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地中FM-CW レーダにおけるシステム校正について
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A CaJibration Technique For FM-CW Subsurface Radar
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図 1 ターゲット位置と周波数スペクトルの関係

Fig. 1 Relationship between target position and spectrum.
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あらましリッジホーンアンテナ等を用いた広帯域

地中FM-CW レーダにおいては，周波数分散性による分

解能劣化が問題となる.そこで，複素化、した信号を用

い補正を行うことを考え，実験によりその有効性を確

認した.

キーワードシステム校正，地中 FM-CW レーダ，

リッジホーンアンテナ

1. まえがき

FM-CW レーダはシステム構成が簡単で、近距離探査に

適していることから，地中レーダ等，数多くの分野へ

応用されている.特にリッジホーンアンテナを用いた

FM-CW レーダでは，アンテナの広帯域化により距離分

解能が高く，またアンテナの指向性が鋭いことから，

地中レーダに適した特性を有している [1] .その反面，

土壌中での電波の減衰のため，このアンテナは低周波

での動作が不可欠となり，アンテナのフレア部分が長

くなる.フレア内部を伝搬する信号は，周波数によっ

て伝搬速度，減衰量が異なる [2]. 従って，送受信波の

周波数分散性を無視できなくなり，距離分解能が劣化

する. FM-CW レーダにおける出力信号は実信号であ

り，振幅(減衰量)の補正は比較的容易であるが，伝

搬速度，すなわち周波数分散性の影響の補正はビート

信号の周期の変化として現れるため困難であった.そ

こで本文では， .Hilbert 変換 [3]， [4]により信号を複素化

し，簡単にシステム校正を行う方法を提案し，実験結

果により，その有効性を示す [5].
2. FM-CW レー夕、

FM-CW レーダは，線形な周波数変調を施した連続波

をターゲットに対して照射し，その送信信号とター

ゲットからの反射信号とを 2 乗検波することによって

得られるビート信号の周波数により，ターゲットまで

の遅延時間(距離)を計測するものである [1] .ビート

信号は式 (1)のように表される.

Sh(t)=gAcos[2πM 'th t+ ゆ] (1)

g ターゲットの反射係数

A 距離に関する減衰項

M=23: 周波数変調率

企f: 掃引周波数幅

企t 掃引時間

τb ターゲットの遅延時問

。:位相定数

これを一企 t/2壬 t5，ð. t/2 でフーリエ変換し，遅延時

間の関数で表せば式 (2) となる.

。4. ð.tsin Iπ(J-M'th) 企 tl
Sb (1)= 立す← fi--a1J exp[jol

- 11t I t

g A ð.tsin lπ(J+M'tb)ð.tl
一-flJ 叫[- j ゆ]π(J+Mτb) ð. tI

(2)

ょっで，式 (2)，右辺第 1項のピーク位置よりターゲツ

トの遅延時聞が推定される.また， FM-CW レーダの遅

延時間の分解能はスベクトル幅で決定され，掃引周波

数幅に依存することがわかる(図 1).

3. 周波数補正

FM-CW レーダは観測時間と掃引周波数が比例してい

るため，受信される FM波が周波数分散性を有している

と，ビート信号の振幅 A ，遅延時間 't" は時刻に依存し

た関数となる.このような誤差を含んだビート信号

ん (t) は式 (3)で近似される.

Sb(t)=gA(t)cos[2πM 'tb(t)t+ <1>]

=gA 。α(t) cos [2πM{ いず (t)}t+<1>J (3)

Sb (t) は観測時刻によって振幅，周波数が変動する.

従って- ð. t/'2三 t5，企t/2 でフーリエ変換を行った周波

数スベクトルは式 (2)に比べひずんだものとなり，分解

能劣化を引き起こす.ここで， τ。は媒質中を， τ，(t)は
アンテナのフレア内を伝搬する時間であり， AO は媒質

中での， α(t) はアンテナのフレア内での減衰項であ
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万 (t) =α( 巾xp [J 2πM 1:' (t) t] (4b)

従って，あらかじめフレア内を伝搬する関数万" (t) を

取得すると，以下のように除算による簡単な周波数分

散性の補正が可能となる.

る.信号に周波数分散性を引き起こす要因は主にアン

テナのフレア内伝搬であり媒質の周波数特性は無視

できるものとする.ターゲット探査において必要な情

報は 1:0 である.従って τ，(t) ， α(t) を除去すればよ

い.式 (3)を解析信号を用いて表現すると，媒質中の伝

搬項とフレア内の伝搬項を分離した信号を得ることが

できる.この解析信号瓦 (t) はs" (t) のHilbelt 変換 [3]，

[4] を用いて以下のように表すことができる.

f s" (t' 、
正 (t) = s" (t) + 長I~マ

=gAo 叫 [J {2πM 1:0 t + ゆ}]

×α(t) exp [J 2πMτ'(t)t]
=g Ao 叫 [J {2πM 1:0 t + <1> } ] s~，r (t ) (制

一般に万 (t) は，自由空間中において送/受信アンテナ

の開口面を向かい合わせた状態で取得した信号を式 (4a)

と同様の操作により複素化したものとして近似可能で

ある.直接波以外の信号成分が混入している場合に

は，直接到達する信号のみを取り出すような周波数

フィルタを施せばよい.

4. 検証実験

ここでは，二つの実験に基づき周波数補正による分

解能特性の改善効果を示す.実験に用いたリッジホー

ンアンテナの寸法を図 2 に示す.このアンテナの

VSWR2.0 以下の帯域は約 0.27 ~ 1.0 GHz で、ある.レーダ

の諸元を表 l に示す.また補正により信号の遅延時聞

が短くなる(式 (5)における万 l (t)取得時のアンテナ間

距離に相当)が，補正前と補正後の結果を比較するた

め，便宜上， .Ons が送信アンテナ開口面の位置となるよ

うに表示して Wる.

4.1 自由空間中における実験

まず，自由空間中においてアンテナ開口面より 20cm

離れた幅 10 cmのアルミ板をターゲットとして測定を

行った.図 3 に補正前，補正後の FFT によるターゲツ

ト反射の検出結果を示す.補正によりターゲット反射

の半値幅が約 2.42 ns から 1.91 ns に向上している.ま

た，図 4 (a)， (b)に補正前，補正後の短時間フーリエ変

15

図3 FFT によるターゲット反身す

Fig. 3 Object responses by the FFT.

表 l レーダ諸元

Table 1 Radar specifications.

RF generator power I 13 [dBm]
Frequency I 0.266 - 1.0 [GH材

、Sweep time I 4.4 [ms]
Sampled points I 88 points

図2 シングルリッジホーンアンテナ

Fig. 2 Single ridged horn antenna

5量三ヨil
さ

換 (STFT) による解析結果を示す. STFT は時変性信

号における時間一周波数解析の一手法であり，時間軸上

でウインドウ関数を平行移動させフーリエ変換するこ

とで，各時刻に局在化するスベクトル成分の検出が可

能である.図 4 の縦軸は観測時刻に対応する送信周波

数，横軸はピート周波数に対応するターゲット反射波

の伝搬遅延時間である. (a) より補正前では低周波ほど

ターゲット反射の遅延が大きく，高周波ほど減衰が大

きいことより，ホーンアンテナのフレアによる周波数

分散性の様子が現れている.一方， (b)の補正後のデー

タでは測定周波数内でターゲット反射の遅延がほぼ-

定となり，振幅特性においても比較的改善されている

ことから，補正が良好に作用していることがわかる.

また図 3 ，および図 4 (b)の補正後信号の約 7.5 ns に現

れる周波数スベクトルは，万 (t) にフィルタリングで除

去不可能な直接波のシステム内部での多重エコーが含

んでおり，その関数を用いて補正を行った結果発生し

たターゲット反射のシステム内部での多重エコーであ

(5)S~'I(t) = 石(t)1 万r (t)
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レター

図4 ST円による時間ー周波数解析結果: (a)補正前，(b)補正後
Fig. 4 Time frequency 巴stimation resu1t using the STFT :

(a) raw data. (b) calibrated data.
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図5 測定状況

Fig.5 百le Experimental scheme.

る.これらのスプリアスエコーは，より正確なえ (t) の

測定，あるいはアンテナシステムの改良により軽減さ

れるものと考えられる.

4.2 地中埋没物探査実験

つぎに，同じターゲットを地中に埋め検出実験を

行った.測定状況を図 5 に示す.図 6 (a) ， (b)に補正

前，補正後の，アンテナを走査させた実開口イメージ

を示す.約 2.5 nsに現れる強い反射は地表面反射であ

る. (a) より補正前では，地表面反射とターゲット反射

が重なり分離されていない.一方， (b) より補正後で

は，二つの反射が分離され，約 6.5 nsにターゲット反射

が明確に検出されている.

(b)
図6 実関口イメージ: (a) 補正前，(b) 補正後

Fig. 6. Real aperture image : (a) raw data ，(b) calibrated data

5. むすび

周波数分散性を有するビート信号に対し， Hilbert 変

換を用いて補正する方法について示し，二つの実験に

基づきその有効性を確認した.
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