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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高感度モードと、この高感度モードよりも感度が悪い低感度モードとを有する受信部と、
この受信部から出力された受信信号の受信品質を判定する受信品質判定部と、
この受信品質判定部からの信号に基づいて、前記高感度モードと前記低感度モードとを切
り替え制御する制御部とを有し、
この制御部は、前記受信部が前記高感度モードである場合に、前記受信品質判定部におけ
る判定結果が解除閾値より良好となったとき、前記受信部を前記低感度モードに切り替え
る構成であり、
前記制御部は、前記高感度モードと前記低感度モードとの切り替えが発生した場合、前記
解除閾値をさらに良好な値とすることを特徴とする受信装置。
【請求項２】
高感度モードと、この高感度モードよりも感度が悪い低感度モードとを有する受信部と、
この受信部から出力された受信信号の受信品質を判定する受信品質判定部と、
この受信品質判定部からの信号に基づいて、前記高感度モードと前記低感度モードとを切
り替え制御する制御部とを有し、
この制御部は、前記受信部が前記低感度モードである場合に、前記受信品質判定部におけ
る判定結果が起動閾値より劣悪となったとき、前記受信部を前記高感度モードに切り替え
る構成であり、前記高感度モードと前記低感度モードとの切り替えが発生した場合、前記
起動閾値をさらに良好な値とすることを特徴とする受信装置。
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【請求項３】
高感度モードと、この高感度モードよりも感度が悪い低感度モードとを有する受信部と、
この受信部から出力された受信信号の受信品質を判定する受信品質判定部と、
この受信品質判定部からの信号に基づいて、前記高感度モードと前記低感度モードとを切
り替え制御する制御部とを有し、
この制御部は、前記受信部が前記高感度モードである場合に、前記受信品質判定部におけ
る判定結果が所定時間継続して解除閾値より良好となったとき、前記受信部を前記低感度
モードに切り替える構成であり、
前記制御部は、前記高感度モードと前記低感度モードとの切り替えが発生した場合、前記
所定時間をさらに増加させることを特徴とする受信装置。
【請求項４】
高感度モードと、この高感度モードよりも感度が悪い低感度モードとを有する受信部と、
この受信部から出力された受信信号の受信品質を判定する受信品質判定部と、
この受信品質判定部からの信号に基づいて、前記高感度モードと前記低感度モードとを切
り替え制御する制御部とを有し、
この制御部は、前記受信部が前記低感度モードである場合に、前記受信品質判定部におけ
る判定結果が所定時間継続して起動閾値より劣悪となったとき、前記受信部を前記高感度
モードに切り替える構成であり、前記高感度モードと前記低感度モードとの切り替えが発
生した場合、前記所定時間をさらに減少させることを特徴とする受信装置。
【請求項５】
前記受信部は第１受信回路と第２受信回路と前記第１受信回路の出力側及び前記第２受信
回路の出力側に接続された選択合成部を有し、前記高感度モードは前記第１受信回路およ
び前記第２受信回路を用いて前記選択合成部で受信を行うモードであり、前記低感度モー
ドは前記第１受信回路または前記第２受信回路のいずれか一方を用いて受信を行うモード
であることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の受信装置。
【請求項６】
前記低感度モードは、前記高感度モードにおける前記受信部内の電流を制限することによ
り実現された請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の受信装置。
【請求項７】
前記低感度モードは、前記高感度モードにおける前記受信部内のＩＦフィルタの段数を少
なくすることにより実現された請求項１から請求項４のいずれか１つに記載の受信装置。
【請求項８】
前記低感度モードは、前記高感度モードにおける前記受信部内のＡＤＣのサンプリングの
ビット数を少なくすることにより実現された請求項１から請求項４のいずれか１つに記載
の受信装置。
【請求項９】
前記制御部は、前記受信品質判定部における判定結果が前記解除閾値より良好である状態
が任意時間継続した場合は、前記解除閾値を初期値に戻すことを特徴とする請求項１に記
載の受信装置。
【請求項１０】
前記制御部は、前記受信品質判定部における判定結果が前記解除閾値より良好である状態
が任意時間継続した場合は、前記所定時間を初期値に戻すことを特徴とする請求項３に記
載の受信装置。
【請求項１１】
前記受信品質判定部は受信信号のエラーレートを用いて受信品質を判定することを特徴と
する請求項１から請求項１０のいずれか１つに記載の受信装置。
【請求項１２】
前記受信品質判定部は受信信号のＣ／Ｎ比を用いて受信品質を判定することを特徴とする
請求項１から請求項１０のいずれか１つに記載の受信装置。
【請求項１３】
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前記受信品質判定部は受信信号の受信レベルを用いて受信品質を判定することを特徴とす
る請求項１から請求項１０のいずれか１つに記載の受信装置。
【請求項１４】
請求項１から請求項１３のいずれか１つに記載された受信装置と、この受信装置の出力側
に順に接続されたデコード部と、表示部とを有することを特徴とする受信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信性能と動作電力がトレードオフとなる受信モードを受信環境に応じて切
り替える受信装置とこれを用いた受信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　小型の携帯端末に搭載される受信装置においては、受信アンテナを小さくする必要があ
るため低利得のアンテナとなり、また利用者が移動しながら受信するなど受信環境が劣悪
であるため、高い受信感度が求められる。一方、受信装置がバッテリーで駆動する場合に
は消費電力を低く抑えることが求められ、高受信感度と低消費電力という相反する性能を
両立する必要がある。
【０００３】
　そこで、受信装置において、高受信感度かつ高消費電力となる受信モードと、低受信感
度かつ低消費電力となる受信モードを、受信環境の変動に適応して切り替え制御を行うこ
とにより、高受信感度と低消費電力の両立を図る手法が用いられている。
【０００４】
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献１が知られて
いる。
【特許文献１】特開２００６－３１１２５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、切り替え制御を行うことにより高感度モードの感度レベルより大きな受信レベ
ルでも受信エラーが発生する場合がある。つまり、切り替え制御により受信レベルが高い
場合には低受信感度かつ低消費電力の低感度モードで動作し、受信レベルが低い場合には
高受信感度かつ高消費電力の高感度モードで動作するため、受信装置の受信感度としては
高感度モードの受信感度と一致するのが理想であるが、実際にはこれよりも高い受信レベ
ルで受信エラーが発生する場合がある。
【０００６】
　すなわち、高感度モードの受信感度レベルと低感度モードの受信感度レベルの中間レベ
ルにおいては、低感度モードでは受信不可となり、高感度モードでは十分なマージンを持
って受信できるため、このレベル範囲においては、受信装置が高感度モードとなっている
場合には低感度モードとするよう制御されるが、受信装置が低感度モードとなっている場
合には高感度モードとするように制御され、高感度モードと低感度モードの切り替えが頻
発することになる。この際、受信装置が低感度モードとなっている期間は受信エラーが発
生するため、受信モードの切り替え制御における課題となっている。
【０００７】
　そこで本発明は、受信感度の異なる複数の受信モードを有する受信装置において、受信
モードの切り替えが頻発することに起因する受信エラーの発生を抑制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為に、本発明の受信装置は、高感度モードと、高感度モードよりも
感度が悪い低感度モードとを有する受信部と、受信部から出力された受信信号の受信品質
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を判定する受信品質判定部と、この受信品質判定部からの信号に基づいて、前記高感度モ
ードと前記低感度モードとを切り替え制御する制御部とを有し、この制御部は、前記高感
度モードである場合に、前記受信品質判定部における判定結果が解除閾値より良好となっ
たとき、前記低感度モードに切り替え、前記低感度モードである場合に、前記受信品質判
定部における判定結果が起動閾値より劣悪となったとき、前記高感度モードに切り替える
構成であり、前記低感度モードと前記高感度モードとの切り替えが発生した場合、前記高
感度モードから前記低感度モードへの切り替えがさらに発生しにくくなる様に制御するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　上記構成により、高感度モードの受信感度レベルと低感度モードの受信感度レベルの中
間レベルとなっている場合において、時間が経過するにつれて徐々に高感度モードとなる
時間割合が大きくなり、低感度モードとなる時間割合が小さくなる。これにより、受信モ
ードの切り替えが頻発することに起因する受信エラーの発生を抑制することが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　（実施の形態１）
　以下、本発明における実施の形態１について説明する。
【００１１】
　図１において、受信装置１は、受信部２と、この受信部２の出力側に接続された誤り訂
正部６と、この誤り訂正部６の出力側に接続されたデコード部７と、このデコード部７の
出力側に接続された表示部８と、誤り訂正部６に接続されたＢＥＲ（Ｂｉｔ Ｅｒｒｏｒ 
Ｒａｔｅ）計測部９と、このＢＥＲ計測部９からの信号に基づき受信部２を制御する制御
部１０とを有する。また、受信部２は外部信号を受信する第１受信回路３および第２受信
回路４と、第１受信回路３と第２受信回路４の出力側に接続されこれらの出力信号を選択
または合成する選択合成部５とを有する。なお受信装置１の構成としては、これら構成要
素を全て有する場合もあるし、これら構成要素のうち、１個あるいは複数個を有する場合
もある。また、ＢＥＲ計測部９ではビットエラーレートを計測する例で説明するが、ＴＳ
（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）のパケットエラーレートなど他のエラーレートを
用いても良い。
【００１２】
　この構成において、受信装置１は第１受信回路３と第２受信回路４を用いて選択あるい
は合成を行うダイバーシティ受信モード、あるいは第１受信回路３または第２受信回路４
のいずれか一方のみを用い他方を電源ＯＦＦとするシングル受信モードで動作することが
できる。また、いずれの受信モードであっても誤り訂正部６が出力する信号をデコード部
７において受信信号を送信データに復元し、この復元されたデータを表示部８で表示する
ことができる。
【００１３】
　図２はダイバーシティ受信モードおよびシングル受信モードの受信感度特性を示したも
のである。横軸は受信部２への入力レベルで縦軸は受信信号の誤り率（ＢＥＲ）を示して
いる。受信感度は一般に、ＢＥＲが、デコード部において送信データを正常に復元できる
限界値（以下、ＢＥＲ限界）となる入力レベルで定義される。図２の例においては、シン
グル受信モードの受信感度は－９８ｄＢｍで、ダイバーシティ受信モードの受信感度は－
１０１ｄＢｍであり、ダイバーシティ受信モードはシングル受信モードに比べて３ｄＢ感
度が良好である。一方、高周波回路で構成される受信回路は一般に消費電力が大きいため
、ダイバーシティ受信モードとした場合の消費電力は、一方の受信回路を電源ＯＦＦとす
るシングル受信モードの消費電力に比べて大幅に増大する。なお、上記例における各数値
（－９８ｄＢｍ、－１０１ｄＢｍ、３ｄＢ）は受信部２の性能に依存するものであり、一
例として示したものである。
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【００１４】
　制御部１０は受信環境に応じてダイバーシティ受信モードとシングル受信モードの切り
替え制御を行う。受信環境を取得する手段として、ＢＥＲ以外にも、ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐ
ｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）のパケットエラーレートなど他のエラーレートを用いても良いし
、受信レベルやＣ／Ｎ比を用いても良い。受信レベルは例えば自動利得制御電圧（ＡＧＣ
）から得ることができ、またＣ／Ｎ比は例えばコンスタレーションの理想点からのずれ量
（ＥＶＭ）を用いて推定することができる。本実施の形態においてＢＥＲを用いる方法を
例として説明する。すなわち、ＢＥＲ計測部９が出力するＢＥＲが予め設定した閾値より
も小さい場合には、制御部１０は、受信部２への入力レベルが大きく受信環境が良好と判
断し、ダイバーシティ受信モードからシングル受信モードに切り替える（以下、ダイバー
シティ受信モードからシングル受信モードに切り替えるためのＢＥＲの閾値を解除閾値と
呼ぶ）。一方、ＢＥＲ計測部９が出力するＢＥＲが予め設定した閾値よりも大きい場合に
は、制御部１０は、受信部２への入力レベルが小さく受信環境が劣悪と判断し、シングル
受信モードからダイバーシティ受信モードに切り替える（以下、シングル受信モードから
ダイバーシティ受信モードに切り替えるためのＢＥＲの閾値を起動閾値と呼ぶ）。この制
御により、受信環境が良好な場合にはシングル受信モードとして消費電力を削減すること
ができ、受信環境が劣悪な場合にはダイバーシティ受信として受信性能を確保することが
できる。なお、解除閾値と起動閾値は同一値であっても異なっていてもよい。
【００１５】
　しかし、シングル受信モードの受信感度とダイバーシティ受信モードの受信感度の差が
約３ｄＢと大きいため、これらの中間の入力レベルにおいては切り替えが周期的に発生す
る現象が起こる。図３を用いてこの現象を説明する。図３には前述の解除閾値と起動閾値
が示されている。シングル受信モードで起動閾値となる入力レベルａ以下で、かつダイバ
ーシティ受信モードで解除閾値となる入力レベルｃ以上となるレベル範囲（以下、レベル
範囲Ａ）では、シングル受信モードの場合にはＢＥＲが起動閾値より大きくなるため、制
御部１０はダイバーシティ受信モードに切り替える制御を行い、ダイバーシティ受信モー
ドの場合にはＢＥＲが解除閾値よりも小さいため、制御部１０はシングル受信モードに切
り替える制御を行う。その結果、周期的にシングル受信モードとダイバーシティ受信モー
ドが切り替わることになり、受信装置１がこのレベル範囲Ａに定常的に存在する場合には
受信モードの切り替えが周期的に発生することになる。さらに、シングル受信モードで誤
り限界となる入力レベルｂ（すなわち、感度レベル）以下で、かつダイバーシティ受信モ
ードで解除閾値となる入力レベルｃ以上となるレベル範囲（以下、レベル範囲Ｂ）では、
切り替えが周期的に発生する結果、受信エラーが発生する。つまり、シングル受信モード
となっている期間はＢＥＲ限界以上の誤りが発生し、後段のデコード部７で送信データを
正常に復元できない。図４を用いて、周期的に切り替えが発生する様子を説明する。図４
において横軸は時間を示しており、白抜き箱は受信装置１がダイバーシティ受信モードと
なっている時間、網掛け箱は受信装置１がシングル受信モードとなっている時間を示して
いる。上述の説明より、ダイバーシティ受信モードとなっている時間ａ１は受信エラーが
発生しないが、シングル受信モードとなっている時間ｂ１は受信エラーが発生するため、
エラーなく受信できる時間割合で定義される受信率ＪＲは（数１）で表される。
【００１６】
【数１】

【００１７】
　従来の方式では解除閾値および起動閾値が常に固定値であるため、ａ１＝ａ２＝・・・
、ｂ１＝ｂ２＝・・・であり、例えばａ１＝ｂ１とした場合には受信率は５０％となる。
【００１８】
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　そこで、制御部１０は、ダイバーシティ受信モードとシングル受信モードとの切り替え
が発生した場合、ダイバーシティ受信モードからシングル受信モードへの切り替えが発生
しにくくなる様に制御し、受信率ＪＲを大きくすることができる。
【００１９】
　具体的には、シングル受信モードからダイバーシティ受信モードへ切り替え制御が発生
したタイミングで、前述の解除閾値を更に下げることによりＪＲを大きくすることができ
る。例えば、初期状態として解除閾値を１Ｅ－５とした場合には、制御部１０は、ダイバ
ーシティ受信モードとなっている場合にＢＥＲ≦１Ｅ－５となった時点でシングル受信モ
ードに切り替えるように制御し、再びダイバーシティ受信モードに切り替えるよう制御す
るタイミングで解除閾値を１Ｅ－６に下げ、さらに再びシングル受信モードからダイバー
シティ受信モードとなったタイミングで解除閾値を１Ｅ－７に下げる。このように制御す
ることにより、切り替えが発生するたびに、ダイバーシティ受信モードからシングル受信
モードへ解除する条件が、徐々に厳しくなっていく。
【００２０】
　図５を用いて、この場合に受信モードがどのように切り替わるのかを説明する。受信装
置１がダイバーシティ受信モードの受信感度レベルとシングル受信モードの感度レベルの
中間レベルに定常的に存在する場合を想定する。ここで、ＢＥＲ計測部９で計測するＢＥ
Ｒは、受信レベルが一定値の場合は長時間のＢＥＲを平均することによりほぼ一定値とな
るが、適応的に制御する場合には通常、ＢＥＲ計測時間を数秒以下とする必要があるため
一定値とならず、ばらつきがある。従って、解除閾値が初期状態の１Ｅ－５の場合は解除
閾値以下となる平均時間はａ１となるが、上述の制御により解除閾値が１Ｅ－６と小さく
なった場合には解除閾値以下となる平均時間はａ１より大きいａ２となる。同様に、解除
閾値が１Ｅ－７となった場合は、解除閾値以下となる平均時間はａ２より大きいａ３とな
る。一方、起動条件は変わらないため、シングル受信モードとなっている時間は同じであ
り、ｂ１＝ｂ２＝・・・となる。このような制御により、全体的に、受信部２がダイバー
シティ受信モードとなっている時間割合が大きくなるため、（数１）で表される受信率が
大きくなる。また、このように解除閾値を下げていった後、受信環境が改善し受信レベル
が上がった場合には、解除閾値が小さくなるように制御したままであるため、受信部２は
シングル受信モードになりにくくなる。従って、制御部１０が、ダイバーシティ受信モー
ドにおいてＢＥＲが解除閾値以下となる時間が任意時間継続した場合は再び解除閾値を大
きくする、あるいは初期値に戻してシングル受信モードになりやすくすることにより、消
費電力削減効果を担保することができる。
【００２１】
　制御部１０がダイバーシティ受信モードからシングル受信モードに切り替えが発生しに
くくなる様にするための他の手段としては、制御部１０はＢＥＲ計測部９が出力するＢＥ
Ｒが解除閾値より良好である時間が所定時間継続した場合にシングル受信モードに切り替
えるように制御し、シングル受信モードからダイバーシティ受信モードに切り替えるよう
に制御したタイミングでこの所定時間を更に増加させる手段が有効である。例えば、制御
部１０は、初期状態として所定時間を１秒とし、ＢＥＲ≦解除閾値となる時間が１秒間継
続した場合にシングル受信モードとなるように制御する。そして、制御部１０は、再び受
信部２がダイバーシティ受信モードとなったタイミングでこの所定時間を２秒とし、さら
に受信部２がシングル受信モードからダイバーシティ受信モードに切り替わるタイミング
でこの所定時間を３秒とする。このような制御により、前述の解除閾値を下げていく手法
と同様に受信部２がダイバーシティ受信モードとなる時間割合を大きくすることができ、
受信率を改善することが可能となる。なお、上記説明において、制御部１０は、受信部２
がシングル受信モードからダイバーシティ受信モードに切り替わるタイミングで解除閾値
を下げる、あるいは所定時間を増加させているが、ダイバーシティ受信モードからシング
ル受信モードに切り替わるタイミング、或いは両方のタイミングで行っても受信率改善の
効果を有する。
【００２２】
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　さらに別の手段として、ダイバーシティ受信モードとシングル受信モードとの切り替え
が発生した場合、制御部１０は、受信部２をシングル受信モードからダイバーシティ受信
モードに切り替えをさらに発生しやすくなる様に制御することによっても受信率ＪＲを大
きくすることができる。具体的手段として、受信部２がシングル受信モードからダイバー
シティ受信モードに切り替わるタイミングで、制御部１０が起動閾値を上げる手段、ある
いは所定時間を減少させる手段が有効である。この場合には図６に示すように、受信部２
がダイバーシティ受信モードとなっている時間は同一でありａ１＝ａ２＝・・・となるが
、受信部２がシングル受信モードとなっている時間は徐々に短くなり、ｂ１＞ｂ２＞・・
・となる。従って、全体としてみると、受信率ＪＲを大きくすることができる。
【００２３】
　（実施の形態２）
　以下、本発明における実施の形態２について説明する。
【００２４】
　図７における受信回路１１は、図１における第１受信回路３または第２受信回路４であ
る。図７において、受信回路１１は、アンテナ１２と、このアンテナ１２に接続されたＲ
Ｆフィルタ１３と、このＲＦフィルタ１３および後述のＲＦＡＧＣ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｇａｉｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ）１７に接続されたＲＦＧ
ＣＡ１４と、ＶＣＯ（Ｖｏｌｔａｇｅ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ）１
６と、ＲＦＧＣＡ１４およびＶＣＯ１６に接続されたミキサ１５と、このミキサ１５に接
続されたＩＦフィルタ１８と、このＩＦフィルタ１８に接続されたＩＦＧＣＡ１９と、こ
のＩＦＧＣＡ１９に接続されたＡＤＣ（Ａｎａｌｏｇ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｏｎｖｅｒｔｅ
ｒ）２０と、このＡＤＣ２０に接続された復調部２１と、このミキサ１５に接続されたＲ
ＦＡＧＣ１７を有する。この構成を用いて受信回路１１は、アンテナ１２で受信した受信
信号に含まれる不要波をＲＦフィルタ１３で抑圧し、ＲＦＧＣＡ１４で信号レベルが所定
レベル範囲となるように制御を行う。次に、受信回路１１は、ＶＣＯ１６が出力するロー
カル信号とＲＦＧＣＡ１４の出力信号をミキサ１５で混合し所定の中間周波数（ＩＦ）に
変換する。次に、受信回路１１は、ミキサ１５の出力信号に対してＩＦフィルタ１８で所
望帯域以外の不要波を除くことにより最終的な信号濾過を行い、さらにＩＦＧＣＡ１９に
おいてＡＤＣ２０の入力レンジに合うように利得制御を行う。次に、受信回路１１は、Ａ
／ＤコンバータであるＡＤＣ２０でＩＦＧＣＡ１９の出力信号をＡ／Ｄ変換することによ
りデジタル信号への変換を行い、復調部２１で復調して後段の誤り訂正部（図示せず）に
接続される。
【００２５】
　この構成において、通常の受信モードである高感度モードに比べて、低受信感度でかつ
低消費電力である低感度モードを作ることができる。以下に具体例を説明する。
【００２６】
　一般に受信装置の受信感度Ｓは信号帯域幅と温度で決まる雑音指数と、受信機の構成で
決まる雑音指数Ｆと、信号の変調方式で定まる所要Ｃ／Ｎから定まり、（数２）で表され
る。ここで、Ｋはボルツマン定数、Ｔは温度、Ｂは信号帯域幅である。
【００２７】
【数２】

【００２８】
　ここで、ＲＦＧＣＡ１４に用いる電流を低減させることにより消費電力を下げることが
できるが、同時に受信感度が劣化する。すなわち、ＲＦＧＣＡの利得をＧ１、ＲＦＧＣＡ
１４の雑音指数をＦ１、ミキサ１５以降の雑音指数をＦ２とすると、受信機全体の雑音指
数Ｆは（数３）で表される。
【００２９】
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【数３】

【００３０】
　ここで、ＲＦＧＣＡ１４に用いる電流を小さくすることにより利得Ｇ１が小さくなる。
これにより受信装置全体の雑音指数Ｆが大きくなり、その結果、（数２）における受信装
置の受信感度Ｓが大きくなり受信感度が劣化する。同様に、ミキサ１５やＩＦＧＣＡ１９
に用いる電流を小さくすることによりそれぞれの雑音指数が大きくなり受信感度が劣化す
る。従って、制御部１０（図示せず）はＲＦＧＣＡ１４またはミキサ１５またはＩＦＧＣ
Ａ１９のいずれか１つあるいは複数の電流を制限することにより、低受信感度でかつ低消
費電力となる低感度モードを作ることができる。また別の実現方法として、ＩＦフィルタ
１８の段数を少なくしたものに切り替える方法やＡＤＣ２０のサンプリングのビット数を
少なくする方法によっても低感度モードを作ることが可能であるが、本発明は低感度モー
ドの作り方によらず、切り替えの周期的発生に起因する受信エラーの発生に対して改善効
果を有するものである。
【００３１】
　これらの方法により作成した高感度モードの受信感度レベルと低感度モードの受信感度
レベルの差が大きい場合には、前述の通り、制御部１０が高感度モードと低感度モードの
切り替え制御を行った場合に、中間レベルにおいて周期的に受信モードの切り替えが発生
し、受信エラーが起こる。従って、実施例１における場合と同様に、高感度モードと低感
度モードとの切り替えが発生した場合に、制御部１０は、受信回路１１を高感度モードか
ら低感度モードに更に切り替えにくくする、あるいは低感度モードから高感度モードに更
に切り替えやすくすることにより、受信回路１１が高感度モードとなっている時間割合を
徐々に増やすことができ、全体として受信率を改善することができる。
【００３２】
　また、受信感度と消費電力がトレードオフとなる受信モードの適応制御に限らず、制御
部１０が、妨害特性と消費電力、周波数特性と消費電力、温度特性と消費電力など、各種
受信モード間の適応切り替え制御を行う際に、それぞれの受信モードを切り替えるタイミ
ングで同様に切り替え条件を変更することにより受信エラーの発生を抑制する効果を得る
ことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明の受信装置とこれを用いた受信システムは、受信感度と消費電力がトレードオフ
となる受信モードを受信環境において切り替え制御を行う場合に、受信モードの切り替え
が発生した時に、受信感度が悪い受信モードになりにくくする、あるいは受信感度が良い
受信モードになりやすくするように制御することにより、切り替え制御による受信エラー
の発生を抑制することができる。携帯端末向けテレビ受信機などバッテリー駆動の携帯型
受信端末において、受信性能とバッテリー持続時間の両立を実現する際に、本発明は特に
有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施の形態１における受信装置のブロック図
【図２】ダイバーシティ受信モードおよびシングル受信モードの受信感度特性を示す図
【図３】ダイバーシティ受信モードおよびシングル受信モードの受信感度特性を示す図
【図４】ダイバーシティ受信モードおよびシングル受信モードの状態遷移を示す図
【図５】ダイバーシティ受信モードおよびシングル受信モードの状態遷移を示す図
【図６】ダイバーシティ受信モードおよびシングル受信モードの状態遷移を示す図
【図７】本発明の実施の形態２における受信装置のブロック図
【符号の説明】
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　１　受信装置
　２　受信部
　３　第１受信回路
　４　第２受信回路
　５　選択合成部
　６　誤り訂正部
　７　デコード部
　８　表示部
　９　ＢＥＲ計測部
　１０　制御部
　１１　受信回路
　１２　アンテナ
　１３　ＲＦフィルタ
　１４　ＲＦＧＣＡ
　１５　ミキサ
　１６　ＶＣＯ
　１７　ＲＦＡＧＣ
　１８　ＩＦフィルタ
　１９　ＩＦＧＣＡ
　２０　ＡＤＣ
　２１　復調部
【要約】
【課題】本発明は、高感度モードと、高感度モードよりも感度が悪い低感度モードとを有
する受信装置において、受信モードの切り替えに伴う受信エラーの発生を抑制することを
目的とする。
【解決手段】本発明の受信装置１における高感度モード低感度モード制御部１０は、受信
部２が高感度モードである場合に、受信品質判定部における判定結果が解除閾値より良好
となったとき、受信部２を低感度モードに切り替え、受信部２が低感度モードである場合
に、受信品質判定部における判定結果が起動閾値より劣悪となったとき、受信部２を高感
度モードに切り替える。この構成において、制御部１０は、高感度モードと低感度モード
との切り替えが発生した場合、高感度モードから低感度モードへの切り替えが発生しにく
くなる様に制御を行う。
【選択図】図１
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【図３】

【図４】 【図５】



(11) JP 4079197 B1 2008.4.23

【図６】 【図７】



(12) JP 4079197 B1 2008.4.23

10

フロントページの続き

(72)発明者  尾関　浩明
            大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニックエレクトロニックデバイス株式会社内

    審査官  原田　聖子

(56)参考文献  特開２００６－１８６９６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２４２８９４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　７／０２－７／１２
              Ｈ０４Ｂ　１／１８
              Ｈ０４Ｂ　１／１６
              Ｈ０４Ｎ　５／４４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

