
JP 2009-182819 A 2009.8.13

10

(57)【要約】
【課題】小型化及び簡素化を図ったアンテナ制御装置や
受信装置、アンテナ制御方法を提供する。
【解決手段】受信装置１は、可変指向性アンテナ６と、
可変指向性アンテナ６から入力される信号を増幅するア
ンテナアンプ７と、アンテナアンプ７に直流電力を供給
するレギュレータ８と、レギュレータに直流電力を供給
する全波整流部９と、信号線３と、直流電源１４、１５
と、直流電源１４、１５と信号線３との接続の切替を行
う切替部１２と、を備える。直流電源１４、１５により
信号線３に直流電圧が印加され、可変指向性アンテナ６
の指向性が制御される。また、全波整流部９を介してレ
ギュレータ８に直流電力が供給される。切替部１２の接
続を切り替えると、可変指向性アンテナ６に供給される
直流電圧は切替前後で正負が反転するが、レギュレータ
８に供給される直流電圧は反転しない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号を無線通信するアンテナを備えるアンテナ部と、当該アンテナ部と信号線によって
接続されるとともに信号を変換する信号変換部と、を備える通信装置に備えられるアンテ
ナ制御装置において、
　前記信号変換部に備えられ、直流電圧を供給する直流電源と、
　前記信号変換部に備えられ、前記直流電源と前記信号線との接続を切り替えることによ
って、前記信号線に、正である第１電圧値及び負である第２電圧値のいずれか一方の電圧
値となる直流電圧を印加させる切替部と、
　前記アンテナ部に備えられ、前記アンテナの特性を切り替えるアンテナ切替部と、を備
え、
　前記アンテナ切替部が、前記信号線に印加される直流電圧の電圧値に基づいて、前記ア
ンテナの特性の切替を行うことを特徴とするアンテナ制御装置。
【請求項２】
　信号を受信するアンテナを備えるアンテナ部と、当該アンテナ部と信号線によって接続
されるとともに前記信号線を介して入力される信号を復調する復調部と、を備える受信装
置において、
　前記復調部に備えられ、直流電圧を供給する直流電源と、
　前記復調部に備えられ、前記直流電源と前記信号線との接続を切り替えることによって
、前記信号線に、正である第１電圧値及び負である第２電圧値のいずれか一方の電圧値と
なる直流電圧を印加させる切替部と、
　前記アンテナ部に備えられ、前記アンテナの特性を切り替えるアンテナ切替部と、を備
え、
　前記アンテナ切替部が、前記信号線に印加される直流電圧の電圧値に基づいて、前記ア
ンテナの特性の切替を行うことを特徴とする受信装置。
【請求項３】
　前記アンテナ部に備えられ、前記アンテナに入力される信号の増幅を行うアンテナアン
プと、
　前記アンテナ部に備えられ、前記信号線に印加されて入力される直流電圧を全波整流し
て前記アンテナアンプに供給する直流電圧を生成する全波整流部と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記アンテナ切替部が、前記アンテナの受信方向の指向性を切り替えるものであること
を特徴とする請求項２または請求項３に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記アンテナが、
　少なくとも２つの一端が接地される寄生素子と、
　当該寄生素子の間に備えられるとともに受信した信号を前記信号線を介して前記復調部
に入力する受給電素子と、を備え、
　前記アンテナ切替部が、前記寄生素子のそれぞれに備えられるとともに受信する信号に
対するリアクタンスが可変となる可変リアクタンス素子を備え、
　前記可変リアクタンス素子のリアクタンスが、前記信号線に印加される直流電圧の電圧
値に基づいて決定されることを特徴とする請求項４に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記可変リアクタンス素子がバラクタダイオードであり、
　一方の前記バラクタダイオードのアノードが、前記寄生素子の接地される一端側となる
ように設けられ、
　他方の前記バラクタダイオードのカソードが、前記寄生素子の接地された一端側となる
ように設けられるとともに、
　前記バラクタダイオードと、前記寄生素子の接地された一端との間にそれぞれキャパシ
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タが備えられ、
　前記寄生素子の、前記バラクタダイオードと前記キャパシタとの間に、それぞれ前記信
号線に印加された直流電圧が印加されることを特徴とする請求項５に記載の受信装置。
【請求項７】
　前記復調部で処理される信号に基づいて、前記切替部が、前記直流電源と前記信号線と
の接続を切り替えることを特徴とする請求項２～請求項６のいずれかに記載の受信装置。
【請求項８】
　前記信号線が、二本の導線を備えたフィーダ線であることを特徴とする請求項１～請求
項７のいずれかに記載の受信装置。
【請求項９】
　信号を無線通信するアンテナを備えるアンテナ部と、当該アンテナ部と信号線によって
接続されるとともに信号を変換する信号変換部と、を備える通信装置のアンテナ制御方法
において、
　前記信号線に、正である第１電圧値及び負である第２電圧値のいずれか一方の電圧値と
なる直流電圧を印加するとともに、
　前記信号線に印加する直流電圧の電圧値に基づいて、前記アンテナの特性を制御するこ
とを特徴とするアンテナ制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を行う通信装置に備えられるアンテナ制御装置やアンテナ制御方法
に関する。また、このアンテナ制御装置を利用した受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル圧縮符号化技術や高速通信技術の発展に伴い、衛星及び地上波による放
送通信におけるデジタル化や、携帯電話などの移動体通信におけるデジタル化が実現され
ている。そして、放送信号や移動体通信におけるデジタル化の実現に伴い、このデジタル
通信技術が、車載デジタル放送受信、携帯移動体通信、無線ＬＡＮなどの様々な方面で利
用されている。
【０００３】
　このような通信技術を利用した通信装置、例えば受信装置においては、良好な受信を行
うためにアンテナが備えられる。特に、受信方向の指向性を変化させて良好に信号を受信
することを可能とする可変指向性アンテナが用いられることがある。
【０００４】
　可変指向性アンテナを用いる場合、可変指向性アンテナの指向性を制御するためにアン
テナ制御装置が必要となる。このアンテナ制御装置として、例えば、特許文献１に提案さ
れるアンテナ制御装置がある。図７に、特許文献１において提案されるアンテナ制御装置
を備えた受信装置の概略構成を示すブロック図を示す。図７に示すように、受信装置１０
０は、複数のアンテナ１０１ａ～１０１ｅと、アンテナ１０１ａ～１０１ｅで受信された
信号を復調する復調部１０２と、複数のアンテナ１０１ａ～１０１ｅと復調部１０２との
接続を切り替えて所望のアンテナから受信される信号を復調部に伝える切替部１０３と、
を備える。また、切替部１０３は、複数のアンテナ１０１ａ～１０１ｅと復調部１０２と
の接続を切り替える接続スイッチ１０４と、接続スイッチ１０４の接続を制御する接続ス
イッチ制御部１０５と、アンテナ１０１ａ～１０１ｅで受信された信号が接続スイッチ制
御部１０５に入力されることを防ぐインダクタ１０６と、を備える。そして、復調部１０
２から切替部１０３に出力されるとともにインダクタ１０６を通過して接続スイッチ制御
部１０５に入力される信号に基づいて、接続スイッチ制御部１０５が接続スイッチ１０４
の接続を制御する。この構成とすることにより、アンテナ１０１ａ～１０１ｅ中の所望の
アンテナによって受信される信号を、復調部１０２に入力制御することが可能となる。
【特許文献１】特開平５－１４９０１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このように複数のアンテナ１０１ａ～１０１ｅのそれぞれと、復調部１
０２と、の接続を切り替える切替部１０３を用いる構成とすると、受信装置１００の大型
化を招来することとなる。また、アンテナ１０１ａ～１０１ｅのそれぞれから切替部１０
３まで信号線を配設する必要が生じるため、受信装置１００の構成が複雑なものとなる。
【０００６】
　また、切替部１０３の切替を制御するために、復調部１０２から切替部１０３に信号を
出力する構成とすると、復調部１０３には信号を生成するための変調装置が必要となり、
切替部１０３には信号を復調するための復調装置が必要となる。そのため、受信装置１０
０がさらに大型かつ複雑なものとなる。
【０００７】
　このような問題を鑑みて、本発明は、小型化及び簡素化を図ったアンテナ制御装置や受
信装置、アンテナ制御方法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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明におけるアンテナ制御装置は、信号を無線通信する
アンテナを備えるアンテナ部と、当該アンテナ部と信号線によって接続されるとともに信
号を変換する信号変換部と、を備える通信装置に備えられるアンテナ制御装置において、
前記信号変換部に備えられ、直流電圧を供給する直流電源と、前記信号変換部に備えられ
、前記直流電源と前記信号線との接続を切り替えることによって、前記信号線に、正であ
る第１電圧値及び負である第２電圧値のいずれか一方の電圧値となる直流電圧を印加させ
る切替部と、前記アンテナ部に備えられ、前記アンテナの特性を切り替えるアンテナ切替
部と、を備え、前記アンテナ切替部が、前記信号線に印加される直流電圧の電圧値に基づ
いて、前記アンテナの特性の切替を行うことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の受信装置は、信号を受信するアンテナを備えるアンテナ部と、当該アン
テナ部と信号線によって接続されるとともに前記信号線を介して入力される信号を復調す
る復調部と、を備える受信装置において、前記復調部に備えられ、直流電圧を供給する直
流電源と、前記復調部に備えられ、前記直流電源と前記信号線との接続を切り替えること
によって、前記信号線に、正である第１電圧値及び負である第２電圧値のいずれか一方の
電圧値となる直流電圧を印加させる切替部と、前記アンテナ部に備えられ、前記アンテナ
の特性を切り替えるアンテナ切替部と、を備え、前記アンテナ切替部が、前記信号線に印
加される直流電圧の電圧値に基づいて、前記アンテナの特性の切替を行うことを特徴とす
る。
【００１０】
　また、上記構成の受信装置において、前記アンテナ部に備えられ、前記アンテナに入力
される信号の増幅を行うアンテナアンプと、前記アンテナ部に備えられ、前記信号線に印
加されて入力される直流電圧を全波整流して前記アンテナアンプに供給する直流電圧を生
成する全波整流部と、をさらに備えることとしても構わない。
【００１１】
　このように構成することによって、信号線からアンテナ部に供給される直流電圧が正負
の電圧値に切り替えられるものになったとしても、全波整流部で全波整流することにより
、継続して正の電圧を生成することができるようになる。そのため、アンテナアンプに安
定して直流電圧を供給することが可能となる。
【００１２】
　また、上記構成の受信装置において、前記全波整流部が、４つのダイオードから成るブ
リッジ回路を備えることとしても構わない。このように構成することによって、全波整流
部の小型化及び簡素化を図ることができる。
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【００１３】
　また、上記構成の受信装置において、前記全波整流部から生成される電圧を調整して前
記アンテナアンプに直流電圧を供給するレギュレータを備えることとしても構わない。こ
のように構成することによって、所望の大きさでありかつ変動の少ない直流電圧を、アン
テナアンプに供給することが可能となる。
【００１４】
　また、上記構成の受信装置において、前記第１電圧値及び前記第２電圧値の絶対値が等
しいものであるとしても構わない。このように構成することによって、全波整流部から出
力される直流電圧の大きさを略一定にすることが可能となる。そのため、アンテナアンプ
に供給する際の直流電圧の調整が容易なものとなる。また、この絶対値がアンテナアンプ
に供給する直流電圧の大きさと略等しいものとすると、昇圧や降圧を行うことが不要とな
り、さらに直流電圧の調整を容易にすることができるようになる。したがって、直流電圧
の調整を行うレギュレータなどの構成を簡素化することが可能となる。
【００１５】
　また、上記構成の受信装置において、前記アンテナ切替部が、前記アンテナの受信方向
の指向性を切り替えるものであることとしても構わない。
【００１６】
　このように構成することによって、受信状況が良好となる方向の指向性を強くして、受
信を行うことができるようになる。したがって、アンテナの特性の切替によって受信状況
を改善することが可能となる。
【００１７】
　また、上記構成の受信装置において、前記アンテナが、少なくとも２つの一端が接地さ
れる寄生素子と、当該寄生素子の間に備えられるとともに受信した信号を前記信号線を介
して前記復調部に入力する受給電素子と、を備え、前記アンテナ切替部が、前記寄生素子
のそれぞれに備えられるとともに受信する信号に対するリアクタンスが可変となる可変リ
アクタンス素子を備え、前記可変リアクタンス素子のリアクタンスが、前記信号線に印加
される直流電圧の電圧値に基づいて決定されることとしても構わない。
【００１８】
　このように構成することによって、リアクタンス素子のリアクタンスを変更するだけで
、容易にアンテナの指向性を変更することが可能となる。なお、リアクタンスが小さいリ
アクタンス素子が備えられる寄生素子は反射素子として動作し、リアクタンスが大きいリ
アクタンス素子が備えられる寄生素子は導波素子として動作する。
【００１９】
　また、上記構成の受信装置において、前記可変リアクタンス素子がバラクタダイオード
であり、一方の前記バラクタダイオードのアノードが、前記寄生素子の接地される一端側
となるように設けられ、他方の前記バラクタダイオードのカソードが、前記寄生素子の接
地された一端側となるように設けられるとともに、前記バラクタダイオードと、前記寄生
素子の接地された一端との間にそれぞれキャパシタが備えられ、前記寄生素子の、前記バ
ラクタダイオードと前記キャパシタとの間に、それぞれ前記信号線に印加された直流電圧
が印加されることとしても構わない。
【００２０】
　このように構成することによって、正または負の電圧を印加するだけで、それぞれのバ
ラクタダイオードの信号に対するリアクタンスを制御することができる、即ち、アンテナ
の指向性を制御することができる。特に、信号線を介して入力される直流電圧をそのまま
利用することができるため、入力される直流電圧の判定を行う装置などが不要となる。し
たがって、受信装置の小型化及び簡素化を図ることができる。
【００２１】
　また、上記構成の受信装置において、前記復調部で処理される信号に基づいて、前記切
替部が、前記直流電源と前記信号線との接続を切り替えることとしても構わない。
【００２２】
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　このように構成することによって、前記復調部で処理される信号から受信状況の劣化を
検出し、切替を行うことができるようになる。したがって、受信状況の改善が必要となる
場合に、アンテナの指向性を切り替えることができる。
【００２３】
　また、上記構成の受信装置において、前記信号線に前記第１電圧値の直流電圧を印加す
る場合に前記復調部で処理される信号と、前記信号線に前記第２電圧値の直流電圧を印加
する場合に前記復調部で処理される信号と、を比較して、前記切替部による接続を決定す
ることとしても構わない。このような構成とすることによって、受信状況を最良な状態に
することができる。
【００２４】
　また、上記構成の受信装置において、前記信号線が、内部導体と、当該内部導体の周囲
に設けられる外部導体と、を備える同軸線としても構わないし、前記信号線が、二本の導
線を備えたフィーダ線であることとしても構わない。
【００２５】
　特に、フィーダ線を用いる構成とすると、どちらの導線に絶対値が大きい直流電圧が印
加されたとしても、漏電することを抑制することができる。
【００２６】
　また、本発明のアンテナ制御方法は、信号を無線通信するアンテナを備えるアンテナ部
と、当該アンテナ部と信号線によって接続されるとともに信号を変換する信号変換部と、
を備える通信装置のアンテナ制御方法において、前記信号線に、正である第１電圧値及び
負である第２電圧値のいずれか一方の電圧値となる直流電圧を印加するとともに、前記信
号線に印加する直流電圧の電圧値に基づいて、前記アンテナの特性を制御することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によると、直流電源と信号線との接続を切り替え、信号線に印加させる直流電圧
の正負を切り替えるだけで、容易にアンテナの特性を切り替えることができる。したがっ
て、アンテナと信号変換部との接続を切り替える切替装置を別途設ける必要がなくなるた
め、アンテナ制御装置や通信装置の小型化及び簡素化を図ることができる。
【００２８】
　また、アンテナの特性を切り替える信号を生成するための変調装置を信号変換部に備え
ることや、アンテナの特性を切り替える信号を復調するための復調装置をアンテナ部に備
えることまでも不要とすることが可能となる。したがって、アンテナ制御装置や通信装置
のさらなる小型化及び簡素化を図ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
＜＜第１実施形態＞＞
＜受信装置の構成＞
　まず、本発明におけるアンテナ制御装置及びアンテナ制御方法を受信装置に適用した場
合について以下に説明する。最初に、第１実施形態における受信装置の構成について、図
１を用いて説明する。図１は、本発明の第１実施形態における受信装置の構成を示すブロ
ック図である。
【００３０】
　また、以下に示す受信装置１は、一例として直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：Orthogon
al Frequency Division Multiplex）方式でデジタル変調された信号が伝送されるＩＳＤ
Ｂ－Ｔ（Integrated Services Digital Broadcasting for Terrestrial）方式の地上波デ
ジタルテレビジョン放送の受信装置に本発明を適用する場合を例に挙げて説明するが、他
の通信方式の放送を受信するものであっても構わないし、テレビジョン放送以外の信号を
受信する受信装置に適用することとしても構わない。
【００３１】
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　図１に示す受信装置１は、信号を受信するアンテナ部２と、アンテナ部２で受信された
信号を復調する復調部４と、アンテナ部２と復調部４とを接続する信号線３と、復調部４
から出力される信号を表示装置やスピーカなどの出力装置（不図示）で表示及び再生可能
な出力信号へと変換する処理を行う映像音声処理部５と、を備える。
【００３２】
　本実施形態では、信号線３として同軸ケーブルを用いることとする。即ち、同軸ケーブ
ルである信号線３は、中央部に備えられて周囲を樹脂などの絶縁体（不図示）によって囲
まれる内部導体３ａと、絶縁体の周囲を囲むようにして備えられる外部導体３ｂと、を備
える。外部導体３ｂは、内部導体３ａを流れる信号に対して外界からの電磁波などの影響
を遮蔽したり、内部から電磁波などが漏出することを抑制したりする。
【００３３】
　アンテナ部２は、高周波数（Radio Frequency、以下ＲＦとする）の信号が入力される
とともに受信方向の指向性を制御することができる可変指向性アンテナ６と、可変指向性
アンテナ６から出力される信号を増幅するアンテナアンプ７と、アンテナアンプ７に直流
電力を供給するレギュレータ８と、レギュレータ８に端子Ａ１が接続される全波整流部９
と、を備える。
【００３４】
　全波整流部９は、カソードが端子Ａ１に接続されるとともにアノードが端子Ａ２に接続
されるダイオードＤ１と、カソードが端子Ａ２に接続されるとともにアノードが端子Ａ３
に接続されるダイオードＤ２と、アノードが端子Ａ３に接続されるとともにカソードが端
子Ａ４に接続されるダイオードＤ３と、アノードが端子Ａ４に接続されるとともにカソー
ドが端子Ａ１に接続されるダイオードＤ４と、を備える。また、端子Ａ３は接地されてい
る。
【００３５】
　アンテナ部２はさらに、一端がアンテナアンプ７に接続されるとともに他端が内部導体
３ａに接続されるキャパシタＣ１と、一端が接地されるとともに他端が外部導体３ｂに接
続されるキャパシタＣ２と、一端が外部導体３ｂに接続されるとともに他端が全波整流部
９の端子Ａ２に接続されるインダクタＬ１と、一端が内部導体３ａに接続されるとともに
他端が全波整流部９の端子Ａ４に接続されるインダクタＬ２と、を備える。インダクタＬ
１と端子Ａ２との接続ノードと、インダクタＬ２と端子Ａ４との接続ノードと、は、それ
ぞれ可変指向性アンテナ６に接続されている。
【００３６】
　復調部４は、入力される信号から所望の周波数の信号を選択して取得するとともに周波
数変換及び増幅を行うチューナ部１０と、チューナ部１０から出力される信号を復調する
復調器１１と、可変指向性アンテナ６の指向性の切替を行う切替部１２と、復調器１１か
ら出力される信号に基づいて切替部１２の制御を行うアンテナ制御部１３と、直流電源１
４、１５と、を備える。切替部１２は、一つの端子Ｓ１と、二つの接点Ｔ１、Ｔ２のいず
れかと、を接続するスイッチである。また、接点Ｔ１には直流電源１４の負極が接続され
、接点Ｔ２には直流電源１５の正極が接続される。
【００３７】
　復調部４はさらに、一端がチューナ部１０に接続されるとともに他端が内部導体３ａに
接続されるキャパシタＣ３と、一端が接地されるとともに他端が外部導体３ｂに接続され
るキャパシタＣ４と、一端が外部導体３ｂに接続されるとともに他端が直流電源１４の正
極と直流電源１５の負極との接続ノードに接続されるインダクタＬ３と、一端が内部導体
３ａに接続されるとともに他端が切替部１２の端子Ｓ１に接続されるインダクタＬ４と、
を備える。
【００３８】
　キャパシタＣ１、Ｃ３は、内部導体３ａに直流電圧を印加する際に、チューナ部１０に
入力される信号に直流電圧が重畳することを抑制するために設けられる。また、インダク
タＬ１～Ｌ４は、信号が直流電圧に重畳されて全波整流部９や可変指向性アンテナ６に入
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力されることを抑制するためや、切替部１２の切替などによって生じるノイズなどが信号
線３に入力されることを抑制するために設けられる。また、キャパシタＣ２、Ｃ４は、外
部導体３ｂを流れる交流電圧を接地させ、印加した直流電圧が接地されないようにするた
めに設けられる。
【００３９】
＜受信動作＞
　次に、上述した構成の受信装置１の動作について図１を用いて説明する。受信動作が開
始されると、最初に、可変指向性アンテナ６によってＲＦ信号が受信される。受信される
ＲＦ信号はアンテナアンプ７によって増幅され、信号線３の内部導体３ａを介してチュー
ナ部１０に入力される。チューナ部１０は、入力されるＲＦ信号から所望の周波数の信号
を選択して増幅するとともに、中間周波数（Inter frequency、以下ＩＦとする）の信号
へと周波数変換を行う。また、チューナ部１０は周波数変換後のＩＦ信号の増幅も行う。
【００４０】
　チューナ部１０から出力されるＩＦ信号は復調器１１に入力され、復調処理が行われる
。復調処理は、アンテナから入力される信号の変調方式に応じたものとなっており、変調
方式として例えば、ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）、ＱＰＳＫ（Quadratur
e Phase Shift Keying）、ＤＱＰＳＫ（Differential Quadrature Phase Shift Keying）
などがある。また、復調器１１では伝送中に生じた信号の歪を補正する等化処理が行われ
る。この等化処理の方法として、例えば、信号中に含まれる既知の強度を有した基準信号
から伝送路特性を得ることによって信号を補正する方法がある。また、この補正は周波数
軸、時間軸の両方の方向に対して行われる。なお、この等化処理を行う前に信号を高速フ
ーリエ変換し、周波数軸の信号に変換することとしても構わない。
【００４１】
　このように復調器１１によって復調された信号は、映像音声処理部５に入力され、表示
装置やスピーカなどの出力装置で表示及び再生可能な出力信号へと変換される。なお、こ
の出力信号には映像や音声の信号だけでなく、その他のデータ信号が含まれることとして
も構わない。
【００４２】
＜可変指向性アンテナ＞
　次に、上述した可変指向性アンテナ６の一例について図２を用いて説明する。図２は、
可変指向性アンテナの構成の一例を示すブロック図である。なお、本例ではＥＳＰＡＲ（
Electronically Steerable Passive Array Radiator）アンテナを用いる場合を例に挙げ
て説明する。
【００４３】
　図２に示すように、可変指向性アンテナ６は、電磁波信号を受信してアンテナアンプ７
に入力する受給電素子６１と、その周囲に設けられ指向性を制御する寄生素子６２、６３
と、を備える。また、一端が寄生素子６２に接続される抵抗Ｒ１と、一端が寄生素子６３
に接続されるＲ２と、寄生素子２２に備えられるとともに抵抗Ｒ１の寄生素子６２に接続
される一端がカソード側となるバラクタダイオードＶＤ１と、寄生素子６３に備えられる
とともに抵抗Ｒ２の寄生素子６３に接続される一端がアノード側となるバラクタダイオー
ドＶＤ２と、バラクタダイオードＶＤ１のアノードに一端が接続されるとともに他端が接
地されるキャパシタＣ５と、バラクタダイオードＶＤ２のカソードに一端が接続されると
ともに他端が接地されるキャパシタＣ６と、を備える。
【００４４】
　バラクタダイオードＶＤ１のアノードとキャパシタＣ５の一端との接続ノードと、バラ
クタダイオードＶＤ２のカソードとキャパシタＣ６の一端との接続ノードと、が接続され
ている。そして、この接続ノードと、インダクタＬ１と全波整流部９の端子Ａ２との接続
ノードと、が接続されている。また、抵抗Ｒ１の他端と抵抗Ｒ２の他端とが接続されてお
り、この接続ノードと、インダクタＬ２と全波整流部９の端子Ａ４との接続ノードと、が
接続されている。
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【００４５】
　本例の可変指向性アンテナ６は、バラクタダイオードＶＤ１、ＶＤ２に加える直流電圧
を制御することによって、その指向性を制御することができる。まず、バラクタダイオー
ドＶＤ１のアノード側及びバラクタダイオードＶＤ２のカソード側の電位を、バラクタダ
イオードＶＤ１のカソード側及びバラクタダイオードＶＤ２のアノード側の電位よりも大
きくして、バラクタダイオードＶＤ１、ＶＤ２に電圧を印加する場合を例に挙げて説明す
る。この場合、バラクタダイオードＶＤ１には順バイアスの電圧が印加されることとなり
、バラクタダイオードＶＤ２には逆バイアスの電圧が印加されることとなる。なお、この
とき印加する電圧は、バラクタダイオードＶＤ１、ＶＤ２の順方向降下電圧よりも大きい
ものとする。
【００４６】
　このとき、順バイアスの電圧が印加されるバラクタダイオードＶＤ１の容量が大きくな
る（リアクタンスが小さくなる）ため、ＲＦ信号がバラクタダイオードＶＤ１を通過しや
すくなり、擬似的に接地された状態となる。したがって、寄生素子６２が反射素子として
動作するようになる。一方、逆バイアスの電圧が印加されるバラクタダイオードＶＤ２の
容量は小さくなる（リアクタンスが大きくなる）ため、ＲＦ信号がバラクタダイオードＶ
Ｄ２を通過しにくくなる。したがって、寄生素子６３が導波素子として動作するようにな
る。以上より、バラクタダイオードＶＤ１に順バイアス、バラクタダイオードＶＤ２に逆
バイアスとなる電圧をそれぞれ印加することによって、寄生素子６３側の指向性を大きく
することができる。
【００４７】
　反対に、バラクタダイオードＶＤ１のアノード側及びバラクタダイオードＶＤ２のカソ
ード側の電位を、バラクタダイオードＶＤ１のカソード側及びバラクタダイオードＶＤ２
のアノード側の電位よりも小さくする場合について説明する。この場合、バラクタダイオ
ードＶＤ１には逆バイアスの電圧が印加されることとなり、バラクタダイオードＶＤ２に
は順バイアスの電圧が印加されることとなる。
【００４８】
　このとき、上記の場合とは逆になり、バラクタダイオードＶＤ１の容量が小さくなり（
リアクタンスが大きくなり）、バラクタダイオードＶＤ２の容量が大きくなる（リアクタ
ンスが小さくなる）。したがって、ＲＦ信号が通過しにくくなる寄生素子６２が導波素子
として動作するようになり、ＲＦ信号が接地されやすくなる寄生素子６３が反射素子とし
て動作するようになる。以上より、バラクタダイオードＶＤ１に逆バイアス、バラクタダ
イオードＶＤ２に順バイアスとなる電圧をそれぞれ印加することによって、寄生素子６２
側の指向性を大きくすることができる。
【００４９】
　また、キャパシタＣ５、Ｃ６は、印加した直流電圧が接地されないようにするために設
けられている。そして、バラクタダイオードＶＤ１、ＶＤ２を通過したＲＦ信号は、これ
らのキャパシタＣ５、Ｃ６を介して接地されることとなる。
【００５０】
　＜可変指向性アンテナ制御動作＞
　次に、上述した可変指向性アンテナの具体的な制御動作について図１～図３を用いて説
明する。図３は、信号線３における内部導体３ａの電位と外部導体３ｂの電位との差であ
る電圧値Ｖａと、全波整流部９の端子Ａ１の電位と接地電位との電位差であるレギュレー
タ８に供給される電圧値Ｖｒと、の制御動作による変化についてそれぞれ示したものであ
り、電圧値と時間との関係を示したグラフである。
【００５１】
　また、ダイオードＤ１～Ｄ４の順方向降下電圧が全てＶｆ、直流電源１４、１５の出力
電圧がともにＶｃであるものとする。さらに、電圧値Ｖａ＝（内部導体３ａの電位）－（
外部導体３ｂの電位）、電圧値Ｖｒ＝（全波整流部９の端子Ａ１の電位）－（接地電位）
とする。
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【００５２】
　最初に、初期状態として例えば切替部１２において端子Ｓ１と接点Ｔ２とが接続されて
いる場合について説明する。このとき、外部導体３ｂの直流成分の電位は、ダイオードＤ
２によって接地電位よりＶｆだけ低下したものとなるため、－Ｖｆとなる。一方、内部導
体３ａの直流成分の電位は、直流電源１５によって－ＶｆよりＶｃだけ大きくなるため、
Ｖｃ－Ｖｆとなる。したがって、図３（ａ）の時間０～ｔ１に示すように、電圧値Ｖａ＝
（Ｖｃ－Ｖｆ）－（－Ｖｆ）＝＋Ｖｃとなる。以下において、このように電圧値Ｖａが正
の値となる状態を、信号線３に正の電圧が印加されている状態として表現する。
【００５３】
　また、内部導体３ａの電位Ｖｃ－Ｖｆは全波整流部９の端子Ａ４に入力される。そして
、ダイオードＤ４によってＶｆだけ降下するため、端子Ａ１の電位はＶｃ－２Ｖｆとなる
。そのため、レギュレータ８に入力される電圧値Ｖｒは、図３（ｂ）の時間０～ｔ１に示
すようにＶｃ－２Ｖｆとなる。
【００５４】
　一方、図２のバラクタダイオードＶＤ１のアノード側及びバラクタダイオードＶＤ２の
カソード側の電位が、全波整流部９の端子Ａ４に入力される電位と同様の大きさの電位と
なる。即ち、Ｖｃ－Ｖｆとなる。また、抵抗Ｒ１、Ｒ２の他端における電位が、全波整流
部９の端子Ａ２に入力される電位と同様の大きさの電位となる。即ち、－Ｖｆとなる。し
たがって、時間０～ｔ１では、バラクタダイオードＶＤ１に順バイアス、バラクタダイオ
ードＶＤ２に逆バイアスとなる電圧が印加されるため、寄生素子６３側の指向性が大きく
なる。
【００５５】
　次に、可変指向性アンテナ６の指向性の切替動作について説明する。図３のグラフでは
、時間ｔ１において切替動作が行われている。切替動作は、アンテナ制御部１３が切替部
１２の接続の切替を行うことによって行われる。また、このときアンテナ制御部１３は、
復調器１１から出力される信号に基づいて切替を行う。より具体的には、アンテナ制御部
１３が、復調器１１から出力される信号に基づいて受信状況の劣化を検出した場合に、切
替部１２の切替を行う。
【００５６】
　復調器１１から出力される信号として、例えば、復調器１１において処理されるＩＦ信
号などの信号の平均電力を示す信号や、搬送波とノイズとの大きさの比であるＣＮ比を示
す信号や、復調時の符号誤り率を示す信号などがある。平均電力を示す信号を用いて受信
状況の劣化を検出する場合では、平均電力が所定の値を超えて小さくなりすぎたり大きく
なりすぎたりする場合に、受信状況が劣化していると判断することができる。また、ＣＮ
比を用いる場合では、ＣＮ比が所定の値より小さくなった場合に、ノイズが大きく受信状
況が劣化していると判断することができる。また、符号誤り率を用いる場合では、符号誤
り率が所定の値より大きくなった場合に、正確な受信動作が行われておらず受信状況が劣
化していると判断することができる。
【００５７】
　以上の例のように、受信状況の劣化をアンテナ制御部１３が検出すると、アンテナ制御
部１３は切替部１２の接続の切替を行う。本例では、時間０～ｔ１で端子Ｓ１と接点Ｔ２
とが接続されていたため、時間ｔ１において、端子Ｓ１と接点Ｔ１とが接続されるように
切替部１２の接続の切替を行う。
【００５８】
　切替部１２の接続の切替を行うと、内部導体３ａの直流成分の電位が、ダイオードＤ３
によって接地電位よりＶｆだけ低下したものとなるため、－Ｖｆとなる。一方、外部導体
３ｂの直流成分の電位は、直流電源１４によって－ＶｆよりＶｃだけ大きくなるため、Ｖ
ｃ－Ｖｆとなる。したがって、図３（ａ）の時間ｔ１～ｔ２に示すように、電圧値Ｖａ＝
（－Ｖｆ）－（Ｖｃ－Ｖｆ）＝－Ｖｃとなる。以下において、このように電圧値Ｖａが負
の値となる状態を、信号線３に負の電圧が印加されている状態として表現する。
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【００５９】
　また、外部導体３ｂの電位Ｖｃ－Ｖｆが、全波整流部９の端子Ａ２に入力される。そし
て、ダイオードＤ１によってＶｆだけ降下するため、端子Ａ１の電位はＶｃ－２Ｖｆとな
る。そのため、レギュレータ８に入力される電圧値Ｖｒは、図３（ｂ）の時間ｔ１～ｔ２
に示すようにＶｃ－２Ｖｆとなる。したがって、レギュレータ８に供給される電圧値Ｖｒ
は、切替部１２の接続を切り替えたとしても変化しないものとなる。
【００６０】
　さらに、このとき図２のバラクタダイオードＶＤ１のアノード側及びバラクタダイオー
ドＶＤ２のカソード側の電位が、全波整流部９の端子Ａ４に入力される電位と同様の大き
さの電位となる。即ち、－Ｖｆとなる。一方、抵抗Ｒ１、Ｒ２の他端における電位は、全
波整流部９の端子Ａ２に入力される電位と同様の大きさの電位となる。即ち、Ｖｃ－Ｖｆ
となる。したがって、時間ｔ１～ｔ２では、バラクタダイオードＶＤ１に逆バイアス、バ
ラクタダイオードＶＤ２に順バイアスとなる電圧が印加されるため、寄生素子６２側の指
向性が大きくなる。
【００６１】
　また、図３では、以降同様にして時間ｔ２、ｔ３でそれぞれ切替動作が行われることを
示している。切替動作が行われる度に、信号線３に印加される直流電圧の正負が切り替え
られ、可変指向性アンテナ６の指向性が切り替えられる。そのため、時間ｔ２～ｔ３の状
態と、時間０～ｔ１の状態と、は等しい状態となる。また、時間ｔ３以降の状態と、時間
ｔ１～ｔ２の状態と、は等しい状態なる。
【００６２】
　以上のように受信装置１を構成することによって、直流電源１４、１５の接続を切り替
えて信号線３に印加する直流電圧の正負を切り替えるだけで、容易に可変指向性アンテナ
６の指向性を切り替えることが可能となる。そのため、従来例について示した図７の切替
部１０３のような切替装置を別途設ける必要がなくなるため、受信装置１の小型化及び簡
素化を図ることが可能となる。
【００６３】
　また、信号線３に印加する直流電圧を変調してアンテナ部２に信号を送る構成としない
ため、復調部４に変調装置を備えたり、アンテナ部２に変調された直流電圧を復調する復
調装置を備えたりする必要がなくなる。したがって、受信装置１のさらなる小型化及び簡
素化を図ることが可能となる。
【００６４】
　また、上述のように信号線３に印加させる直流電圧の正負を切り替えて可変指向性アン
テナ６の指向性の切替を行ったとしても、図３（ｂ）に示すように、レギュレータ８に供
給される直流電圧を継続して正の電圧値とすることができる。そのため、レギュレータ８
における直流電圧の調整が簡易なものとなり、受信装置１の小型化及び簡素化を図ること
が可能となる。
【００６５】
　なお、図３に示すグラフは模式図であり、実際に動作させる場合において、電圧値Ｖａ
、Ｖｒが多少変動することとしても構わない。例えば、図３（ａ）では、時間ｔ１、ｔ２
、ｔ３の直後において急峻に電圧値Ｖａが変化する場合を示しているが、立ち上がりや立
ち下りに僅かな時間がかかることとしても構わない。また、図３（ｂ）において、時間ｔ
１、ｔ２、ｔ３の直後に電圧値Ｖｒが僅かに変動することとしても構わない。なお、いず
れの変動も短い時間に生じるものであり、全体的には図３に示すグラフのようになる。
【００６６】
＜＜第２実施形態＞＞
　次に、本発明の第２実施形態について図４を用いて説明する。図４は、本発明の第２実
施形態における受信装置の構成を示すブロック図である。本実施形態についても、第１実
施形態と同様にアンテナ制御装置及びアンテナ制御方法を受信装置に適用した場合につい
て説明する。なお、図１に示した第１実施形態における受信装置１と同様となる部分につ
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いては同じ符号を付し、その詳細な説明については省略する。
【００６７】
　本実施形態の受信装置１ａでは、信号線３として同軸線の代わりにフィーダ線を用いる
ことが第１実施形態の受信装置１と異なる。即ち、アンテナ部２と復調部４とは、二本の
導線３ｃ、３ｄによって接続されることとなる。また、導線３ｃ、３ｄの両端に、それぞ
れバランＢ１、Ｂ２が接続される。バランＢ１は、一端がキャパシタＣ１の他端に接続さ
れるとともに他端が導線３ｃに接続されるインダクタＬ５と、一端がキャパシタＣ２の他
端に接続されるとともに他端が導線３ｄに接続されるインダクタＬ６と、を備える。バラ
ンＢ２は、一端がキャパシタＣ３の他端に接続されるとともに他端が導線３ｃに接続され
るインダクタＬ７と、一端がキャパシタＣ４の他端に接続されるとともに他端が導線３ｄ
に接続されるインダクタＬ８と、を備える。
【００６８】
　即ち、導線３ｃが図１に示した第１実施形態における受信装置１の内部導体３ａに相当
し、導線３ｄが外部導体３ｂに相当する。また、バランＢ１、Ｂ２に備えられるインダク
タＬ５～Ｌ８が、キャパシタＣ１～Ｃ４と導線３ｃ、３ｄとの間にそれぞれ備えられる構
成以外は、図１に示した第１実施形態における受信装置１と同様の構成となる。
【００６９】
　受信動作についても、上述した第１実施形態における受信装置１と同様のものとなる。
ただし、アンテナ部２と復調部４との間の信号線３を介した伝送方法が、第１実施形態と
第２実施形態とで異なる。具体的に、第１実施形態の受信装置１は同軸線を用いて不平衡
型の伝送を行うものであるが、本実施形態の受信装置１ａはバランＢ１、Ｂ２及びフィー
ダ線を用いることによって平衡型の伝送を行う。
【００７０】
　また、可変指向性アンテナ６の制御動作についても上述した第１実施形態の受信装置１
と同様である。即ち、切替部１２の接続を切り替えることによって可変指向性アンテナ６
の指向性を切り替える。したがって、第１実施形態の受信装置１と同様に、容易に可変指
向性アンテナ６の指向性を切り替えることが可能となる。
【００７１】
　そのため、従来例について示した図７の切替部１０３のような切替装置を別途設ける必
要がなくなるため、受信装置１ａの小型化及び簡素化を図ることが可能となる。また、信
号線３に印加する直流電圧を変調してアンテナ部２に信号を送る構成としないため、復調
部４に変調装置を備えたり、アンテナ部２に変調された直流電圧を復調する復調装置を備
えたりする必要がなくなる。したがって、受信装置１ａのさらなる小型化及び簡素化を図
ることが可能となる。
【００７２】
　また、レギュレータ８に供給される直流電圧を継続して正の電圧値とすることができる
ため、レギュレータ８における直流電圧の調整が簡易なものとなり、受信装置１ａの小型
化及び簡素化を図ることが可能となる。
【００７３】
　また、第１実施形態の受信装置１では、通常接地されて基準電位になるとともに内部導
体３ａを流れる信号に対するシールドとしても機能する外部導体３ｂに、高い電位Ｖｃ－
Ｖｆが印加される場合がある。この場合、例えばコネクタなどにおいて外部導体３ｂを剥
き出しにして使用するなどの取り扱いをすると、外部導体３ｂから漏電する危険性がある
。一方、本実施形態の受信装置１ａに用いられるフィーダ線は、平衡型の伝送を行うため
二本の導線３ｃ、３ｄのそれぞれに信号が流れることが前提になっている。そのため、二
本の導線３ｃ、３ｄが個別に被覆される構成となる。したがって、導線３ｃ、３ｄのそれ
ぞれに直流電圧を印加する構成としても、漏電する危険性を低くすることができる。
【００７４】
　なお、第１実施形態の受信装置１及び第２実施形態の受信装置１ａにおいて、直流電源
１４、１５が供給する電圧値を異なるものとしても構わない。ただし、同じものとすると
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レギュレータ８の構成の簡素化を図ることが可能となるため好ましい。この構成であれば
、レギュレータ８は、例えば入力される電圧値Ｖｒを所定の回路で昇圧、降圧するととも
に、平滑回路で平滑化するだけでアンテナアンプ７に供給する直流電圧を生成することが
できるようになる。さらに、レギュレータ８に供給する電圧値Ｖｒの大きさと、アンテナ
アンプ７に供給する電圧値の大きさが略等しいものとすると、レギュレータ８を平滑回路
のみで構成することが可能となる。したがって、より受信装置１の小型化及び簡素化を図
ることが可能となる。
【００７５】
　また、可変指向性アンテナ６の切替制御について、受信状況が所定の状況よりも劣化し
たことをアンテナ制御部１３が検出する場合に切替部１２の接続を切り替えることとした
が、アンテナ制御部１３が、所定の時間間隔で受信状況の判定及び切替の要否の決定を行
うこととしても構わない。
【００７６】
　また、切替部１２の切替動作を行う際に、アンテナ制御部１３が切替動作前後の受信状
況の比較を行うこととしても構わない。さらに、切替動作後の受信状況が切替動作前より
も劣化した場合に、再度切替動作を行って切替動作前の状態に戻すこととしても構わない
。また、切替部１２の接続の初期状態を決定する際に、切替動作によって実現し得るそれ
ぞれの状態での受信状況を比較することによって、最良の受信状況となる状態を初期状態
として決定しても構わない。
【００７７】
　また、アンテナ制御部１３が、復調器１１から出力される信号に基づいて受信状況の判
定を行うとともに切替部１２の切替を行うものとしたが、チューナ部１０から出力される
信号に基づいて受信状況の判定を行っても構わない。
【００７８】
　また、本例では二つの直流電源１４、１５を用いた構成について記載しているが、一つ
の直流電源１４ａを用いるとともに、正極と負極の接続を切り替えることによって同様の
構成としても構わない。具体例を図５に示す。図５は、直流電源と切替部の別例を示す回
路図である。
【００７９】
　図５に示すように、本例の切替部１２ａは、二つの端子Ｓ２、Ｓ３と、４つの接点Ｔ３
～Ｔ６を備える。接点Ｔ３にはインダクタＬ４の他端が接続され、接点Ｔ４にはインダク
タＬ３の他端が接続される。また、接点Ｔ５は、インダクタＬ３と接点Ｔ４との接続ノー
ドに接続されており、接点Ｔ６は、インダクタＬ４と接点Ｔ３との接続ノードに接続され
ている。また、端子Ｓ２には直流電源１４ａの正極が接続され、端子Ｓ３には直流電源１
４ａの負極が接続される。また、切替部１２ａは、端子Ｓ２と接点Ｔ３とが接続されると
ともに端子Ｓ３と接点Ｔ５とが接続される状態と、端子Ｓ２と接点Ｔ４とが接続されると
ともに端子Ｓ３と接点Ｔ６とが接続される状態と、の二つの接続状態のいずれかの接続状
態となる。この接続状態の切替制御はアンテナ制御部１３が行う。
【００８０】
　このような構成であっても、切替部１２ａの接続状態を切り替えることによって、内部
導体３ａ（導線３ｃ）及び外部導体３ｂ（導線３ｄ）に印加する直流電圧を上述のように
制御することが可能となる。また、備える直流電源１４ａの数を一つにすることができる
ため、受信装置１、１ａのさらなる小型化及び簡素化を図ることが可能となる。また、直
流電源１４ａが一つとなるために、どの接続状態が選択されていたとしてもレギュレータ
８に印加される直流電圧を略等しい大きさとすることが可能となる。
【００８１】
　また、本発明のアンテナ制御装置およびアンテナ制御方法を、上述したような受信装置
１、１ａだけでなく、可変指向性アンテナ６を備える送信装置に適用することとしても構
わない。送信装置に適用する場合、正常に受信が行われていることを示す信号が受信装置
から送られてこない場合などに、可変指向性アンテナ６の指向性を切り替えることとして
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も構わない。
【００８２】
＜＜その他の実施形態＞＞
　上述した第１実施形態及び第２実施形態では、受信装置に本発明を適用する場合につい
てのみ説明したが、上述したように送信装置などの通信装置全般に適用することができる
。また、可変指向性アンテナの制御だけでなく、他の制御にも用いることができる。以下
にその一例として、送信及び受信を行う通信装置の送受信制御に本発明のアンテナ制御装
置及び制御方法を適用する場合について、図６を用いて説明する。図６は、本発明のその
他の実施形態における通信装置の構成の概要を示すブロック図である。
【００８３】
　図６に示すように、通信装置２０は、信号を送受信するアンテナ部２１と、アンテナ部
２１に入力する信号を変調したりアンテナ部２１から出力される信号を復調したりする変
調／復調部２２と、アンテナ部２１と変調／復調部２２とを接続する信号線２３と、入力
信号を変調可能な信号へと変換する処理を行い変調／復調部２２に入力するとともに変調
／復調部２２から出力される信号を出力装置で利用可能な出力信号へと変換する処理を行
う信号処理部２４と、を備える。
【００８４】
　アンテナ部２１は、送受信を行うアンテナ２５と、アンテナ２５を送信及び受信のどち
らのために用いるかに応じて切り替えを行うアンテナ切替部２６と、全波整流部２７と、
レギュレータ２８と、を備える。アンテナ切替部２６には、送信用や受信用のフィルタや
、送信信号や受信信号を増幅するアンプなどが備えられ、送信や受信を行う場合に適宜こ
れらの接続の切り替えを行い、アンテナ２５の特性を切り替える。全波整流部２７は、入
力される電圧を整流することで継続して正の電圧値となる直流電圧を出力するものであり
、図１や図３に示す全波整流部９を備える構成としても構わない。レギュレータ２８は、
全波整流部２７から出力される直流電圧を平滑化したり昇圧／降圧などをしたりすること
によって、アンテナ切替部２６で用いられる直流電圧を供給するものである。また、レギ
ュレータ２８から供給される直流電圧は、アンテナ切替部２６に備えられるアンプやフィ
ルタなどを駆動させるための電源電圧として用いられる。なお、レギュレータ２８を、図
１や図３に示すレギュレータ８と同様の構成としても構わない。
【００８５】
　また、変調／復調部２２は、入力される信号を変調または復調する送受信部２９と、信
号線２３に直流電圧を印加させるアンテナ切替制御部３０と、を備える。アンテナ切替制
御部３０は、図１や図４、図５に示すような切替部１２、１２ａや直流電源１４、１４ａ
、１５を備える構成であり、図１や図４に示す第１及び第２の受信装置１、１ａと同様に
、信号線２３に印加させる直流電圧の正負の切り替えを行う。
【００８６】
　本実施形態の通信装置２０は、送信／受信動作を切り替える際に、アンテナ切替制御部
３０に送受信切替信号を入力する。アンテナ切替制御部３０は、この信号に基づいて信号
線２３に印加させる直流電圧の正負の切替を行う。そして、信号線２３に印加されてアン
テナ部２１に入力される直流電圧に基づいて、アンテナ切替部２６がアンテナ２５の特性
の切替を行う。例えば、信号線２３に正の電圧が印加される場合にアンテナ切替部２６を
送信用に切り替えたり、負の電圧が印加される場合にアンテナ切替部２６を受信用に切り
替えたりしても構わない。
【００８７】
　このように、本発明におけるアンテナ制御装置及びアンテナ制御方法は、送受信を行う
通信装置２０の、送受信の切替を行う場合においても適用することができる。このとき、
アンテナ切替部２６は、入力される直流電圧の正負のみを判定して切替を行うだけとなる
。または、入力される直流電圧の正負に応じて、動作させる装置（アンプやフィルタなど
）を異ならせる構成にするだけとなる。そのため、送信用のアンテナを備えた送信部及び
受信用のアンテナを備えた受信部と、変調／復調部２２と、の接続を切り替える図７の切
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替部１０３のような切替装置が不要となる。したがって、通信装置２０の小型化及び簡素
化を図ることが可能となる。
【００８８】
　また、信号線２３に印加する直流電圧を変調してアンテナ部２１に信号を送る変調装置
を変調／復調部２２に備えたり、変調された直流電圧を復調する復調装置をアンテナ部２
１に備えたりする必要がなくなる。したがって、通信装置２０のさらなる小型化及び簡素
化を図ることが可能となる。
【００８９】
　また、上述した受信装置１、１ａや通信装置２０において、アンテナ制御部１３及びア
ンテナ切替制御部３０の動作を、マイコンなどの制御装置が行うこととしても構わない。
さらに、このような制御装置によって実現される機能の全部または一部をプログラムとし
て記述し、該プログラムをプログラム実行装置（例えばコンピュータ）上で実行すること
によって、その機能の全部または一部を実現するようにしても構わない。
【００９０】
　また、上述した場合に限らず、上述した受信装置１、１ａ及び通信装置２０は、ハード
ウェア、或いは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって実現可能である。ま
た、ソフトウェアを用いて受信装置１、１ａ及び通信装置２０を構成する場合、ソフトウ
ェアにて実現される部位についてのブロック図は、その部位の機能ブロック図を表すこと
になる。
【００９１】
　以上、本発明における実施形態についてそれぞれ説明したが、本発明の範囲はこれに限
定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実行すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明は、地上デジタルテレビジョン放送や地上デジタル音声放送などの放送電波に代
表される電磁波を用いて無線通信を行う送信装置や受信装置などの通信装置に備えられる
、アンテナ制御装置に関するものである。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】は、本発明の第１実施形態における受信装置の構成を示すブロック図である。
【図２】は、可変指向性アンテナの構成の一例を示すブロック図である。
【図３】は、電圧値と時間との関係を示したグラフである。
【図４】は、本発明の第２実施形態における受信装置の構成を示すブロック図である。
【図５】は、直流電源と切替部の別例を示す回路図である。
【図６】は、本発明のその他の実施形態における通信装置の構成の概要を示すブロック図
である。
【図７】は、従来の受信装置の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００９４】
　　　１、１ａ　　受信装置
　　　２　　アンテナ部
　　　３　　信号線
　　　３ａ　内部導体
　　　３ｂ　外部導体
　　　３ｃ、３ｄ　導線
　　　４　　復調部
　　　５　　映像音声処理部
　　　６　　可変指向性アンテナ
　　　６１　受給電素子
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　　　６２、６３　　寄生素子
　　　７　　アンテナアンプ
　　　８　　レギュレータ
　　　９　　全波整流部
　　　Ａ１～Ａ４接点
　　　Ｄ１～Ｄ４　ダイオード
　　　１０　チューナ部
　　　１１　復調器
　　　１２、１２ａ　切替部
　　　２０　通信装置
　　　２１　アンテナ部
　　　２２　変調／復調部
　　　２３　信号線
　　　２４　信号処理部
　　　２５　アンテナ
　　　２６　アンテナ切替部
　　　２７　全波整流部
　　　２８　レギュレータ
　　　２９　送受信部
　　　３０　アンテナ制御部
　　　Ｓ１～Ｓ３　端子
　　　Ｔ１～Ｔ６　接点
　　　１３　アンテナ制御部
　　　１４、１４ａ、１５　直流電源
　　　Ｂ１、Ｂ２　バラン
　　　Ｌ１～Ｌ６　インダクタ
　　　Ｒ１、Ｒ２　抵抗
　　　ＶＤ１、ＶＤ２　バラクタダイオード
　　　Ｃ１～Ｃ６　キャパシタ
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