
(57)【要約】
【課題】  基準方位の設定を極めて容易に行えるように
して、実質的なビーム軸の調整を容易に行えるようにす
る。
【解決手段】  車両１０２の基準方位として、たとえば
その前後軸Ａｍの方位にコーナーリフレクタ１０１を設
置する。車両１０２に装着されたレーダ１００は、コー
ナーリフレクタの方位を検出し、その方位を基準方位θ
ｏとして記憶する。レーダ１００またはこのレーダによ
る探知結果を利用するホスト装置は、基準方位θｏの分
だけ、探知した物標の方位データを修正する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  所定の走査角度範囲でビームを走査する
とともに、前記走査角度範囲内の物標からの反射波を受
信して、該物標の方位を検出する物標方位検出手段と、
基準方位設定モードで、前記走査角度範囲内の所定位置
にリフレクタが設置された状態で前記物標方位検出手段
により検出された方位データを基にして基準方位を求め
る手段と、
前記基準方位を記憶する基準方位記憶手段と、
通常モードで、前記物標方位検出手段により検出された
方位データを、前記基準方位を基準とする方位データに
修正する方位データ修正手段とを備えたレーダ。
【請求項２】  ホスト装置またはその他の装置との間で
通信を行う通信手段を備え、該通信手段からの指示に応
答して前記基準方位記憶手段が前記基準方位を記憶する
ようにした請求項１に記載のレーダ。
【請求項３】  所定の走査角度範囲でビームを走査する
とともに、前記走査角度範囲内の物標からの反射波を受
信して該物標の方位を検出し、方位データを出力する物
標方位検出手段を備えたレーダと、
基準方位設定モードで、前記リフレクタが設置された状
態で前記レーダから入力した前記方位データを基にして
基準方位を求める手段と、該基準方位を記憶する基準方
位記憶手段と、通常モードで、前記レーダから入力した
前記方位データを前記基準方位を基準とする方位データ
に修正する方位データ修正手段とを備えたホスト装置と
から成るレーダシステム。
【請求項４】  請求項１、２、または３に記載のレーダ
を被装着体に装着し、該被装着体の向きに対する所定の
相対位置にリフレクタを設置し、モードを前記基準方位
設定モードに切り替えて前記基準方位を前記基準方位記
憶手段に記憶させるようにしたことを特徴とするレーダ
の基準方位設定方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は電波を用いて物標
の探知を行うレーダ、レーダシステム、およびレーダの
基準方位設定方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来、レーダのビーム軸の調整方法とし
て、 特開平８－１７０９８４および 特許３１５７０
９１が開示されている。
【０００３】 のレーダは、ポリゴンミラーを用いてレ
ーザービームを所定の走査角度範囲で走査する際に、そ
のオフセット角を記憶するようにしたものである。 の
レーダは、走査角度範囲をレーダモジュールを基準に移
動させるようにしたものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところが、 のレーダ
は、光軸調整のために走査手段自体を制御するようにし

ているので、その制御や処理に要する負荷が大きく、大
型化およびコスト高の要因となる。また のレーダは、
走査手段の走査範囲を制御することによって光軸を調整
する方法であるので、高速動作する制御手段の走査範囲
を変更するための機構または制御が大掛かりなものとな
って、やはり大型化およびコスト高を招くことになる。
【０００５】この発明の目的は、実質的な基準方位の設
定を極めて容易に行えるようにして、前述の問題を解消
したレーダ、レーダシステム、およびレーダの基準方位
設定方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】この発明は、所定の走査
角度範囲でビームを走査するとともに、前記走査角度範
囲内の物標からの反射波を受信して、該物標の方位を検
出する物標方位検出手段と、基準方位設定モードで、前
記走査角度範囲内の所定位置にリフレクタが設置された
状態で前記物標方位検出手段により検出された方位デー
タを基にして基準方位を求める手段と、前記基準方位を
記憶する基準方位記憶手段と、通常モードで、前記物標
方位検出手段により検出された方位データを、前記基準
方位を基準とする方位データに修正する方位データ修正
手段とを備えたことを特徴としている。
【０００７】また、この発明のレーダは、ホスト装置ま
たはその他の装置との間で通信を行う通信手段を備え、
この通信手段からの指示に応答して前記基準方位記憶手
段が基準方位の記憶を行うようにしたことを特徴として
いる。
【０００８】また、この発明のレーダシステムは、所定
の走査角度範囲でビームを走査するとともに、前記走査
角度範囲内の物標からの反射波を受信して該物標の方位
を検出し、方位データを出力する物標方位検出手段を備
えたレーダと、基準方位設定モードで、前記リフレクタ
が設置された状態で前記レーダから入力した前記方位デ
ータを基にして基準方位を求める手段と、該基準方位を
記憶する基準方位記憶手段と、通常モードで、前記レー
ダから入力した前記方位データを前記基準方位を基準と
する方位データに修正する方位データ修正手段とを備え
たホスト装置とから成ることを特徴としている。
【０００９】また、この発明のレーダの基準方位設定方
法は、前記レーダを被装着体に装着し、該被装着体の向
きに対する所定の相対位置にリフレクタを設置し、モー
ドを前記基準方位設定モードに切り替えて前記基準方位
をメモリに記憶させるようにしたことを特徴としてい
る。
【００１０】
【発明の実施の形態】この発明の実施形態であるレーダ
の構成を各図を参照して説明する。図１は車両等の被装
着体にレーダを取りつけた状態でのビームの走査範囲の
例を示している。ここで１０２はレーダの被装着体であ
る車両、１００はその車両１０２に取りつけたレーダで
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ある。Ａｍは車両１０２の前後方向に延びる中心軸に平
行な軸（以下、「車両前後軸」と言う。）、Ａｒはレー
ダ１００の前方方向を向くレーダ中心軸である。このレ
ーダ１００のビーム走査手段によって、ビームは、レー
ダ中心軸Ａｒを中心として、その左右方向にθｒの幅で
走査される。また、θｍは車両前後軸Ａｍを中心として
その左右方向に所定角度範囲を有する角度範囲である。
この角度θｍが、実際に探知すべき（ホスト装置に要求
される）角度範囲である。θｒはθｍより広く且つθｍ
の範囲全体をカバーするように予め余裕を持たせて広め
にしている。車両前後軸Ａｍは、レーダ１００が車両１
０２に対して、方位方向の角度ずれなしに正確に装着さ
れた場合に、レーダ１００の中心軸が向く軸である。し
かし、車両１０２に対するレーダ１００の装着部の寸法
精度や取り付け精度によって、レーダ１００の中心軸Ａ
ｒと車両前後軸Ａｍとの間に、θｏ分の方位方向の角度
（オフセット）が生じる。
【００１１】後述するように、レーダの基準方位を設定
する際に、車両前後軸Ａｍの軸上に、レーダ１００から
所定距離離れた位置にコーナーリフレクタ１０１を設置
する。例えば、車両が停車する所定位置に車両が停車し
た状態で、車両前後軸が通る位置に予めコーナーリフレ
クタ１０１を設置しておく。これにより、上記θｏを基
準方位として用いる。
【００１２】図２は、図１に示したレーダ１００の構成
を示すブロック図である。この例では、ＦＭ－ＣＷ方式
で物標の相対距離および相対速度を検知するレーダにつ
いて示している。ここで、１０はレーダセンサ、２０は
信号処理部である。レーダセンサ１０は、レーダ測定用
の電波を送受信し、送信波と受信波とのビート信号を信
号処理部２０へ出力する。信号処理部２０の変調カウン
タ２１は、マイクロプロセッサ２６からの制御により、
カウント値を三角波状に変化させるカウンタである。Ｄ
／Ａコンバータ２２は、変調カウンタ２１からの出力値
をアナログ信号に変換して、レーダセンサ１０のＶＣＯ
１１へ与える。その結果、ＶＣＯ１１は、上り変調区間
と下り変調区間からなる三角波状に、発振信号をＦＭ変
調する。
【００１３】ＶＣＯ１１の発振信号は、アイソレータ１
２、カプラ１３、サーキュレータ１４を介して１次放射
器１５へ供給される。この１次放射器１５は、誘電体レ
ンズ１６の焦点面または焦点面付近にあって、誘電体レ
ンズ１６は、１次放射器１５から放射されるミリ波信号
を鋭いビームとして送信する。車両などの物標からの反
射波が誘電体レンズ１６を介して１次放射器１５へ入射
されると、受信信号がサーキュレータ１４を介してミキ
サ１７へ導かれる。ミキサ１７は、この受信信号とカプ
ラ１３からの送信信号の一部であるローカル信号とを入
力して、その差の周波数信号であるビート信号を、中間
周波信号として、信号処理部２０のＡ／Ｄコンバータ２

３へ出力する。
【００１４】Ａ／Ｄコンバータ２３は、これをデジタル
データに変換する。ＤＳＰ（デジタル信号処理装置）２
４は、Ａ／Ｄコンバータ２３から入力したデータ列をＦ
ＦＴ（高速フーリエ変換）処理して、ビート信号のパワ
ースペクトルを求める。また、ＤＳＰ２４は、そのパワ
ースペクトルに含まれる、物標の反射に起因するパワー
の突出した部分（以下単に「突出部」という。）を抽出
し、上り変調区間と下り変調区間における突出部のピー
ク周波数のペアから、物標の相対位置および相対速度を
検知する。通信インタフェース２５は、その検知した結
果をホスト装置へ伝送する。この通信インタフェース２
５が本発明に係る通信手段に相当する。
【００１５】レーダセンサ１０内の１８で示す部分は、
１次放射器１５を誘電体レンズ１６の焦点面内またはそ
れに平行な面内を平行移動させるスキャンユニットであ
る。１次放射器１５が設けられている可動部と固定部と
で０ｄＢカプラを構成している。Ｍで示す部分は、その
駆動用モータである。マイクロプロセッサ２６は、この
モータＭを駆動制御することによって、ビームの走査を
行う。
【００１６】このようにビームの走査を行うとともに、
上記ＤＳＰ２４による物標の探知を行うことにより、方
位毎の各物標の相対位置・相対速度を求める。このスキ
ャンユニット１８、それを制御するマイクロプロセッサ
２６、物標の探知を行うＤＳＰ２４が本発明に係る物標
方位検出手段に相当する。
【００１７】ホスト装置３１は、レーダ１００から物標
の相対位置および相対速度を読み取って、必要に応じて
車両制御部３２へ車両制御用コマンドを出力する。車両
制御部３２は、そのコマンドに応じて車両の制御を行
う。
【００１８】図３は信号処理部２０のマイクロプロセッ
サ２６の実行する、基準方位設定時の処理手順を示すフ
ローチャートである。まず、ホスト装置よりコマンドを
受信する（ｓ１）。そのコマンドが、基準方位設定モー
ドに切り替えるコマンドであれば、以降に示す基準方位
の設定処理を順に行う。すなわち、図２に示したスキャ
ンユニット１８の制御によって、ビームの方位を初期位
置に向ける（ｓ２→ｓ３）。例えばビーム走査角度範囲
の左端の方位にビームが向くようにする。続いて、Ａ／
Ｄコンバータ２３により変換されたビート信号のディジ
タルデータを所定のサンプリング数だけ取得し、それに
ついてＦＦＴ処理する（ｓ４→ｓ５）。
【００１９】その後、突出部の検出を行う（ｓ６）。す
なわち、周波数スペクトルの信号強度が山型に突出する
部分を検出する。突出部が存在すれば、そのピーク周波
数およびピーク周波数における信号強度を抽出する。
【００２０】その後、ビーム方位をビーム１本分だけ偏
位させ、同様な処理を繰り返す（ｓ７→ｓ８→ｓ４→・
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・・）。
【００２１】以上の処理を最終ビームまで（走査角度範
囲の右端）まで繰り返し行うことによって、所定走査角
度範囲内で探知を行うに要するデータを収集する。その
後、方位方向および周波数軸方向に広がる突出部の中心
のピーク周波数を代表周波数、その信号強度を代表信号
強度としてそれぞれ抽出する。そして、上り変調区間と
下り変調区間における複数の代表信号から、方位角が略
一致していて、且つ信号強度も略一致しているものをペ
アとして抽出する。
【００２２】この基準方位設定処理時には、図１に示し
たように、コーナーリフレクタ１０１を設置しているの
で、そのコーナーリフレクタの方位θｏ、コーナーリフ
レクタ１０１までの距離および速度を算出する（ｓ
９）。但し、この基準方位設定の処理では、コーナーリ
フレクタ１０１までの距離および速度は直接利用しな
い。このようにして求めたコーナーリフレクタ１０１の
方位θｏを基準方位として、マイクロプロセッサ２６内
のメモリに記憶する（ｓ１０）。このマイクロプロセッ
サ２６が本発明に係る基準方位記憶手段に相当する。
【００２３】なお、コーナーリフレクタ１０１以外に、
それより遠方に存在する壁や物標の反射波がレーダ１０
０に戻るような環境下では、壁やコーナーリフレクタ１
０１以外の物標も検知される。しかし、算出した上記距
離が予め定めた範囲外であったり、相対速度が略０でな
いものは、コーナーリフレクタでないので、距離と速度
の算出結果を利用して、コーナーリフレクタ１０１から
の反射信号の方位のみを抽出すればよい。
【００２４】図３において、ホスト装置から受信したコ
マンドが通常モードに切り替えるコマンドであれば、図
４に示す通常動作を実行する。まず、初期設定を行う
（ｓ１１）。この初期設定には、図３におけるステップ
ｓ３で示したものと同様のビーム方位の初期化も含まれ
る。その後、ビームの所定走査角度範囲での１回の走査
により、その走査角度範囲内に存在する物標の検知を行
う（ｓ１２）。このステップｓ１２では、図３に示した
ステップｓ４～ｓ９に示した処理と同様の処理によっ
て、存在する物標の方位・距離・速度を算出する。
【００２５】コーナーリフレクタ１０１を車両の基準方
位である車両前後軸の軸上に設置して求めた基準方位θ
ｏは、車両前後軸Ａｍに対するレーダ中心軸Ａｒの方位
方向のオフセットに相当している。したがって、この例
では、物標の方位θから基準方位θｏを減じてオフセッ
ト分の補正を行い、方位データを補正する（ｓ１３）。
そして、方位データを補正した探知結果をホスト装置へ
出力する（ｓ１４）。上記ステップｓ１２～ｓ１４の処
理を繰り返すことによって連続的に物標の探知を行う。
上記ステップｓ１３の処理を行うマイクロプロセッサ２
６が本発明に係る方位データ修正手段に相当する。
【００２６】なお、この例では、ホスト装置からのコマ

ンドに応じて、レーダが基準方位の設定を行うようにし
たが、工場での調整時にのみレーダに接続する装置から
基準方位設定モードに切り替えるコマンドを受けるよう
にしてもよい。
【００２７】次に、第２の実施形態に係るレーダシステ
ムにおけるホスト装置の処理内容を、図５を基に説明す
る。図５はホスト装置側の処理手順を示すフローチャー
トである。この実施形態では、レーダは上記基準方位θ
ｏをホスト装置へ出力する手段を備え、またレーダ側で
はθｏ分の修正を行わずに、そのまま探知結果をホスト
装置へ出力する。
【００２８】ホスト装置では、図５に示すように、ま
ず、基準方位設定モードでレーダから入力した方位デー
タを基準方位θｏとしてメモリに記憶する（ｓ２１）。
その後、通常モードとなって、レーダから物標の探知結
果（方位・距離・速度）のデータを入力する（ｓ２
２）。そして、方位データθをθｏ分だけ修正する（ｓ
２３）。これにより、物標の方位を正しく検知したこと
になる。その後、必要に応じて車両の制御を行う（ｓ２
４）。例えば、車両の前方を走行する他の車両までの距
離が所定距離以内で且つ所定の相対速度以上で接近して
いる場合に、アクセル開度を小さくする等して速度制限
を行う。
【００２９】上記ステップｓ２２～ｓ２４の処理を繰り
返すことによって、レーダからの探知結果の修正および
車両制御を繰り返す。上記ステップｓ２１の処理を行う
手段が、本発明に係る基準方位記憶手段に相当する。ま
た、上記ステップｓ２３の処理を行う手段が、本発明に
係る方位データ修正手段に相当する。
【００３０】なお、以上に示した実施形態では、車両の
前後軸上にコーナーリフレクタを設置して基準方位θｏ
の設定を行ったが、基準とすべき方位に対する既定角度
分ずれた位置にコーナーリフレクタを設置して、コーナ
ーリフレクタの方位を検出するようにしてもよい。その
場合には、（コーナーリフレクタの方位＋上記既定角
度）を基準方位として扱えばよい。いずれにしても、検
出されたコーナリフレクタの方位を基にして基準方位を
求めていることになる。
【００３１】
【発明の効果】この発明によれば、走査手段の走査角度
範囲を制御する必要がないので、走査手段の構成を簡略
化でき、その制御も容易となる。その結果、装置の規模
を増すことなく、レーダの基準方位設定が容易となる。
【００３２】また、この発明によれば、車両等の被装着
体にレーダを装着した状態で、被装着体の向きに対する
所定方位の位置にリフレクタを設置するだけで基準方位
の設定を容易に行えるようになる。そのためレーダの装
着後のビーム軸調整のための時間が不要となり、製造効
率が極めて向上する。
【００３３】また、この発明によれば、ホスト装置側に
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レーダの基準方位のずれを補正する手段を設けておけ
ば、レーダは基準方位に関するデータをホスト装置へ出
力するだけでよいので、レーダの構成をさらに簡略化で
き、小型低コスト化を図ることができる。
【００３４】また、この発明によれば、ホスト装置また
はその他の装置からの指示に応答して基準方位の記憶を
行うようにしたので、レーダ側で、基準方位の設定のた
めの特別な操作や設定を行う必要がなく、最終製品状態
で、または車両等の被装着体に装着した状態で、基準方
位の設定が可能となる。そのため基準方位設定の作業が
容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係るレーダの車両への取り付
け状態およびビームの走査角度範囲等を示す図
【図２】同レーダの構成を示すブロック図

【図３】レーダのマイクロプロセッサの処理手順を示す
フローチャート
【図４】同マイクロプロセッサの通常動作の手順を示す
フローチャート
【図５】第２の実施形態に係るレーダが接続されるホス
ト装置側の処理手順を示すフローチャート
【符号の説明】
１００－レーダ
１０１－コーナーリフレクタ
１０２－車両（被装着体）
Ａｍ－車両前後軸
Ａｒ－レーダ中心軸
θｒ、レーダの走査角度範囲
θｍ－ホスト装置の要求する探知角度範囲
θｏ－基準方位（オフセット）

【図１】

【図２】

【図４】

【図５】
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【図３】
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