
JP 2010-263430 A 2010.11.18

10

(57)【要約】
【課題】　受信信号強度が安定するまでに要する時間を
短縮する。
【解決手段】　受信した無線周波数信号を中間周波数信
号に変換する周波数変換部と、利得制御信号に応じて前
記無線周波数信号および前記中間周波数信号の少なくと
も一方の振幅レベルを制御する自動利得制御部と、前記
中間周波数信号から音声信号を復調する復調部と、前記
復調部に入力される前記中間周波数信号の振幅レベルで
ある復調部入力レベルと所定の基準レベルとの差に応じ
た補正レベル信号を出力する補正レベル出力部と、前記
利得制御信号と前記補正レベル信号とを加算して、前記
無線周波数信号の受信信号強度を示す信号強度信号を出
力する加算部と、を有する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した無線周波数信号を中間周波数信号に変換する周波数変換部と、
　利得制御信号に応じて前記無線周波数信号および前記中間周波数信号の少なくとも一方
の振幅レベルを制御する自動利得制御部と、
　前記中間周波数信号から音声信号を復調する復調部と、
　前記復調部に入力される前記中間周波数信号の振幅レベルである復調部入力レベルと所
定の基準レベルとの差に応じた補正レベル信号を出力する補正レベル出力部と、
　前記利得制御信号と前記補正レベル信号とを加算して、前記無線周波数信号の受信信号
強度を示す信号強度信号を出力する加算部と、
　を有することを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　前記自動利得制御部は、
　前記復調部入力レベルを検出する振幅レベル検出部と、
　前記復調部入力レベルと前記所定の基準レベルとの差を平滑化して、前記利得制御信号
を生成する平滑化処理部と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記自動利得制御部を複数有し、
　前記加算部は、前記自動利得制御部のそれぞれの前記利得制御信号の和と前記補正レベ
ル信号とを加算して、前記信号強度信号を出力することを特徴とする請求項１に記載の受
信装置。
【請求項４】
　前記自動利得制御部の少なくとも１つは、
　前記復調部入力レベルを検出する振幅レベル検出部と、
　前記復調部入力レベルと前記所定の基準レベルとの差を平滑化して、前記利得制御信号
を生成する平滑化処理部と、
　を含むことを特徴とする請求項３に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記音声信号は、ステレオ音声信号であり、
　前記信号強度信号に応じて前記ステレオ音声信号の分離度を制御する音声処理部をさら
に有することを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れかに記載の受信装置。
【請求項６】
　前記信号強度信号に応じて前記音声信号に含まれる所定の周波数以上の成分を除去する
音声処理部をさらに有することを特徴とする請求項１ないし請求項４の何れかに記載の受
信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信において、受信信号は、一般に、フィルタ処理、周波数変換処理、増幅処理な
どを経たうえで、ベースバンド信号に復調される。また、無線通信における通信品質を向
上させるため、受信信号の信号強度や妨害信号の有無などの受信状態を検出し、当該受信
状態に応じてフィルタ処理や増幅処理などの特性を制御する受信装置が一般に知られてい
る。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、ＡＧＣ（Automatic Gain Control：自動利得制御）回路の出
力制御電圧から受信信号強度を判定する信号強度判定手段を備える受信装置（ＡＭカーラ
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ジオ受信機）が開示されている。また、当該受信装置においては、ＡＧＣ回路の出力制御
電圧と所定基準値との大小から受信信号強度の強弱を判断し、当該判断結果に応じて自動
選局手段の選局感度を切り替えている。
【０００４】
　このようにして、ＡＧＣ回路の出力制御電圧から受信信号強度を判定することができ、
さらに、当該受信信号強度を利用して最適な選局感度に設定するなど、受信装置の通信品
質を向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－８６６８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般的なＡＧＣ回路において、増幅器の利得または減衰器の減衰量（負の利得）を制御
するための利得制御信号は、当該増幅器または減衰器の出力信号の振幅レベルが高ければ
利得が小さくなるように、出力信号の振幅レベルが低ければ利得が大きくなるように生成
される。
【０００７】
　ここで、このような出力信号の振幅レベルと利得制御信号との関係の一例を図６に示す
。図６は、ｔ＝０の時点で出力信号の振幅レベルＬ１（短破線）が一旦低下し、基準レベ
ルＲｅｆ１（一点鎖線）より低くなった場合を示している。図６に示されているように、
利得制御信号Ｇ１（実線）は、振幅レベルＬ１と基準レベルＲｅｆ１との差を平滑化して
生成され、振幅レベルＬ１は、平滑化されている利得制御信号Ｇ１に従って、ゆっくりと
上昇する。そして、図６において、利得制御信号Ｇ１は、ｔ＝ｔ１の時点で安定している
。
【０００８】
　しかしながら、このようなＡＧＣ回路は、利得制御信号Ｇ１が振動しない程度に大きな
時定数を有する平滑化処理部を備える必要がある。そのため、利得制御信号Ｇ１の応答速
度は、当該時定数によって制限され、利得制御信号Ｇ１から判定することができる受信信
号強度が安定するまでに要する時間が長くなる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した課題を解決する主たる本発明は、受信した無線周波数信号を中間周波数信号に
変換する周波数変換部と、利得制御信号に応じて前記無線周波数信号および前記中間周波
数信号の少なくとも一方の振幅レベルを制御する自動利得制御部と、前記中間周波数信号
から音声信号を復調する復調部と、前記復調部に入力される前記中間周波数信号の振幅レ
ベルである復調部入力レベルと所定の基準レベルとの差に応じた補正レベル信号を出力す
る補正レベル出力部と、前記利得制御信号と前記補正レベル信号とを加算して、前記無線
周波数信号の受信信号強度を示す信号強度信号を出力する加算部と、を有することを特徴
とする受信装置である。
【００１０】
　本発明の他の特徴については、添付図面及び本明細書の記載により明らかとなる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、受信信号強度が安定するまでに要する時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態における信号強度検出部を備えた受信装置の構成を示すブ
ロック図である。
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【図２】補正レベル出力部２０２における入力信号と出力信号との関係の一例を示す模式
図である。
【図３】加算部２０３における入力信号と出力信号との関係の一例を示す模式図である。
【図４】本発明の第２実施形態における信号強度検出部を備えた受信装置の構成を示すブ
ロック図である。
【図５】本発明の第３実施形態における信号強度検出部を備えた受信装置の構成を示すブ
ロック図である。
【図６】一般的なＡＧＣ回路における増幅器または減衰器の出力信号の振幅レベルと利得
制御信号との関係の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書および添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１４】
＜第１実施形態＞
＝＝＝受信装置の構成＝＝＝
　以下、図１を参照して、本発明の第１の実施形態における信号強度検出部を備えた受信
装置の構成について説明する。　
　図１に示されている受信装置は、アンテナ１、ＲＦ（Radio Frequency：無線周波数）
増幅部２、周波数変換部３ａ、ＩＦ（Intermediate Frequency：中間周波数）増幅部６、
復調部７、音声処理部８、スピーカ９、ＡＧＣ部１１、および信号強度検出部２０ａを含
んで構成されている。当該受信装置は、例えばＦＭラジオ放送やＡＭラジオ放送の受信に
用いられる。
【００１５】
　アンテナ１から出力されるＲＦ信号は、ＲＦ増幅部２に入力され、ＲＦ増幅部２から出
力されるＲＦａ信号は、周波数変換部３ａに入力されている。また、周波数変換部３ａか
ら出力されるＩＦ１信号は、ＩＦ増幅部６に入力され、ＩＦ増幅部６から出力されるＩＦ
１ａ信号は、復調部７に入力されている。さらに、復調部７から出力されるＡＦ（Audio 
Frequency：音声周波数）信号は、音声処理部８に入力され、音声処理部８から出力され
るＡＦａ信号は、スピーカ９に入力されている。
【００１６】
　一方、ＩＦ１ａ信号は、ＡＧＣ部１１にも入力されている。ＡＧＣ部１１は、例えば振
幅レベル検出部１１１、比較部１１２、および平滑化処理部１１３を含んで構成されてお
り、ＩＦ１ａ信号は、振幅レベル検出部１１１に入力されている。また、比較部１１２に
は、振幅レベル検出部１１１の出力レベルＬ１と基準レベルＲｅｆ１とが入力され、比較
部１１２から出力される比較結果信号ＣＰ１は、平滑化処理部１１３に入力されている。
そして、平滑化処理部１１３から出力される利得制御信号Ｇ１は、ＩＦ増幅部６および信
号強度検出部２０ａに入力されている。
【００１７】
　信号強度検出部２０ａは、例えば補正レベル出力部２０２および加算部２０３を含んで
構成されている。補正レベル出力部２０２には、振幅レベル検出部１１１の出力レベルＬ
１と基準レベルＲｅｆ１とが入力されている。また、加算部２０３には、補正レベル出力
部２０２から出力される補正レベル信号ＯＳと、利得制御信号Ｇ１とが入力されている。
そして、加算部２０３から出力される信号強度信号ＳＤＣは、例えば音声処理部８に入力
されている。
【００１８】
＝＝＝受信装置の動作＝＝＝
　次に、本実施形態における受信装置の動作について説明する。　
　アンテナ１は、例えばＦＭラジオ放送やＡＭラジオ放送の放送波を受信して、ＲＦ信号
を出力する。また、ＲＦ増幅部２は、ＲＦ信号のうち所望の搬送波が含まれる周波数帯域
を選択的に増幅し、ＲＦａ信号として出力する。そして、周波数変換部３ａは、ＲＦａ信
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号を周波数変換して、ＢＰＦ（Band-Pass Filter：帯域通過フィルタ）などを用いてイメ
ージ信号や隣接妨害信号などの妨害信号を適宜除去したうえで、ＩＦ１信号を出力する。
ＩＦ１信号の中間周波数としては、例えば１０．７ＭＨｚや４５５ｋＨｚなどが用いられ
る。なお、ＩＦ１信号は、ＩＦ増幅部６以降の構成に応じて、アナログ信号またはデジタ
ル信号として出力される。
【００１９】
　ＩＦ増幅部６は、ＩＦ１信号を利得制御信号Ｇ１に応じた利得で増幅し、ＩＦ１ａ信号
として出力する。また、復調部７は、ＩＦ１ａ信号を復調して、ＡＦ信号を出力する。さ
らに、音声処理部８は、信号強度信号ＳＤＣに応じてＡＦ信号の音量や音質を制御し、Ａ
Ｆａ信号として出力する。例えば、音声処理部８は、ＡＦ信号を信号強度信号ＳＤＣに応
じたステレオセパレーション（分離度）でステレオ信号に復調するステレオ復調部や、Ａ
Ｆ信号から信号強度信号ＳＤＣに応じた遮断周波数以上の成分を除去するＬＰＦ（Low-Pa
ss Filter：低域通過フィルタ）を含む。そして、スピーカ９は、ＡＦａ信号を音声に変
換して出力する。
【００２０】
　ＡＧＣ部１１の振幅レベル検出部１１１は、例えば包絡線検波回路などを用いて、復調
部７に入力されるＩＦ１ａ信号の振幅レベルＬ１（以下、復調部入力レベルＬ１と称する
）を検出する。また、比較部１１２は、復調部入力レベルＬ１と基準レベルＲｅｆ１とを
比較し、両レベルの差を示す比較結果信号ＣＰ１を出力する。そして、平滑化処理部１１
３は、例えば積分回路（ＬＰＦ）などを用いて、比較結果信号ＣＰ１を平滑化して、利得
制御信号Ｇ１を生成する。
【００２１】
　ここで、利得制御信号Ｇ１は、ＩＦ増幅部６における利得の制御方法に応じて、適宜反
転された波形となるが、以下の説明においては、一例として、ＩＦ増幅部６が固定利得増
幅器と可変減衰器とを含み、利得制御信号Ｇ１のレベルが高いほど、可変減衰器の減衰量
が大きく（ＩＦ増幅部６の利得が小さく）なるものとする。この場合、比較結果信号ＣＰ
１は、Ｌ１－Ｒｅｆ１のレベルを有し、復調部入力レベルＬ１と利得制御信号Ｇ１との関
係は、図６に示したような関係となる。
【００２２】
　信号強度検出部２０ａの補正レベル出力部２０２は、振幅レベル検出部１１１によって
検出された復調部入力レベルＬ１と、比較部１１２に入力されている基準レベルＲｅｆ１
との差に応じた補正レベル信号ＯＳを出力する。ここで、復調部入力レベルＬ１と補正レ
ベル信号ＯＳとの関係の一例を図２に示す。図２に示されているように、補正レベル信号
ＯＳ（実線）は、復調部入力レベルＬ１（短破線）に対して基準レベルＲｅｆ１だけずれ
た波形となっている。なお、図６の場合と同様に、図２において、基準レベルＲｅｆ１は
負のレベルである。
【００２３】
　加算部２０３は、利得制御信号Ｇ１と補正レベル信号ＯＳとを加算して、信号強度信号
ＳＤＣを出力する。ここで、加算部２０３における入力信号と出力信号との関係の一例を
図３に示す。図３に示されているように、利得制御信号Ｇ１（短破線）に補正レベル信号
ＯＳ（長破線）を加算することによって、信号強度信号ＳＤＣ（実線）は、ｔ＝ｔ２（＜
ｔ１）の時点で安定している。
【００２４】
　このようにして、アンテナ１におけるＲＦ信号の受信信号強度を示す信号強度信号ＳＤ
Ｃとして、利得制御信号Ｇ１に補正レベル信号ＯＳを加算して用いることによって、利得
制御信号Ｇ１をそのまま用いた場合に比べて、信号強度信号ＳＤＣが安定するまでに要す
る時間を短縮することができる。
【００２５】
＜第２実施形態＞
＝＝＝受信装置の構成＝＝＝



(6) JP 2010-263430 A 2010.11.18

10

20

30

40

50

　以下、図４を参照して、本発明の第２の実施形態における信号強度検出部を備えた受信
装置の構成について説明する。　
　図４に示されている受信装置は、第１実施形態の受信装置に対して、信号強度検出部２
０ａの代わりに信号強度検出部２０ｂを含んで構成されている。　
　信号強度検出部２０ｂは、例えば振幅レベル検出部２０１、補正レベル出力部２０２、
および加算部２０３を含んで構成されている。振幅レベル検出部２０１には、ＩＦ１ａ信
号が入力されており、補正レベル出力部２０２には、振幅レベル検出部２０１の出力レベ
ルＬ１と基準レベルＲｅｆ１とが入力されている。また、加算部２０３には、補正レベル
出力部２０２から出力される補正レベル信号ＯＳと、利得制御信号Ｇ１とが入力されてい
る。そして、加算部２０３から出力される信号強度信号ＳＤＣは、例えば音声処理部８に
入力されている。
【００２６】
＝＝＝受信装置の動作＝＝＝
　次に、本実施形態における受信装置の動作について説明する。　
　信号強度検出部２０ｂの振幅レベル検出部２０１は、図１に示した振幅レベル検出部１
１１と同様に、復調部入力レベルＬ１を検出する。また、補正レベル出力部２０２は、振
幅レベル検出部２０１によって検出された復調部入力レベルＬ１と、ＡＧＣ部１１に入力
されている基準レベルＲｅｆ１との差に応じた補正レベル信号ＯＳを出力する。さらに、
加算部２０３は、利得制御信号Ｇ１と補正レベル信号ＯＳとを加算して、信号強度信号Ｓ
ＤＣを出力する。
【００２７】
　以上から明らかなように、第１実施形態の受信装置では、ＡＧＣ部１１において検出さ
れた復調部入力レベルＬ１が信号強度検出部２０ａに入力されているのに対して、本実施
形態の受信装置では、信号強度検出部２０ｂにおいて復調部入力レベルＬ１が検出されて
いる。したがって、本実施形態の受信装置は、ＡＧＣ部１１が復調部入力レベルＬ１を出
力する機能を有しない場合にも適用可能である。なお、第１実施形態の受信装置は、信号
強度検出部が独自に振幅レベル検出部を備える必要がないため、回路規模を抑えることが
できる。
【００２８】
＜第３実施形態＞
＝＝＝受信装置の構成＝＝＝
　以下、図５を参照して、本発明の第３の実施形態における信号強度検出部を備えた受信
装置の構成について説明する。　
　図５に示されている受信装置は、アンテナ１、ＲＦ増幅部２、周波数変換部３ｂ、５、
ＩＦ増幅部４、６、復調部７、音声処理部８、スピーカ９、ＡＧＣ部１１ないし１３、お
よび信号強度検出部２０ｃを含む、ダブルスーパーヘテロダイン方式の受信装置として構
成されている。
【００２９】
　アンテナ１から出力されるＲＦ信号は、ＲＦ増幅部２に入力され、ＲＦ増幅部２から出
力されるＲＦａ信号は、周波数変換部３ｂに入力されている。また、周波数変換部３ｂか
ら出力されるＩＦ２信号は、ＩＦ増幅部４およびＡＧＣ部１３に入力され、ＩＦ増幅部４
から出力されるＩＦ２ａ信号は、周波数変換部５に入力されている。一方、ＡＧＣ部１３
から出力される利得制御信号Ｇ３は、ＲＦ増幅部２および信号強度検出部２０ｃに入力さ
れている。
【００３０】
　さらに、周波数変換部５から出力されるＩＦ１信号は、ＩＦ増幅部６およびＡＧＣ部１
２に入力され、ＩＦ増幅部６から出力されるＩＦ１ａ信号は、復調部７およびＡＧＣ部１
１に入力されている。一方、ＡＧＣ部１２から出力される利得制御信号Ｇ２は、ＩＦ増幅
部４および信号強度検出部２０ｃに入力され、ＡＧＣ部１１から出力される利得制御信号
Ｇ１は、ＩＦ増幅部６および信号強度検出部２０ｃに入力されている。
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【００３１】
　そして、復調部７から出力されるＡＦ信号は、音声処理部８に入力され、音声処理部８
から出力されるＡＦａ信号は、スピーカ９に入力されている。
【００３２】
　信号強度検出部２０ｃは、例えば補正レベル出力部２０２および加算部２０３を含んで
構成されている。第１実施形態の信号強度検出部２０ａと同様に、補正レベル出力部２０
２には、復調部入力レベルＬ１と基準レベルＲｅｆ１とが入力されている。また、加算部
２０３には、補正レベル出力部２０２から出力される補正レベル信号ＯＳと、利得制御信
号Ｇ１ないしＧ３とが入力されている。そして、加算部２０３から出力される信号強度信
号ＳＤＣは、例えば音声処理部８に入力されている。
【００３３】
＝＝＝受信装置の動作＝＝＝
　次に、本実施形態における受信装置の動作について説明する。　
　アンテナ１は、第１実施形態の受信装置と同様に、ＲＦ信号を出力し、ＲＦ増幅部２は
、ＲＦ信号のうち所望の搬送波が含まれる周波数帯域を、利得制御信号Ｇ３に応じた利得
で選択的に増幅し、ＲＦａ信号として出力する。また、周波数変換部３ｂは、ＲＦａ信号
を周波数変換して、ＢＰＦなどを用いてイメージ信号や隣接妨害信号などの妨害信号を適
宜除去したうえで、ＩＦ２信号を出力する。さらに、ＩＦ増幅部４は、ＩＦ２信号を利得
制御信号Ｇ２に応じた利得で増幅し、ＩＦ２ａ信号として出力する。そして、周波数変換
部５は、ＩＦ２ａ信号をさらに周波数変換して、ＩＦ１信号を出力する。なお、ＩＦ２信
号の（中間）周波数は、少なくともＩＦ１信号の中間周波数より高く設定され、特に、イ
メージ信号を確実に除去するために、ＲＦ信号の無線周波数より高く設定される場合もあ
る。
【００３４】
　ＩＦ増幅部６は、ＩＦ１信号を利得制御信号Ｇ１に応じた利得で増幅し、ＩＦ１ａ信号
として出力する。また、復調部７は、ＩＦ１ａ信号を復調して、ＡＦ信号を出力する。さ
らに、音声処理部８は、信号強度信号ＳＤＣに応じてＡＦ信号の音量や音質を制御し、Ａ
Ｆａ信号として出力する。そして、スピーカ９は、ＡＦａ信号を音声に変換して出力する
。
【００３５】
　ＡＧＣ部１３は、例えば図１に示したＡＧＣ部１１と同様の構成となっており、ＩＦ２
信号の振幅レベルと基準レベルＲｅｆ３との差を平滑化して、利得制御信号Ｇ３を生成す
る。また、同様に、ＡＧＣ部１２は、ＩＦ１信号の振幅レベルと基準レベルＲｅｆ２との
差を平滑化して、利得制御信号Ｇ２を生成する。さらに、同様に、ＡＧＣ部１１は、ＩＦ
１ａ信号の振幅レベル（復調部入力レベルＬ１）と基準レベルＲｅｆ１との差を平滑化し
て、利得制御信号Ｇ１を生成する。
【００３６】
　ここで、利得制御信号Ｇ１ないしＧ３は、ＲＦ増幅部２、およびＩＦ増幅部４、６にお
ける利得の制御方法に応じて、適宜反転された波形となるが、以下の説明においては、一
例として、利得制御信号のレベルが高いほど、それぞれ対応する増幅部の利得が小さくな
るものとする。さらに、利得制御信号のレベルと増幅部の利得との関係は、いずれも略等
しいものとする。この場合、利得制御信号のレベルの和は、増幅部の総利得を示し、本実
施形態の受信装置における３つの利得制御信号Ｇ１ないしＧ３の和を、第１実施形態の受
信装置における１つの利得制御信号Ｇ１と同様に扱うことができる。なお、利得制御信号
のレベルと増幅部の利得との関係が上記と異なる場合であっても、利得制御信号に適宜正
または負の係数を乗じて信号強度検出部２０ｃに入力することによって、同様に扱うこと
ができる。
【００３７】
　第１実施形態の信号強度検出部２０ａと同様に、信号強度検出部２０ｃの補正レベル出
力部２０２は、ＡＧＣ部１１において検出された復調部入力レベルＬ１と、ＡＧＣ部１１
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に入力されている基準レベルＲｅｆ１との差に応じた補正レベル信号ＯＳを出力する。ま
た、加算部２０３は、利得制御信号Ｇ１ないしＧ３の和と補正レベル信号ＯＳとを加算し
て、信号強度信号ＳＤＣを出力する。
【００３８】
　このようにして、複数のＡＧＣ部を有する本実施形態の受信装置において、アンテナ１
におけるＲＦ信号の受信信号強度を示す信号強度信号ＳＤＣとして、利得制御信号Ｇ１な
いしＧ３の和に補正レベル信号ＯＳを加算して用いることによって、利得制御信号Ｇ１な
いしＧ３の和をそのまま用いた場合に比べて、信号強度信号ＳＤＣが安定するまでに要す
る時間を短縮することができる。
【００３９】
　前述したように、アンテナ１におけるＲＦ信号の受信信号強度を示す信号強度信号ＳＤ
Ｃとして、利得制御信号Ｇ１に、復調部入力レベルＬ１と基準レベルＲｅｆ１との差に応
じた補正レベル信号ＯＳを加算して用いることによって、利得制御信号Ｇ１をそのまま用
いた場合に比べて、信号強度信号ＳＤＣが安定するまでに要する時間を短縮することがで
きる。
【００４０】
　また、ＡＧＣ部１１の振幅レベル検出部１１１から復調部入力レベルＬ１を補正レベル
出力部２０２に入力することによって、信号強度検出部が独自に振幅レベル検出部を備え
る必要がなく、回路規模を抑えることができる。
【００４１】
　また、受信装置が複数のＡＧＣ部を有する場合にも、信号強度信号ＳＤＣとして、利得
制御信号Ｇ１ないしＧ３の和に補正レベル信号ＯＳを加算して用いることによって、利得
制御信号Ｇ１ないしＧ３の和をそのまま用いた場合に比べて、信号強度信号ＳＤＣが安定
するまでに要する時間を短縮することができる。
【００４２】
　また、受信装置が複数のＡＧＣ部を有する場合にも、復調部７とともにＩＦ１ａ信号が
入力されるＡＧＣ部１１から復調部入力レベルＬ１を補正レベル出力部２０２に入力する
ことによって、信号強度検出部が独自に振幅レベル検出部を備える必要がなく、回路規模
を抑えることができる。
【００４３】
　また、音声処理部８は、ＡＦ信号を信号強度信号ＳＤＣに応じたステレオセパレーショ
ンでステレオ信号に復調することによって、受信信号強度が低い弱電界状態におけるステ
レオ信号特有のノイズを軽減することができる。
【００４４】
　また、音声処理部８は、ＡＦ信号から信号強度信号ＳＤＣに応じた遮断周波数以上の成
分を除去することによって、弱電界状態における高域のノイズを抑制し、実効的な信号対
雑音比を改善することができる。
【００４５】
　なお、上記実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定し
て解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良さ
れ得るととともに、本発明にはその等価物も含まれる。
【００４６】
　上記実施形態では、受信装置は、１つのＡＧＣ部を有する（シングル）スーパーヘテロ
ダイン方式、または３つのＡＧＣ部を有するダブルスーパーヘテロダイン方式の受信装置
として構成されているが、これに限定されるものではない。本発明の受信装置は、復調部
７より前段に１つ以上のＡＧＣ部を有していればよく、ＡＧＣ部の個数や中間周波数の段
数は限定されない。
【００４７】
　上記実施形態では、受信装置は、音声処理部８において、信号強度信号ＳＤＣに応じて
ＡＦ信号の音量や音質の制御を行っているが、これに限定されるものではない。本発明の
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受信装置は、隣接妨害信号やマルチパス妨害信号の有無など、他の受信状態の検出部を含
んでいてもよい。また、各増幅部が、これらの受信状態の組み合わせに応じて通過帯域が
変化するＢＰＦなどのフィルタを含んでいてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
　　１　　　　　アンテナ
　　２　　　　　ＲＦ（無線周波数）増幅部
　　３ａ、３ｂ、５　周波数変換部
　　４、６　　　ＩＦ（中間周波数）増幅部
　　７　　　　　復調部
　　８　　　　　音声処理部
　　９　　　　　スピーカ
　　１１、１２、１３　ＡＧＣ（自動利得制御）部
　　２０ａ、２０ｂ、２０ｃ　信号強度検出部
　　１１１　　　振幅レベル検出部
　　１１２　　　比較部
　　１１３　　　平滑化処理部
　　２０１　　　振幅レベル検出部
　　２０２　　　補正レベル出力部
　　２０３　　　加算部

【図１】 【図２】
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