リッ トビーム送受信アンテナを図３に示す。図に示すように、水平方向に隣接した
２つ の１ 次放射器１１，１２から同一のチャープマイクロ波１３，１４が同時に送信され
る。 双方 の送信波はパラボラ反射鏡１５を通してターゲット（対象物）に入射される。タ
ーゲ ット からの反射波をパラボラ反射鏡１５を通して２つの１次放射器１１，１２で独立
に受 信す る。１次放射器１１，１２の各送受信方向を調整し、２系統の送受信ゲインの角
度分 布を 図４のようにすることが可能である。
  図４ に示 すように、各系統の送受信ゲインｂ１，ｂ２は２度程度異なる方向を向いてい
て（ スプ リット）、かつビームのメインローブがオーバーラップしている。オーバーラッ
プし た角 度領域で次に述べるクラッターキャンセル処理を行う。
【０ ０２ ９】
３． クラ ッターキャンセル手法
  ある 特定 の位置に静止物体がある場合を考える。上述したように、各々の送受信ゲイン
は図 ４に 示すように、一方が角度の増加にともない送受信ゲインが単調に増加し、他方の
ゲイ ンは 単調に減少するように、レーダに照射される領域の送受信ゲインが空間分布を持
つよ う設 計されている。レーダから静止物体方向の各系統の送受信ゲインはアンテナ特性
デー タベ ース（図４参照）より求まる。各系統より得られる静止物体のレーダ画像強度は
、各 系統 の静止物体方向の送受信ゲインに比例している。そのため、系統１により得られ
た静 止物 体の画像強度に系統２の送受信ゲインを乗じたものは、系統２より得られた画像
強度 に系 統１の送受信ゲインを乗じたものに等しい。従ってそれぞれの積の差をとると０
にな る。 ところが移動体の場合はこの積の差は０にならない。これは移動体の画像位置が
現実 の位 置と異なるためである。画像強度は現実の移動体方向の送受信アンテナゲインに
比例 して いて、レーダ画像面における移動体方向の送受信アンテナゲインには比例しない
。以 上の ように１セットの画像強度と送受信ゲインの積の差をプロットすると、静止物体
は０ にな り移動体は有限な値を持つため移動体のみ抽出できる。
【０ ０３ ０】
  具体 的に は次の手法でクラッターキャンセルを行う。
  図３ の左 の送受信系を系統１とし、右を系統２とすると、各系統で得られるレーダ画像
強度 ａ i は 次式で表せる。
【０ ０３ １】
【数 １】

【０ ０３ ２】
  ここ で、 ｉは系統の番号に対応し、また式中の変数ｘ，ｙ，θ，ψは図５に示すとおり
であ り、 ｇ i ，σ m ，σ s ，ｒ，Ｖ，ｖは次のように定義される。
  ｇ i （α ，β）：系統１，２の水平角α、仰角βにおける送受信ゲイン
  σ m （ｘ ，ｙ），σ s （ｘ，ｙ）：移動体と静止物体のレーダ断面積
  ｒ： レン ジ
  Ｖ： 飛翔 体の速度
  ｖ： ター ゲットのレンジ方向速度
【０ ０３ ３】
  式（ １） は、各系統の（ｘ，ｙｃｏｓψ）の位置における画像の信号強度は、（ｘ－ｖ
ｒ／ Ｖｓ ｉｎθ，ｙ）にある移動体のイメージと、（ｘ，ｙ）にある静止物体のイメージ
との 重ね 合わせであることを意味する。図５に示すように、移動体のイメージは速度に比
例し た変 位量Δｘ＝（ｖｒ／Ｖｓｉｎθ）だけアジマス方向にずれる。
  ここ で、 両チャンネルのレーダ画像データより次の計算を行う。
【０ ０３ ４】
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【数 ２】

  ここ で、
【０ ０３ ５】
【数 ３】

【０ ０３ ６】
  （２ ）式 において、ａ 1 ，ａ 2 はレーダにより得られる画像強度データであり、ｇ 1 ，ｇ 2

は図 ４の ｂ 1 ，ｂ 2 に示すようにアンテナの設計で決定される送受信ゲインである。ｖ＝０
のと き（ ３）式＝０となり、静止物体のイメージは（２）式に寄与しないことがわかる。
従っ て、 Ｆをプロットすることにより移動体のイメージのみ観測可能になる。
【０ ０３ ７】
４． レン ジ方向の速度同定と、アジマス方向の位置同定
  レン ジ方 向に一定速度で移動する移動体のレーダイメージはアジマス方向に変位するが
、移 動体 の速度と現実の位置は次のように同定される。レーダ画像における移動体の位置
に静 止物 体がない時、あるいは移動体の画像イメージが静止物体の表示領域外まで変位し
た時 、そ のイメージは移動体のみによって生成されていることになる。したがって、（１
）式 を用 いてビーム１と２の画像強度の比をとると次式が得られる。
【０ ０３ ８】
【数 ４】

【０ ０３ ９】
  （４ ）式 は移動体の画像強度の比は、移動体の現実の位置における系統１と２の送受信
アン テナ ゲインの比であることを示している。ｘ，Ｖ，θ，ψ，ｒとも既知であるので、
移動 体の 速度ｖが求まる。例えば、系統１と２の各々で計測された２次元画像ａ i の座標
（ｘ ，ｙ ｃｏｓψ）に点状の像が写っていたとする。ここでａ 1 とａ 2 の画像強度の比をと
る。 座標 （ｘ，ｙｃｏｓψ）に写った像が静止物体によるものの場合、画像強度の比は、
系統 １お よび２の送受信ゲインの比と一致する。しかし移動体による像の場合は一致しな
い。 これ は移動体の画像位置が現実の位置とは異なるためである。送受信ゲインの分布ｇ
はア ンテ ナの特性で決まっている。したがって計算機を用いて系統１と２の送受信ゲイン
の比 が、 画像の強度比と一致するようなアジマス方向の変位量Δｘを求めることができる
。こ のΔ ｘから移動体の実際の位置が同定される。またアジマス方向の変位量はΔｘ＝ｖ
ｒ／ Ｖｓ ｉｎθと表されるので、移動体の速度ｖは以下の式から算出できる。
【０ ０４ ０】
【数 ５】

【０ ０４ １】

10

20

30

40

50

( 8 ) JP  5035782  B2  2012.9.26



５． クラ ッターキャンセルのシミュレーション実験
  クラ ッタ ーキャンセルのシミュレーションを行った。シミュレーションの条件はレーダ
本体 から １０ｋｍ離れた位置に速度１ｍ／ｓの移動体を配置すると共に、周囲に多数の静
止物 体を 配置した。図６に合成開口処理後の画像を示す。
【０ ０４ ２】
  図６ は縦 軸がレンジ方向で、横軸がアジマス方向である。図上に移動体のイメージのみ
○印 をつ けたが、現実のＳＡＲでは区別できない。図７は図６の画像データに、上述した
クラ ッタ ーキャンセル処理を行った画像を示している。図６のようにクラッターはすべて
キャ ンセ ルされ、○で示した移動体のみが表示されている。図７は現実のＳＡＲ計測で必
ず重 畳さ れるノイズ（ＮＦ：４ｄＢ）を含む状態でシミュレーションを行った結果であり
、中 心部 から左右外側に行くにしたがいノイズが多くなっている。これは外側ほど、アン
テナ より 照射されるマイクロ波強度が低くなるためである。
【０ ０４ ３】
  検出 でき る最低速度はノイズの大きさで決定される。アンプノイズ・アンテナゲイン・
サイ ドロ ーブ等の熟慮した設計によりノイズを抑えることが可能で、数ｃｍ／ｓで移動す
る物 体の 検出が可能である。
  なお 、高 分解能（０．１ｍ）のためには、Ｋｕバンド（１２～１８ＧＨｚ）～Ｋａバン
ド（ ２６ ～４０ＧＨｚ）のマイクロ波を用い、またスポットライトモードのＳＡＲ画像デ
ータ 取得 方法を用いることが好適である。
【産 業上 の利用可能性】
【０ ０４ ４】
  本発 明の スプリットビーム方式合成開口レーダは、複数のパラボラアンテナを設置する
必要 がな く、コンパクトなアンテナ系にできため、小型航空機やヘリコプタ等にも搭載で
きる スプ リットビーム方式合成開口レーダとして、陸域・海域の観測や災害監視等、人が
近づ きに くい場所や危険な場所の監視に有用である。また、ＩＴＳ（ Intelligent Transp
ort Systems：高速道路交通システム）等の全天候交通監視システム等にも応用できる。
【符 号の 説明】
【０ ０４ ５】
  １   レー ダ本体
  ２   ＳＡ Ｒ用アンテナ
  ３   照射 帯
  ４   通信 用アンテナ
  ５   受信 局
  ６   アン テナ
  ７   デー タ処理局
  １１ ，１ ２   １次放射器
  １３ ，１ ４   チャープマイクロ波
  １５   パ ラボラ反射鏡
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【図 １】

【図 ２】
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【図 ３】

【図 ４】
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【図 ５】

【図 ６】
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【図 ７】
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