
琉球大学学術リポジトリ

海洋レーダーにおけるドップラースペクトルのピー
ク検出に関する基礎研究

言語: 

出版者: 琉球大学工学部

公開日: 2010-01-13

キーワード (Ja): 

キーワード (En): Doppler spectra, simple smoothing,

cellular filed

作成者: 玉城, 清政, 山田, 孝治, 遠藤, 聡志, 藤井, 智史,

Tamashiro, Kiyomasa, Yamada, Koji, Endo, Satoshi,

Fujii, Satoshi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/14709URL



95

iH!r$ v~ ?7"~ ~;:jQ ~t ~ P' V 7 0

7 ~.A~:7 r /vo)

t:0~7 ~ tfj ~=~TQ £filijfJE

Extraction of peak on Doppler spectra

Kiyomasa Tamashiro*, Koji Yamada**, Satoshi Endo**, Satoshi Fujii***

Abstract

The ocean radar is a frequency modulated, interrupted, continuous wave, monostatic ground-wave
radar. After summarizing the propagation characteristics of ground waves, Barrick's formulae for the
first and second order backscattering are described. Using the scattering formulae, methods to extract
sea-surface information such as current and waveheight are explained. But an ocean current can not be
sometimes observed in by the noise. In this paper, we solve the problem by using four rules based on
doppler spectra.
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がずれる．図３は１９９４年９月１３日に知念半島で観測さ

れたデータを単純にドップラースペクトル上の正負最大の

値をピークに取った場合の，０kｍ～450kｍ地点までのピ

ークの位置を表示した図である．

近づく波
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図３０～妬1,1までのピークの位置の流れ

図２海洋レーダーにより得られたドソプラースペクトルの例

これら二つのピークは,近づいてくる波によるエコー(正

のドップラ)と，遠ざかる波によるエコー(負のドップラ)に

対応する．波の波長は6.1ｍ，その位相速度は3.09ｍ/s，

よって，ドップラースペクトル上±0505Ｈｚに後方散乱

のピークが現ｵ１，る．また，得られたドップラースペクトル

の周波数成分は１/128Ｈｚ毎に-127/128Hz～+1Ｈｚまで

の256成分で表されている．

波は海流にのって移動しているため，海流によるドッ

プラーシフトも加わり，ピークの位置は波の位相連からさ

らにずれる．このずれの量をルとすると

し＝ELL （２）
２／

通常。海流は全体的な流れ場が存在しており．ある地

点における流速が次の地点でまったく異なった値を取るこ

とはない．図３においては，３０kｍ付近までは±0.505Ｈｚ

を軸にしてドップラースペクトル上の正負ほぼ対称な位置

にピークが検出できたことがわかる．しかし，330kｍ付

近に明らかに異なった位置にピークを検出している．これ

は，３３kｍ付近にノイズが発生したと考えられる．次に，

ノイズの発生したと考えられる３３kｍ付近のドップラー

スペクトルの波形を見てみる．ここでは２７kｍ～37.5kｍ

まで８地点のドップラースペクトルの推移を図４に示す．

図４では，３０kｍ地点までは±0.505Ｈｚ近辺の値がピー

クだと見て取れるが，31.5kｍ地点においては-0.8Ｈｚ付

近にノイズが発生しているのがわかる．その後ノイズは

34.5kｍまで存在しており，３６kｍ地点になると消滅した．

単純に高さだけを見ると-08Hz付近のノイズを負のピー

クとしてしまいうまく流速を求めることができない．正し

いピークは．前の地点からの流れを考えると-048Ｈｚ付

近の値だと考えられる．また，前章で述べたように，ドッ

プラースペクトルの正負のピークは±0.505Ｈｚを境にし

て，同じ方向へほぼ同じ値だけずれることがわかっている

ため，＋0.6Ｈｚ付近の正のピークと比べても，負のピーク

が-0.4Ｈｚに現jrしることが予想できる．以上のように，ノ

イズの影響により正確なピーク検出できない場合があり，

海域全体の流れ，±0505Ｈｚ付近の同じ値だけずれを考

慮したドップラースペクトル上の正負のピーク検出アルゴ

リズムが求められる．

ここで求めるドップラースペクトルのピークの特徴に

ついてまとめると，

.＝0505Ｈｚを中心に同じ値だけずれた対称的な位置に

IIuLる

．ある地点におけるピークは近接する地点においては連

続的にピークが現jl/しる

として，海流の速度を求めることができる（ｖは流速，Ｃ

は電波の速度,／は電波の周波数)．つまり，ここでは

ドップラースペクトル上のピークのずれルが海流の速度成

分に対応していることになる．１，の値が負の場合レーダー
の視線方向から遠ざかる速度成分である．

今回用いた海洋レーダーでは，ｌ方向あたり１５kｍ間

隔で５６レンジ観測可能である．つまり，１５kｍ間隔で各

地点におけるドップラースペクトルが求められ，それによ

り海流の速度が得られる．また，レーダーは１０分毎に１２

方向に向けて観測を行うため，約２時間で１２方向の海流

を観測できることなる．

3．ピーク検出に関する問題点

海洋レーダーによる観測法は前章で述べた通りである

が．実際にドップラースペクトルのピークを検出する際ノ

イズの影響でピークをうまく検出できないという問題があ

るノイズの原因は，外界からの受信波，観測地点の障害

物，受信機自体から生じるノイズなどさまざまなことが考

えられている．単純にドップラースペクトル上にある正負

最大の値をピークに取ると，ノイズの影響でピークの位置
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図４ドソプラースペクトルの推移

ただし、ここでは縦軸が観測距離，横軸がドップラー

スペクトルの周波数成分を表しており，１つのセルが信号

強度を示しいる．セルの濃度が各地点における信号強度の

強さを示している．また，セルの濃度の濃いものほど信号

が強い．

4．従来の手法

従来海洋レーダーからピークを求めるには，逐次的に処

理を行い，ノイズの影響でピーク検出ができない地点に関

しては人間の手で修正を行うという手法を用いてきた．し

かし，海洋レーダにおける観ｽﾞﾛﾘは対象の海域に対し’０分

毎に１２方向，１方向あたり15kｍ毎に５６地点の観測を

行う．つまり，２時間で672地点もの観測を行い，ノイズ

の個所を人間の手で修正していくのは非常に困難である．

このためノイズの影響を包括的に除去する事が求められ，

今回はレーダー１方向あたりの成分をセルラーフィールド

として包括的に表すことを提案する．

６提案手法

本研究においては，レーダー１方向あたりの全成分を

オートマトン系へコーディングすることにより問題解決を

模索する．観測距離方向をＲ，ドップラー周波数方向をＬ

とおき，Ｒ，Ｌは互いに相関関係がある．また，内部状態

をＳとおく．/はＲ方向に対して，ノはＬ方向についてＳ
の座標である．

問駈解決するにあたって，ドップラースペクトルの

ピーク検出条件に則った４つのルールを提案する．

５．コ－ディング

ニニでは，レーダー１方向あたりの全成分を表現する

ために,セルラーフィールドへのコーディングを行う[４１．

今回使用された海洋レーダーでは，１方向あたり1.5kｍ

毎に５６地点の観測が行える．各地点からドップラースペ

クトルを得ることができる．また，ドップラースペクトル

は，-127/128Ｈｚから＋1Ｈｚまで，］/128Ｈｚごとの周波

数成分を２５６持っている．ドップラースペクトルの１成

分はそれぞれ，信号強度をもっている．つまり，レーダー

ｌ方向あたりの全成分を表現するためには。観測距離．周

波数成分，信号強度の三成分が必要となる．次に、レーダ

ーｌ方向の全成分をセルラーフィールドで表示した図を示

す(図5)．

６１平滑化[5］

海洋レーダーから得られたスペクトルデータには，さ

まざまな雑音が含まれている．こうしたデータからピーク

を抽出するためには，前処理を行って微少ノイズをできる

限り取り除いておくとその後のピーク検出が行いやすい．

今回用いるのは，注目セルを含む近傍領域の平均の値とす

るものである．現在のセルをパ処理後のセルをＳとすれ
ばこのフィルタの処理は次式で表せる．〃【は平均するセ

ルの個数で任意である

く 帥作圭書ﾊﾞｰ芋ｗ） (3)

(3)式のとき微少ノイズの除去が期待できる．

周波数成分

図５ドップラースペクトルをセルラーフィールド

でコーディング
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６２特徴の強調

微少なノイズ成分の除去を行った後に特徴を強調する

処理を行う．

Ｓ(ﾑﾉ)＞Ｓ(ｊ－Ｌｊ)ｎs(i,/)＞Ｓ(ｊ＋1,/）（４）

(4)式の時、特徴の強調を行うこととする．
！●●￣●●
●

●
■

●

●

ポＩＦ：
●

●
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！
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6.3対ﾗIiiR性の利用

今回用いた海洋レーダーのピークの特徴の１つである，

Ｌ方向に対してピークが対照的な位置にでることを利用す

る．注目セルに対して対称となるピークは距離〃だけ離れ

た位置に存在するので，その値を参照することにより注目

セルが求めるピークとなりえるか判断を行う(図０．

ｓｉｉｊノー〃－P邸i+"』

薮
跳
演
搾
紳

図８コーディング処理を行った結果

００

１１
図６対称性を利用し距離〃だけ雛ｵ1,たセルを参照

S(ﾉﾉ)は〃だけ離れたS(i+Ｍを参照し自身の活性化を行う．

6.4連続性の利用

ここでは，ピークは連続的に現れるという特徴を利用

し、Ｒ方向へ隣接するセルの値を参照し，最も位置的に近

いセルをピークと判断する(図7)．

図９提案手法を用いてノイズの除去を行う

図９から，今回用いたルールで問題となった地点のノイ

ズが消滅し，正しくピークを検出していることがわかる．
SF+9J+〃SUW+〃

↑再
方
向 7．おわりに

今回の実験では，海洋レーダから得られたドップラー

スペクトルのピーク検出を，ピークの特徴を利用したルー

ルを用いることによりノイズの除去を行うことができるこ

とを示した．しかし，図８でみられるように遠距離方向

へ行くほど受信電波が弱くなり，遠距離方向に対してピー

ク検出がさらに困難となる，今回用いた手法ではルールの

柔軟性が低く，電波の弱い遠距離方向に対して精度の悪さ

が出た結果となった．今後は遠距離方向へのピーク検出精

度を向上させるため，進化的計算手法を用いて実験を行う

予定である．

ＳｒＬｊ)

図７Ｒ方向に対して最も位置的に近いセルを選択する

この場合ｐ>９となるのでSYiJ)に対し連続するセルは

S(j+9J+〃と判断できる．

以上のルールを用いて実験を行う．

７実験結果

実際に海洋レーダーから得られた実データに対し，前

章で述べたルールを用いて実験を行った．今回用いたデー

タは１９９４年９月１３日に沖縄県知念半島仲観測を行った

際に得られた図３，図４で示したノイズの発生したデータ

に対して実験を行ったものである．図８はデータをコー

ディングしたものであり，破線で囲んだ地点に問題のノイ

ズが存在する．図９は今回の提案手法を用いた結果得ら

れたものである

文献

111大野裕一：「海洋レーダーの観測原理｣，1994年度日本海洋学会春季

大会

[2]井口俊夫：｢海洋レーダの原理｣，1991年度通信総合研究所季報

I3I井口俊夫，梅原俊彦，大野裕一，野崎窓朗：「短波海洋レー

ダーによる海流及び波浪の観測｣，1989年通信総合研究所季報

l41加藤供義，光成友孝，筑山洋：｢セルラーオートマトン法一複雑

系の自己進化と超並列処理~上森北出版株式会社

'51高木幹雄，下田陽久：「画liUi緊析ハンドブック｣，東京大学出版会

､ミミミミーー－－－
蝋


