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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための受信機であって、
　広帯域信号を受信し、前記広帯域信号にアナログ利得を適用するように構成される広帯
域チェインと、
　マルチキャリア単一帯域モード（ＳＢモード）において、前記広帯域信号のうちの複数
の狭帯域信号をそれぞれ受信するように構成される複数の狭帯域チェインと、ここにおい
て前記狭帯域チェインの各々は前記狭帯域信号のうちの対応する１つにデジタル利得を適
用するように構成される、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するように構成される自動利得制御器（ＡＧＣ）と
　を備え、前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前
記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応し、
　前記ＡＧＣはさらに、
　　前記ＳＢモードにおいて、
　　　前記広帯域エネルギー推定値と前記狭帯域エネルギー推定値の最小値との間の帯域
内差を判定し、
　　　前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロア未満である場合に、前記アナログ利
得を増大させ、
　　　任意の前記狭帯域エネルギー推定値が高い方のしきい値より大きい場合に、前記ア
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ナログ利得を減少させ、
　　　前記帯域内差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、前記ＳＢモードを出て
、前記狭帯域信号の対応する１つを受信するために前記狭帯域チェインのうちの１つと、
前記広帯域チェインとを利用する
　ように構成される、受信機。
【請求項２】
　前記広帯域チェインは少なくとも１つの低雑音増幅器またはアナログデジタル変換器を
備え、
　前記低雑音増幅器は受信された前記信号に前記アナログ利得を適用するように構成され
、前記アナログデジタル変換器は受信された前記信号をデジタル領域信号に変換するよう
に構成される、請求項１に記載の受信機。
【請求項３】
　前記デジタル領域信号を該当する通信キャリアに対応する前記複数の狭帯域信号に分け
るための複数のローテータをさらに備える、請求項２に記載の受信機。
【請求項４】
　前記ＡＧＣは、前記広帯域エネルギー推定値が飽和しきい値未満になるように前記アナ
ログ利得を調整するようにさらに構成される、請求項１に記載の受信機。
【請求項５】
　前記複数の狭帯域チェインは、前記デジタル利得を該当する前記狭帯域信号に適用する
ための複数の狭帯域デジタル増幅器を備える、請求項１に記載の受信機。
【請求項６】
　前記ＡＧＣは、
　前記狭帯域エネルギー推定値の間の第１の差を判定するようにさらに構成され、
　前記第１の差がインバランスしきい値より大きい場合に、前記広帯域チェインおよび前
記複数の狭帯域チェインが一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するように
構成される、請求項１に記載の受信機。
【請求項７】
　前記狭帯域信号のうちの前記対応する１つは、前記狭帯域信号のうちの１つだけを備え
る、請求項１に記載の受信機。
【請求項８】
　受信機で動作可能な信号受信の方法であって、
　広帯域チェインで広帯域信号を受信し、前記広帯域信号にアナログ利得を適用すること
と、
　マルチキャリア単一帯域モード（ＳＢモード）において、前記広帯域信号のうちの複数
の狭帯域信号を複数の狭帯域チェインでそれぞれ受信することと、
　前記狭帯域信号の各々に該当するデジタル利得を適用することと、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するために自動利得制御（ＡＧＣ）アルゴリズムを
行うことと
　を備え、前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前
記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応し
　前記ＡＧＣアルゴリズムは、
　　前記ＳＢモードにおいて、
　　　前記広帯域エネルギー推定値と前記狭帯域エネルギー推定値の最小値との間の帯域
内差を判定することと、
　　　前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロア未満である場合に、前記アナログ利
得を増大させることと、
　　　任意の前記狭帯域エネルギー推定値が高い方のしきい値より大きい場合に、前記ア
ナログ利得を減少させることと、
　　　前記帯域内差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、前記ＳＢモードを出る
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こと、および前記狭帯域信号の対応する１つを受信するために前記狭帯域チェインのうち
の１つと、前記広帯域チェインとを利用することと
　を備える、方法。
【請求項９】
　前記広帯域チェインの低雑音増幅器を利用して前記アナログ利得を受信された前記信号
に適用することと、
　受信された前記信号を、アナログデジタル変換器を利用してデジタル領域信号に変換す
ることと、
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記デジタル領域信号を該当する通信キャリアに対応する前記複数の狭帯域信号に分け
ることをさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＡＧＣアルゴリズムを行うことは、前記広帯域エネルギー推定値が飽和しきい値未
満になるように前記アナログ利得を調整することを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記狭帯域チェインの複数の狭帯域デジタル増幅器を利用して前記デジタル利得を該当
する前記狭帯域信号に適用することをさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＡＧＣアルゴリズムを行うことは、
　前記狭帯域エネルギー推定値の間の第１の差を判定することと、
　前記第１の差がインバランスしきい値より大きい場合に、一度に１キャリアずつ前記複
数の狭帯域信号を処理することと、
　を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記狭帯域信号のうちの前記対応する１つは、前記狭帯域信号のうちの１つだけを備え
る、請求項１に記載の受信機。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信信号を受信するための受信機であって、
　広帯域信号を受信し、前記広帯域信号にアナログ利得を適用するための広帯域手段と、
　マルチキャリア単一帯域モード（ＳＢモード）において、前記広帯域信号のうちの複数
の狭帯域信号をそれぞれ受信するように構成される複数の狭帯域手段と、ここにおいて前
記狭帯域手段の各々は前記狭帯域信号のうちの対応する１つにデジタル利得を適用するよ
うに構成される、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するための自動利得制御（ＡＧＣ）手段と
　を備え、前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前
記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応し、
　前記ＡＧＣ手段は、
　　前記ＳＢモードにおいて、
　　　前記狭帯域エネルギー推定値の間の帯域内差を判定し、
　　　前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロア未満である場合に、前記アナログ利
得を増大させ、
　　　任意の前記狭帯域エネルギー推定値が高い方のしきい値より大きい場合に、前記ア
ナログ利得を減少させ、
　　　前記帯域内差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、前記ＳＢモードを出て
、前記狭帯域信号の対応する１つを受信するために狭帯域手段のうちの１つと、広帯域手
段とを利用する
　ように構成される、受信機。
【請求項１６】
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　前記広帯域手段は少なくとも１つの低雑音増幅器またはアナログデジタル変換器を備え
、
　前記低雑音増幅器は受信された前記信号に前記アナログ利得を適用するように構成され
、前記アナログデジタル変換器は受信された前記信号をデジタル領域信号に変換するよう
に構成される、請求項１５に記載の受信機。
【請求項１７】
　前記デジタル領域信号を該当する通信キャリアに対応する前記複数の狭帯域信号に分け
るための複数のローテート手段をさらに備える、請求項１６に記載の受信機。
【請求項１８】
　前記ＡＧＣ手段は、
　前記広帯域エネルギー推定値が飽和しきい値未満になるように前記アナログ利得を調整
するための手段を備える、請求項１５に記載の受信機。
【請求項１９】
　前記複数の狭帯域手段は、前記デジタル利得を該当する前記狭帯域信号に適用するため
の複数の狭帯域デジタル増幅器を備える、請求項１５に記載の受信機。
【請求項２０】
　前記ＡＧＣ手段は、
　前記狭帯域エネルギー推定値の間の第１の差を判定するように構成され、
　前記第１の差がインバランスしきい値より大きい場合に、前記広帯域手段および前記複
数の狭帯域手段が一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するように構成され
る、請求項１５に記載の受信機。
【請求項２１】
　前記狭帯域信号のうちの前記対応する１つは、前記狭帯域信号のうちの１つだけを備え
る、請求項１５に記載の受信機。
【請求項２２】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるトランシーバと
　を備え、前記トランシーバは、
　広帯域信号を受信し、前記広帯域信号にアナログ利得を適用するように構成される広帯
域チェインと、
　マルチキャリア単一帯域モード（ＳＢモード）において、前記広帯域信号のうちの複数
の狭帯域信号をそれぞれ受信するように構成される複数の狭帯域チェインと、ここにおい
て前記狭帯域チェインの各々は前記狭帯域信号のうちの対応する１つにデジタル利得を適
用するように構成される、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するように構成される自動利得制御器（ＡＧＣ）と
　を備え、前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前
記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応し、
　前記ＡＧＣはさらに、
　　前記ＳＢモードにおいて、
　　　前記広帯域エネルギー推定値と前記狭帯域エネルギー推定値の最小値との間の帯域
内差を判定し、
　　　前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロア未満である場合に、前記アナログ利
得を増大させ、
　　　任意の前記狭帯域エネルギー推定値が高い方のしきい値より大きい場合に、前記ア
ナログ利得を減少させ、
　　　前記帯域内差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、前記ＳＢモードを出て
、前記狭帯域信号の対応する１つを受信するために前記狭帯域チェインのうちの１つと、
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前記広帯域チェインとを利用する
　ように構成される、装置。
【請求項２３】
　前記広帯域チェインは少なくとも１つの低雑音増幅器またはアナログデジタル変換器を
備え、
　前記低雑音増幅器は受信された前記信号に前記アナログ利得を適用するように構成され
、前記アナログデジタル変換器は受信された前記信号をデジタル領域信号に変換するよう
に構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記トランシーバは、前記デジタル領域信号を該当する通信キャリアに対応する前記複
数の狭帯域信号に分けるための複数のローテータをさらに備える、請求項２３に記載の装
置。
【請求項２５】
　前記ＡＧＣは、前記広帯域エネルギー推定値が飽和しきい値未満になるように前記アナ
ログ利得を調整するようにさらに構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記複数の狭帯域チェインは、前記デジタル利得を該当する前記狭帯域信号に適用する
ための複数の狭帯域デジタル増幅器を備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ＡＧＣは、
　前記狭帯域エネルギー推定値の間の第１の差を判定するようにさらに構成され、
　前記第１の差がインバランスしきい値より大きい場合に、前記広帯域チェインおよび前
記複数の狭帯域チェインが一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するように
構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２８】
　前記狭帯域信号のうちの前記対応する１つは、前記狭帯域信号のうちの１つだけを備え
る、請求項２２に記載の装置。
【請求項２９】
　非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、
　広帯域チェインで広帯域信号を受信し、前記広帯域信号にアナログ利得を適用すること
と、
　マルチキャリア単一帯域モード（ＳＢモード）において、前記広帯域信号のうちの複数
の狭帯域信号を複数の狭帯域チェインでそれぞれ受信することと、
　前記狭帯域チェインの各々を使用して、前記狭帯域信号の対応する１つにデジタル利得
を適用することと、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するために自動利得制御（ＡＧＣ）アルゴリズムを
行うことと、
　を受信機にさせるための前記受信機によって実行可能なコードを備え、前記広帯域エネ
ルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前記複数の狭帯域エネルギー
推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応し、
　前記ＡＧＣアルゴリズムは、
　　前記ＳＢモードにおいて、
　　　前記広帯域エネルギー推定値と前記狭帯域エネルギー推定値の最小値との間の帯域
内差を判定することと、
　　　前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロア未満である場合に、前記アナログ利
得を増大させることと、
　　　任意の前記狭帯域エネルギー推定値が高い方のしきい値より大きい場合に、前記ア
ナログ利得を減少させることと、
　　　前記帯域内差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、前記ＳＢモードを出て
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、前記狭帯域信号の対応する１つを受信するために前記狭帯域チェインのうちの１つと、
前記広帯域チェインとを利用することと
　を備える、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]　本出願は、２０１３年１１月５日付で米国特許商標庁に出願された米国非仮特
許出願番号第１４／０７２，６８０号の利益および優先権を主張するもので、その全内容
が本明細書に参照によって組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]　本開示の態様は一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には単一の広
帯域受信機チェインにおいて異なり得る複数の無線インターフェース技術(possibly diff
erent air interface technologies)で複数のキャリア(multiple carriers)をサポートす
る自動利得制御を備える広帯域受信機に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　現代のモバイルデバイスは、ｃｄｍａ２０００　１ｘ　および／またはＥＶ－
ＤＯ(両方とも標準化団体第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ（登録商
標）２）によって定義される)、ＵＭＴＳおよび／またはＬＴＥ（登録商標）（両方とも
標準化団体第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によって定義される)、
および／またはその他のような複数の無線インターフェース技術をサポートできるモデム
を有する。さらに多くの現代のモバイルデバイスは、同一無線技術または異なる無線技術
に関わらず、２以上のキャリア周波数でのトランスミッションを受信するように構成され
る。時には、同時に（例えば同時の音声およびデータを可能にするために）２つの異なる
技術（またはキャリア周波数）からの信号を受信することが望ましいことがある。典型的
には、１つの受信チェインが各技術／キャリアのために使用される。しかしながら、これ
は単一の受信チェインが複数のこうしたキャリアを受信可能にされたなら低減できるはず
の経費を提示する。加えて、受信チェインの数における低減は電力消費を低減しモバイル
デバイスでのバッテリ寿命を延ばせるはずである。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]　以下は、そのような態様の基本的な理解を提供するために、本開示の１つまた
は複数の態様の簡略化された概要を提示する。この概要は、本開示の企図されるすべての
特徴の広範な概略ではなく、本開示のすべての態様の重要な要素または決定的な要素を特
定することも、本開示の態様のいずれかまたはすべての態様の範囲を線引きすることも意
図されていない。その唯一の目的は、後に提示される、より詳細な説明への前置きとして
、簡略化された形態で本開示の１つまたは複数の態様のいくつかの概念を提示することで
ある。
【０００５】
　[0005]　一態様では、本開示がワイヤレス通信のための受信機を提供する。受信機は、
複数の信号を受信し受信された信号を含む広帯域信号にアナログ利得を適用するように構
成される広帯域チェインを含む。受信機は、さらに広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号
をそれぞれ受信するように構成される複数の狭帯域チェインを含み、狭帯域チェインの各
々は狭帯域信号のうちの対応する１つにデジタル利得を適用するように構成される。　受
信機は、さらに広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的
にアナログ利得およびデジタル利得を調整するように構成される自動利得制御器（ＡＧＣ
）を含む。広帯域エネルギー推定値は受信された信号のエネルギーに対応し、複数の狭帯
域エネルギー推定値は狭帯域信号のエネルギーに対応する。
【０００６】
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　[0006]　本開示の別の態様は受信機で動作可能な信号受信の方法を提供する。　受信機
は、広帯域チェインで複数の信号を受信し受信された信号を含む広帯域信号にアナログ利
得を適用する。受信機は、さらに広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号を複数の狭帯域チ
ェインでそれぞれ受信する。受信機は、さらに狭帯域信号の各々に該当するデジタル利得
を適用する。　受信機は、さらに広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定
値とに従って動的にアナログ利得およびデジタル利得を調整するために自動利得制御（Ａ
ＧＣ）アルゴリズムを行う。広帯域エネルギー推定値は受信された信号のエネルギーに対
応し、複数の狭帯域エネルギー推定値は狭帯域信号のエネルギーに対応する。
【０００７】
　[0007]　本開示の別の態様は、ワイヤレス通信信号のための受信機を提供する。　受信
機は、複数の信号を受信し受信された信号を含む広帯域信号にアナログ利得を適用するた
めの広帯域手段を含む。受信機は、さらに広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号をそれぞ
れ受信するように構成される複数の狭帯域手段を含み、狭帯域手段の各々は狭帯域信号の
うちの対応する１つにデジタル利得を適用するように構成される。受信機は、さらに広帯
域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的にアナログ利得およ
びデジタル利得を調整するための自動利得制御（ＡＧＣ）手段を含む。広帯域エネルギー
推定値は受信された信号のエネルギーに対応し、複数の狭帯域エネルギー推定値は狭帯域
信号のエネルギーに対応する。
【０００８】
　[0008]　本開示の別の態様は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されるメモリと、少なくとも１つのプロセッサに結合されるトランシーバと
を備える、ワイヤレス通信のための装置を提供する。トランシーバは、複数の信号を受信
し受信された信号を含む広帯域信号にアナログ利得を適用するように構成される広帯域チ
ェインを含む。トランシーバは、さらに広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号をそれぞれ
受信するように構成される複数の狭帯域チェインを含み、狭帯域チェインの各々は狭帯域
信号のうちの対応する１つにデジタル利得を適用するように構成される。トランシーバは
、さらに　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的にア
ナログ利得およびデジタル利得を調整するように構成される自動利得制御器（ＡＧＣ）を
含む。広帯域エネルギー推定値は受信された信号のエネルギーに対応し、複数の狭帯域エ
ネルギー推定値は狭帯域信号のエネルギーに対応する。
【０００９】
　[0009]　本開示の別の態様は、コンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログ
ラム製品を提供する。コンピュータ可読記憶媒体は、様々な機能を受信機にさせるための
コードを含む。コードは、広帯域チェインで複数の信号を受信し受信された信号を含む広
帯域信号にアナログ利得を適用することを受信機にさせる。コードは、さらに広帯域信号
のうちの複数の狭帯域信号を複数の狭帯域チェインでそれぞれ受信することを受信機にさ
せる。コードは、さらに狭帯域チェインの各々を使用して、狭帯域信号の対応する１つに
デジタル利得を適用することを受信機にさせる。コードは、さらに広帯域エネルギー推定
値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的にアナログ利得およびデジタル利得を
調整するために自動利得制御（ＡＧＣ）アルゴリズムを行うことを受信機にさせる。広帯
域エネルギー推定値は受信された信号のエネルギーに対応し、複数の狭帯域エネルギー推
定値は狭帯域信号のエネルギーに対応する。
【００１０】
　[0010]　本発明のこれらの態様および他の態様は、後に続く詳細の説明を検討するとよ
り十分に理解されることになる。本発明の他の態様、特徴、および実施形態は、添付図面
とともに、本発明の具体的な、例示的な実施形態の以下の説明を検討すれば、当業者には
明らかになるであろう。本発明の特徴は、以下である特定の実施形態および図面に関連し
て説明され得るが、本発明の全ての実施形態は、本明細書で説明される有益な特徴の１つ
以上を含むことができる。言い換えると、１つまたは複数の実施形態は、ある特定の有利
な特徴を有するものとして説明され得るが、そのような特徴の１つまたは複数は、また、
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本明細書に説明される発明の様々な実施形態に従って使用され得る。同様に、例となる実
施形態は、デバイス、システムまたは方法の実施形態として以下で説明され得るが、その
ような例となる実施形態は、様々なデバイス、システム、及び方法で実現されることがで
きることが、理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】処理システムを採用する装置のためのハードウェア実現の例を例示するブロック
図である。
【図２】単一帯域の複数キャリア動作のために構成される受信機のための単一フロントエ
ンドを例示する概念的なブロック図である。
【図３】広帯域スペクトルにおけるいくつかのキャリアを例示する概念的なブロック図で
ある。
【図４】本開示の一態様に従い受信機自動利得制御（ＲｘＡＧＣ）アルゴリズムを行うよ
うに構成される受信機を例示する概念的なブロック図である。
【図５】いくつかの実施形態に従ってＲｘＡＧＣアルゴリズムを例示するフローチャート
である。
【図６】いくつかの実施形態に従ってＲｘＡＧＣアルゴリズムを例示するフローチャート
である。
【図７】いくつかの実施形態に従ってマルチキャリア単一帯域モードを抜けるように受信
機を構成するためのアルゴリズムを例示するフローチャートである。
【図８】いくつかの実施形態に従って受信機で動作可能な自動利得制御の方法を例示する
フローチャートである。
【図９】本開示の１つまたは複数の態様が適用を見出し得るネットワーク環境の例を例示
するブロック図である。
【発明の詳細な説明】
【００１２】
　[0019］　添付図面に関連して以下に記載される詳細な説明は、様々な構成の説明とし
て意図され、ここに説明される概念が実現され得る唯一の構成を表すようには意図されな
い。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供する目的のために特定の詳細を含む。
しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実践され得ることは当業者に
は明らかになるであろう。いくつかの例において、そのような概念をあいまいにすること
を避けるために、よく知られた構造およびコンポーネントがブロック図形式で示される。
【００１３】
　[0020]　本開示の１つまたは複数の態様は、改善されたＲｘＡＧＣアルゴリズムに関す
る。ここで、ＲｘＡＧＣは、様々なワイヤレス通信ネットワークにおいて動作可能なモバ
イルデバイスの受信機（Ｒｘ）での自動利得制御（ＡＧＣ）判定を指す。ＲｘＡＧＣアル
ゴリズムは、モバイルデバイスの受信機チェイン内の複数の増幅器の利得を制御するため
に利用される。ここで述べられるＲｘＡＧＣアルゴリズムは共有無線周波数（ＲＦ）フロ
ントエンドアーキテクチャを利用する。
【００１４】
　[0021]　図１は、処理システム１１４を採用する装置１００のためのハードウェア実現
の例を例示する概念的な図である。本開示の様々な態様に従って、１つの要素(element)
、要素の任意の部分、または複数の要素の任意の組み合わせが、１つまたは複数のプロセ
ッサ１０４を含む処理システム１１４で実現され得る。例えば、装置１００は、図３およ
び図４の全体または一部において例示されるようにユーザ機器（ＵＥ）であり得る。プロ
セッサ１０４の例は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプ
ロセッサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマ
ブル論理デバイス（ＰＬＤ）、状態マシン、ゲートロジック（gated logic）、個別ハー
ドウェア回路、および本開示の全体にわたって説明される様々な機能を実行するように構
成された他の適切なハードウェアを含む。すなわち、プロセッサ１０４は、装置１００で
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利用されるように、以下に述べられ図５乃至図８に例示される処理の１つまたは複数を実
現するために使用され得る。
【００１５】
　[0022]　この例において、処理システム１１４は、バス１０２によって一般に表される
バスアーキテクチャで実現され得る。バス１０２は、処理システム１１４の特定のアプリ
ケーションと全体的な設計制約に依存して、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含
み得る。バス１０２2は、１つまたは複数のプロセッサ（プロセッサ１０４によって一般
に表される）、メモリ１０５、およびコンピュータ可読媒体（コンピュータ可読媒体１０
６によって一般に表される）を含む様々な回路を共にリンクさせる。バス１０２は、また
、当該技術分野で周知である、タイミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および
電力管理回路のような他の様々な回路をリンクさせることができ、このため、これ以上は
説明されないであろう。バスインタフェース１０８は、バス１０２とトランシーバ１１０
との間のインターフェースを提供する。トランシーバ１１０は、伝送媒体上で他の様々な
装置と通信するための手段を提供する。トランシーバ１１０は送信機１１０Ａおよび受信
機１１０Ｂを含み得る。送信機１１０Ａおよび受信機１１０Ｂは別々のコンポーネントで
あったり、１つのコンポーネントとして組み合わされたりし得る。本開示の一態様では、
送信機１１０がモデムとして構成される。装置の性質に依存し、ユーザインターフェース
１１２（例えば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティ
ック）も提供され得る。
【００１６】
　[0023]　プロセッサ１０４は、バス１０２の管理や、コンピュータ可読媒体１０６に記
憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。このソフトウェアは、プロ
セッサ１０４によって実行されると、任意の特定の装置のために後に説明される様々な機
能を処理システム１１４に行わせる。コンピュータ可読媒体１０６はまた、ソフトウェア
を実行する際にプロセッサ１０４によって操作されるデータを記憶するためにも使用され
得る。
【００１７】
　[0024]　処理システム内の１つまたは複数のプロセッサ１０４はソフトウェアを実行し
得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード
、ハードウェア記述言語で、または別の方法で称されるか否かに関わらず、命令、命令の
セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、
ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウ
ェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド
、プロシージャ、関数等を意味すると広く解釈されるものとする。ソフトウェアは、コン
ピュータ可読媒体１０６上に存在し得る。コンピュータ可読媒体１０６は、非一時的なコ
ンピュータ可読媒体であり得る。非一時的なコンピュータ可読媒体は、例として、磁気記
憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリッ
プ）、光学ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、あるいはデジタル多用途デ
ィスク（ＤＶＤ））、スマートカード、フラッシュメモリデバイス（例えば、カード、ス
ティック、あるいはキードライブ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモ
リ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能なＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）
、電気的に消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、レジスタ、リムーバブル
ディスク、および、コンピュータによってアクセスおよび読み取られ得るソフトウェアお
よび／または命令を記憶するための任意の他の適切な媒体を含む。コンピュータ可読媒体
１０６は、処理システム１１４内に、処理システム１１４の外部に、または処理システム
１１４を含む複数のエンティティに分散して、存在し得る。コンピュータ可読媒体１０６
は、コンピュータプログラム製品において具体化され得る。例として、コンピュータプロ
グラム製品は、パッケージング材料内のコンピュータ可読媒体を含み得る。当業者は、シ
ステム全体に課せられる全体的な設計制約および特定のアプリケーションに依存して、本
開示全体を通して提示される、説明された機能性をいかに最良に実現すべきかを認識する
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ことになる。
【００１８】
　[0025]　いくつかの通信ネットワーク配置では、異なる技術のキャリアがスペクトルに
おいて非常に遠く離れておらず、共通の受信チェイン（アンテナ、フィルタ、ＬＮＡ等）
によってカバーされることができる。これは、モバイルデバイスのコストを低減すること
に役立つ。例えば、こうした設計は、ＳＶＤＯ（ＥＶ－ＤＯを利用するデータセッション
に対して同時の、１ｘを利用する音声通話を可能にする同時音声およびＥＶ－ＤＯ）のた
めに使用されており、ここで受信チェインのフロントエンドが１ｘおよびＤＯ間で共有さ
れ、信号がさらなるフィルタリング、デジタル増幅、および他の処理のためにローテータ
で複数の異なる狭帯域に分けられる。
【００１９】
　[0026]　図２は、単一帯域の複数キャリア動作（例えば、単一帯域ＳＶＤＯ）のために
利用できる受信機２００のための単一フロントエンドを例示する概念的なブロック図であ
る。図２に示されるように、異なる通信キャリアに対応するいくつかの信号が単一アンテ
ナ２０２によって受信され得る。アンテナの後で、受信された信号はアナログ低雑音増幅
器（ＬＮＡ）を通過する。表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタ２０６によってフィルタされて
ダウンコンバータ２０８によってダウンコンバートされた後、アナログ信号はアナログロ
ーパスフィルタ（ＬＰＦ）によってフィルタされ、アナログデジタル変換器（Ａ／Ｄ）２
１２によってデジタル領域信号に変換される。デジタル領域信号はさらにデジタルＬＰＦ
２１４でフィルタされる。次に、いくつかのデジタル周波数ローテータ２１６（２１６－
１乃至２１６－Ｎ）がキャリアをそれぞれの通信キャリア（例えば、１つの１ｘおよび１
つのＥＶ－ＤＯ）にローテートするために利用される。各キャリアについて、フィルタ２
１８（２１８－１乃至２１８－Ｎ）が不所望な信号を除去するために使用され得る。それ
ぞれのデジタルサンプルは、この後さらなる処理２４０（例えば、復調、等化、デインタ
ーリーブ、ターボ復号等）のためにダウンサンプルされてメモリ２２０（２２０－１乃至
２２０－Ｎ）に記憶され得る。
【００２０】
　[0027]　本開示において論じられる技術の実施形態は、ワイヤレス信号を受信するため
の複数の受信チェインを含み得る。例えば、図２において、ローテータ２１６の前のアー
キテクチャの部分は「広帯域」チェイン（ＬＮＡがすべての受信された信号を増幅するの
で）であると考えられ得る。そしてローテータ２１６の後の部分は「狭帯域」チェイン（
別々の増幅／処理がキャリア毎に行われるので）であると考えられ得る。ここで、単一広
帯域チェインが多くの技術（例えば、１ｘおよびＥＶ－ＤＯ）のための複数のキャリアを
カバーする一方で、複数の狭帯域チェインが各キャリアの区別されたカバレッジを可能に
し得る。これらキャリアの各々は対応する通信チャネルのために使用され得る。
【００２１】
　[0028]　ここで、広帯域チェインは対象となり得る複数の狭帯域を超えるスペクトルを
カバーし得ることから、その増幅および処理が意図されない信号を含み得る。例えば、図
３は、広帯域スペクトルにおけるいくつかのキャリアを例示する概念的なブロック図であ
る。ここで、意図されない信号は、対象の複数のキャリア３０２間における何か他のキャ
リアであり得る。概して、フィルタはこうした帯域内ジャマーを十分フィルタ除去できる
ほどシャープに設計されない。さらに、狭帯域チェインは狭帯域チェインにおけるフィル
タによってフィルタ除去されることになるはずのこうした帯域内ジャマーを一般に検出で
きない。このため、広帯域チェイン増幅器（すなわち、ＬＮＡ２０４）が全体の受信され
た信号を増幅するとき、こうした帯域内ジャマーが増幅された信号を飽和させて、性能劣
化やドロップ通話(dropped calls)をもたらし得る。
【００２２】
　[0029]　さらに、各キャリアが送信される基地局はコロケートされないことがあるため
、これらがモバイルデバイスから異なる距離にあり得る。このため、たとえ２つの基地局
がそれらのそれぞれのキャリアを同じ電力で送信したとしても、モバイルデバイス（受信



(11) JP 6125729 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

機２００）での受信電力がこれら２つの基地局からのそれらのそれぞれのキャリアについ
て著しく相違し得る。さらに、強い信号が比較的弱い信号の非常に近くで送信されている
と、弱い信号が例えば残留側波帯（ＲＳＢ）のようなＲＦ効果で強い信号によってのみ込
まれてしまう可能性がある。このため、単一受信チェインでこうした複数のキャリアを受
信するとき、モバイルデバイスがこれらキャリアの１つまたは複数をドロップするような
低下機能(reduced functionality)に対してフォールバックすることが必要であり得る。
【００２３】
　[0030]　図４は、本開示のいくつかの態様に従いＲｘＡＧＣアルゴリズムを行うように
構成される受信機４００を例示する簡易化されたブロック図である。この受信機アーキテ
クチャは受信機２００を使用して実現され得る。この例示では、簡易さのためにフィルタ
ブロックが図４に示されない。ＲｘＡＧＣアルゴリズムは受信チェイン内の複数の増幅器
の利得を制御するために利用される。アンテナの後で、ＬＮＡ４０２が受信された信号を
制御可能量（アナログ利得）で増幅する。概して、ＬＮＡは、複数のステージで実現され
、使用すべきステージの数が所望されるアナログ利得を達成することに適応できるように
される。ＬＮＡの後で、データの処理および復調を容易にするために、受信された信号は
ベースバンドにダウンコンバートされ、アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）４０４によっ
てデジタル領域信号に変換され得る。この後、いくつか(Ｎ)の周波数ローテータ４０６（
例えば、４０６＿1、４０６＿２、…４０６＿Ｎ）がデジタル領域信号をそれぞれのキャ
リアに対応するいくつかの狭帯域信号に変換する。ここで、ローテータ４０６の前の信号
パスが広帯域チェインと呼ばれ、ローテータ４０６の後にある信号パスが狭帯域チェイン
と呼ばれる。広帯域チェインが信号を受信しアナログ利得をこれら信号に一括して適用す
る。狭帯域チェインの各々は、その狭帯域信号に利得を適用するために制御可能デジタル
利得４０８（例えば、４０８＿１、４０８＿２、…４０８＿Ｎ）（本開示において狭帯域
デジタル増幅器と呼ばれる）を含む。これら狭帯域チェインは同一または異なる無線接続
技術の異なるキャリアのために使用され得る。例としてであって限定でなく、利得４０８
＿１を含む１つの狭帯域チェインが１ｘ信号を扱うために使用でき、利得４０８＿Ｎを含
む他の狭帯域チェインがＥＶ－ＤＯを扱うために使用できる。
【００２４】
　[0031]　特定キャリアのための受信チェインにおける総利得はアナログＬＮＡ利得（広
帯域利得）とデジタル利得（狭帯域利得）との積である。モバイルデバイスはセルラネッ
トワーク内で動き回るので、無線信号強度やチャネル状態が大きく変化し得る。例えば、
モバイルデバイスおよび基地局間の距離は信号強度に大きく影響を及ぼす。このため、受
信機はこの変化する環境に適応する能力を持つ必要がある。本開示の様々な態様において
、アナログＬＮＡステージ（例えば、ＬＮＡ４０２）での広帯域利得およびデジタル領域
での狭帯域利得は、受信機における何れのステージでも飽和がわずかまたは無く、信号対
雑音比（ＳＮＲ）ができるだけ高くなるように適切に分布される。
【００２５】
　[0032]　ＲｘＡＧＣアルゴリズムは、アナログおよびデジタルコンポーネント（例えば
ＬＮＡ４０２およびデジタル利得４０８）間の利得分布を制御する。セルラネットワーク
の不均衡性(imbalanced nature)のために、モバイルデバイスで受信された異なる基地局
からの信号の電力レベルは大きく変化する。従って、受信機での利得分布が、１つだけの
ＬＮＡ利得が全キャリア間の制御に対して存在するという意味で同期される必要がある。
本開示の様々な態様において、ＲｘＡＧＣアルゴリズムは全受信キャリアのために単一の
適切なＬＮＡ利得値を、並びに複数の狭帯域チェインのために複数の適切なデジタル利得
を選択する。ここで、これら狭帯域チェインのための利得は独立に制御され得る。このよ
うにして、信号パスにおける任意のポイントでの飽和が低減または回避され得る。加えて
、ＲｘＡＧＣアルゴリズムは組み合わされた広帯域および狭帯域利得のより細かな制御を
提供する。
【００２６】
　[0033]　引き続き図４を参照すると、ＲｘＡＧＣアルゴリズムが広帯域エネルギー推定
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値（ＷＢＥＥ）はもとより、キャリア毎の狭帯域エネルギー推定値（ＮＢＥＥ）も入力パ
ラメータとして取得する。ＷＢＥＥは広帯域エネルギー推定器４１０によって決定でき、
各ＮＢＥＥはキャリア毎の狭帯域エネルギー推定器４１２（例えば、４１２＿１乃至４１
２＿Ｎ）によって決定できる。従って、ＲｘＡＧＣアルゴリズムがＬＮＡ４０２のための
アナログ利得はもとより、デジタル利得４０８毎のデジタル利得も計算する。ＷＢＥＥは
、アナログデジタル変換の後における、受信された広帯域信号のエネルギー（または、い
くつかの例で、電力）の測定値に対応し得る。この測定値により、広帯域飽和が検出でき
る（すなわち、ＬＮＡでの利得が高すぎることから生じる何らかのクリッピングまたは飽
和）。ＮＢＥＥは狭帯域フィルタリングの後における、狭帯域信号のエネルギー（または
、いくつかの例で、電力）の測定値に対応し得る。様々な例において、ＮＢＥＥは該当す
るキャリアのためのデジタル利得４０８の入力または出力において決定できる。本開示の
様々な態様において、ＷＢＥＥおよびＮＢＥＥは何らかの適切なハードウェア、ソフトウ
ェア、またはこれら２つの組合せを利用し、サンプリングまたは測定回路および／または
当業者にとって周知であろうアルゴリズムを利用して実現され得る。
【００２７】
　[0034]　さらに、ＬＮＡ４０２は複数の利得ステージを含み得る。ここで、ＲｘＡＧＣ
アルゴリズムは、広帯域チェインおよび／または狭帯域チェインに適用するためのその利
得の計算における要因として、ＬＮＡ利得ステージの特徴の知識、例えば、各利得ステー
ジの利得、および各利得ステージの使用により生じる雑音形状を利用できる。ＬＮＡ４０
２の厳密な利得値はデバイス依存であり、周波数依存であり、いくつかの例では、キャリ
ブレーション処理において決定され得る。引き続いてさらに、ＲｘＡＧＣアルゴリズムは
モバイルデバイスの設計段階からの他の知識を利用し得る。例えば、この知識は、Ｒｘチ
ェインにおける全てのデジタルコンポーネントの利得、ＡＤＣのダイナミックレンジ、Ｗ
ＢＥＥおよびＮＢＥＥ測定値のダイナミックレンジ、等を含み得る。信号が高すぎたり低
すぎたりすれば、ＷＢＥＥやＮＢＥＥが高いまたは低いエンドで飽和することがある。
【００２８】
　[0035]　ＬＮＡ４０２を含む広帯域チェインは全ての狭帯域チェィンにわたって共有さ
れることから、単一の決定がＬＮＡ４０２の利得のために為されることができ、広帯域チ
ェインのためのＷＢＥＥ４１０による単一の測定が各測定インターバルで為されることが
できる。一般に、広帯域カバーレッジにおける異なる狭帯域チェインがＬＮＡ４０２を別
々に制御することは望ましくない。さらに、異なる狭帯域チェインが広帯域エネルギーを
測定することは、これら測定が互いに中断され得るので、望ましくない。このため、本開
示の様々な態様では、共有ＲｘＡＧＣ制御器４１４が、ＬＮＡ４０２を含む広帯域チェイ
ンのために少なくとも利用される。ＲｘＡＧＣ制御器４１４（ここでは、自動利得制御器
と呼ばれる）がここで述べられるＲｘＡＧＣアルゴリズムを推定ＷＢＥＥおよびＮＥＢＢ
に基づいて行うために使用され得る。ＲｘＡＧＣ制御器４１４は動作的に広帯域エネルギ
ー推定器４１０および複数の狭帯域エネルギー推定器４１２に結合される。さらに、Ｒｘ
ＡＧＣ制御器４１４はＬＮＡ４０２を制御するための１つのＬＮＡ利得ステージ制御信号
、およびデジタル利得４０８を制御するためのいくつかのデジタル利得制御信号を提供す
る。ここで、狭帯域チェインのためのデジタル利得４０８は、広帯域チェインについて共
通の決定（例えば、ＬＮＡ４０２の利得）が為された後で別々に制御され得る。
【００２９】
　[0036]　ＲｘＡＧＣアルゴリズムの動作は以下の２セットのルールで特徴付けられるこ
とができ、ひとつは広帯域チェインのためであり、もう１つは狭帯域チェインのためであ
る。これらルールおよび図４における例示された受信機アーキテクチャを利用することに
よって、たとえ異なる技術であっても、並びに異なるキャリアが異なる非コロケート基地
局から送信されたとしても、単一の受信チェインを有する受信機が２以上のキャリアを受
信するために効率的に利用され得る。
【００３０】
　[0037]　図５および図６は本開示の一態様に従ってＲｘＡＧＣアルゴリズム６００を例
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示するフローチャートである。例えばＲｘＡＧＣアルゴリズム６００は受信機４００で実
現され得る。ＲｘＡＧＣアルゴリズム６００は、広帯域エネルギー推定値および複数の狭
帯域エネルギー推定値に従って受信機４００のアナログ利得およびデジタル利得を動的に
調整できる。受信機がアンテナおよびＬＮＡ４０２を介していくつかの信号を受信すると
仮定する。（図４を参照）。ステップ５０２では、広帯域エネルギー推定値（ＷＢＥＥ）
およびいくつかの狭帯域エネルギー推定値（ＮＢＥＥ）が測定される。例えば、ＷＢＥＥ
は広帯域エネルギー推定器４１０によって測定されることができ、ＮＢＥＥはいくつかの
狭帯域エネルギー推定器４１２によってそれぞれ測定されることができる。ステップ５０
４では、測定されたＷＢＥＥに基づいてＬＮＡ４０２の利得を調整すべきかどうか判定さ
れる。本開示の一態様において、測定されたＷＢＥＥはＷＢＥＥｄＢＶｒｍｓと（ｄＢＶ
ｒｍｓ単位で）称される値に変換され、各測定されたＮＢＥＥはＲｘＡＧＣｄｂＶｒｍｓ
と（ｄＢＶｒｍｓ単位で）称される値に変換される。
【００３１】
　[0038]　ＷＢＥＥｄＢＶｒｍｓが適切なレンジに無い場合には、ＬＮＡ利得がステップ
５０６で調整され得る。本開示の一態様において、ＷＢＥＥｄＢＶｒｍｓが適切なレンジ
に無い場合に、ＬＮＡの利得が調整され得る。適切なレンジは実装および無線インターフ
ェース依存である。高い方の限界(またはしきい値)に関し、これは混合信号入力およびア
ップフェーディングバジェット(up fading budget)のピーク対平均電力比(peak-to-avera
ge-power ratio)に依存し得る。一例において、高い方のしきい値は－１０ｄＢであり得
る。低い方の限界（または、しきい値）については、いくつかの実装で、信号レベルが低
すぎる場合に、ＷＢＥＥ読み取りが雑音によって制圧され得、入力信号レベルの低下に追
従できないというフロアリング効果になり得る。しかしながら、フロアリング効果を有し
ないいくつかの他の実装では、適切なＷＢＥＥの低い方の限界（例えば、－４５ｄＢ）が
ＬＮＡ利得を制御するために使用され得る。
【００３２】
　[0039]　図６は、本開示の一態様に従ってＷＢＥＥに基づいてＬＮＡ利得を調整するた
めのプロセス６００を例示するフローチャートである。プロセス６００はステップ５０６
で行われる。ステップ６０２では、ＷＢＥＥが高い方のしきい値または飽和しきい値（例
えば、ＷＢＰＥｄＢＶｒｍｓ＞－１０ｄＢ）である場合に、ＬＮＡの利得が減少される。
例えばＲｘＡＧＣ制御器４１４は、ＬＮＡ４０２の利得を減少させるために適切なＬＮＡ
利得ステージ制御信号を出力するように構成され得る。ステップ６０４では、ＷＢＥＥが
低い方のしきい値またはフロア（例えばＷＢＰＥｄＢＶｒｍｓ＜－４５ｄＢ）未満である
場合に、ＬＮＡ利得が増大される。例えばＲｘＡＧＣ制御器４１４がＬＮＡ４０２の利得
を増大させるために適切なＬＮＡ利得ステージ制御信号を出力するように構成され得る。
本開示の様々な態様では、ＬＮＡ４０２がいくつかのステージを有し得、ＬＮＡ利得がＬ
ＮＡ利得ステージ制御信号に基づいてこれらステージ間の切替えによって調整されること
ができる。
【００３３】
　[0040]　図５に戻ると、ステップ５０８で、測定されたＮＢＥＥの最小値が低い方のし
きい値未満であると判定された場合に、ＲｘＡＧＣアルゴリズムがステップ５１０に続き
、そうでなければこのアルゴリズムがステップ５１２に続く。本開示の一態様では、最小
ＮＢＥＥが低い方のしきい値またはフロア（例えばＲｘＡＧＣｄＢＶｒｍｓ＜－８７ｄｂ
）未満である場合に、アルゴリズム５００がステップ５１０に続く。ステップ５１０では
、ＬＮＡ利得が増大した後にＷＢＥＥが依然として高い方のしきい値未満（例えば、ＷＢ
ＰＥｄＢＶｒｍｓ＜－１０ｄＢ）になると判定された場合に、ＬＮＡ利得がステップ５１
４で増大される。ステップ５１０の判定は、ＬＮＡ利得が１つまたは複数のステージによ
って増大される場合に導入されるはずの厳密なＬＮＡ利得変化が知られていることにより
可能である。
【００３４】
　[0041]　ステップ５１２では、任意のＮＢＥＥが高い方のしきい値より大きい場合に、
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このアルゴリズムがＬＮＡ利得を減少させるためにステップ５１８に続く。ＮＢＥＥの高
い方のしきい値は、ＳＮＲおよび電力節約の考察に基づくアルゴリズムによって判定され
得る。ＮＢＥＥが望ましく高い場合に、ＳＮＲが十分高く、より高いＮＢＥＥがさらなる
利益を提供しないはずである（例えば、ＳＮＲがキャップされている、またはＳＮＲがピ
ークデータレートを達成できるポイントに到達している）と仮定される。従って、ＬＮＡ
利得はＬＮＡでの電力を節約するためにステップ５１８で減少されることができる。一般
に、より低いＬＮＡ利得は少ない電流を使用してより低いＳＮＲを提供する。アルゴリズ
ム５００は、所望のＷＢＥＥおよびＮＥＢＢを提供することになる特定ＬＮＡが決まるま
で複数回の反復を行い得る。アルゴリズム５００は、狭帯域チェインのデジタル利得（例
えば、デジタル利得４０８）のいずれかが調整されても繰り返され得る。
【００３５】
　[0042]　図７は、本開示の一態様に従ってマルチキャリア単一帯域モード（ＳＢモード
）を抜けるように受信機を構成するためのアルゴリズム７００を例示するフローチャート
である。アルゴリズム７００は受信機４００で行われ得る。ＳＢモードでは、受信機４０
０が異なるキャリア（例えば、図３における対象のキャリア３０２）に対応するいくつか
の信号を、広帯域チェインを介して受信し、受信された信号をデジタル領域でいくつかの
狭帯域チェインによって処理するように構成される。ステップ７０２では、受信機４００
がＷＢＥＥおよびこれら信号のＮＢＥＥを測定する。このステップは、図５におけるステ
ップ５０２と同じであり得る。ステップ７０４では、異なるキャリアのＮＢＥＥ間の差が
決定される。本開示の一態様では、任意の２つのＲｘＡＧＣｄＢＶｒｍｓ間の差がインバ
ランスしきい値（例えば、１４ｄＢ）より大きい場合に、キャリア間のインバランスを指
示し得、受信機がこのためステップ７０６でＳＢモードを出て、一度に１キャリアずつ狭
帯域信号を処理し得る。ステップ７０８では、ＷＢＥＥおよび最小ＮＢＥＥ間の差が決定
される。本開示の一態様では、ＷＢＰＥｄＢＶｒｍｓおよび最小ＲｘＡＧＣｄＢＶｒｍｓ
間の差が適切な帯域内ジャマーしきい値よりも大きい場合に、強い帯域内ジャマー信号の
存在を指示し得、受信機がこのためＳＢモードをステップ７０６で出て、一度に１キャリ
アずつ狭帯域信号を処理し得る。言い替えると、受信機は、ＳＢモードにないときに広帯
域チェインと狭帯域チェインのうちの１つだけを利用し得る。
【００３６】
　[0043]　図８は、本開示の一態様に従って受信機で動作可能な自動利得制御の方法８０
０を例示するフローチャートである。例えば、方法８００は受信機４００または任意の適
切な受信機で行われる。ステップ８０２では、受信機が広帯域チェインで複数の信号を一
括して受信し、受信された信号を含む広帯域信号にアナログ利得を適用する。ステップ８
０４では、受信機が複数の狭帯域チェインで複数の狭帯域信号をそれぞれ受信する。これ
ら狭帯域信号は広帯域信号から導出され得、例えば広帯域信号のうちの複数の狭帯域部分
であり得る。ステップ８０６では、受信機がデジタル利得を狭帯域信号のうちの対応する
１に適用する。ステップ８０８では、受信機が、広帯域エネルギー推定値　および複数の
狭帯域エネルギー推定値に従ってアナログ利得およびデジタル利得を動的に調整するため
の自動利得制御（ＡＧＣ）アルゴリズムを行う。広帯域エネルギー推定値はデジタル領域
において一括受信された信号のエネルギーに対応し、複数の狭帯域エネルギー推定値はそ
れぞれの狭帯域信号のエネルギーに対応する。例としてであって限定でなく、広帯域チェ
インはＬＮＡ４０２およびＡＤＣ４０４を含み得、狭帯域チェインはデジタル利得４０８
を含み得る。本開示のいくつかの態様では、ＲＸＡＧＣ制御器４１４、広帯域エネルギー
推定器４１０、および狭帯域エネルギー推定器４１２が方法８００のＡＧＣアルゴリズム
を行うために利用され得る。
【００３７】
　[0044］　図９は、本開示の１つまたは複数の態様がアプリケーションを見つけ出し得
るネットワーク環境の例を例示するブロック図である。ワイヤレス通信システム９００は
、一般に、（例えば、モバイル交換局／ビジタロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）
を介して）公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）への、および／または（例えば、パケットデータ



(15) JP 6125729 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

交換ノード（ＰＤＳＮ）を介して）ＩＰネットワークへのアクセスを提供する、コアネッ
トワーク９０８、１つまたは複数の基地局コントローラ（ＢＳＣ）９０６、１つまたは複
数のアクセス端末９０４、および１つまたは複数の基地局９０２を含む。アクセス端末９
０４のいずれかは、図２および図４に示されるものと同様の受信機を含む装置１００で実
現され得る。システム９００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）上の動作を
サポートし得る。マルチ搬送波送信機（Multi-carrier transmitter）は、多重搬送波上
で、同時に（simultaneously）または並行して（concurrently）、変調された信号を送信
することができる。各変調された信号は、ＣＤＭＡ信号、ＴＤＭＡ信号、ＯＦＤＭＡ信号
、単一搬送波周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）信号等であり得る。各変調され
た信号は、異なる搬送波で送られ得、制御情報（例えば、パイロット信号）、オーバヘッ
ド情報、データ等を運び得る。本開示の様々な態様では、 複数のキャリアが図２および
図４に例示されるような１ｘおよびＥＶ－ＤＯキャリアを含み得る。
【００３８】
　[0045］　基地局９０２は、基地局アンテナを介してアクセス端末９０４とワイヤレス
で通信することができる。基地局９０２は、それぞれ、ワイヤレス通信システム９００へ
の（１つまたは複数のアクセス端末の）ワイヤレス接続性を容易にするように適応される
装置として一般的に実現され得る。基地局９０２はまた、当業者によって、アクセスポイ
ント、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機
能、ベーシックサービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、
フェムトセル、ピコセル、および／または何らかの他の適切な用語でも呼ばれ得る。
【００３９】
　[0046]　基地局９０２は、１つまたは複数のキャリアを介して基地局コントローラ９０
６の制御の下でアクセス端末904と通信するように構成される。基地局９０２の各々は、
それぞれの地理的エリアのための通信カバレッジを提供することができる。ここでの各基
地局９０２のカバレッジエリア９１０は、セル９１０－ａ、９１０－ｂ、または９１０－
ｃと特定される。基地局９０２のカバレッジエリア９１０は、複数のセクタ（図示されな
いが、カバレッジエリアのごく一部を占める）へ分割され得る。これらセクタに分割され
たカバレッジエリア９１０において、カバレッジエリア９１０内の複数のセクタが、セル
の一部内で１つまたは複数のアクセス端末９０４との通信に関与する各アンテナを有する
アンテナのグループによって形成されることができる。
【００４０】
　[0047］　１つまたは複数のアクセス端末９０４は、カバレッジエリア９１０の至る所
に散在し得、それぞれの基地局９０２に関連する１つまたは複数のセクタとワイヤレスで
通信し得る。アクセス端末９０４は、一般に、ワイヤレス信号を通じて１つまたは複数の
他のデバイスと通信する１つまたは複数のデバイスを含み得る。そのようなアクセス端末
９０４は、当業者によって、ユーザ端末 （ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、加入者端末、モバ
イルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバ
イス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入
者端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、端末、ユーザエ
ージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用語でも
呼ばれ得る。アクセス端末９０４は、モバイル端末および／または少なくとも実質上固定
端末を含み得る。アクセス端末１０４の例は、モバイルフォン、ポケットベル、ワイヤレ
スモデム、パーソナルデジタルアシスタント、パーソナルインフォメーションマネジャ（
ＰＩＭｓ）、パーソナルメディアプレイヤ、パームトップコンピュータ、ラップトップコ
ンピュータ、タブレットコンピュータ、テレビ、電化製品（appliance）、電子ブックリ
ーダ（e-reader）、デジタルビデオレコーダ （ＤＶＲｓ）、マシンツーマシン（machine
-to-machine：Ｍ２Ｍ）デバイス、および／または、少なくとも部分的に、ワイヤレスま
たはセルラネットワークを通じて通信する他の通信／コンピューティングデバイスを含む
。
【００４１】
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　[0048]　複数のキャリアをサポートする広帯域自動利得制御アルゴリズムおよびこれら
と同じものを含む受信機のいくつかの態様が１ｘおよびＥＶ－ＤＯキャリアを参照して説
明された。当業者は、本開示全体にわたって説明された様々な態様が他の電気通信システ
ム、ネットワークアーキテクチャ、および通信規格に拡大され得ることを容易に認識する
であろう。
【００４２】
　[0049]　例として、様々な態様は、Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標）、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、お
よびＴＤ－ＣＤＭＡのようなＵＭＴＳシステムにまで拡張され得る。様々な態様はまた、
（ＦＤＤ、ＴＤＤ、または両方のモードにおける）ロングタームエボリューション（ＬＴ
Ｅ）、（ＦＤＤ、ＴＤＤ、または両方のモードにおける）ＬＴＥアドバンスド（ＬＴＥ－
Ａ）、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ（ＥＶ－ＤＯ）、ウルトラモ
バイルブロードバンド、ＩＥＥＥ　８０２．１１ (ＷＩーＦＩ)、ＥＥＥ　８０２．１６ 
(ＷＩＭＡＸ)、ＥＥＥ　８０２．２０、ウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）、および／または他の適切なシステムを用いるシステムにまで拡張さ
れ得る。採用される実際の電気通信規格、ネットワークアーキテクチャ、および／または
通信規格は、システムに課された全体的な設計制約および特定のアプリケーションに依存
するであろう。
【００４３】
　[0050]　開示された方法におけるステップの特定の順序または階層は、例示的プロセス
を例示する図であると理解されるべきである。設計の優先性に基づいて、これらの処理に
おけるステップの特定の順序または階層は並べ替えられ得るということが理解される。添
付の方法の請求項は、例示的な順序で様々なステップの要素を提示し、本明細書に明確に
記載されていない限り、提示された特定の順序または階層に限定されることを意味するも
のではない。
【００４４】
　[0051]　先の説明は、当業者がここに説明される様々な態様を実現することを可能にす
るために提供される。これらの態様への様々な修正は、当業者にとって容易に明らかとな
り、ここに定義された一般的な原理は、他の態様に適用され得る。従って」、請求項は、
本明細書に示される態様に限定されるように意図されておらず、請求項の文言と一貫する
全範囲であると認められるべきであり、ここで、単数の要素への参照は、そのように明確
に述べられていない限りは「１つおよび１つのみ」を意味するように意図されず、むしろ
「１つまたは複数」を意味するように意図される。そうではないと明確に記載されていな
い限り、用語「何らかの」は、１つまたは複数を意味する。項目のリスト「のうちの少な
くとも１つ」に関する表現は、単一の要素を含む、それらの項目のうちの任意の組み合わ
せを指す。例として、「ａ、ｂ、またはｃのうちの少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ
およびｂ、ａおよびｃ、ｂおよびｃ、並びに、ａおよびｂおよびｃをカバーするように意
図される。
【００４５】
　[0052]　当業者に周知の、または後に周知となる、この開示全体にわたって説明された
多様な態様の要素と構造的および機能的に同等な物はすべて、参照によって本明細書に明
確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるように意図される。さらに、本明細書に開
示されたことのいずれも、そのような開示が特許請求の範囲において明示的に記載されて
いるかどうかにかかわらず、公共に寄与されるようには意図されていない。要素が、「す
るための手段」という表現を使用して、あるいは方法請求項の場合、「するためのステッ
プ」という表現を使用して、明確に記載されていない限り、請求項の何れの要素も米国特
許法第１１２条第６の規定のもとで解釈されるべきではない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための受信機であって、
　複数の信号を受信し受信された前記信号を含む広帯域信号にアナログ利得を適用するよ
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うに構成される広帯域チェインと、
　前記広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号をそれぞれ受信するように構成される複数の
狭帯域チェインと、ここにおいて前記狭帯域チェインの各々は前記狭帯域信号のうちの対
応する１つにデジタル利得を適用するように構成される、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するように構成される自動利得制御器（ＡＧＣ）と
　を備え、前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前
記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応する、受信機。
［Ｃ２］
　前記広帯域チェインは少なくとも１つの低雑音増幅器またはアナログデジタル変換器を
備え、
　前記低雑音増幅器は受信された前記信号に前記アナログ利得を適用するように構成され
、前記アナログデジタル変換器は受信された前記信号をデジタル領域信号に変換するよう
に構成される、Ｃ１に記載の受信機。
［Ｃ３］
　前記デジタル領域信号を該当する通信キャリアに対応する前記複数の狭帯域信号に分け
るための複数のローテータをさらに備える、Ｃ２に記載の受信機。
［Ｃ４］
　前記ＡＧＣは、前記広帯域エネルギー推定値が飽和しきい値未満になるように前記アナ
ログ利得を調整するようにさらに構成される、Ｃ１に記載の受信機。
［Ｃ５］
　前記ＡＧＣは、前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロアよりも大きくなるように
前記狭帯域エネルギー推定値に従って前記アナログ利得を修正するようにさらに構成され
る、Ｃ１に記載の受信機。
［Ｃ６］
　前記複数の狭帯域チェインは、前記デジタル利得を該当する前記狭帯域信号に適用する
ための複数の狭帯域デジタル増幅器を備える、Ｃ１に記載の受信機。
［Ｃ７］
　前記ＡＧＣは、
　前記狭帯域エネルギー推定値の間の第１の差、および前記広帯域エネルギー推定値と前
記狭帯域エネルギー推定値の最小値との間の第２の差を判定するようにさらに構成され、
　前記第１の差がインバランスしきい値より大きい場合に、前記広帯域チェインおよび前
記複数の狭帯域チェインが一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するように
構成され、
　前記第２の差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、前記広帯域チェインおよび
前記複数の狭帯域チェインが一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するよう
に構成される、Ｃ１に記載の受信機。
［Ｃ８］
　受信機で動作可能な信号受信の方法であって、
　広帯域チェインで複数の信号を受信し受信された前記信号を含む広帯域信号にアナログ
利得を適用することと、
　前記広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号を複数の狭帯域チェインでそれぞれ受信する
ことと、
　前記狭帯域信号の各々に該当するデジタル利得を適用することと、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するために自動利得制御（ＡＧＣ）アルゴリズムを
行うことと
　を備え、前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前
記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応する、方法。
［Ｃ９］
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　前記広帯域チェインの低雑音増幅器を利用して前記アナログ利得を受信された前記信号
に適用することと、
　受信された前記信号を、前記アナログデジタル変換器を利用してデジタル領域信号に変
換することと、
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記デジタル領域信号を、該当する通信キャリアに対応する前記複数の狭帯域信号に分
けることをさらに備える、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記ＡＧＣアルゴリズムを行うことは、前記広帯域エネルギー推定値が飽和しきい値未
満になるように前記アナログ利得を調整することを備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記ＡＧＣアルゴリズムを行うことは、　前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロ
アよりも大きくなるように前記複数の狭帯域エネルギー推定値に従って前記アナログ利得
を修正することを備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１３］
　狭帯域チェインの複数の狭帯域デジタル増幅器を利用して前記デジタル利得を該当する
前記狭帯域信号に適用することをさらに備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記ＡＧＣアルゴリズムを行うことは、
　前記狭帯域エネルギー推定値の間の第１の差、および前記広帯域エネルギー推定値と前
記狭帯域エネルギー推定値の最小値との間の第２の差を判定することと、
　前記第１の差がインバランスしきい値より大きい場合に、一度に１キャリアずつ前記複
数の狭帯域信号を処理することと、
　前記第２の差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、一度に１キャリアずつ前記
複数の狭帯域信号を処理することと
　を備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１５］
　ワイヤレス通信信号のための受信機であって、
　複数の信号を受信し受信された前記信号を含む広帯域信号にアナログ利得を適用するた
めの広帯域手段と、
　前記広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号をそれぞれ受信するように構成される複数の
狭帯域手段と、ここにおいて前記狭帯域手段の各々は前記狭帯域信号のうちの対応する１
つにデジタル利得を適用するように構成される、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するための自動利得制御（ＡＧＣ）手段と
　を備え、前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前
記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応する、受信機。
［Ｃ１６］
　前記広帯域手段は少なくとも１つの低雑音増幅器またはアナログデジタル変換器を備え
、
　前記低雑音増幅器は受信された前記信号に前記アナログ利得を適用するように構成され
、前記アナログデジタル変換器は受信された前記信号をデジタル領域信号に変換するよう
に構成される、Ｃ１５に記載の受信機。
［Ｃ１７］
　前記デジタル領域信号を該当する通信キャリアに対応する前記複数の狭帯域信号に分け
るための複数のローテート手段をさらに備える、Ｃ１６に記載の受信機。
［Ｃ１８］
　前記ＡＧＣ手段は、
　前記広帯域エネルギー推定値が飽和しきい値未満になるように前記アナログ利得を調整
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するための手段を備える、Ｃ１５に記載の受信機。
［Ｃ１９］
　前記ＡＧＣ手段は、
　前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロアよりも大きくなるように前記狭帯域エネ
ルギー推定値に従って前記アナログ利得を修正するための手段を備える、Ｃ１５に記載の
受信機。
［Ｃ２０］
　前記複数の狭帯域手段は、前記デジタル利得を該当する前記狭帯域信号に適用するため
の複数の狭帯域デジタル増幅器を備える、Ｃ１５に記載の受信機。
［Ｃ２１］
　前記ＡＧＣ手段は、
　前記狭帯域エネルギー推定値の間の第１の差、および前記広帯域エネルギー推定値と前
記狭帯域エネルギー推定値の最小値との間の第２の差を判定するための手段と、
　前記第１の差がインバランスしきい値より大きい場合に、前記広帯域手段および前記複
数の狭帯域手段が一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するように構成され
、
　前記第２の差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、前記広帯域手段および前記
複数の狭帯域手段が一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するように構成さ
れる、
　Ｃ１５に記載の受信機。
［Ｃ２２］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるメモリと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されるトランシーバと
　を備え、前記トランシーバは、
　複数の信号を受信し受信された前記信号を含む広帯域信号にアナログ利得を適用するよ
うに構成される広帯域チェインと、
　前記広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号をそれぞれ受信するように構成される複数の
狭帯域チェインと、ここにおいて前記狭帯域チェインの各々は前記狭帯域信号のうちの対
応する１つにデジタル利得を適用するように構成される、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するように構成される自動利得制御器（ＡＧＣ）と
　を備え、前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギーに対応し、前
記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応する、装置。
［Ｃ２３］
　前記広帯域チェインは少なくとも１つの低雑音増幅器またはアナログデジタル変換器を
備え、
　前記低雑音増幅器は受信された前記信号に前記アナログ利得を適用するように構成され
、前記アナログデジタル変換器は受信された前記信号をデジタル領域信号に変換するよう
に構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記トランシーバは、前記デジタル領域信号を該当する通信キャリアに対応する前記複
数の狭帯域信号に分けるための複数のローテータをさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記ＡＧＣは、前記広帯域エネルギー推定値が飽和しきい値未満になるように前記アナ
ログ利得を調整するようにさらに構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記ＡＧＣは、前記狭帯域エネルギー推定値の最小値がフロアよりも大きくなるように
前記狭帯域エネルギー推定値に従って前記アナログ利得を修正するようにさらに構成され
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［Ｃ２７］
　前記複数の狭帯域チェインは、前記デジタル利得を該当する前記狭帯域信号に適用する
ための複数の狭帯域デジタル増幅器を備える、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記ＡＧＣは、
　前記狭帯域エネルギー推定値の間の第１の差、および前記広帯域エネルギー推定値と前
記狭帯域エネルギー推定値の最小値との間の第２の差を判定するようにさらに構成され、
　前記第１の差がインバランスしきい値より大きい場合に、前記広帯域チェインおよび前
記複数の狭帯域チェインが一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するように
構成され、
　前記第２の差が帯域内ジャマーしきい値より大きい場合に、前記広帯域チェインおよび
前記複数の狭帯域チェインが一度に１キャリアずつ前記複数の狭帯域信号を処理するよう
に構成される、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２９］
　コンピュータプログラム製品であって、
　広帯域チェインで複数の信号を受信し受信された前記信号を含む広帯域信号にアナログ
利得を適用することと、
　前記広帯域信号のうちの複数の狭帯域信号を複数の狭帯域チェインでそれぞれ受信する
ことと、
　前記狭帯域チェインの各々を使用して、前記狭帯域信号の対応する１つにデジタル利得
を適用することと、
　広帯域エネルギー推定値と複数の狭帯域エネルギー推定値とに従って動的に前記アナロ
グ利得および前記デジタル利得を調整するために自動利得制御（ＡＧＣ）アルゴリズムを
行うことと、ここにおいて前記広帯域エネルギー推定値は受信された前記信号のエネルギ
ーに対応し、前記複数の狭帯域エネルギー推定値は前記狭帯域信号のエネルギーに対応す
る、
　を受信機にさせるためのコードを備えるコンピュータ可読記憶媒体を備える、コンピュ
ータプログラム製品。
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