
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の間隔以上離れた複数のアンテナと、
　前記 アンテナで受信した信号を 増幅する
　
　 の受信電力を計算する 受信電力計算手段と、
　 の受信電力が所定の値となる利得を算出して前記 に 指
示する ＡＧＣゲイン算出手段と、
　前記受信電力計算手段が アンテナで受信した信号の受信電力を計算している時に
、他のアンテナで受信した を計算することを前記ＡＧＣゲイン算出手段に指示
する 制御手段と、
　を具備する受信装置。
【請求項２】
　 ＡＧＣゲイン算出手段から出力された指示をいずれかの増幅手段に出力する第１切
り替え手段 具備し、
　前記受信電力計算手段は、アンテナ毎に対応して受信した信号の電力値を計算する

電力計算手段と、電力値の計算が完了した前記電力計算手段の電力値を
ＡＧＣゲイン算出 に出力する 第２切り替え手段とを具備し、
　前記制御手段は、ＡＧＣ計算を行う対象のアンテナに対応する電力計算手段から出力さ
れた電力値を前記ＡＧＣゲイン算出手段に出力することを前記第２切り替え手段に指示し
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各 それぞれ 前記アンテナと同数の増幅手段と、
増幅後の各信号を合成する１つの合成手段と、
増幅後の各信号 １つの
前記各信号 各増幅手段 前記利得を

１つの
１つの
信号の利得

１つの

前記
を

前記
アンテナと同数の

手段 １つの



、前記ＡＧＣゲイン算出手段から出力された指示を対応する増幅手段に出力すること前記
第１切り替え手段に指示する
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　 ＡＧＣゲイン算出手段から出力された指示をいずれかの増幅手段に出力する第１切
り替え手段 具備し、
　前記受信電力計算手段は、

前記第３切り替え手段において選択
された信号の電力値を計算
　前記制御手段は、前記ＡＧＣゲイン算出手段から出力された指示を対応する増幅手段に
出力することを前記第１切り替え手段に指示し、電力値を計算する対象のアンテナに対応
する増幅手段から出力された信号を選択すること前記第３切り替え手段に指示する
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　ＡＧＣの更新周期を指示するＡＧＣ動作モード切り替え手段を具備し、
　前記ＡＧＣゲイン算出手段は、ＡＧＣの更新周期が電力計算とゲイン計算との処理時間
をアンテナ数で乗算した時間未満であるか、前記乗算した時間以上であるかを前記制御手
段に通知し、
　前記制御手段は、ＡＧＣの更新周期が電力計算とゲイン計算との処理時間の前記乗算し
た時間未満である場合に、前記受信電力計算手段が アンテナで受信した信号の受信
電力を計算している時に、他のアンテナで受信した を計算することを前記ＡＧ
Ｃゲイン算出手段に指示する
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項５】
　 複数のアンテナで無線信号を受信
　前記 アンテナ 信号

　
　
　

　

　 受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信装置及び受信方法に関し、特にダイバーシチ受信に用いて好適な受信装
置及び受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数アンテナを受信に用いる受信ダイバーシチを行う場合、受信ダイバーシチゲインを
最大に活かすためにはアンテナごとに受信信号の増幅にＡＧＣを動作させる必要がある。
ＡＧＣ処理では、受信電力を計算し、ＡＧＣゲインを算出する処理をシリアルに、かつ周
期的に行う。アンテナ毎にＡＧＣを動作させるためには、従来、アンテナ毎にＡＧＣ処理
部を設け独立に動作させる構成（図８）や、ＡＧＣ処理の一部あるいは全部をアンテナ間
で共有し時分割で動作させる構成（図１０）が用いられていた。（例えば特許文献１）
　図８は、従来の受信装置の一例を示すブロック図である。図８ではアンテナごとにＡＧ
Ｃ処理部を持ち、１アンテナの場合に比較してハードウェアが２倍になる構成を示してい

10

20

30

40

50

(2) JP 4009245 B2 2007.11.14

、

前記
を

電力値を計算する対象のアンテナに対応する増幅手段から出
力された信号を選択する１つの第３切り替え手段と、

する１つの電力計算手段と、を具備し、

、

１つの
信号の利得

、

所定の間隔以上離れた する受信ステップと、
各 で受信された を、それぞれ計算された利得で増幅する増幅ステップ

と、
増幅後の各信号を合成する合成ステップと、
増幅後の各信号の受信電力を計算する受信電力計算ステップと、
前記受信電力が所定の値となるように前記利得を算出するＡＧＣゲイン算出ステップと

、
前記受信電力計算ステップにおいて１つのアンテナで受信された信号の受信電力を計算

している時に、前記ＡＧＣゲイン算出ステップにおいて他のアンテナで受信された信号の
利得を計算するように、動作タイミングを制御する動作タイミング制御ステップと、

を具備する



る。
【０００３】
　図８において、無線受信部１２は、アンテナ１１で受信した信号を増幅、周波数変換を
行い、電力計算部１３及び選択合成部１９に出力する。電力計算部１３は、受信した信号
の電力を算出し、算出した電力値をＡＧＣゲイン算出部１４に出力する。ＡＧＣゲイン算
出部１４は、電力計算部１３において算出した電力値から無線受信部１２における増幅後
の信号が所定のレベルに保たれるゲインを算出し、算出したゲインで増幅する指示を無線
受信部１２に出力する。
【０００４】
　また、無線受信部１６は、アンテナ１５で受信した信号を増幅、周波数変換を行い、電
力計算部１７及び選択合成部１９に出力する。電力計算部１７は、受信した信号の電力を
算出し、算出した電力値をＡＧＣゲイン算出部１８に出力する。ＡＧＣゲイン算出部１８
は、電力計算部１７において算出した電力値から無線受信部１６における増幅後の信号が
所定のレベルに保たれるゲインを算出し、算出したゲインで増幅する指示を無線受信部１
６に出力する。
【０００５】
　選択合成部１９は、無線受信部１２及び無線受信部１６において増幅された信号の位相
を合わせて合成し、合成後の信号を復調部２０に出力する。復調部２０は合成後の信号を
復調する。
【０００６】
　図８の受信装置では、アンテナ別に電力計算とＡＧＣゲインの計算を行うことになる。
図９は、従来の受信装置における制御タイミングを示す図である。図９において、アンテ
ナ１１とアンテナ１５で受信した信号はそれぞれ独立して電力計算及びＡＧＣゲインの計
算が行われる。
【０００７】
　また、電力計算部はアンテナ毎に２倍もつが、ＡＧＣゲイン算出部を共有することによ
って回路を削減する構成も考えられている。図１０は、従来の受信装置の構成を示すブロ
ック図である。但し、図８と同一の構成となるものについては、図８と同一番号を付し、
詳しい説明を省略する。
【０００８】
　図１０において、ＡＧＣゲイン算出部３１は、電力計算部１３において算出した電力値
から無線受信部１２における増幅後の信号が所定のレベルに保たれるゲインを算出し、算
出したゲインで増幅する指示を無線受信部１２に出力し、電力計算部１７において算出し
た電力値から無線受信部１６における増幅後の信号が所定のレベルに保たれるゲインを算
出し、算出したゲインで増幅する指示を無線受信部１６に出力する。ただし、ＡＧＣゲイ
ン算出部３１は、２アンテナ分の処理を行うためにＡＧＣゲイン算出処理速度を２倍にす
る必要がある。
【０００９】
　図８の従来の構成では、アンテナごとの電力計算を同時刻（タイミング）に行い、得ら
れた電力を基にしたゲインの算出をアンテナ間で同じタイミングで行っていた。図１１は
、従来の受信装置における制御タイミングを示す図である。図１１では、図１０の受信装
置の制御タイミングを示す。図１１に示すように、図８の構成の場合と同じ時間内に２ア
ンテナ分のゲイン計算処理を行う必要があるため、一方のアンテナ分の処理時間は半分に
しなければならずゲイン計算部の処理能力は２倍必要となる。
【００１０】
　このように、複数アンテナのＡＧＣ処理の動作タイミングを同一とした状態で、一部あ
るいは全部の処理部を共通とすると、時間的に集中する処理を行うために十分な処理能力
を用意する必要があり、かつその処理能力は常に必要ではないので、効率が悪くなる。
【００１１】
　また、仮に処理能力を増加させないとすると、ＡＧＣ更新周期を倍にしてアンテナ毎の
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処理を時分割で行うことになる。図１２は、従来の受信装置（図１０の構成）における制
御タイミングを示す図である。図１２では、ＡＧＣゲイン算出部の処理能力を増加させな
い場合の制御タイミングの例を示す。この場合、図１２に示すようにＡＧＣ更新周期が延
びることになり、受信電力の変動に対する追従性が劣化し受信性能が劣化してしまう。
【特許文献１】特開２００１－１８６０７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　このように、従来の装置においては、複数のブランチのアンテナで受信した信号に対し
てＡＧＣ処理を行う場合、装置構成が増大する、または受信性能が劣化するという問題が
ある。
【００１３】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数のブランチのアンテナで受信した
信号に対して少ない装置構成で受信性能を劣化することなくＡＧＣ処理を行うことのでき
る受信装置及び受信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】
【００１４】
　本発明の受信装置は、所定の間隔以上離れた複数のアンテナと、前記 アンテナで受信
した信号を 増幅する

の受信電力を計算する 受信電力計算手段と、
の受信電力が所定の値となる利得を算出して前記 に 指示

する ＡＧＣゲイン算出手段と、前記受信電力計算手段が アンテナで受信した
信号の受信電力を計算している時に、他のアンテナで受信した を計算すること
を前記ＡＧＣゲイン算出手段に指示する 制御手段と、を具備する構成を採る。
【００２１】
　本発明の受信方法は、 複数のアンテナで無線信号を受信

前記 アンテナ 信号

ようにした。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように、本発明の受信装置及び受信方法によれば、複数のアンテナで受信
した信号に対して、一方のアンテナの受信電力を計算している時に、他方のＡＧＣゲイン
を算出することにより、複数の受信信号に対して受信電力計算とＡＧＣゲイン算出を同時
に行う必要がなくなり、少ない装置構成で複数のアンテナで受信した信号の受信電力計算
とＡＧＣゲイン算出を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明者は、複数のアンテナで受信した信号に対してＡＧＣ処理を行う際に、それぞれ
のアンテナに対して受信信号の電力計算とゲイン計算を同時に行う必要がなく、また電力
計算とゲイン計算とは順に行えば良いことに着目し、本発明をするに至った。
【００２５】
　本発明の骨子は、あるアンテナで受信した信号の電力値を計算している時に、他のアン
テナのＡＧＣゲインを計算することにより、少ない装置構成で受信性能を劣化することな
く受信電力計算とＡＧＣ処理ゲイン算出することである。
【００２６】

10

20

30

40

50

(4) JP 4009245 B2 2007.11.14

各
それぞれ 前記アンテナと同数の増幅手段と、増幅後の各信号を合成す

る１つの合成手段と、増幅後の各信号 １つの
前記各信号 各増幅手段 前記利得を

１つの １つの
信号の利得

１つの

所定の間隔以上離れた する受信
ステップと、 各 で受信された を、それぞれ計算された利得で増幅する増
幅ステップと、増幅後の各信号を合成する合成ステップと、増幅後の各信号の受信電力を
計算する受信電力計算ステップと、前記受信電力が所定の値となるように前記利得を算出
するＡＧＣゲイン算出ステップと、前記受信電力計算ステップにおいて１つのアンテナで
受信された信号の受信電力を計算している時に、前記ＡＧＣゲイン算出ステップにおいて
他のアンテナで受信された信号の利得を計算するように、動作タイミングを制御する動作
タイミング制御ステップと、を具備する



　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る受信装置の構成を示すブロック図である。図１の
受信装置１００は、アンテナ１０１と、アンテナ１０２と、無線受信部１０３と、受信電
力計算部１０４と、ＡＧＣゲイン算出部１０５と、選択合成部１０６と、復調部１０７と
、動作タイミング制御部１０８とから主に構成される。
【００２８】
　無線受信部１０３は、乗算処理部１２８と、乗算処理部１２９、フィルタ処理部１３１
と、フィルタ処理部１３２と、切り替え部１３３から主に構成される。また、受信電力計
算部１０４は、電力計算部１４１と、電力計算部１４２と、切り替え部１４３とから主に
構成される。
【００２９】
　図１において、アンテナ１０１とアンテナ１０２は、搬送波の半波長に相当する間隔以
上離れている。乗算処理部１２８は、アンテナ１０１で受信した信号に搬送波を乗算して
ベースバンド周波数に変換してフィルタ処理部１３１に出力する。フィルタ処理部１３１
は、乗算処理部１２８において周波数変換された信号を増幅して電力計算部１４１及び選
択合成部１０６に出力する。同様に、乗算処理部１２９は、アンテナ１０２で受信した信
号に搬送波を乗算してベースバンド周波数に変換してフィルタ処理部１３２に出力する。
フィルタ処理部１３２は、乗算処理部１２９において周波数変換された信号を増幅して電
力計算部１４２及び選択合成部１０６に出力する。
【００３０】
　電力計算部１４１は、フィルタ処理部１３１において増幅された信号の電力を計算し、
得られた電力値を切り替え部１４３に出力する。同様に、電力計算部１４２は、フィルタ
処理部１３２において増幅された信号の電力を計算し、得られた電力値を切り替え部１４
３に出力する。
【００３１】
　切り替え部１４３は、動作タイミング制御部１０８の指示に従い、電力計算部１４１ま
たは電力計算部１４２から出力された電力値をＡＧＣゲイン算出部１０５に出力する。
【００３２】
　ＡＧＣゲイン算出部１０５は、電力計算部１４１または電力計算部１４２から出力され
た電力値からフィルタ処理部１３１またはフィルタ処理部１３２における増幅後の信号が
所定のレベルに保たれるゲインを算出し、算出したゲインで増幅する指示を切り替え部１
３３に出力する。
【００３３】
　切り替え１３３は、動作タイミング制御部１０８の指示に従い、算出されたゲインをフ
ィルタ処理部１３１またはフィルタ処理部１３２に出力する。
【００３４】
　動作タイミング制御部１０８は、電力計算部１４１が電力値の計算を完了し、ＡＧＣゲ
イン算出部１０５が電力計算部１４２から出力された電力値についてゲイン算出を完了し
た時に、電力計算部１４２に電力値の計算を指示し、切り替え部１４３に電力計算部１４
１が計算した電力値をＡＧＣゲイン算出部１０５に出力する指示を切り替え部１４３に出
力し、ＡＧＣゲイン算出部１０５が算出したゲインをフィルタ処理部１３２に出力する指
示を切り替え部１３３に出力する。
【００３５】
　また、動作タイミング制御部１０８は、電力計算部１４２が電力値の計算を完了し、Ａ
ＧＣゲイン算出部１０５が電力計算部１４１から出力された電力値についてゲイン算出を
完了した時に電力計算部１４１に、電力値の計算を指示し、切り替え部１４３に電力計算
部１４２が計算した電力値をＡＧＣゲイン算出部１０５に出力する指示を切り替え部１４
３に出力し、ＡＧＣゲイン算出部１０５が算出したゲインをフィルタ処理部１３１に出力
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する指示を切り替え部１３３に出力する。
【００３６】
　選択合成部１０６は、フィルタ処理部１３１及びフィルタ処理部１３２において増幅さ
れた信号を選択合成して復調部１０７に出力する。復調部１０７は、選択合成された信号
を復調して受信データを得る。
【００３７】
　次に、本実施の形態に係る受信装置の動作について説明する。図２は、本実施の形態の
受信装置の動作タイミングを示す図である。図２において、時刻ｔ２０１からｔ２０２に
おいて、ＡＧＣゲイン算出部１０５は、アンテナ１０１において受信された信号の

を計算し、電力計算部１４２は、アンテナ１０２において受信された信号の電力を
計算する。
【００３８】
　そして、時刻ｔ２０２からｔ２０３において、ＡＧＣゲイン算出部１０５は、アンテナ
１０２において受信された信号の を計算し、電力計算部１４１は、アンテナ
１０１において受信された信号の電力を計算する。
【００３９】
　同様に、時刻ｔ２０３からｔ２０４、ｔ２０５からｔ２０６において、ＡＧＣゲイン算
出部１０５は、アンテナ１０１において受信された信号の を計算し、電力計
算部１４２は、アンテナ１０２において受信された信号の電力を計算する。
【００４０】
　そして、時刻ｔ２０４からｔ２０５において、ＡＧＣゲイン算出部１０５は、アンテナ
１０２において受信された信号の を計算し、電力計算部１４１は、アンテナ
１０１において受信された信号の電力を計算する。
【００４１】
　ここで、ＡＧＣ周期は、ｔ２０１からｔ２０３で一周期である。
【００４２】
　図２のタイミングで電力計算及びＡＧＣゲイン算出が行われることにより、複数のアン
テナで受信した信号は交互に行われる。図３は、本実施の形態の受信装置の動作タイミン
グを示す図である。
【００４３】
　図３に示すように、時刻ｔ２０１からｔ２０２、ｔ２０３からｔ２０４、ｔ２０５から
ｔ２０６において、アンテナ１０１のＡＧＣゲイン算出とアンテナ１０２の電力計算が行
われる。また、時刻ｔ２０２からｔ２０３、ｔ２０４からｔ２０５において、アンテナ１
０２のＡＧＣゲイン算出とアンテナ１０１の電力計算が行われる。
【００４４】
　このように、本実施の形態の受信装置によれば、複数のアンテナで受信した信号に対し
て、一方のアンテナの受信電力を計算している時に、他方のＡＧＣゲインを算出すること
により、複数の受信信号に対して受信電力計算とＡＧＣゲイン算出を同時に行う必要がな
くなり、少ない装置構成で複数のアンテナで受信した信号の受信電力計算とＡＧＣゲイン
算出を行うことができる。
【００４５】
　なお、上記説明では、受信電力計算とＡＧＣゲイン算出が同じ処理時間である例につい
て説明しているが、受信電力計算とＡＧＣゲイン算出の処理時間が異なる場合でも適用可
能である。この場合、処理時間の長い方の２倍の時間をＡＧＣ更新の周期とすることによ
り実現可能である。
【００４６】
　図４は、本実施の形態の受信装置の動作タイミングを示す図である。図４では、ＡＧＣ
ゲイン算出の処理時間が受信電力計算の時間より長い例を示している。図４に示すように
ＡＧＣゲイン算出の処理時間の２倍の時間をＡＧＣ更新の周期とすることにより、受信電
力計算とＡＧＣゲイン算出をそれぞれ一つの回路で交互に実行することができる。
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【００４７】
　図４では、電力計算終了直後にＡＧＣゲイン算出を行っているが、これに限らず、電力
計算終了して所定の時間終了後にＡＧＣゲイン算出を行っても良い。この場合、電力計算
は、他のアンテナのＡＧＣゲイン算出を行っている間に完了すればどのタイミングでも良
い。
【００４８】
　また、上記実施例では、２つのアンテナで受信した例について説明しているが、アンテ
ナ数については特に制限されない。すなわち、ｎ本のアンテナで受信した信号に対して電
力値を計算し、ＡＧＣゲインを算出する場合、処理時間の長い方のｎ倍の時間をＡＧＣ更
新の周期とすることにより実現可能である。
【００４９】
　（実施の形態２）
　図５は、本発明の実施の形態２に係る受信装置の構成を示すブロック図である。但し、
図１と同一の構成となるものについては、図１と同一番号を付し、詳しい説明を省略する
。
【００５０】
　図５の受信装置５００は、受信電力計算部５０１と、動作タイミング制御部５０２とを
具備し、する点が図１の受信装置と異なる。受信電力計算部５０１は、切り替え部５１１
と、電力計算部５１２とから主に構成される。
【００５１】
　切り替え部５１１は、動作タイミング制御部５０２の指示に従い、フィルタ処理部１３
１またはフィルタ処理部１３２から出力された信号を電力計算部５１２に出力する。
【００５２】
　電力計算部５１２は、切り替え部５１１から出力された信号の電力を計算し、得られた
電力値をＡＧＣゲイン算出部１０５に出力する。
【００５３】
　動作タイミング制御部５０２は、電力計算部５１２がアンテナ１０１で受信した信号の
電力値の計算を完了し、ＡＧＣゲイン算出部１０５がアンテナ１０２で受信した信号のゲ
イン算出を完了した時に、電力計算部５１２にアンテナ１０２で受信した信号の電力値の
計算を指示し、ＡＧＣゲイン算出部１０５にアンテナ１０１で受信した信号のゲイン算出
を指示し、切り替え部５１１にフィルタ処理部１３２において増幅された信号を電力計算
部５１２に出力する指示を出力し、ＡＧＣゲイン算出部１０５が算出したゲインをフィル
タ処理部１３２に出力する指示を切り替え部１３３に出力する。
【００５４】
　また、動作タイミング制御部５０２は、電力計算部５１２がアンテナ１０２で受信した
信号の電力値の計算を完了し、ＡＧＣゲイン算出部１０５がアンテナ１０１で受信した信
号のゲイン算出を完了した時に、電力計算部５１２にアンテナ１０１で受信した信号の電
力値の計算を指示し、ＡＧＣゲイン算出部１０５にアンテナ１０２で受信した信号のゲイ
ン算出を指示し、切り替え部５１１にフィルタ処理部１３１において増幅された信号を電
力計算部５１２に出力する指示を出力し、ＡＧＣゲイン算出部１０５が算出したゲインを
フィルタ処理部１３１に出力する指示を切り替え部１３３に出力する。
【００５５】
　このように、本実施の形態の受信装置によれば、複数のアンテナで受信した信号に対し
て、一方のアンテナの受信電力を計算している時に、他方のＡＧＣゲインを算出すること
により、複数の受信信号に対して受信電力計算とＡＧＣゲイン算出を同時に行う必要がな
くなり、少ない装置構成で複数のアンテナで受信した信号の受信電力計算とＡＧＣゲイン
算出を行うことができる。
【００５６】
　（実施の形態３）
　図６は、本発明の実施の形態３に係る受信装置の構成を示すブロック図である。但し、
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図１または図５と同一の構成となるものについては、図１または図５と同一番号を付し、
詳しい説明を省略する。
【００５７】
　図６の受信装置６００は、ＡＧＣ動作モード切り替え部６０１と、動作タイミング制御
部６０２とを具備し、ＡＧＣの更新周期が短い場合に一方のアンテナの受信電力を計算し
ている時に、他方のＡＧＣゲインを算出する点が図１の受信装置と異なる。
【００５８】
　ＡＧＣ動作モード切り替え部６０１は、同期引き込み等の初期状態でＡＧＣ更新周期が
通常の受信状態より短いモードであるか、通常の受信状態でＡＧＣ更新周期が長い状態で
あるかを、動作タイミング制御部６０２に通知する。
【００５９】
　そして、ＡＧＣ動作モード切り替え部６０１は、同期引き込み等の初期状態でＡＧＣ更
新周期が通常の受信状態より短い場合に、電力計算部５１２がアンテナ１０１で受信した
信号の電力値の計算を完了し、ＡＧＣゲイン算出部１０５がアンテナ１０２で受信した信
号のゲイン算出を完了した時に、電力計算部５１２にアンテナ１０２で受信した信号の電
力値の計算を指示し、ＡＧＣゲイン算出部１０５にアンテナ１０１で受信した信号のゲイ
ン算出を指示する。
【００６０】
　また、ＡＧＣ動作モード切り替え部６０１は、同期引き込み等の初期状態でＡＧＣ更新
周期が通常の受信状態より短い場合に、電力計算部５１２がアンテナ１０２で受信した信
号の電力値の計算を完了し、ＡＧＣゲイン算出部１０５がアンテナ１０１で受信した信号
のゲイン算出を完了した時に、電力計算部５１２にアンテナ１０１で受信した信号の電力
値の計算を指示し、ＡＧＣゲイン算出部１０５にアンテナ１０２で受信した信号のゲイン
算出を指示する。
【００６１】
　動作タイミング制御部６０２は、同期引き込み等の初期状態でＡＧＣ更新周期が通常の
受信状態より短い場合に、電力計算部５１２がアンテナ１０１で受信した信号の電力値の
計算を完了し、ＡＧＣゲイン算出部１０５がアンテナ１０２で受信した信号のゲイン算出
を完了した時に、切り替え部５１１にフィルタ処理部１３２において増幅された信号を電
力計算部５１２に出力する指示を切り替え部５１１に出力し、ＡＧＣゲイン算出部１０５
が算出したゲインをフィルタ処理部１３２に出力する指示を切り替え部１３３に出力する
。
【００６２】
　また、動作タイミング制御部６０２は、同期引き込み等の初期状態でＡＧＣ更新周期が
通常の受信状態より短い場合に、電力計算部５１２がアンテナ１０２で受信した信号の電
力値の計算を完了し、ＡＧＣゲイン算出部１０５がアンテナ１０１で受信した信号のゲイ
ン算出を完了した時に、切り替え部１３３にフィルタ処理部１３２において増幅された信
号を電力計算部５１２に出力する指示を切り替え部５１１に出力し、ＡＧＣゲイン算出部
１０５が算出したゲインをフィルタ処理部１３１に出力する指示を切り替え部１３３に出
力する。
【００６３】
　次に、本実施の形態に係る受信装置の動作について説明する。図７は、本実施の形態の
受信装置の動作タイミングを示す図である。
【００６４】
　図７に示すように、ＡＧＣの更新周期が電力計算とゲイン計算との処理時間の２倍未満
である場合、一方のアンテナの受信電力を計算している時に、他方のＡＧＣゲインを算出
する。また、ＡＧＣの更新周期が電力計算とゲイン計算との処理時間の２倍以上である場
合は、通常の受信電力計算及びＡＧＣゲイン算出を行う。
【００６５】
　また、上記実施例では、２つのアンテナで受信した例について説明しているが、アンテ
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ナ数については特に制限されない。すなわち、ｎ本のアンテナで受信した信号に対して電
力値を計算し、ＡＧＣゲインを算出する場合、ＡＧＣの更新周期が電力計算とゲイン計算
との処理時間のｎ倍未満である場合、一方のアンテナの受信電力を計算している時に、他
方のＡＧＣゲインを算出する。また、ＡＧＣの更新周期が電力計算とゲイン計算との処理
時間のｎ倍以上である場合は、通常の受信電力計算及びＡＧＣゲイン算出を行う。
【００６６】
　ここで、高速ＡＧＣにおける電力計算と低速ＡＧＣにおける電力計算は同一でなくても
よい。同様にゲイン計算についても同一でなくてもよい。
【００６７】
　このように、本実施の形態の受信装置によれば、ＡＧＣ更新周期が通常の受信状態より
短い場合に、複数のアンテナで受信した信号に対して、一方のアンテナの受信電力を計算
している時に、他方のＡＧＣゲインを算出することにより、複数の受信信号に対して受信
電力計算とＡＧＣゲイン算出を同時に行う必要がなくなり、少ない装置構成で複数のアン
テナで受信した信号の受信電力計算とＡＧＣゲイン算出を行うことができる。
【００６８】
　なお、本発明は上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である
。例えば、上記実施の形態では、受信装置として行う場合について説明しているが、これ
に限られるものではなく、この受信方法をソフトウェアとして行うことも可能である。
【００６９】
　例えば、上記受信方法を実行するプログラムを予めＲＯＭ（ Read Only Memory）に格納
しておき、そのプログラムをＣＰＵ（ Central Processor Unit）によって動作させるよう
にしても良い。
【００７０】
　また、上記受信方法を実行するプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に
格納し、記憶媒体に格納されたプログラムをコンピュータのＲＡＭ（ Random Access Memo
ry）に記録して、コンピュータをそのプログラムにしたがって動作させるようにしても良
い。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　本発明は、受信ダイバーシチを行う受信装置、通信装置に用いて好適である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る受信装置の構成を示すブロック図
【図２】上記実施の形態の受信装置の動作タイミングを示す図
【図３】上記実施の形態の受信装置の動作タイミングを示す図
【図４】上記実施の形態の受信装置の動作タイミングを示す図
【図５】本発明の実施の形態２に係る受信装置の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態３に係る受信装置の構成を示すブロック図
【図７】上記実施の形態の受信装置の動作タイミングを示す図
【図８】従来の受信装置の一例を示すブロック図
【図９】従来の受信装置における制御タイミングを示す図
【図１０】従来の受信装置の一例を示すブロック図
【図１１】従来の受信装置における制御タイミングを示す図
【図１２】従来の受信装置における制御タイミングを示す図
【符号の説明】
【００７３】
　１０５　ＡＧＣゲイン算出部
　１０８、５０２、６０２　動作タイミング制御部
　１３１、１３２　フィルタ処理部
　１３３、１４３、５１１　切り替え部
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　１４１、１４２、５１２　電力計算部
　６０１　ＡＧＣ動作モード切り替え部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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