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(57)【要約】
【課題】妨害信号の排除性能を高めた放送受信装置を提
供すること。
【解決手段】制御装置（５）の制御下において、メモリ
（５２）は、第１のチューナ装置（３）が希望信号を受
信している状態で、第１の周波数設定回路（３９）が設
定した希望信号の周波数値を蓄積し、第２の増幅装置（
４２）の増幅度を所定量だけ下げた後、第２のチューナ
装置（４）が受信対象帯域を掃引して希望信号とは異な
る妨害信号を受信し、受信した妨害信号のレベルをレベ
ル検出回路（４５）で検出し、第２の周波数設定回路（
４９）で設定された周波数値と共にメモリに蓄積し、妨
害信号のレベル及び周波数それぞれの大きさによってＡ
ＧＣ回路（３７）のＡＧＣスタートレベルを設定するこ
とを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信対象帯域を掃引して希望信号を検出するシーク機能を有する放送受信装置であって
、
　アンテナからの受信信号がそれぞれ入力される第１及び第２のチューナ装置と、前記第
１及び第２のチューナ装置を制御する制御装置と、を備え、
　前記第１のチューナ装置は、アンテナからの受信信号を増幅する第１の増幅装置と、前
記受信信号から取り出される信号に対応した周波数を設定する第１の周波数設定回路と、
前記受信信号のレベルを制御するＡＧＣ回路と、を有し、
　前記第２のチューナ装置は、アンテナからの受信信号を増幅する第２の増幅装置と、前
記受信信号から取り出される信号に対応した周波数を設定する第２の周波数設定回路と、
前記受信信号のレベルを検出するレベル検出回路と、を有し、
　前記制御装置は、前記レベル検出回路の検出結果を蓄積し、前記第１及び第２の周波数
設定回路の設定周波数値を蓄積するメモリを有し、
　前記制御装置の制御下において、
　前記メモリは、前記第１のチューナ装置が前記希望信号を受信している状態で、前記第
１の周波数設定回路が設定した前記希望信号の周波数値を蓄積し、
　前記第２の増幅装置の増幅度を所定量だけ下げた後、前記第２のチューナ装置が受信対
象帯域を掃引して前記希望信号とは異なる妨害信号を受信し、前記受信した妨害信号のレ
ベルを前記レベル検出回路で検出し、前記第２の周波数設定回路で設定された周波数値と
共に前記メモリに蓄積し、
　前記妨害信号のレベル及び周波数それぞれの大きさによって前記ＡＧＣ回路のＡＧＣス
タートレベルを設定することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　妨害信号が複数検出される場合、前記複数の妨害信号のレベル及び周波数それぞれの大
きさを比較することによって前記ＡＧＣ回路のＡＧＣスタートレベルを設定することを特
徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項３】
　前記複数の妨害信号のレベル及び周波数に応じて前記ＡＧＣ回路のＡＧＣスタートレベ
ルの設定の基礎となる２信号を選択し、前記２信号のレベル及び周波数それぞれの大きさ
を比較することによって前記ＡＧＣ回路のＡＧＣスタートレベルを設定することを特徴と
する請求項２記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記第２のチューナ装置は、前記妨害信号の想定される最大信号レベルに対して前記第
２の増幅装置のリニアリティを維持可能なレベルまで前記第２の増幅装置の増幅度を下げ
ることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の放送受信装置。
【請求項５】
　前記ＡＧＣ回路は、前記希望信号近傍に存在する妨害信号に対してゲインコントロール
する狭帯域ＡＧＣ回路と、前記希望信号から所定周波数以上離れた妨害信号に対してゲイ
ンコントロールする広帯域ＡＧＣ回路と、を備え、
　前記狭帯域ＡＧＣ回路と前記広帯域ＡＧＣ回路のそれぞれに対してＡＧＣスタートレベ
ルを設定することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれかに記載の放送受信装置。
【請求項６】
　ＦＭ放送を受信可能に構成されたことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに
記載の放送受信装置。
【請求項７】
　前記第１のチューナ装置は音声放送受信用のチューナ装置であり、前記第２のチューナ
装置はデータ放送受信用のチューナ装置であることを特徴とする請求項６記載の放送受信
装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、妨害信号の排除性能を高めた放送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車載用ＦＭ受信機等の放送受信装置においては、妨害信号による受信障害を回避するた
めに自動利得制御（ＡＧＣ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が行われ
ている（例えば、特許文献１参照）。この放送受信装置において、受信電界強度がＡＧＣ
のスタートレベル以上に高くなるとＡＧＣが有効になり、増幅器に設定される増幅度が低
下されて受信電界強度は所定量低下される。これにより、妨害信号の受信電界強度が抑制
されて受信障害が回避される。特許文献１の放送受信装置においては、希望信号周辺の所
定周波数帯域において受信電界強度を制御するＮ－ＡＧＣ（狭帯域ＡＧＣ）と、希望信号
から所定周波数以上離れた周波数帯域において受信電界強度を制御するＷ－ＡＧＣ（広帯
域ＡＧＣ）とが併用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１５２８７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ＦＭ音声放送受信用の受信機（ＦＭ音声受信機）において、妨害信号の排除
能力は主にＡＧＣのスタートレベルに依存している。ＡＧＣのスタートレベルの最適値は
、妨害信号の周波数や受信電界強度に応じて異なる。このため、妨害信号の周波数や受信
電界強度をモニタし、ＡＧＣのスタートレベルを適切に制御できれば、妨害信号の排除能
力を最適化して受信性能を高めることができる。しかしながら、ＦＭ音声受信機の機能的
制約から、妨害信号の周波数や受信電界強度に応じてＡＧＣのスタートレベルを制御する
のは困難であり、現状のＦＭ音声受信機においては、十分に高いレベルの妨害信号の排除
性能は得られていなかった。
【０００５】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、妨害信号の排除性能を高めた放送受信
装置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】
【０００６】
　本発明の放送受信装置は、受信対象帯域を掃引して希望信号を検出するシーク機能を有
する放送受信装置であって、アンテナからの受信信号がそれぞれ入力される第１及び第２
のチューナ装置と、前記第１及び第２のチューナ装置を制御する制御装置と、を備え、前
記第１のチューナ装置は、アンテナからの受信信号を増幅する第１の増幅装置と、前記受
信信号から取り出される信号に対応した周波数を設定する第１の周波数設定回路と、前記
受信信号のレベルを制御するＡＧＣ回路と、を有し、前記第２のチューナ装置は、アンテ
ナからの受信信号を増幅する第２の増幅装置と、前記受信信号から取り出される信号に対
応した周波数を設定する第２の周波数設定回路と、前記受信信号のレベルを検出するレベ
ル検出回路と、を有し、前記制御装置は、前記レベル検出回路の検出結果を蓄積し、前記
第１及び第２の周波数設定回路の設定周波数値を蓄積するメモリを有し、前記制御装置の
制御下において、前記メモリは、前記第１のチューナ装置が希望信号を受信している状態
で、前記第１の周波数設定回路が設定した前記希望信号の周波数値を蓄積し、前記第２の
増幅装置の増幅度を所定量だけ下げた後、前記第２のチューナ装置が受信対象帯域を掃引
して前記希望信号とは異なる妨害信号を受信し、前記受信した妨害信号のレベルを前記レ
ベル検出回路で検出し、前記第２の周波数設定回路で設定された周波数値と共に前記メモ
リに蓄積し、前記妨害信号のレベル及び周波数それぞれの大きさによって前記ＡＧＣ回路
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のＡＧＣスタートレベルを設定することを特徴とする。
【０００７】
　この構成によれば、第２のチューナ装置により妨害信号のレベルと周波数を取得するよ
うにしたので、第１のチューナ装置に負荷をかけることなく、ＡＧＣ回路のＡＧＣスター
トレベルを適切に設定できる。また、第２の増幅装置の増幅度を所定量だけ下げた後で妨
害信号のレベルを検出するので、妨害信号のレベルを適切に検出してＡＧＣ回路のＡＧＣ
スタートレベルを適切に設定できる。これらの結果、妨害信号の排除性能を高めることが
できる。
【０００８】
　本発明の放送受信装置において、妨害信号が複数検出される場合、前記複数の妨害信号
のレベル及び周波数それぞれの大きさを比較することによって前記ＡＧＣ回路のＡＧＣス
タートレベルを設定することが好ましい。また、前記複数の妨害信号のレベル及び周波数
に応じて前記ＡＧＣ回路のＡＧＣスタートレベルの設定の基礎となる２信号を選択し、前
記２信号のレベル及び周波数それぞれの大きさを比較することによって前記ＡＧＣ回路の
ＡＧＣスタートレベルを設定することが好ましい。これらの構成によれば、ＡＧＣ回路の
ＡＧＣスタートレベルを設定するのに適した妨害信号に基づいてＡＧＣ回路のＡＧＣスタ
ートレベルを設定できるので、妨害信号の排除性能をさらに高めることができる。
【０００９】
　本発明の放送受信装置において、前記第２のチューナ装置は、前記妨害信号の想定され
る最大信号レベルに対して前記第２の増幅装置のリニアリティを維持可能なレベルまで前
記第２の増幅装置の増幅度を下げることが好ましい。この構成によれば、想定される最大
信号レベルの妨害信号に対して第２の増幅装置のリニアリティを維持できるので、妨害信
号のレベルを適切に検出できる。その結果、妨害信号の排除性能をさらに高めることがで
きる。
【００１０】
　本発明の放送受信装置において、前記ＡＧＣ回路は、前記希望信号近傍に存在する妨害
信号に対してゲインコントロールする狭帯域ＡＧＣ回路と、前記希望信号から所定周波数
以上離れた妨害信号に対してゲインコントロールする広帯域ＡＧＣ回路と、を備え、前記
狭帯域ＡＧＣ回路と前記広帯域ＡＧＣ回路のそれぞれに対してＡＧＣスタートレベルを設
定することが好ましい。
【００１１】
　本発明の放送受信装置において、ＦＭ放送を受信可能に構成されていることが好ましい
。
【００１２】
　本発明の放送受信装置において、前記第１のチューナ装置は音声放送受信用のチューナ
装置であり、前記第２のチューナ装置はデータ放送受信用のチューナ装置であることが好
ましい。この構成によれば、データ放送受信用のチューナである第２のチューナ装置を用
いて妨害信号を検出できるので、音声放送受信用の第１のチューナ装置に負荷をかけるこ
となくＡＧＣ回路のＡＧＣスタートレベルを適切に設定できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、妨害信号の排除性能を高めた放送受信装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施の形態に係る放送受信装置の構成例を示す回路ブロック図である。
【図２】本実施の形態に係る放送受信装置においてＡＧＣ回路のスタートレベルを設定す
るための主要な処理を示す概念図である。
【図３】スタートレベルを設定するために行われる希望信号及び妨害信号の検出処理を示
すフローチャートである。
【図４】スタートレベルの算出処理の一部を示すフローチャートである。
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【図５】スタートレベルの算出処理の別の一部を示すフローチャートである。
【図６】ＬＮＡの増幅度と電界強度との関係を示すグラフである。
【図７】設定されるスタートレベルのパターンを示すテーブルである。
【図８】妨害信号の周波数及びレベルと、ＡＧＣ回路のスタートレベルとの関係を示すグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施の形態に係る放送受信装置の構成について説明
する。なお、以下においては、本発明を説明するために簡略化された放送受信装置につい
て説明するが、通常の放送受信装置が備える構成は不足なく備えるものとする。
【００１６】
　図１は、本実施の形態に係る放送受信装置１の構成例を示す回路ブロック図である。本
実施の形態に係る放送受信装置１は、アンテナ２と、音声放送を受信可能な音声放送受信
機（第１のチューナ装置）３と、データ放送を受信可能なデータ放送受信機（第２のチュ
ーナ装置）４と、音声放送受信機３及びデータ放送受信機４を制御するマイコン（制御装
置）５とを備えている。アンテナ２は、各放送局から放送された放送波を受信して、受信
ＲＦ（無線周波数）信号を音声放送受信機３及びデータ放送受信機４に供給する。
【００１７】
　音声放送受信機３は、ＦＭ音声放送を受信可能な放送受信機である。この音声放送受信
機３にアンテナ２から受信ＲＦ信号が入力されると、ＲＦフィルタ３１において放送帯域
のＲＦ信号が抽出される。ＲＦフィルタ３１の後段にはＬＮＡ（第１の増幅装置）３２が
接続されており、抽出された放送帯域のＲＦ信号は低雑音で増幅される。ＬＮＡ３２にお
いて増幅されたＲＦ信号は、ミキサ３３で局部発振回路３６からの局部発振信号と混合さ
れてＩＦ（中間周波数）信号に変換される。シーク時には、ミキサ３３に供給される局部
発振回路３６からの信号周波数をＰＬＬ回路３９（第１の周波数設定回路）にて切り替え
ることで放送帯域全体が掃引される。ＰＬＬ回路３９は、後述の制御回路５１から供給さ
れるＰＬＬ回路制御信号によって制御されており、ＰＬＬ回路制御信号に応じて局部発振
回路３６からの局部発振信号の周波数を切り替える。つまり、ＰＬＬ回路制御信号には設
定周波数に対応する情報が含まれている。
【００１８】
　ミキサ３３から出力されるＩＦ信号は、ＩＦフィルタ３４において受信チャンネル信号
以外がフィルタリングされる。ＩＦフィルタ３４を通過した受信チャンネル信号は、シグ
ナルメータ３５に入力される。受信チャンネル信号は、シグナルメータ３５においてレベ
ル（受信電界強度：ＲＳＳＩ）に応じたシグナルメータ信号に変換される。
【００１９】
　ユーザがチャンネルを選局すると、ＩＦフィルタ３４を通過した受信チャンネル信号は
、音声復調部（不図示）において復調されてスピーカ（不図示）から音声として出力され
る。ユーザの選局したチャンネルに対応するシグナルメータ信号及びＰＬＬ回路３９の設
定周波数の情報（例えば、ＰＬＬ回路制御信号）は、それぞれ、希望信号のレベル情報及
び周波数情報としてマイコン５のメモリ５２に格納される。
【００２０】
　音声放送受信機３は、受信ＲＦ信号の信号レベルを検出し、ＬＮＡ３２の利得を制御す
るＡＧＣ回路３７を備えている。このＡＧＣ回路３７は、広帯域用のＷ－ＡＧＣ回路（広
帯域ＡＧＣ回路）と、狭帯域用のＮ－ＡＧＣ回路（狭帯域ＡＧＣ回路）とを含んで構成さ
れている。強電界の妨害信号が検出されると、ＡＧＣ回路３７は、設定されたスタートレ
ベル（ＡＧＣスタートレベル）に応じて妨害信号の電界強度を抑圧する制御電圧を出力す
る。具体的には、広帯域用のＷ－ＡＧＣ回路は、ＬＮＡ３２からの出力レベルに対応する
直流電圧を生成してＬＮＡ３２に出力する。狭帯域用のＮ－ＡＧＣ回路は、ＩＦフィルタ
３４からの出力レベルに対応する直流電圧を生成してＬＮＡ３２に出力する。
【００２１】
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　ＡＧＣ回路３７のＡＧＣ動作を開始するスタートレベルは、後述するように、データ放
送受信機４で検出される妨害信号に応じて設定されるようになっている。例えば、受信Ｒ
Ｆ信号中の妨害信号が増大して、音声放送受信機３における希望チャンネルの受信感度が
低下すると、受信感度を高めるためにＡＧＣ回路３７のスタートレベルの再設定処理が行
われる。ＬＮＡ３２の増幅度は、ＡＧＣ回路３７からの出力によって制御される。このた
め、ＡＧＣ回路３７のスタートレベルを再設定することで、ＬＮＡ３２の利得を制御して
放送波中の妨害信号を適切に抑制し、希望チャンネルの受信感度を高めることができる。
【００２２】
　アッテネータ（Ａｔｔｅｎｕａｔｏｒ：ＡＴＴ）３８は、ＡＧＣ回路３７の制御電圧に
応じてアンテナ２から入力される受信ＲＦ信号のレベルを減衰させて、受信ＲＦ信号のレ
ベルを最適化するように動作する。アッテネータ３８には、ＡＧＣ回路３７で生成された
直流電圧そのもの、またはそれに対応して生成された直流電圧が入力される。
【００２３】
　データ放送受信機４は、ＶＩＣＳ（登録商標）（Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＲＤＳ（Ｒａｄｉｏ　Ｄ
ａｔａ　Ｓｙｓｔｅｍ）等のデータ放送を受信可能な放送受信機である。このデータ放送
受信機４に受信ＲＦ信号が入力されると、ＲＦフィルタ４１において放送帯域のＲＦ信号
が抽出され、後段のＬＮＡ（第２の増幅装置）４２において低雑音で増幅される。ＬＮＡ
４２で増幅されたＲＦ信号は、ミキサ４３で局部発振回路４８からの局部発振信号と混合
されてＩＦ信号に変換される。ミキサ４３から出力されるＩＦ信号は、ＩＦフィルタ４４
において受信チャンネル信号以外がフィルタリングされ、受信チャンネル信号中の放送デ
ータはデコーダ（不図示）でデコードされる。
【００２４】
　また、データ放送受信機４は、データ放送の受信動作の空き時間を利用して音声放送の
放送波中の妨害信号を検出できるようになっている。妨害信号の検出動作において、ＬＮ
Ａ４２で増幅されたＲＦ信号は、ミキサ４３で局部発振回路４８からの局部発振信号と混
合されてＩＦ信号に変換される。ミキサ４３に供給される局部発振回路４８からの信号周
波数をＰＬＬ回路（第２の周波数設定回路）４９にて切り替えることで音声放送の放送帯
域全体がシークされ、放送帯域中に存在する妨害信号が検出される。ＰＬＬ回路４９は、
後述の制御回路５１から供給されるＰＬＬ回路制御信号によって制御されており、ＰＬＬ
回路制御信号に応じて局部発振回路４８からの局部発振信号の周波数を切り替える。つま
り、ＰＬＬ回路制御信号には設定周波数に対応する情報が含まれている。
【００２５】
　妨害信号の検出動作において、ミキサ４３から出力されるＩＦ信号は、ＩＦフィルタ４
４でフィルタリングされてシグナルメータ（レベル検出回路）４５及びＩＦカウント部４
６に入力される。ＩＦフィルタ４４から入力された受信チャンネル信号は、シグナルメー
タ４５においてレベルに応じたシグナルメータ信号に変換される。ＩＦカウント部４６は
、ミキサ４３にて変換されたＩＦ信号の周波数に相当するパルス数をカウントしてＩＦカ
ウント信号を生成する。シグナルメータ信号及びＩＦカウント信号は、後段のストップ判
定部４７に入力される。
【００２６】
　ストップ判定部４７は、シグナルメータ信号がシークスレッショルド（閾値）以上とな
る周波数位置において制御回路５１にストップ信号を出力する。制御回路５１は、ストッ
プ信号に対応するシグナルメータ信号及びＰＬＬ回路４９の設定周波数の情報（例えば、
ＰＬＬ回路制御信号）を、妨害信号のレベル情報及び周波数情報としてメモリ５２に格納
させる。つまり、ストップ判定部４７により、シークスレッショルド以上の高レベルの妨
害信号の有無が判定され、その妨害信号のレベル及び周波数がメモリ５２に記憶される。
【００２７】
　マイコン５は、音声放送受信機３及びデータ放送受信機４の各構成を制御する制御回路
５１と、シグナルメータ信号及びＰＬＬ回路４９の設定周波数の情報に対応するレベル情
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報及び周波数情報を蓄積するメモリ５２とを備えている。制御回路５１は、メモリ５２に
格納されたレベル情報及び周波数情報に基づいて、ＡＧＣ回路３７のスタートレベルを設
定する。具体的には、制御回路５１は、音声放送受信機３で取得されてメモリ５２に格納
された希望信号のレベル情報及び周波数情報、並びに、データ放送受信機４で取得されて
メモリ５２に格納された妨害信号のレベル情報及び周波数情報を元に、ＡＧＣ回路３７の
スタートレベルを設定する。なお、希望信号のレベル情報は、ＡＧＣ回路３７のスタート
レベルの設定に用いなくとも良い。
【００２８】
　また、制御回路５１は、妨害信号の検出に適した増幅度をＬＮＡ４２に設定する。具体
的には、制御回路５１は、データ放送の受信動作時と比較して妨害信号の検出動作時にお
いてＬＮＡ４２の増幅度が低くなるように設定する。ＬＮＡ４２のリニア（線形）な出力
範囲は決まっており、通常、ＬＮＡ４２の増幅度は、データ放送の受信動作に最適化され
ている。この状態において、出力のリニアリティを維持可能な上限を超える高レベルの妨
害信号が入力されると、ＬＮＡ４２の出力は飽和して妨害信号のレベルを適切に検出でき
ない。そこで、制御部５１は、妨害信号の検出動作時において、データ放送の受信動作時
より低い増幅度をＬＮＡ４２に設定する。より具体的には、妨害信号の検出動作時におい
て、妨害信号の想定される最大信号レベルに対してＬＮＡ４２のリニアリティを維持可能
なレベルまでＬＮＡ４２の増幅度を下げる。これにより、高レベルの妨害信号のレベルを
適切に検出できる。
【００２９】
　図２は、本実施の形態に係る放送受信装置１においてＡＧＣ回路３７のスタートレベル
を再設定するために行われる主要な処理を示す概念図である。スタートレベルの再設定処
理に先立ち、マイコン５は、音声放送受信機３が希望波を受信している状態において希望
信号のレベル情報及び周波数情報を取得しておく。つまり、制御回路５１は、音声放送受
信機３においてユーザの選局したチャンネルに対応するシグナルメータ信号及びＰＬＬ回
路３９に設定された周波数情報を、希望信号のレベル情報及び周波数情報としてメモリ５
２に蓄積させておく（ステップＳＴ１０１）。スタートレベルの再設定処理が開始される
と、制御回路５１は、妨害信号の検出に適したシークスレッショルドとＬＮＡゲインとを
、データ放送受信機４のストップ判定部４７とＬＮＡ４２とにそれぞれ設定する（ステッ
プＳＴ１０２）。
【００３０】
　その後、音声放送の放送波中の妨害信号を検出するために、データ放送受信機４におい
て放送帯域全域がシークされる。シーク時において、ストップ判定部４７は、シグナルメ
ータ信号がシークスレッショルド以上となる周波数位置でストップ信号を出力する（ステ
ップＳＴ１０３）。ストップ信号を受信した制御回路５１は、ストップ信号に対応するシ
グナルメータ信号及びＰＬＬ回路４９に設定された周波数情報を、妨害信号のレベル情報
及び周波数情報としてメモリ５２に蓄積させる（ステップＳＴ１０４）。
【００３１】
　シークが終了すると、制御回路５１は、メモリ５２に蓄積された希望信号のレベル情報
及び周波数情報、並びに、妨害信号のレベル情報及び周波数情報を元に、ＡＧＣ回路３７
のスタートレベルを算出する（ステップＳＴ１０５）。そして、算出されたスタートレベ
ルをＡＧＣ回路３７に設定する（ステップＳＴ１０６）。このように、放送受信装置１は
、データ放送受信機４により妨害信号のレベル情報及び周波数情報を取得し、取得した情
報に基づいてＡＧＣ回路３７のスタートレベル（つまり、Ｗ－ＡＧＣ回路及びＮ－ＡＧＣ
回路のスタートレベル）を設定する。
【００３２】
　次に、スタートレベルの再設定処理の詳細を説明する。図３は、主に希望信号及び妨害
信号の検出処理を示すフローチャートである。図４及び図５は、スタートレベルの算出処
理を示すフローチャートである。以下では、希望信号のレベルをＡ、周波数をａとする。
また、音声放送の周波数帯域において、レベルがＢで周波数がｂの妨害信号１と、レベル
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がＣで周波数がｃの妨害信号２とが共に存在するものとする。ただし、希望信号及び妨害
信号はこれに限られるものではない。なお、音声放送の周波数帯域において妨害信号が複
数存在する場合には、スタートレベルの再設定に適した２信号を選択するのが望ましい。
この場合、例えば、複数の妨害信号のレベル及び周波数を比較して受信感度への影響が大
きい２信号を選択し、これらに基づいてスタートレベルを再設定すればよい。
【００３３】
　図３に示すように、マイコン５の制御部５１は、希望波を受信している状態の音声放送
受信機３においてシグナルメータ３５で検出された希望信号のレベル情報及びＰＬＬ回路
３９の設定周波数に基づく希望信号の周波数情報をメモリ５２に格納させる（ステップＳ
Ｔ２０１，ＳＴ２０２）。その後、スタートレベルの再設定処理が開始されると、制御部
５１は、ＬＮＡ４２の増幅度を５０ｄＢμＶ下げる（ステップＳＴ２０３）。
【００３４】
　図６は、ＬＮＡ４２の増幅度と電界強度との関係を示すグラフである。ＬＮＡ４２は、
７０ｄＢμＶまでの範囲においてリニアな出力が得られるように構成されている。このた
め、例えば、図６Ａに示すように、データ放送の受信動作時の設定（初期設定）において
１２０ｄＢμＶに相当する高レベルの妨害信号が入力されると、ＬＮＡ４２からの出力は
飽和して７０ｄＢμＶとなる。このように、ＬＮＡ４２の増幅度がデータ放送の受信動作
に最適化された状態では、高レベルの妨害信号を後段のシグナルメータ４５で適切に検出
できない。
【００３５】
　そこで、上述のステップＳＴ２０３に示すように、制御部５１は、データ放送の受信動
作時より低い増幅度をＬＮＡ４２に設定する。具体的には、妨害信号の想定される最大信
号レベルに対してリニアリティを維持できる程度に増幅度を下げる。例えば、図６Ａの場
合には最大で１２０ｄＢμＶ相当の妨害信号が想定されるから、ＬＮＡ４２のリニアリテ
ィを維持するためには、増幅度を５０ｄＢμＶ下げればよいことになる（図６Ｂ）。この
ようにＬＮＡ４２の増幅度を下げることで、高レベルの妨害信号が入力されても、シグナ
ルメータ４５で妨害信号のレベルを適切に検出できる。
【００３６】
　次に、制御部５１は、ストップ判定部４７のシークスレッショルドを５０ｄＢμＶに設
定する（ステップＳＴ２０４）。これにより、５０ｄＢμＶ以上の妨害信号を検出可能に
なる。ＬＮＡ４２の増幅度の設定処理（ステップＳＴ２０３）、及びストップ判定部４７
のシークスレッショルドの設定処理（ステップＳＴ２０４）により、データ放送受信機４
は、妨害信号の検出モードに移行する。そして、シークの開始点となる周波数位置が設定
され（ステップＳＴ２０５）、シークが開始される（ステップＳＴ２０６）。シークが開
始されると、ストップ判定部４７は、シグナルメータ４５からのシグナルメータ信号（レ
ベル）がストップ判定部４７に設定されたシークスレッショルド以上であるか否かを判定
する（ステップＳＴ２０７）。
【００３７】
　シグナルメータ信号（レベル）がシークスレッショルド以上の場合（ステップＳＴ２０
７；ＹＥＳ）、ストップ判定部４７は、制御部５１に対してその旨を通知する。そして、
制御部５１は、ストップ判定部４７に対してＩＦカウント部４６からＩＦカウント信号を
取得するように通知する（ステップＳＴ２０８）。ＩＦカウント部４６からＩＦカウント
信号を取得できた場合（ステップＳＴ２０８；ＹＥＳ）、ストップ判定部４７は、制御部
５１に対してその旨を通知する。
【００３８】
　通知を受けた制御部５１は、シグナルメータ４５で検出されたレベル情報及びＰＬＬ回
路４９の設定周波数に基づく周波数情報をメモリ５２に蓄積させる（ステップＳＴ２０９
，２１０）。制御部５１はシークが終了するまで待機し（ステップＳＴ２１１）、必要に
応じてレベル情報及び周波数情報をメモリ５２に蓄積させる。
【００３９】
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　次に、ストップ判定部４７は、周波数が音声放送の周波数帯域のバンドリミット（上限
又は下限）に達しているか否かを判定する（ステップＳＴ２１２）。周波数がバンドリミ
ットに達していない場合（ステップＳＴ２１２；ＮＯ）、ミキサ４３で混合される局部発
振信号の周波数を変更し（ステップＳＴ２１３）、変更された周波数で再びシークする（
ステップＳＴ２０６～２１３）。なお、レベルがシークスレッショルド以上でない場合（
ステップＳＴ２０７；ＮＯ）、及びＩＦカウント部４６から周波数情報を取得できない場
合（ステップＳＴ２０８；ＮＯ）にも周波数を変更する（ステップＳＴ２１３）。
【００４０】
　周波数が音声放送の周波数帯域のバンドリミットに達している場合（ステップＳＴ２１
２；ＹＥＳ）、データ放送受信機４はシークを停止して制御回路５１にその旨を通知する
（ステップＳＴ２１４）。シークが停止されると、制御回路５１はＡＧＣ回路３７のスタ
ートレベルの算出処理を開始する（ステップＳＴ２１５）。また、制御回路５１は、ＬＮ
Ａ４２の増幅度を５０ｄＢμＶ引き上げ（ステップＳＴ２１６）、ストップ判定部４７の
シークスレッショルドを２５ｄＢμＶに設定する（ステップＳＴ２１７）。これにより、
データ放送受信機４は、データ放送の受信モードに戻る。後述するスタートレベルの算出
処理が終了すると、制御回路５１は、算出結果に応じてＡＧＣ回路３７のスタートレベル
を設定する（ステップＳＴ２１８）。
【００４１】
　図４及び図５に示すように、ＡＧＣ回路３７のスタートレベルの算出処理が開始される
と、制御回路５１は、妨害信号のレベル情報及び周波数情報がメモリ５２に蓄積されてい
るか否かを判定する（ステップＳＴ３０１）。妨害信号のレベル情報及び周波数情報がメ
モリ５２に蓄積されていない場合（ステップＳＴ３０１；ＮＯ）、制御回路５１はスター
トレベルをパターンＢで設定する。図７は、設定されるスタートレベルのパターンを示す
テーブルである。図７に示すように、パターンＢでは、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベル
は７０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは８０ｄＢμＶに設定され
る。
【００４２】
　妨害信号のレベル情報及び周波数情報がメモリ５２に蓄積されている場合（ステップＳ
Ｔ３０１；ＹＥＳ）、制御回路５１は、妨害信号１がＷ－ＡＧＣの範囲に存在するか、Ｎ
－ＡＧＣの範囲に存在するかを判定する。具体的には、希望信号の周波数ａと妨害信号１
の周波数ｂとの差を判定する（ステップＳＴ３０２）。ステップＳＴ３０２において－１
（ＭＨｚ）＜ａ－ｂ＜１（ＭＨｚ）と判定された場合、つまり、妨害信号１が希望信号に
近接している場合、制御回路５１は、妨害信号２がＷ－ＡＧＣの範囲に存在するか、Ｎ－
ＡＧＣの範囲に存在するかを判定する。具体的には、図４に示すように、希望信号の周波
数ａと妨害信号２の周波数ｃとの差を判定する（ステップＳＴ３０３）。
【００４３】
　ステップＳＴ３０３において－１（ＭＨｚ）＜ａ－ｃ＜１（ＭＨｚ）と判定された場合
、つまり、妨害信号２が希望信号に近接している場合、制御回路５１は、妨害信号１のレ
ベルＢと妨害信号２のレベルＣとの差を判定する（ステップＳＴ３０４）。
【００４４】
　ステップＳＴ３０４において０＜Ｂ－Ｃと判定された場合、つまり、妨害信号２より妨
害信号１のレベルが高い場合、妨害信号１のレベルＢを判定する（ステップＳＴ３０５）
。Ｂ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号１のレベルが低い場合、制御回路５１
はスタートレベルをパターンＡで設定する。図７に示すように、パターンＡでは、Ｎ－Ａ
ＧＣ回路のスタートレベルは８０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレベル
は８０ｄＢμＶに設定される。５０（ｄＢμＶ）＜Ｂ＜６０（ｄＢμＶ）の場合、つまり
、妨害信号１のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＢで設
定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｂの場合、つまり、妨害信号１のレベルが高い場合、制御回
路５１はスタートレベルをパターンＣで設定する。図７に示すように、パターンＣでは、
Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは６０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタート
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レベルは８０ｄＢμＶに設定される。
【００４５】
　一方、ステップＳＴ３０４においてＢ－Ｃ＜０と判定された場合、つまり、妨害信号１
より妨害信号２のレベルが高い場合、妨害信号２のレベルＣを判定する（ステップＳＴ３
０６）。Ｃ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが低い場合、制御回
路５１はスタートレベルをパターンＡで設定する。５０（ｄＢμＶ）＜Ｃ＜６０（ｄＢμ
Ｖ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスタートレベ
ルをパターンＢで設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｃの場合、つまり、妨害信号２のレベル
が高い場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＣで設定する。
【００４６】
　また、ステップＳＴ３０３においてａ－ｃ＜－１（ＭＨｚ）、又は１（ＭＨｚ）＜ａ－
ｃと判定された場合、つまり、妨害信号２が希望信号から離れた周波数位置に存在する場
合、制御回路５１は、妨害信号１のレベルＢを判定する（ステップＳＴ３０７）。
【００４７】
　ステップＳＴ３０７においてＢ＜５０（ｄＢμＶ）と判定された場合、つまり、妨害信
号１のレベルが低い場合、次に、妨害信号２のレベルＣを判定する（ステップＳＴ３０８
）。Ｃ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが低い場合、制御回路５
１はスタートレベルをパターンＦで設定する。図７に示すように、パターンＦでは、Ｎ－
ＡＧＣ回路のスタートレベルは８０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレベ
ルは９０ｄＢμＶに設定される。５０（ｄＢμＶ）＜Ｃ＜６０（ｄＢμＶ）の場合、つま
り、妨害信号２のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＡで
設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｃの場合、つまり、妨害信号２のレベルが高い場合、制御
回路５１はスタートレベルをパターンＨで設定する。図７に示すように、パターンＨでは
、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは８０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスター
トレベルは７０ｄＢμＶに設定される。
【００４８】
　ステップＳＴ３０７において５０（ｄＢμＶ）＜Ｂ＜６０（ｄＢμＶ）と判定された場
合、つまり、妨害信号１のレベルが中程度の場合、次に、妨害信号２のレベルＣを判定す
る（ステップＳＴ３０９）。Ｃ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベル
が低い場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＤで設定する。図７に示すように
、パターンＤでは、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは７０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－Ａ
ＧＣ回路のスタートレベルは９０ｄＢμＶに設定される。５０（ｄＢμＶ）＜Ｃ＜６０（
ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスター
トレベルをパターンＢで設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｃの場合、つまり、妨害信号２の
レベルが高い場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＥで設定する。図７に示す
ように、パターンＥでは、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは７０ｄＢμＶに設定され、
Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは７０ｄＢμＶに設定される。
【００４９】
　ステップＳＴ３０７において６０（ｄＢμＶ）＜Ｂと判定された場合、つまり、妨害信
号１のレベルが高い場合、次に、妨害信号２のレベルＣを判定する（ステップＳＴ３１０
）。Ｃ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが低い場合、制御回路５
１はスタートレベルをパターンＧで設定する。図７に示すように、パターンＧでは、Ｎ－
ＡＧＣ回路のスタートレベルは６０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレベ
ルは９０ｄＢμＶに設定される。５０（ｄＢμＶ）＜Ｃ＜６０（ｄＢμＶ）の場合、つま
り、妨害信号２のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＣで
設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｃの場合、つまり、妨害信号２のレベルが高い場合、制御
回路５１はスタートレベルをパターンＩで設定する。図７に示すように、パターンＩでは
、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは６０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスター
トレベルは７０ｄＢμＶに設定される。
【００５０】
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　ステップＳＴ３０２においてａ－ｂ＜－１（ＭＨｚ）、又は１（ＭＨｚ）＜ａ－ｂと判
定された場合、つまり、妨害信号１が希望信号から離れた周波数位置に存在する場合、制
御回路５１は、妨害信号２がＷ－ＡＧＣの範囲に存在するか、Ｎ－ＡＧＣの範囲に存在す
るかを判定する。具体的には、図５に示すように、希望信号の周波数ａと妨害信号２の周
波数ｃとの差を判定する（ステップＳＴ３１１）。
【００５１】
　ステップＳＴ３１１においてａ－ｃ＜－１（ＭＨｚ）、又は１（ＭＨｚ）＜ａ－ｃと判
定された場合、つまり、妨害信号２が希望信号から離れた周波数位置に存在する場合、制
御回路５１は、妨害信号１のレベルＢと妨害信号２のレベルＣとの差を判定する（ステッ
プＳＴ３１２）。
【００５２】
　ステップＳＴ３１２において０＜Ｂ－Ｃと判定された場合、つまり、妨害信号２より妨
害信号１のレベルが高い場合、妨害信号１のレベルＢを判定する（ステップＳＴ３１３）
。Ｂ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号１のレベルが低い場合、制御回路５１
はスタートレベルをパターンＤで設定する。５０（ｄＢμＶ）＜Ｂ＜６０（ｄＢμＶ）の
場合、つまり、妨害信号１のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスタートレベルをパ
ターンＢで設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｂの場合、つまり、妨害信号１のレベルが高い
場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＥで設定する。
【００５３】
　一方、ステップＳＴ３１２においてＢ－Ｃ＜０と判定された場合、つまり、妨害信号１
より妨害信号２のレベルが高い場合、妨害信号２のレベルＣを判定する（ステップＳＴ３
１４）。Ｃ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが低い場合、制御回
路５１はスタートレベルをパターンＤで設定する。５０（ｄＢμＶ）＜Ｃ＜６０（ｄＢμ
Ｖ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスタートレベ
ルをパターンＢで設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｃの場合、つまり、妨害信号２のレベル
が高い場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＥで設定する。
【００５４】
　また、ステップＳＴ３１１において－１（ＭＨｚ）＜ａ－ｃ＜１（ＭＨｚ）と判定され
た場合、つまり、妨害信号２が希望信号に近接している場合、制御回路５１は、妨害信号
１のレベルＢを判定する（ステップＳＴ３１５）。
【００５５】
　ステップＳＴ３１５においてＢ＜５０（ｄＢμＶ）と判定された場合、つまり、妨害信
号１のレベルが低い場合、次に、妨害信号２のレベルＣを判定する（ステップＳＴ３１６
）。Ｃ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが低い場合、制御回路５
１はスタートレベルをパターンＦで設定する。５０（ｄＢμＶ）＜Ｃ＜６０（ｄＢμＶ）
の場合、つまり、妨害信号２のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスタートレベルを
パターンＤで設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｃの場合、つまり、妨害信号２のレベルが高
い場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＧで設定する。
【００５６】
　ステップＳＴ３１５において５０（ｄＢμＶ）＜Ｂ＜６０（ｄＢμＶ）と判定された場
合、つまり、妨害信号１のレベルが中程度の場合、次に、妨害信号２のレベルＣを判定す
る（ステップＳＴ３１７）。Ｃ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベル
が低い場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＡで設定する。５０（ｄＢμＶ）
＜Ｃ＜６０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが中程度の場合、制御回路
５１はスタートレベルをパターンＢで設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｃの場合、つまり、
妨害信号２のレベルが高い場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＣで設定する
。
【００５７】
　ステップＳＴ３１５において６０（ｄＢμＶ）＜Ｂと判定された場合、つまり、妨害信
号１のレベルが高い場合、次に、妨害信号２のレベルＣを判定する（ステップＳＴ３１８
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）。Ｃ＜５０（ｄＢμＶ）の場合、つまり、妨害信号２のレベルが低い場合、制御回路５
１はスタートレベルをパターンＨで設定する。５０（ｄＢμＶ）＜Ｃ＜６０（ｄＢμＶ）
の場合、つまり、妨害信号２のレベルが中程度の場合、制御回路５１はスタートレベルを
パターンＥで設定する。６０（ｄＢμＶ）＜Ｃの場合、つまり、妨害信号２のレベルが高
い場合、制御回路５１はスタートレベルをパターンＩで設定する。
【００５８】
　このように、妨害信号のレベル情報及び周波数情報、並びに希望信号の周波数情報に基
づいてＡＧＣ回路３７のスタートレベルを設定することにより、妨害信号の排除性能を高
めることができる。図８は、妨害信号の周波数及びレベルと、ＡＧＣ回路のスタートレベ
ルとの関係を示すグラフである。各グラフには、周波数が８３ＭＨｚでレベルが４０ｄＢ
μＶの希望信号が示されている。また、グラフ毎に異なるレベル及び周波数の妨害信号が
示されている。
【００５９】
　図８Ａは、８２～８４ＭＨｚの範囲に１２０ｄＢμＶ弱に相当する妨害信号（シグナル
メータ４５の検出レベルは７０ｄＢμＶ弱）が存在する状態である。この場合、Ｎ－ＡＧ
Ｃ回路のスタートレベルは６０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは
８０ｄＢμＶに設定される（図７のパターンＣに相当）。このように、希望信号近傍に高
レベルの妨害信号が存在する場合、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルを低く設定すること
で、早い段階でのゲインコントロールが可能になり、高レベルの妨害信号を適切に抑制で
きる。
【００６０】
　図８Ｂは、８２～８４ＭＨｚの範囲に１１０ｄＢμＶ弱に相当する妨害信号（シグナル
メータ４５の検出レベルは６０ｄＢμＶ弱）が存在する状態である。この場合、Ｎ－ＡＧ
Ｃ回路のスタートレベルは７０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは
８０ｄＢμＶに設定される（図７のパターンＢに相当）。このように、希望信号近傍に中
程度の妨害信号が存在する場合、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルを中程度に設定するこ
とで、適切なゲインコントロールが可能になり、希望信号に悪影響を与えることなく妨害
信号を抑制できる。
【００６１】
　図８Ｃは、８２～８４ＭＨｚの範囲に１００ｄＢμＶ弱に相当する妨害信号（シグナル
メータ４５の検出レベルは５０ｄＢμＶ弱）が存在する状態である。この場合、Ｎ－ＡＧ
Ｃ回路のスタートレベルは８０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは
８０ｄＢμＶに設定される（図７のパターンＡに相当）。このように、希望信号近傍に低
レベルの妨害信号が存在する場合、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルを高めに設定するこ
とで、適切なゲインコントロールが可能になり、希望信号に悪影響を与えることなく妨害
信号を抑制できる。
【００６２】
　図８Ｄは、８４ＭＨｚより高い周波数領域に１２０ｄＢμＶ弱に相当する妨害信号（シ
グナルメータ４５の検出レベルは７０ｄＢμＶ弱）が存在する状態である。この場合、Ｎ
－ＡＧＣ回路のスタートレベルは７０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレ
ベルは７０ｄＢμＶに設定される（図７のパターンＥに相当）。このように、希望信号か
ら所定周波数以上離れた周波数位置に高レベルの妨害信号が存在する場合、Ｗ－ＡＧＣ回
路のスタートレベルを低く設定することで、早い段階でのゲインコントロールが可能にな
り、高レベルの妨害信号を適切に抑制できる。
【００６３】
　図８Ｅは、８４ＭＨｚより高い周波数領域に１１０ｄＢμＶ弱に相当する妨害信号（シ
グナルメータ４５の検出レベルは６０ｄＢμＶ弱）が存在する状態である。この場合、Ｎ
－ＡＧＣ回路のスタートレベルは７０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路のスタートレ
ベルは８０ｄＢμＶに設定される（図７のパターンＢに相当）。このように、希望信号か
ら所定周波数以上離れた周波数位置に中程度の妨害信号が存在する場合、Ｗ－ＡＧＣ回路
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のスタートレベルを中程度に設定することで、適切なゲインコントロールが可能になり、
希望信号に悪影響を与えることなく妨害信号を抑制できる。
【００６４】
　図８Ｆは、８４ＭＨｚより高い周波数領域に１００ｄＢμＶ弱に相当する妨害信号（シ
グナルメータ４５の検出レベルは５０ｄＢμＶ弱）の妨害信号が存在する状態である。こ
の場合、Ｎ－ＡＧＣ回路のスタートレベルは７０ｄＢμＶに設定され、Ｗ－ＡＧＣ回路の
スタートレベルは９０ｄＢμＶに設定される（図７のパターンＤに相当）。このように、
希望信号から所定周波数以上離れた周波数位置に低レベルの妨害信号が存在する場合、Ｗ
－ＡＧＣ回路のスタートレベルを高めに設定することで、適切なゲインコントロールが可
能になり、希望信号に悪影響を与えることなく妨害信号を抑制できる。
【００６５】
　以上のように、本実施の形態に係る放送受信装置１においては、データ放送受信機（第
２のチューナ装置）４の空き時間を利用して、データ放送受信機４により妨害信号のレベ
ルと周波数を取得するようにしたので、音声放送受信機（第１のチューナ装置）３に負荷
をかけることなく、ＡＧＣ回路３７のスタートレベル（ＡＧＣスタートレベル）を適切に
設定できる。また、データ放送受信機４の増幅度を所定量だけ下げた後で妨害信号のレベ
ルを検出するので、妨害信号のレベルを適切に検出してＡＧＣ回路３７のスタートレベル
を適切に設定できる。これらの結果、妨害信号の排除性能を高めることができる。
【００６６】
　また、本実施の形態に係る放送受信装置１においては、複数の妨害信号のレベル及び周
波数それぞれの大きさを比較することによってＡＧＣ回路３７のスタートレベルを設定す
るようにしたので、妨害信号の状態に応じた細やかな設定が可能になり、妨害信号の排除
性能を高めることができる。特に、複数の妨害信号からＡＧＣ回路３７のスタートレベル
の設定の基礎となる２信号を選択し、それらのレベル及び周波数それぞれの大きさを比較
することによってＡＧＣ回路３７のスタートレベルを設定することにより、ＡＧＣ回路３
７のスタートレベルを設定するのに適した妨害信号に基づいてスタートレベルを設定でき
るので、処理の負荷を軽減しつつ、妨害信号の排除性能を高めることができる。
【００６７】
　また、本実施の形態に係る放送受信装置１においては、妨害信号の想定される最大信号
レベルに対してＬＮＡ（第２の増幅装置）４２のリニアリティを維持可能なレベルまでＬ
ＮＡ４２の増幅度を下げるので、ＬＮＡ４２のリニアリティを維持して妨害信号のレベル
を適切に検出できる。その結果、妨害信号の排除性能を高めることができる。
【００６８】
　なお、本発明は上記実施の形態の記載に限定されず、その効果が発揮される態様で適宜
変更して実施することができる。例えば、上記実施の形態においては、２信号（妨害信号
１，２）に基づいてＡＧＣ回路３７のスタートレベルを設定する場合を例示したが、３以
上の信号を用いてＡＧＣ回路のスタートレベルを設定しても良い。また、上記実施の形態
のスタートレベル設定のためのパターンＡ～Ｉはあくまで一例であり、本発明はこれに限
定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　本発明の放送受信装置は、例えば、車載用の放送受信装置として有用である。
【符号の説明】
【００７０】
　１　放送受信装置
　２　アンテナ
　３　音声放送受信機（第１のチューナ装置）
　４　データ放送受信機（第２のチューナ装置）
　５　マイコン（制御装置）
　３１，４１　ＲＦフィルタ
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　３２　ＬＮＡ（第１の増幅装置）
　３３，４３　ミキサ
　３４，４４　ＩＦフィルタ
　３５　シグナルメータ
　３６　局部発振回路
　３７　ＡＧＣ回路
　３８　アッテネータ（ＡＴＴ）
　３９　ＰＬＬ回路（第１の周波数設定回路）
　４２　ＬＮＡ（第２の増幅装置）
　４５　シグナルメータ（レベル検出回路）
　４６　ＩＦカウント部
　４７　ストップ判定部
　４８　局部発振回路
　４９　ＰＬＬ回路（第２の周波数設定回路）
　５１　制御回路
　５２　メモリ
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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