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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多規格送信機を動作させるための方法であって、
　複数の送信チェイン内に設けられ、かつ、デジタルであって、マルチバンド使用であっ
て、ソフトウェアによる選択可能である、複数の構成要素を含む、送信機を提供するステ
ップを含み、前記複数の送信チェインは、直列に接続された、変調器、フィルタ、ミクサ
、および、同期発振器を含み、デジタルであって、マルチバンド使用であって、ソフトウ
ェアによる選択可能である、前記複数の構成要素は、複数の送信アーキテクチャを含み、
当該複数の送信アーキテクチャの各々において少なくとも１つの構成要素が使用されるこ
とが可能であり、第１および第２の送信チェインからの位相変調成分のみを含むそれぞれ
の出力信号は、振幅変調成分を含む信号を発生するために使用され、前記方法はさらに、
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つを可能化して、通信信号を送信するステッ
プを含む、方法。
【請求項２】
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つはＧＳＭ送信アーキテクチャである、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つはＷＣＤＭＡ送信アーキテクチャである、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つはＥＤＧＥ／ＴＤＭＡ送信アーキテクチャ
である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つは入力信号に基づき可能化される、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記多規格送信機に関連する入力装置から、前記多規格送信機へ前記入力信号を供給す
るステップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記多規格送信機の外部のソースから、前記多規格送信機へ前記入力信号を供給するス
テップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　多規格送信機であって、
　複数の送信チェイン内に設けられ、かつ、デジタルであって、マルチバンド使用であっ
て、ソフトウェアによる選択可能である、複数の構成要素を含む送信機を含み、前記複数
の送信チェインは、直列に接続された、変調器、フィルタ、ミクサ、および、同期発振器
を含み、デジタルであって、マルチバンド使用であって、ソフトウェアによる選択可能で
ある、前記複数の構成要素は、複数の送信アーキテクチャを含み、当該複数の送信アーキ
テクチャの各々において少なくとも１つの構成要素が使用されることが可能であり、第１
および第２の送信チェインからの位相変調成分のみを含むそれぞれの出力信号は、振幅変
調成分を含む信号を発生するために使用され、前記多規格送信機はさらに、
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つを可能化して通信信号を送信するよう構成
される実行可能符号セグメントを含む、多規格送信機。
【請求項９】
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つはＧＳＭ送信アーキテクチャである、請求
項８に記載の多規格送信機。
【請求項１０】
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つはＷＣＤＭＡ送信アーキテクチャである、
請求項８に記載の多規格送信機。
【請求項１１】
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つはＥＤＧＥ／ＴＤＭＡ送信アーキテクチャ
である、請求項８に記載の多規格送信機。
【請求項１２】
　前記実行可能符号セグメントは、入力信号に基づいて前記複数の送信アーキテクチャの
うちの１つを可能化する、請求項８に記載の多規格送信機。
【請求項１３】
　前記入力信号は、前記多規格送信機のユーザによって供給される、請求項１２に記載の
多規格送信機。
【請求項１４】
　前記入力信号は、前記多規格送信機の外部のソースから受信される、請求項１２に記載
の多規格送信機。
【請求項１５】
　多数の通信規格に準拠してデータを送信し得る携帯トランシーバであって、
　データ信号を受信し変調するよう構成される変調器と、
　変調されたデータ信号を受信し、無線周波数（ＲＦ）信号を提供するよう構成されるア
ップコンバータと、
　複数の送信チェイン内に設けられ、かつ、デジタルであって、マルチバンド使用であっ
て、ソフトウェアによる選択可能である、複数の構成要素を含む送信機とを含み、前記複
数の送信チェインは、直列に接続された、変調器、フィルタ、ミクサ、および、同期発振
器を含み、デジタルであって、マルチバンド使用であって、ソフトウェアによる選択可能
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である、前記複数の構成要素は、複数の送信アーキテクチャを含み、当該複数の送信アー
キテクチャの各々において少なくとも１つの構成要素が使用されることが可能であり、第
１および第２の送信チェインからの位相変調成分のみを含むそれぞれの出力信号は、振幅
変調成分を含む信号を発生するために使用され、前記携帯トランシーバはさらに、
　前記ＲＦ信号を送信するために前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つを可能化す
るよう構成される論理を含む、携帯トランシーバ。
【請求項１６】
　前記変調器に供給される前記データ信号を、前記可能化された送信アーキテクチャに対
応する同相（Ｉ）および直交（Ｑ）成分にフォーマット化するよう構成される論理をさら
に含む、請求項１５に記載の携帯トランシーバ。
【請求項１７】
　多規格送信機であって、
　複数の送信チェイン内に設けられ、かつ、デジタルであって、マルチバンド使用であっ
て、ソフトウェアによる選択可能である、複数の構成要素を含む送信機手段を含み、前記
複数の送信チェインは、直列に接続された、変調器、フィルタ、ミクサ、および、同期発
振器を含み、デジタルであって、マルチバンド使用であって、ソフトウェアによる選択可
能である、前記複数の構成要素は、複数の送信アーキテクチャを含み、当該複数の送信ア
ーキテクチャの各々において少なくとも１つの構成要素が使用されることが可能であり、
第１および第２の送信チェインからの位相変調成分のみを含むそれぞれの出力信号は、振
幅変調成分を含む信号を発生するために使用され、前記多規格送信機はさらに、
　前記複数の送信アーキテクチャのうちの１つを可能化して通信信号を送信するための手
段を含む、多規格送信機。
【請求項１８】
　データ信号を同相（Ｉ）および直交（Ｑ）成分にフォーマット化するための手段をさら
に含む、請求項１７に記載の多規格送信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の背景
　１．発明の分野
　この発明は一般的に、無線携帯通信装置における送信回路アーキテクチャに関する。よ
り特定的には、この発明は多数の送信方法を用いて通信可能である無線送信機のためのソ
フトウェアによって規定される多数の送信アーキテクチャに関する。
【背景技術】
【０００２】
　２．関連技術
　効率的で低コストな電子モジュールがより利用可能になるに従って、移動通信システム
はますます普及してきている。たとえば、さまざまな周波数、送信方式、変調技術および
通信プロトコルを用いて、双方向の音声およびデータ通信を手持ちの電話のような通信ハ
ンドセットにおいて提供する、通信方式の多くの変更例が存在する。異なった変調および
送信方式は各々、利点および不利点を有する。
【０００３】
　これらの移動通信システムが開発されて配布されるに従って、これらのシステムが適合
すべき多くの異なった規格が発展した。たとえば、米国においては、第３世代携帯通信シ
ステムはＩＳ－１３６規格に準拠するが、これは特定の変調方式およびアクセスフォーマ
ットの使用を要求する。ＩＳ－１３６の場合、変調方式は８－直交位相偏移変調（８ＱＰ
ＳＫ）、オフセットπ／４差動直交位相偏移変調（π／４－ＤＱＰＳＫ）またはその変更
例を用いてもよく、アクセスフォーマットはＴＤＭＡである。
【０００４】
　欧州においては、移動通信のためのグローバルシステム（global system for mobile c
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ommunications: ＧＳＭ）規格は、定包絡線変調方法を用いる狭帯域ＴＤＭＡアクセス環
境におけるガウスフィルタ型最小偏移（ＧＭＳＫ）変調方式の利用を要求する。
【０００５】
　さらに、狭帯域ＴＤＭＡ技術を用いる典型的なＧＳＭ移動通信システムにおいては、Ｇ
ＭＳＫ変調方式は、発振器から非線形パワーアンプに超低雑音の位相変調（ＰＭ）送信信
号を直接供給する。そのような構成においては、非常に効率的な非線形パワーアンプを用
いて、位相変調信号の効率的な変調およびパワー消費の最小化を可能にし得る。変調信号
が発振器から直接供給されるので、パワーアンプの前後のいずれにおいてもフィルタリン
グの必要性が最小化される。さらに、ＧＳＭトランシーバにおける出力は定包絡線変調信
号である（すなわち、位相変調（ＰＭ）信号のみを含む非時間変化信号）。
【０００６】
　多くの不定包絡線送信アーキテクチャは、ＰＭ信号と振幅変調（ＡＭ）信号との両方が
送信される変調方式を用いる。これらの方式を用いる規格は、送信される信号の帯域幅を
増大させることなくデータ転送速度を向上させる。残念ながら、上述の送信方式のすべて
に対処し得る１つの携帯トランシーバを得ることが望ましくとも、既存のＧＳＭ変調方式
は、ＰＭ成分とＡＭ成分との両方を含む信号を送信するのに容易に適合されない。この困
難性の１つの理由は、ＰＭ成分とＡＭ成分とを含む歪みのない信号を送信するためには、
高い線形性を持つパワーアンプが要求されるためである。残念ながら、高い線形性を持つ
パワーアンプは非常に非効率的で、非線形パワーアンプよりも顕著に多くのパワーを消費
し、バッテリまたは他の電源の寿命を劇的に減じる。
【０００７】
　不定包絡線変調においては、信号の振幅変調（ＡＭ）部分は、送信出力信号の振幅をば
らつかせる。定包絡線変調においては、送信出力信号は常に振幅が一定である。移動通信
のためのグローバルシステム（global system for mobile communications: ＧＳＭ）を
発展させたものであるＧＳＭ発展のため高速化されたデータ転送速度（enhanced data ra
tes for GSM evolution: ＥＤＧＥ）および広帯域符号分割多重アクセス（ＷＣＤＭＡ）
のような、出現してきている通信規格は、不定包絡線変調を用いるであろう。これらの新
しい規格に対する送信アーキテクチャは開発途上であるから、できる限り多くの規格をサ
ポートする単一の送信アーキテクチャを得ることが一般的に望ましい。
【０００８】
　定包絡線変調および不定包絡線変調の両方が可能である単一の送信アーキテクチャを開
発する１つの可能な態様は、フィルタが送信チェインに挿入された従来のアップコンバー
タを用いることである。そのようなアーキテクチャは、中間周波数（ＩＦ）での、パワー
アンプの前では無線周波数（ＲＦ）での、かつパワーアンプの後ではＲＦでの、フィルタ
を要求する。残念ながら、多規格送信アーキテクチャは、多くのフィルタが切換えられて
回路に接続および回路から切断されることを要求するか、または別個の送信チェインを要
求するであろう。
【０００９】
　さらに、新しい無線通信システム規格が出現する場合、新しい規格を満足しながら、や
はり既存の規格と「後ろ向きに互換性のある（backwards compatible）」送信アーキテク
チャを得ることが望ましい。しばしば、新しい規格は基本的に互いに合致しない原理およ
び技術を用いて設計される。たとえば、既存の規格はＴＤＭＡ、狭信号帯域、定包絡線変
調（すなわち、ＧＳＭ）を用い得る一方、新しい規格は符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ
）、広信号帯域、不定包絡線変調（すなわち、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）を用い得る
。さらに、これら２つのシステムは異なった周波数帯域で動作し得る。そのような送信規
格における相違は、システム設計プロセスを通して「波及効果」をもたらし、典型的には
非常に異なった送信アーキテクチャをもたらすであろう（すなわち、異なったフィルタリ
ング、異なったパワー増幅など）。それでも、多数の規格を満足する単一の送信アーキテ
クチャを得ることが望ましい。
【００１０】
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　無線デジタル規格のための既存の送信アーキテクチャは、送信ハードウェアの顕著な修
正なく代替的な規格をサポートするのに十分な柔軟性を有さない。その結果、既存の多規
格（「マルチバンド」または「マルチモード」とも称する）送信アーキテクチャは、能動
および受動素子の両方を含む顕著な数の構成要素を要求する。これは、単一の携帯通信装
置が２つの別々の送信機を含むことを要求し、その結果コストが高く非常に嵩が高い装置
となる。さらに、不定包絡線変調（すなわち、ＡＭ成分を含む規格）を要求する通信方式
で動作する場合、パワー効率が減じられ、その結果電池寿命が減じられかつ能動素子から
の熱放散が増大する。そのような状況の例はユニバーサル移動電話サービス（universal 
mobile telephone service: ＵＭＴＳ）規格であり、これは携帯通信装置がＧＳＭモード
およびＷＣＤＭＡモードの両方で動作することを要求する。
【００１１】
　１つの世界的な携帯通信規格の開発が益々望まれるに伴ない、送信アーキテクチャにお
ける構成要素の数を最小限にとどめながら、多数のデジタル規格で動作し得る携帯トラン
シーバを得ることが望ましいであろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　要約
　この発明の実施例は、多数の送信規格を用いて動作することが可能であるソフトウェア
によって規定される多数の送信アーキテクチャを含む。ソフトウェアによって規定される
送信アーキテクチャは、複数の送信規格のうち任意のものに準拠するデータ信号を送信す
るために選択的に可能化され得る、複数の個々に選択可能である構成要素を含む。ソフト
ウェアによって規定される送信アーキテクチャは、たとえば、移動通信のためのグローバ
ルシステム（global system for mobile communications: ＧＳＭ）、ＴＤＭＡを用いる
ＧＳＭ発展のため高速化されたデータ転送速度（enhanced data rates for GSM evolutio
n: ＥＤＧＥ）、および広帯域符号分割多重アクセス（ＷＣＤＭＡ）送信規格に準拠する
、通信信号を送信するために、関連の論理によって可能化され得る構成要素を含む。単一
の送信アーキテクチャが多数の送信規格をサポートし、こうしてマルチバンドのマルチモ
ード携帯トランシーバにおける構成要素の数を最小化しながら、能動素子の数を減じる。
【００１３】
　関連の動作方法およびコンピュータ読取可能媒体もまた提供される。この発明の他のシ
ステム、方法、特徴および利点は、以下の図面および詳細な説明の考察により当業者には
明確であるかまたは明確とされるであろう。そのようなさらなるシステム、方法、特徴お
よび利点のすべてが、この説明中に含まれ、この発明の範囲内にあり、かつ添付の特許請
求の範囲により保護されることが意図される。
【００１４】
　この発明は以下の図面を参照することにより、よりよく理解されるであろう。図中の構
成要素は必ずしもある縮尺で描かれず、重点はこの発明の原理を明確に例示することにあ
る。さらに、図中、異なった図を通して、同一の参照符号が対応の部分を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　詳細な説明
　特に携帯トランシーバを参照して説明されるが、ソフトウェアによって規定される多数
の送信アーキテクチャは、多規格動作が望まれるどのような通信装置においても実現可能
である。さらに、ソフトウェアによって規定される多数の送信アーキテクチャは、定包絡
線および不定包絡線変調が用いられるどのような送信機にも適用可能である。
【００１６】
　ソフトウェアによって規定される多数の送信アーキテクチャは、ソフトウェアとハード
ウェアとの組合せを用いて実現し得る。この発明のハードウェア部分は、特化されたハー
ドウェア素子および論理を用いて実現し得る。ソフトウェア部分はメモリ内に格納されて
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、好適な命令実行システム（マイクロプロセッサ）によって実行され得る。ソフトウェア
によって規定される多数の送信アーキテクチャのハードウェア実現例は、すべて当該技術
分野においては公知である以下の技術のいずれかまたはその組合せを含み得る。すなわち
、データ信号に応じて論理機能を実現するための論理ゲートを有する離散論理回路、適切
な論理ゲートを有する特定用途向け集積回路、プログラマブルゲートアレイ（ＰＧＡ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）などである。
【００１７】
　ソフトウェアによって規定される多数の送信アーキテクチャのためのソフトウェアは、
論理機能を実現するための実行可能な命令の順序付きリストを含み、かつ命令を命令実行
システム、装置または機器からフェッチして命令を実行し得るコンピュータに基づくシス
テム、プロセッサを含むシステムまたは他のシステムのような、命令実行システム、装置
または機器によってまたはそれと関連して用いるための、どのようなコンピュータ読取可
能媒体においても実現可能である。
【００１８】
　本文書の文脈において、「コンピュータ読取可能媒体」は、命令実行システム、装置ま
たは機器によってまたはこれに関連して用い得るプログラムを含み、格納し、通信し、伝
搬し、または搬送し得るいかなる手段でもあり得る。コンピュータ読取手段は、これらに
限られるものではないが、たとえば電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外線、または半
導体システム、装置、機器または伝搬媒体であり得る。コンピュータ読取可能媒体のより
特定的な例（非網羅的リスト）は以下を含み得る。すなわち、１つ以上の配線を有する電
気的接続（電子的）、携帯コンピュータディスケット（磁気）、ランダムアクセスメモリ
（ＲＡＭ）、読出専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読出専用メモリ（ＥＰ
ＲＯＭまたはフラッシュメモリ）（磁気）、光ファイバ（光学）、および携帯コンパクト
ディスク読出専用メモリ（ＣＤＲＯＭ）（光学）である。コンピュータ読取可能媒体は、
プログラムが印刷され得る紙または他の好適な媒体でさえあり得るが、なぜならば、プロ
グラムは紙または他の媒体のたとえば光学走査により電子的に取込まれ、次いでコンパイ
ルされ、解釈され、または必要であれば好適な態様で処理され、次いでコンピュータメモ
リに格納され得るからである。
【００１９】
　図１は、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャを含む簡略化された携帯
トランシーバ１００を示すブロック図である。携帯トランシーバ１００は、スピーカ１０
２、ディスプレイ１０４、キーボード１０６、およびマイクロホン１０８を含み、これら
のすべてがベースバンドサブシステム１１０に接続される。特定の実施例においては、携
帯トランシーバ１００は、これに限られるものではないが、たとえば移動セルラー型電話
のような携帯電気通信ハンドセットであり得る。スピーカ１０２およびディスプレイ１０
４は、当業者には公知であるように、それぞれ接続１１２および１１４を介してベースバ
ンドサブシステム１１０から信号を受ける。同様に、キーボード１０６およびマイクロホ
ン１０８はそれぞれ接続１１６および１１８を介して信号をベースバンドサブシステム１
１０に供給する。ベースバンドサブシステム１１０は、バス１２８を通じて通信する、マ
イクロプロセッサ（μＰ）１２０、メモリ１２２、アナログ回路１２４、およびデジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）１２６を含む。単一のバスとして図示されるが、バス１２８は
必要であれば、ベースバンドサブシステム１１０内のサブシステム同士で接続する多数の
バスを用いて実現されてもよい。
【００２０】
　以下に説明するソフトウェアによって規定される多数の送信アーキテクチャが実現され
る態様に依存して、ベースバンドサブシステム１１０は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）１３５およびフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）１３３をも含み得
る。
【００２１】
　マイクロプロセッサ１２０およびメモリ１２２は、携帯トランシーバ１００のための信
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号タイミング、処理および格納機能を提供する。アナログ回路１２４は、ベースバンドサ
ブシステム１１０内の信号のためのアナログ処理機能を提供する。ベースバンドサブシス
テム１１０は、接続１３２を介して無線周波数（ＲＦ）サブシステムに制御信号を提供す
る。単一の接続１３２として図示されるが、制御信号はＤＳＰ１２６、ＡＳＩＣ１３５、
ＦＰＧＡ１３３またはマイクロプロセッサ１２０から発生して、ＲＦサブシステム１３０
内のさまざまなポイントに供給されてもよい。簡略化のために、ここでは携帯トランシー
バ１００の基本的な構成要素のみが図示されることに留意されたい。ベースバンドサブシ
ステム１１０によって提供される制御信号は、以下に詳細に説明するようにＲＦサブシス
テム１３０内のさまざまな構成要素を制御する。
【００２２】
　ソフトウェアによって規定される多数の送信アーキテクチャが、マイクロプロセッサ１
２０によって実行されるソフトウェアにおいて実現される場合、メモリ１２２は、以下に
詳細に説明するような送信規定ソフトウェア３００をも含む。送信規定ソフトウェアは、
メモリ内に格納されマイクロプロセッサ１２０によって実行される１つ以上の実行可能符
号セグメントを含む。これに代えて、送信規定ソフトウェア３００の機能は、ＡＳＩＣに
符号化されるか、またはＦＰＧＡによって実行され得る。メモリ１２２が書換可能であり
、かつＦＰＧＡが再プログラム可能であるので、送信規定ソフトウェア３００への更新は
、これらの方法のいずれかを用いて実現する場合に携帯トランシーバ１００に遠隔的に送
られ格納され得る。
【００２３】
　ベースバンドサブシステム１１０は、アナログ－デジタルコンバータ（ＡＤＣ）１３４
およびデジタル－アナログコンバータ（ＤＡＣ）１３６および１３８をも含む。ＤＡＣ１
３６および１３８は２つの別々の装置として図示されるが、ＤＡＣ１３６および１３８の
機能を果たす単一のデジタル－アナログコンバータを用い得ることを理解されたい。ＡＤ
Ｃ１３４、ＤＡＣ１３６およびＤＡＣ１３８は、バス１２８を介してマイクロプロセッサ
１２０、メモリ１２２、アナログ回路１２４およびＤＳＰ１２６とも通信し得る。ＤＡＣ
１３６は、ベースバンドサブシステム１１０内のデジタル通信情報をアナログ信号に変換
して、接続１４０を介してＲＦサブシステム１３０に送信する。ＤＡＣ１３８は、参照電
圧パワーレベル信号を、接続１４４を介してパワー制御素子１６１に提供する。２つの方
向付けられた矢印で示されるが、接続１４０はデジタルドメインからアナログドメインへ
の変換後にＲＦサブシステム１３０によって送信され得る情報を含む。
【００２４】
　ＲＦサブシステム１３０は変調器１４６を含むが、これは接続１５０を介して合成器１
４８から「局部発振器」信号または「ＬＯ」とも称する周波数参照信号を受信した後に、
受信したアナログ情報を変調し、変調された信号を接続１５２を介してアップコンバータ
１５４に与える。定包絡線変調方法において、変調された送信信号は一般に位相情報のみ
を含む。アップコンバータ１５４は、接続１５６を介して合成器１４８から周波数参照信
号をも受信する。合成器１４８は、アップコンバータ１５４が接続１５２上の変調された
信号をアップコンバートする適切な周波数を決定する。
【００２５】
　以下に詳細に説明するように、合成器１４８、変調器１４６、アップコンバータ１５４
およびパワーアンプ１６０は、以下に説明する他の構成要素と併せて、複数の通信規格の
うちの任意のものに準拠する情報の送信が可能であるソフトウェアによって規定される多
数の送信アーキテクチャを形成する。ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチ
ャ２００は一般に複数の選択可能構成要素を含む。選択可能構成要素はともに、いくつも
の構成要素が異なった送信アーキテクチャ間で共有される複数の異なった送信アーキテク
チャを含む。送信規定ソフトウェア３００は、可能であるいくつかの送信アーキテクチャ
のうちのいずれが可能化されるべきかを、用いられている通信規格に依存して決定する。
送信規定ソフトウェア３００は次いで、ソフトウェアによって規定される送信アーキテク
チャ２００内の適切な構成要素を可能化して、所望の規格で通信を可能化する。
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【００２６】
　送信規定ソフトウェア３００は、送信されるべきデータに対する適切なフォーマットを
も決定する。以下により詳細に説明するように、データは一般にベースバンドサブシステ
ム１１０によって同相（Ｉ）および直交（Ｑ）成分にフォーマット化される。ＩおよびＱ
信号は異なった形式をとり、用いられる通信規格に依存して異なってフォーマット化され
得る。ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００が多数の送信方法が可
能であるので、送信規定ソフトウェア３００は利用可能である送信方法の各々に一致する
ようにデータをフォーマット化することが可能である。
【００２７】
　アップコンバータ１５４は、変調された信号を接続１５８を介してパワーアンプ１６０
に供給する。パワーアンプ１６０は、接続１５８上の変調された信号を適切なパワーレベ
ルに増幅して、接続１６２を介してアンテナ１６４に送信する。例示的に、スイッチ１６
６は、接続１６２上の増幅された信号がアンテナ１６４に転送されるのか、またはアンテ
ナ１６４から受信した信号がフィルタ１６８に供給されるのかを制御する。スイッチ１６
６の動作は、接続１３２を介したベースバンドサブシステム１１０からの制御信号により
制御される。これに代えて、スイッチ１６６は、当業者には公知であるように、送信信号
および受信信号の同時の通過を可能にするフィルタ対（たとえば送受切換器）で置換えら
れてもよい。
【００２８】
　接続１６２上の増幅された送信信号エネルギの一部が、接続１７０を介してパワー制御
素子１６１に供給される。パワー制御素子１６１は、パワー制御フィードバック閉ループ
を形成して、パワーアンプ１６０の出力パワーを制御し、かつ接続１７２を介してパワー
制御フィードバック信号をも供給し得る。
【００２９】
　アンテナ１６４によって受信された信号は、受信フィルタ１６８に向けられる。受信フ
ィルタ１６８は受信した信号をフィルタリングし、接続１７４上のフィルタリングした信
号を低雑音増幅器（ＬＮＡ）１７６に供給する。受信フィルタ１６８はバンドパスフィル
タであり、これは携帯トランシーバ１００が動作する特定のセルラーシステムのすべての
チャネルを通過させる。例として、９００ＭＨｚのＧＳＭシステムについては、受信フィ
ルタ１６８は、各々２００ｋＨｚの１２４隣接チャネルのすべてを包含する９３５．１Ｍ
Ｈｚから９５９．９ＭＨｚのすべての周波数を通過させる。このフィルタの目的は、所望
の領域外のすべての周波数を拒絶することである。ＬＮＡ１７６は、接続１７４上の非常
に弱い信号を、ダウンコンバータ１７８がその信号を送信周波数からベースバンド周波数
に再変換することが可能なレベルまで増幅する。これに代えて、ＬＮＡ１７６およびダウ
ンコンバータ１７８の機能は、これらに限定されるものではないが、たとえば低雑音ブロ
ックダウンコンバータ（ＬＮＢ）のような他の素子を用いても達成し得る。
【００３０】
　ダウンコンバータ１７８は、「局部発振器」信号または「ＬＯ」とも称する周波数参照
信号を、接続１８０を介して合成器１４８から受信し、該信号は、接続１８２を介してＬ
ＮＡ１７６から受信した信号をダウンコンバートすべき適切な周波数をダウンコンバータ
１７８に指示する。ダウンコンバートされた周波数は中間周波数またはＩＦと称する。ダ
ウンコンバータ１７８は、ダウンコンバートされた信号を接続１８４を介して、「ＩＦフ
ィルタ」とも称するチャネルフィルタ１８６に送る。チャネルフィルタ１８６はダウンコ
ンバートされた信号をフィルタリングし、これを接続１８８を介して増幅器１９０に供給
する。チャネルフィルタ１８６は１つの所望のチャネルを選択し他のすべてを拒絶する。
例としてＧＳＭシステムを用いて、隣接する１２４チャネルのうちの１つのみが実際に受
信される。すべてのチャネルが受信フィルタ１６８によって通過されてダウンコンバータ
１７８により周波数がダウンコンバートされた後で、１つの所望のチャネルのみがチャネ
ルフィルタ１８６の中心周波数に正確に現われる。
【００３１】



(9) JP 4554593 B2 2010.9.29

10

20

30

40

50

　ダウンコンバータ１７８に対し接続１８０上に供給される局部発振器周波数を制御する
ことにより、合成器１４８は選択されたチャネルを決定する。増幅器１９０は受信した信
号を増幅し、増幅された信号を接続１９２を介して復調器１９４に供給する。復調器１９
４は送信されたアナログ情報を復元して、この情報を表わす信号を接続１９６を介してＡ
ＤＣ１３４に供給する。ＡＤＣ１３４は、これらのアナログ信号をデジタル信号にベース
バンド周波数で変換して、信号をバス１２８を介してさらなる処理のためにＤＳＰ１２６
に転送する。
【００３２】
　これに代えて、接続１８４でのダウンコンバートされた搬送周波数（ＩＦ周波数）は０
Ｈｚであってもよく、この場合受信機は「直接変換受信機」と称する。そのような場合に
は、チャネルフィルタ１８６はローパスフィルタとして実現され、復調器１９４は省略し
得る。
【００３３】
　図２は、図１のソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００を図示する
ブロック図である。ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００は複数の
構成要素を含み、そのさまざまな組合せをいくつもの異なった送信規格でデータを送信す
るために用い得る。たとえば、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２０
０は、ＧＳＭ、ＥＤＧＥ／ＴＤＭＡおよびＷＣＤＭＡ規格で信号を送信するために送信規
定ソフトウェア３００（図１）によって選択的に可能化され得る構成要素を含む。
【００３４】
　ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００は、「局部発振器」（ＬＯ
）信号を接続２０１を介して供給する合成器１４８（図１）を含む。接続２０１は、図１
における接続１５０および１５６と同様である。ＬＯ信号は、分周器２０２と無線周波数
（ＲＦ）ミクサ２１６および２５１とに供給される。分周器２０２は、合成器１４８の入
力周波数を４で除算し、分周された周波数出力を接続２０３、２０５および２７１に与え
る。０°ＬＯ信号が接続２０３に供給され、９０°ＬＯ信号が接続２０５に供給される一
方、接続２７１をわたって供給されるＬＯ信号の位相は任意である。簡略化された実施例
において、接続２０３または接続２０５のいずれかを接続２７１の代わりに用い得る。図
３、図４および図５を参照してより詳細に説明するが、ソフトウェアによって規定される
送信アーキテクチャ２００は複数の異なった送信規格の任意のものでデータ信号を送信す
るために用い得る。したがって、図２の構成要素の各々の、送信規格特有の説明は図３、
図４および図５に提供し、図２については構成要素の基本的な説明のみを提供する。
【００３５】
　簡略化のために省略されるが、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２
００内の構成要素の各々は、図１の制御信号線１３２への接続を含む。制御信号線１３２
は、所望の送信規格に依存してソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２０
０内で特定の構成要素を可能化しかつ活性化する送信規定ソフトウェア３００によって典
型的には発生される信号を提供する。
【００３６】
　例示的なソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００は、ＧＳＭ、ＥＤ
ＧＥ／ＴＤＭＡ、およびＷＣＤＭＡ送信規格の任意のものを用いて携帯トランシーバ１０
０が通信することを可能にする構成要素を含む。したがって、定包絡線（すなわち、ＰＭ
信号のみを含むもの）または不定包絡線（すなわち、ＰＭ信号とＡＭ信号との両方を含む
もの）出力のいずれかがソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００によ
って提供され得る。ＧＳＭ規格は、定包絡線パワー出力を要求する。したがって、図２に
ついて説明するように、ＧＳＭに対しては単一の送信チェインのみを用い得る（すなわち
、Ｉ／Ｑ変調器２０６、ローパスフィルタ２１２、ＲＦミクサ２１６、同期発振器２１８
、およびパワーアンプ２２６がＧＳＭに対する送信チェインを形成する）。
【００３７】
　しかしながら、以下に説明するように、ＥＤＧＥ／ＴＤＭＡ送信信号は、上述の送信チ
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ェインの出力と、Ｉ／Ｑ変調器２４１、ローパスフィルタ２４７、ＲＦミクサ２５１、同
期発振器２５４およびパワーアンプ２６１によって形成される送信チェインの出力とを合
成することにより形成し得る。２つの送信チェインの出力は、「位相ずらし」と称する技
術を用いて合成し得る。この技術は、ＰＭ成分のみを含む２つの信号の位相差を用いてＰ
Ｍ成分とＡＭ成分との両方を含む信 号を発生させるが、これはここに引用により援用さ
れる２００２年７月２９日出願の「ミラー変換ループ送信機アーキテクチャ（Mirror Tra
nslation Loop Transmitter Architecture）」（代理人整理番号第００ＣＸＴ０５２２Ｗ
）と題する、共通に譲渡された同時係属中の米国特許出願であって、現在は２００６年７
月２５日に発行された米国特許第７，０８２，１６９である、に記載される。
【００３８】
　これに代えて、ＧＳＭのために上述の２つの送信チェインをも用い得る。そのような構
成においては、２つのチェインは常に同相でなければならない。２つの送信チェインの出
力は、より高い振幅出力を得るために合わせて加算される。たとえば、１つのチェインの
みの場合に比べて、６ｄＢ大きな信号と３ｄＢだけ多いノイズとが得られる。したがって
、この場合、加算される２つのベクトルが常に同じ方向を指すので「位相ずらし」は用い
られていない。
【００３９】
　ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００は、移相器２４５を含む。
移相器２４５は、どのような移相器を含んでもよいが、この実施例においては、１対の同
相（Ｉ）／直交（Ｑ）（Ｉ／Ｑ）変調器２０６および２４１を含む。接続２０５上の分周
器２０２の出力は、Ｉ／Ｑ変調器２０６およびＩ／Ｑ変調器２４１の両方に供給される。
送信規定ソフトウェア３００によってどの構成要素が活性化されるかに依存して、ソフト
ウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００を介して送信されるべきデータ信号
はＩ／Ｑ変調器２０６および２４１のうちの１つまたはその両方に供給される。データは
同相（Ｉ）成分および直交（Ｑ）成分の形式で供給される。たとえば、ＧＳＭ通信規格を
用いて送信する場合、Ｉ成分は接続２０７を介してＩ／Ｑ変調器２０６に供給され、Ｑ成
分は接続２０８を介してＩ／Ｑ変調器２０６に供給される。ＥＤＧＥ／ＴＤＭＡ（または
ＧＳＭが２つの上述の送信チェインの出力を合成する場合にはＧＳＭ）通信の場合におい
ては、ＩおよびＱ成分がそれぞれ接続２４２および２４４を介してＩ／Ｑ変調器２４１に
も供給される。
【００４０】
　Ｉ／Ｑ変調器２０６の出力は、接続２０９を介してローパスフィルタ２１２に供給され
る。ローパスフィルタ２１２は、接続２０９上の信号に存在するいずれの３次以上の高調
波をも拒絶する。ローパスフィルタ２１２の出力は、接続２１４を介してＲＦミクサ２１
６に供給される。ＲＦミクサ２１６は、合成器１４８から接続２０１を介して局部発振器
（ＬＯ）信号を受信し、２つの信号を混合して接続２１４上の信号を、接続２１７上の無
線周波数（ＲＦ）信号にアップコンバートする。残念ながら、ＲＦミクサ２１６は高いノ
イズフロアを有し、したがって、不所望なスプリアス放射（たとえば、所望の周波数にス
ペクトル的に近いアップコンバート副産物）がＲＦミクサ２１６から放射されるおそれが
ある。このスプリアス放射およびノイズを減じるために、ＲＦミクサ２１６の出力は同期
発振器２１８に供給される。
【００４１】
　その全体がここに引用により援用される２００２年８月３０日出願の「変換ループにお
ける同期発振器を組み入れた無線送信機（Wireless Transmitter Incorporating a Synch
ronous Oscillator in a Translation Loop）」（代理人整理番号第０１ＣＸＴ０２８８
Ｗ）と題する共通に譲渡された同時係属中の米国特許出願であって、現在は２００５年１
１月１日に発行された米国特許第６，９６１，５４７である、にその詳細が記載される同
期発振器２１８は、再生成受信機として作用し、それにより接続２１７上の信号の周波数
で発振してミクサ２１６からのすべてのスプリアス放射を拒絶し、これにより所望のＲＦ
周波数できれいに変調された出力信号を提供する。
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【００４２】
　同期発振器２１８の出力はスイッチ２２１に供給される。スイッチ２２１の位置は、同
期発振器の出力がミクサに与えられるか（ＷＣＴＭＡ動作の場合）、または別のスイッチ
２８１を介して対応のパワーアンプ（ＧＳＭまたはＥＤＧＥ／ＤＭＡ動作の場合）に直接
与えられるかを決定する。スイッチ２２１および２８１の動作は、送信規定ソフトウェア
３００（図１）の指示の下で、接続１３２を介した制御信号により制御される。同期発振
器２１８の出力は、スイッチ２２１および２８１によって接続２２２および２２４を介し
てパワーアンプ２２６の入力に直接向けられる。パワーアンプ２２６は図１のパワーアン
プ１６０の機能を果たす。接続２２４上の信号は、パワーアンプ２２６によって増幅され
、接続２２８を介して出力として供給される。
【００４３】
　Ｉ／Ｑ変調器２４１の出力は、接続２４６を介してローパスフィルタ２４７に供給され
る。ローパスフィルタ２４７は、ローパスフィルタ２１２と同様に、接続２４６上の信号
に存在するいずれの３次以上の高調波をも拒絶する。ローパスフィルタ２４７の出力は、
接続２４８を介してＲＦミクサ２５１に供給される。ＲＦミクサ２５１は、合成器１４８
から接続２０１を介して局部発振器（ＬＯ）信号を受信し、２つの信号を混合して接続２
４８上の信号を、ＲＦミクサ２１６と同様の態様で、接続２５２上の無線周波数（ＲＦ）
信号にアップコンバートする。同様に、接続２５２上のスプリアス放射を減じるために、
ＲＦミクサ２５１の出力は同期発振器２５４に供給され、これは同期発振器２１８と同様
に動作する。
【００４４】
　同期発振器２５４の出力はスイッチ２５６に供給される。スイッチ２５６の位置は、同
期発振器の出力がミクサに与えられるか（ＷＣＤＭＡ動作の場合）、またはスイッチ２７
９を介して対応のパワーアンプに直接与えられるか（ＧＳＭ（両方の送信チェインが用い
られる場合）、またはＥＤＧＥ／ＴＤＭＡ動作の場合）を決定する。スイッチ２５６およ
び２７９の動作は、送信規定ソフトウェア３００（図１）の指示の下で接続１３２を介し
た制御信号によって制御される。同期発振器２５４の出力はスイッチ２５６および２７９
により、接続２５７および２５８を介してパワーアンプ２６１の入力に直接向けられる。
パワーアンプ２６１は、図１のパワーアンプ１６０の機能を果たす。接続２５８上の信号
は、パワーアンプ２６１によって増幅され、接続２６２を介して出力として供給される。
【００４５】
　両方の送信チェインが用いられる場合、上述の米国特許出願「ミラー変換ループ送信機
アーキテクチャ」に記載されるように、Ｉ／Ｑ変調器２０６および２４１からの位相が変
更された位相変調信号を用いて振幅変調（ＡＭ）信号を形成することが可能である。これ
らの信号は上述のように、ＲＦミクサ２１６および２５１、ならびに同期発振器２１８お
よび２５４に供給される。しかしながら、上述の２つの送信チェインに供給される信号は
、ＥＤＧＥ／ＴＤＭＡについては振幅が一定であるが逆位相デルタを有し、ＧＳＭ動作が
両方の送信チェインを用いる場合にはＧＳＭについては振幅が一定であり同相である。こ
れらの２つの信号は、パワーアンプ２２６および２６１によって増幅され、その出力は加
算素子２６８においてともに加算される。接続２６９上の加算素子２６８の出力は、２つ
の送信チェインの合成出力である。２つの送信チェインが逆位相デルタを有する信号を受
信した場合、接続２６９上の出力はＰＭ成分とＡＭ成分との両方を含み得る。そのような
送信方法は、上述のように「位相ずらし」と称する。しかしながら、２つの送信チェイン
が同相の信号を受信した場合には、両方の送信チェインが同相である信号を処理するが、
これは合成された場合に、信号対ノイズ比が向上した信号をもたらす。
【００４６】
　ＷＣＤＭＡ送信規格での動作については、分周器２０２の出力は接続２７１を介して中
間周波数（ＩＦ）可変利得増幅器（ＶＧＡ）２７２にも供給される。接続２７１は、これ
に代えて、接続２０３または２０５であってもよい。ＩＦ　ＶＧＡ２７２は、中間周波数
非変調信号をもたらす。ＷＣＤＭＡ送信規格の広範な振幅ばらつきを満たすために、ＩＦ
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　ＶＧＡ２７２は、大きな振幅範囲を提供する。ＩＦ　ＶＧＡは、接続２７６上の信号に
与えられる利得を規定する。ＩＦ　ＶＧＡ２７２の出力は、接続２７６を介してバンドパ
スフィルタ２７７に供給される。バンドパスフィルタ２７７は、所望のＩＦ信号が存在す
る通過帯域を規定する。バンドパスフィルタ２７７の出力は、接続２７８を介してミクサ
２８４および２８８に供給される。ミクサ２８４の出力は、接続２２４およびスイッチ２
８１を介して増幅器２２６に供給される一方、ミクサ２８８の出力は接続２５８およびス
イッチ２７９を介して増幅器２６１に供給される。スイッチ２７９および２８１は送信規
定ソフトウェア３００の指示の下で制御信号１３２によって制御され、ＷＣＤＭＡモード
で動作することが望ましい場合、スイッチはミクサ２８８および２８４の出力をそれぞれ
パワーアンプ２６１および２２６に向ける。増幅器２２６および２６１の動作は上述のと
おりである。
【００４７】
　図３は、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００がＧＳＭ規格を用
いて動作する場合に用いられる構成要素を示すブロック図である。ＧＳＭのために用いら
れる構成要素は太線で示される一方、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチ
ャ２００における他の構成要素は点線で示されて、これらが用いられていないことを示す
。しかしながら、ＥＤＧＥ／ＴＤＭＡ送信のために用いられるこの発明の実施例を示す図
４のアーキテクチャをＧＳＭのためにも用いることができる。しかしながら、ＧＳＭにお
いては、２つの異なった送信チェインにおける信号の位相は同相である。
【００４８】
　単一の信号送信チェインが図３で用いられていると仮定すると、合成器１４８は局部発
振器信号を分周器２０２と、接続２０１を介してＲＦミクサ２１６とに供給する。分周器
２０２の出力は、接続２０３および２０５を介してＩ／Ｑ変調器２０６に供給される。接
続２０７および２０８を介して供給されるＩ／Ｑ信号成分は、それらがＧＳＭ変調フォー
マットに準拠するように送信規定ソフトウェア３００によってフォーマット化される。
【００４９】
　Ｉ／Ｑ変調器の出力は、接続２０９を介してローパスフィルタ２１２に供給される。ロ
ーパスフィルタ２１２は、接続２０９上のいかなる３次以上の高調波をも拒絶し、接続２
１４上の送信信号をＲＦミクサ２１６に供給する。ＲＦミクサ２１６は、接続２１４上の
信号を接続２１７上のＲＦ信号にアップコンバートする。接続２１７上のＲＦ信号は、同
期発振器２１８に供給され、これは接続２１７上のいかなるスプリアスな信号およびノイ
ズをも拒絶して、きれいに変調された信号を、スイッチ２２１、接続２２２およびスイッ
チ２８１を介してパワーアンプ２２６に供給する。この実施例においては、スイッチ２２
１および２８１は送信規定ソフトウェア３００により、出力信号を直接同期発振器２１８
からパワーアンプ２２６に向けるように制御される。パワーアンプ２２６は、接続２２８
上の出力信号を携帯トランシーバ１００のアンテナ（図示せず）に与える。パワーアンプ
２２６の出力の一部は、接続２３１および２６４を介してパワーアンプ制御「ＰＡＣ」ユ
ニット２３２に向けられる。パワーアンプ制御ユニット２３２は、閉ループパワー制御シ
ステムであり、これは接続２３４上のパワーアンプ制御信号を、パワーアンプ２２６の制
御入力２２９に与える。接続２２８上のパワーアンプ２２６の出力は、携帯トランシーバ
１００のアンテナ（図示せず）に向けられる出力信号である。
【００５０】
　図４は、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００がＥＤＧＥ／ＴＤ
ＭＡ規格を用いて動作する場合に用いられる構成要素を示すブロック図である。分周器２
０２の出力は、接続２０３および２０５を介してＩ／Ｑ変調器２０６およびＩ／Ｑ変調器
２４１の両方に供給される。各変調器は、分周器２０２の出力の０°および９０°成分の
両方を受ける。ＥＤＧＥ／ＴＤＭＡ変調がＰＭ成分とＡＭ成分との両方を含むので、上述
の「位相ずらし」技術が、上述の「ミラー変換ループ送信機アーキテクチャ」と題すると
もに譲渡された同時係属中の米国特許出願に記載されるように用いられて、不定包絡線送
信フォーマットにおける位相変調成分と振幅変調成分との両方を提供する。
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【００５１】
　接続２０９上のＩ／Ｑ変調器２０６からの信号出力は、上述の「ミラー変換ループ送信
機アーキテクチャ」と題するともに譲渡された同時係属中の米国特許出願に記載されるよ
うに、各変調器に与えられる逆位相デルタ成分によって決定されて、接続２４６上のＩ／
Ｑ変調器２４１からの信号出力とは位相がずれている。これらの信号は、それぞれのロー
パスフィルタ２１２および２４７に供給される。ローパスフィルタ２１２および２４７の
出力は、それぞれのＲＦミクサ２１６および２５１に供給される。ＲＦミクサ２１６の出
力は接続２１７を介して同期発振器２１８に供給され、ＲＦミクサ２５１の出力は接続２
５２を介して同期発振器２５４に供給される。同期発振器２１８および２５４はそれぞれ
接続２１７および２５２上のいかなるスプリアスな信号およびノイズをも拒絶し、それぞ
れの出力をそれぞれスイッチ２２１および２５６に提供する。
【００５２】
　送信規定ソフトウェア３００は、同期発振器２１８の出力が接続２２２およびスイッチ
２８１を介してパワーアンプ２２６に向けられ、かつ同期発振器２５４の出力が接続２５
７およびスイッチ２７９を介してパワーアンプ２６１に向けられるよう、スイッチ２２１
および２５６を制御する。この実施例においては、２つのパワーアンプ２２６および２６
１の組合せは集合的に図１のパワーアンプ１６０を含む。パワーアンプ２２６の出力は、
接続２２８を介して加算素子２６８に向けられる一方、パワーアンプ２６１の出力は接続
２６２を介して加算素子２６８に向けられる。各パワーアンプ２２６および２６１の出力
の一部はまた、パワーアンプ制御素子２３２の入力として、接続２３１および接続２６４
を介しても向けられる。パワーアンプ制御素子２３２は、接続２３４および２６７上のパ
ワーアンプ制御信号を、パワーアンプ２２６および２６１のそれぞれの制御入力２２９お
よび２６６に与える。
【００５３】
　加算素子２６８は、各パワーアンプの出力を合成して、接続２６９上に合成信号を与え
る。接続２６９上の合成信号は、ＰＭ成分とＡＭ成分との両方を含み、携帯トランシーバ
１００のアンテナ（図示せず）に向けられる。
【００５４】
　図５は、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００がＷＣＤＭＡ規格
を用いて動作する場合に用いられる構成要素を示すブロック図である。ＷＣＤＭＡモード
において用いられる場合、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００の
すべての構成要素が可能化される。接続２０３および２０５に加えて、分周器２０２の出
力が接続２７１を介してＩＦ　ＶＧＡ２７２に向けられる。上述のように、接続２７１上
の信号は接続２０３または２０５上の信号のいずれかと置き換えられてもよい。上述のよ
うに、ＩＦ　ＶＧＡ２７２は、接続２７６上の大きな振幅範囲を有する中間周波数非変調
信号をバンドパスフィルタ２７７に与える。バンドパスフィルタ２７７は、所望の周波数
帯域における信号を接続２７８上に通過させる。接続２７８は、バンドパスフィルタ２７
７の出力を接続２８２および２８６からミクサ２８４および２８８にそれぞれ向ける。送
信規定ソフトウェア３００は、同期発振器２１８が接続２２３に向けられ、同期発振器２
５４の出力が接続２５９に向けられるように、スイッチ２２１および２５６を再位置決め
する。接続２２３は、同期発振器２１８の出力をミクサ２８４に向ける一方、接続２５９
は同期発振器２５４の出力をミクサ２８８に向ける。
【００５５】
　ＧＳＭおよびＥＤＧＥ／ＴＤＭＡについて、同期発振器２５４および２１８の出力は送
信周波数にある。しかしながら、ＷＣＤＭＡについては、送信周波数を得るためにはＦUH

P／４の量だけ周波数を増大させるためにもう１回の混合を必要とする。ＷＣＤＭＡ送信
周波数は、ＤＣＳ１８００／ＰＣＳ１９００よりも少し高いことに留意されたい。これは
、図３、図４および図５において周波数図を用いて示される。しかしながら、このＷＣＤ
ＭＡ周波数差だけがミクサ２８８および２８４を含める理由ではないことに留意されたい
。ミクサ２８８および２８４は、接続２５９および２２３上の固定振幅信号とＩＦ　ＶＧ
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Ａ２７２によって与えられる可変振幅信号とを混合することにより、広範囲の振幅制御を
提供する。「可変振幅」は、送信されるべき平均のパワーレベルを指す。ＩＦ　ＶＧＡ２
７２の利得は、ＷＣＤＭＡモードで動作する場合、出力２６９で所望である出力パワーに
従って設定される。
【００５６】
　例示のために、パワーアンプの利得は約５０ｄＢだけばらついてもよく、これはＧＳＭ
およびＥＤＧＥ／ＴＤＭＡシステムには十分であるが、ＷＣＤＭＡシステムは典型的には
９０ｄＢの範囲を用いる。したがって、ＩＦ信号の振幅はＩＦ　ＶＧＡ２７２によって約
４０ｄＢだけばらつきを与えられる。ＩＦ信号は次いでそれぞれミクサ２８４および２８
８において同期発振器２１８および２５４の出力と混合され、その後パワーアンプ２２６
および２６１にこれらの信号が供給される。
【００５７】
　ミクサ２８４は、同期発振器２１８の低雑音ＲＦ出力を接続２８２上のバンドパスフィ
ルタ２７７の出力と合成し、ミクサ２８８は同期発振器２５４の低雑音ＲＦ出力を接続２
８６上のバンドパスフィルタ２７７の出力と合成する。
【００５８】
　送信規定ソフトウェア３００はまた、ミクサ２８４の出力が接続２２４を介してパワー
アンプ２２６に供給され、ミクサ２８８の出力が接続２５８を介してパワーアンプ２６１
に供給されるように、スイッチ２８１および２７９を再び位置決めする。パワーアンプ２
２６および２６１の動作は上述のとおりである。ミクサ２８４および２８８が適切に動作
して低雑音出力をもたらすには、ミクサポートが適切に選択されねばならないことに留意
されたい。各ミクサは「ＬＯ」入力ポートと「小信号」入力ポートとを有する。ミクサ２
８８のＬＯポートは入力２５９であり、ミクサ２８４のＬＯポートは入力２２３である。
ミクサ２８８の「小信号」ポートは入力２８６であり、ミクサ２８４の「小信号」ポート
は入力２８２である。これは、ミクサにとってＬＯとして好適である比較的大きな一定の
振幅の信号を同期発振器がもたらす一方、ＩＦ　ＶＧＡ２７２は、比例する態様でミクサ
出力振幅に影響を与えることが意図される可変振幅信号をもたらすからである。
【００５９】
　送信規定ソフトウェア３００は、選択された送信規格に依存してＩおよびＱ信号成分を
フォーマット化する。したがって、ＩおよびＱ成分は、選択された送信規格に依存して異
なったフォーマットとなる。たとえば、ＩおよびＱ信号成分はＧＳＭ、ＥＤＧＥ／ＴＤＭ
ＡおよびＷＣＤＭＡについて異なったフォーマットを有し、また定包絡線パワー出力また
は不定包絡線パワー出力がもたらされるかに依存して異なったフォーマットを有し得る。
【００６０】
　ここで説明するように、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００は
、既存のハードウェアを広範に再利用してさまざまなデジタルセルラーフォーマットをサ
ポートする。ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００は、単一のモジ
ュール上の携帯トランシーバの送信部分の実現手段が、最小限の数の構成要素を用い、か
つ最小限の量の基板空間を用いて、低コストで高性能を達成することを可能にする。図２
から図５に示す総じて非線形である構成要素を用いてほぼ線形である出力信号を形成する
ことは、ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャ２００が、ＷＣＤＭＡモー
ドにおいて用いられる場合に既存の送信アーキテクチャと比較してパワー効率の顕著な向
上を達成することを可能にする。重要なことに、ソフトウェアによって規定される送信ア
ーキテクチャ２００は、多規格のマルチバンド動作をサポートするために外部の表面弾性
波（ＳＡＷ）または他のフィルタを要求しない。ＷＣＤＭＡ規格を用いた動作については
、ＩＦ　ＶＧＡ２７２が非変調搬送信号のみを増幅するので、ＩＦ　ＶＧＡ２７２に厳し
い線形性要件を課すことなく広いダイナミックレンジが達成される。
【００６１】
　図６は、図１の送信規定ソフトウェア３００の動作を示すフローチャート６００である
。ブロック６０２において、携帯トランシーバ１００が初期化される。ブロック６０４に
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おいて、送信規定ソフトウェア３００は、通信が発生するであろう通信規格を判断する。
これは、たとえば、携帯トランシーバ１００が通信している基地局からの信号を受信し復
号化することにより達成される。初期化シーケンスの間に、携帯トランシーバ１００は活
性化して近くの基地局からの信号を待ち受ける（listen for）ことができる。基地局から
受信された信号は、基地局が携帯トランシーバ１００と通信することを所望する通信規格
を判断する情報を含み得る。
【００６２】
　これに代えて、携帯トランシーバ１００のユーザが、携帯トランシーバ１００に関連す
る制御入力（たとえば、図１のキーボード１０６）での対話を介して通信規格を判断して
もよい。
【００６３】
　ブロック６０６において、送信規定ソフトウェア３００は、通信規格が定包絡線変調フ
ォーマットを用いるか、または不定包絡線変調フォーマットを用いるかを判断する。定包
絡線変調フォーマットが用いられていると判断された場合、ブロック６１２において、Ｉ
およびＱ信号が定包絡線変調フォーマットに対してフォーマット化される。不定包絡線変
調フォーマットが用いられていると判断された場合、ブロック６１４において、Ｉおよび
Ｑ信号が不定包絡線変調フォーマットに対してフォーマット化される。
【００６４】
　ブロック６１６において、送信規格が判断され、ＩおよびＱ信号が適切にフォーマット
化された後で、送信規定ソフトウェア３００は、判断された送信規格に基づきソフトウェ
アによって規定される送信アーキテクチャ２００内の適切な構成要素を活性化する。たと
えば、もし携帯トランシーバ１００がＧＳＭ規格を用いて通信すべきである場合、図３に
示す構成要素が、ベースバンドサブシステム１１０から接続１３２を介してＲＦサブシス
テム１３０に送られた制御信号を用いて送信規定ソフトウェア３００によって活性化され
る。システムが実現される態様に依存して、制御信号１３２はＤＳＰ１２６において、Ａ
ＳＩＣ１３５において、またはＦＰＧＡ１３３から発生し得る。
【００６５】
　ブロック６１８において、送信規定ソフトウェア３００は適切に選択された構成要素を
用いて送信を開始する。
【００６６】
　この発明のさまざまな実施例が説明されてきたが、当業者には、この発明の範囲内にあ
るより多くの実施例および実現例が可能であることが明らかであろう。したがって、この
発明は添付の特許請求の範囲およびそれらの等価物以外により限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャを含む簡略化された携帯ト
ランシーバを示すブロック図である。
【図２】図１のソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャを示すブロック図で
ある。
【図３】ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャがＧＳＭ規格を用いて動作
する場合に用いられる構成要素を示すブロック図である。
【図４】ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャがＥＤＧＥ／ＴＤＭＡ規格
を用いて動作する場合に用いられる構成要素を示すブロック図である。
【図５】ソフトウェアによって規定される送信アーキテクチャがＷＣＤＭＡ規格を用いて
動作する場合に用いられる構成要素を示すブロック図である。
【図６】図１の送信規定ソフトウェアの動作を示すフローチャートである。
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