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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
デジタルの変調データに基づき周波数変調を行う周波数変調装置であって、
与えられた分周数データの分数部データと前記変調データとを加算したデータをシグマデ
ルタ変調するシグマデルタ変調器と、
発振周波数を制御できる電圧制御発振器と、
前記シグマデルタ変調器の出力と前記分周数データの整数部データとを加算したデータに
基づき、前記電圧制御発振器の出力を分周する可変分周器と、
与えられた基準信号と前記可変分周器の出力との位相を比較する位相比較器と、
前記位相比較器の出力を平滑化し、前記電圧制御発振器に供給するループフィルタとを備
え、
前記電圧制御発振器の出力は、前記シグマデルタ変調器の出力をアナログに変換した制御
信号に基づき周波数変調されることを特徴とする、周波数変調装置。
【請求項２】
前記電圧制御発振器は、
前記ループフィルタと接続する周波数制御端子と、
前記制御信号を入力するための周波数変調端子とを有し、
前記ループフィルタの出力と前記周波数変調端子から入力された前記制御信号とに基づき
、発振周波数を制御することを特徴とする、請求項１に記載の周波数変調装置。
【請求項３】
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前記電圧制御発振器は、前記周波数変調端子の入力周波数が変化したときには、前記周波
数制御端子の入力周波数が変化したときより、出力周波数の変化が小さいことを特徴とす
る、請求項２に記載の周波数変調装置。
【請求項４】
前記制御信号は、前記ループフィルタと前記電圧制御発振器との接続点に結合されること
を特徴とする、請求項１に記載の周波数変調装置。
【請求項５】
前記変調データの周波数帯域幅は、前記ループフィルタの帯域幅より広く、前記変調デー
タの最大周波数は、前記基準信号の周波数より小さいことを特徴とする、請求項１に記載
の周波数変調装置。
【請求項６】
前記シグマデルタ変調器から前記電圧制御発振器に至る経路上に、信号の振幅を調整する
振幅調整回路をさらに備えた、請求項１に記載の周波数変調装置。
【請求項７】
前記シグマデルタ変調器から前記電圧制御発振器に至る経路上に、前記シグマデルタ変調
器で発生した雑音成分を除去する低域通過フィルタをさらに備えた、請求項１に記載の周
波数変調装置。
【請求項８】
前記シグマデルタ変調器は、前記可変分周器の出力または前記基準信号をクロックとして
動作し、少なくとも２次以上の構成を有することを特徴とする、請求項１に記載の周波数
変調装置。
【請求項９】
　デジタルの変調データに基づき周波数変調を行う周波数変調装置であって、
　与えられた基準分周数データの分数部データと前記変調データとを加算したデータをシ
グマデルタ変調するシグマデルタ変調器と、
　前記シグマデルタ変調器の出力と前記基準分周数データの整数部データとを加算したデ
ータに基づき、与えられた基準信号を分周する基準分周器と、
　発振周波数を制御できる電圧制御発振器と、
　前記電圧制御発振器の出力を分周する分周器と、
　前記基準分周器で分周された基準信号と前記分周器の出力との位相を比較する位相比較
器と、
　前記位相比較器の出力を平滑化し、前記電圧制御発振器に供給するループフィルタとを
備え、
　前記電圧制御発振器の出力は、前記シグマデルタ変調器の出力をアナログに変換した制
御信号に基づき周波数変調されることを特徴とする、周波数変調装置。
【請求項１０】
前記分周器は、可変分周器であることを特徴とする、請求項９に記載の周波数変調装置。
【請求項１１】
前記電圧制御発振器は、
前記ループフィルタと接続する周波数制御端子と、
前記制御信号を入力するための周波数変調端子とを有し、
前記ループフィルタの出力と前記周波数変調端子から入力された前記制御信号とに基づき
、発振周波数を制御することを特徴とする、請求項９に記載の周波数変調装置。
【請求項１２】
前記電圧制御発振器は、前記周波数変調端子の入力周波数が変化したときには、前記周波
数制御端子の入力周波数が変化したときより、出力周波数の変化が小さいことを特徴とす
る、請求項１１に記載の周波数変調装置。
【請求項１３】
前記制御信号は、前記ループフィルタと前記電圧制御発振器との接続点に結合されること
を特徴とする、請求項９に記載の周波数変調装置。
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【請求項１４】
前記変調データの周波数帯域幅は、前記ループフィルタの帯域幅より広く、前記変調デー
タの最大周波数は、前記基準信号の周波数より小さいことを特徴とする、請求項９に記載
の周波数変調装置。
【請求項１５】
前記シグマデルタ変調器から前記電圧制御発振器に至る経路上に、信号の振幅を調整する
振幅調整回路をさらに備えた、請求項９に記載の周波数変調装置。
【請求項１６】
前記シグマデルタ変調器から前記電圧制御発振器に至る経路上に、前記シグマデルタ変調
器で発生した雑音成分を除去する低域通過フィルタをさらに備えた、請求項９に記載の周
波数変調装置。
【請求項１７】
前記シグマデルタ変調器は、前記基準信号をクロックとして動作し、少なくとも２次以上
の構成を有することを特徴とする、請求項９に記載の周波数変調装置。
【請求項１８】
電圧制御発振器と可変分周器と位相比較器とループフィルタとを有する位相同期ループを
用いて、デジタルの変調データに基づき周波数変調を行う周波数変調方法であって、
与えられた分周数データの分数部データと前記変調データとを加算したデータをシグマデ
ルタ変調するステップと、
シグマデルタ変調された信号と前記分周数データの整数部データとを加算したデータを、
実効分周数データとして前記可変分周器に与えるステップと、
シグマデルタ変調された信号をアナログに変換した制御信号に基づき、前記電圧制御発振
器の出力を周波数変調するステップとを備えた、周波数変調方法。
【請求項１９】
　電圧制御発振器と分周器と位相比較器とループフィルタとを有する位相同期ループを用
いて、デジタルの変調データに基づき周波数変調を行う周波数変調方法であって、
　与えられた基準分周数データの分数部データと前記変調データとを加算したデータをシ
グマデルタ変調するステップと、
　シグマデルタ変調された信号と前記基準分周数データの整数部データとを加算したデー
タに基づき、与えられた基準信号を分周し、前記位相同期ループに供給するステップと、
　シグマデルタ変調された信号をアナログに変換した制御信号に基づき、前記電圧制御発
振器の出力を周波数変調するステップとを備えた、周波数変調方法。
【請求項２０】
デジタルの変調データに基づき周波数変調された信号を送受信する無線回路装置であって
、
基準信号を発生させる基準発振器と、
前記基準信号に基づき動作する周波数変調器と、
電波を放射および受信するアンテナと、
前記周波数変調器の出力を増幅し、前記アンテナに出力する送信増幅器と、
前記アンテナで受信した信号を処理する受信回路とを備え、
前記周波数変調器は、
与えられた分周数データの分数部データと前記変調データとを加算したデータをシグマデ
ルタ変調するシグマデルタ変調器と、
発振周波数を制御できる電圧制御発振器と、
前記シグマデルタ変調器の出力と前記分周数データの整数部データとを加算したデータに
基づき、前記電圧制御発振器の出力を分周する可変分周器と、
前記基準信号と前記可変分周器の出力との位相を比較する位相比較器と、
前記位相比較器の出力を平滑化し、前記電圧制御発振器に供給するループフィルタとを含
み、
前記電圧制御発振器の出力は、前記シグマデルタ変調器の出力をアナログに変換した制御
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信号に基づき周波数変調され、
データ送信時には、
前記周波数変調器は、送信データに基づき周波数変調を行うように制御され、
データ受信時には、
前記周波数変調器は、無変調信号を出力するように制御され、
前記受信回路は、前記周波数変調器から出力された無変調信号をローカル信号として、前
記アンテナで受信した信号を処理することを特徴とする、無線回路装置。
【請求項２１】
デジタルの変調データに基づき周波数変調された信号を送受信する無線回路装置であって
、
　基準信号を発生させる基準発振器と、
　前記基準信号に基づき動作する周波数変調器と、
　電波を放射および受信するアンテナと、
　前記周波数変調器の出力を増幅し、前記アンテナに出力する送信増幅器と、
　前記アンテナで受信した信号を処理する受信回路とを備え、
　前記周波数変調器は、
　　与えられた基準分周数データの分数部データと前記変調データとを加算したデータを
シグマデルタ変調するシグマデルタ変調器と、
　　前記シグマデルタ変調器の出力と前記基準分周数データの整数部データとを加算した
データに基づき、前記基準信号を分周する基準分周器と、
　　発振周波数を制御できる電圧制御発振器と、
　　前記電圧制御発振器の出力を分周する分周器と、
　　前記基準分周器で分周された基準信号と前記分周器の出力との位相を比較する位相比
較器と、
　　前記位相比較器の出力を平滑化し、前記電圧制御発振器に供給するループフィルタと
を備え、
　前記電圧制御発振器の出力は、前記シグマデルタ変調器の出力をアナログに変換した制
御信号に基づき周波数変調され、
　データ送信時には、
　　前記周波数変調器は、送信データに基づき周波数変調を行うように制御され、
　データ受信時には、
　　前記周波数変調器は、無変調信号を出力するように制御され、
　　前記受信回路は、前記周波数変調器から出力された無変調信号をローカル信号として
、前記アンテナで受信した信号を処理することを特徴とする、無線回路装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、周波数変調装置に関し、より特定的には、ＰＬＬ（Phase Locked Loop ：位相
同期ループ）を用いて周波数変調を行う周波数変調装置および周波数変調方法、並びに、
これらを用いた無線回路装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、ＰＬＬを用いて周波数変調を行う方法として、基準信号源を周波数変調の制御
対象とする方法（以下「第１の方法」という）や、電圧制御発振器の周波数制御端子に変
調信号を与える方法（以下「第２の方法」という）などが知られている。通常、デジタル
通信などで使用される変調信号は、所定の帯域内において低域から高域まで一様な周波数
特性を有している。したがって、このような変調信号に基づき周波数変調を行う場合には
、変調信号の周波数が低いときから高いときまで一様な特性が得られる必要がある。
【０００３】
ところが、上記第１の方法では、周波数変調可能な基準信号源が必要であり、また、ＰＬ
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Ｌのループ帯域幅より広い周波数帯域については変調が困難となる。この場合、ＰＬＬの
ループ帯域幅を広くすれば、広い帯域に亘る変調が可能となる。しかし一般に、ループ帯
域幅を広くすると、ループ帯域幅ほど離調した点におけるＣ／Ｎ（Carrier to Noise Rat
io：搬送波電力対雑音電力比）が劣化する。このため、ＰＬＬではループ帯域幅を十分に
広くすることは難しい。
【０００４】
一方、上記第２の方法では、ＰＬＬのループ帯域幅より低い周波数における変調が困難と
なる。この場合、ＰＬＬのループ帯域幅を狭くすれば、低い周波数帯域における変調も可
能となる。しかし一般に、ループ帯域幅を狭くすると、ＰＬＬのループ応答速度が遅くな
る。このため、ＰＬＬではループ帯域幅を十分に狭くすることも難しい。
【０００５】
この問題を解決する１つの方法として、上記第１および第２の方法を併用する方法（以下
「第３の方法」という）が知られている。図１０は、従来の第３の方法を用いた周波数変
調装置の構成を示すブロック図である。図１０に示す周波数変調装置は、電圧制御発振器
１、可変分周器２、位相比較器３、ループフィルタ４、および、基準信号源１０を備える
。基準信号源１０は、所定の周波数の基準信号を発生させる。電圧制御発振器１、可変分
周器２、位相比較器３、および、ループフィルタ４は、以下に示すＰＬＬを形成している
。
【０００６】
可変分周器２は、与えられた分周数データＭに従い、電圧制御発振器１の出力信号を分周
する。位相比較器３は、基準信号源１０の出力信号と可変分周器２の出力信号との位相を
比較する。位相比較器３の出力信号は、ループフィルタ４を通過して電圧制御発振器１に
入力される。電圧制御発振器１は、ループフィルタ４の出力信号に応じた周波数で発振す
る。このＰＬＬは、電圧制御発振器１の出力信号の中心周波数が所定値となるようにフィ
ードバック制御を行う。基準信号源１０と電圧制御発振器１とは、それぞれ周波数変調端
子を有しており、各周波数変調端子にはアナログの変調信号Ｘa が加えられる。
【０００７】
図１１は、図１０に示す周波数変調装置の周波数変調特性を示す図である。図１１におい
て、実線で示す低域通過特性は、基準信号源１０に加えられた変調信号に対する出力信号
の変調度を表し、破線で示す高域通過特性は、電圧制御発振器１に加えられた変調信号に
対する出力信号の変調度を表す。この場合、低域通過特性（実線）と高域通過特性（破線
）とを加算すると、広帯域に亘って平坦な周波数変調特性が得られる。このため、変調信
号の帯域幅（斜線で示す）がＰＬＬのループ帯域幅より大きい場合でも、良好な周波数変
調特性を得ることができる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記第３の方法を用いた周波数変調装置では、アナログの変調信号を加え
る必要があるため、デジタルの変調データをアナログの変調信号に変換する高精度のＤ／
Ａ変換器が必要となる。また、基準信号源と電圧制御発振器の両方に変調信号を加えるた
め、良好な周波数変調特性を得るためには、基準信号源と電圧制御発振器の両方について
、変調信号のレベルを個別に調整する必要が生じる。
【０００９】
それ故に、本発明は、周波数変調機能を持たない基準信号源を使用でき、かつ、デジタル
の変調信号に基づき広帯域の変調を行える周波数変調装置を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段および発明の効果】
第１の発明は、デジタルの変調データに基づき周波数変調を行う周波数変調装置であって
、
与えられた分周数データの分数部データと変調データとを加算したデータをシグマデルタ
変調するシグマデルタ変調器と、
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発振周波数を制御できる電圧制御発振器と、
シグマデルタ変調器の出力と分周数データの整数部データとを加算したデータに基づき、
電圧制御発振器の出力を分周する可変分周器と、
与えられた基準信号と可変分周器の出力との位相を比較する位相比較器と、
位相比較器の出力を平滑化し、電圧制御発振器に供給するループフィルタとを備え、
電圧制御発振器の出力は、シグマデルタ変調器の出力をアナログに変換した制御信号に基
づき周波数変調されることを特徴とする。
このような第１の発明によれば、デジタルの変調データに基づき、可変分周器による周波
数変調と電圧制御発振器による周波数変調とが同時に実行される。出力信号の変調度は、
２種類の周波数変調の変調特性を加算したものとなるため、ループ帯域幅より広い帯域幅
に亘って平坦な周波数変調特性を得ることができる。したがって、周波数変調機能を持た
ない基準信号源を使用でき、かつ、デジタルの変調信号に基づき広帯域の周波数変調を行
うことができる。
【００１１】
第２の発明は、第１の発明において、電圧制御発振器は、
ループフィルタと接続する周波数制御端子と、
制御信号を入力するための周波数変調端子とを有し、
ループフィルタの出力と周波数変調端子から入力された制御信号とに基づき、発振周波数
を制御することを特徴とする。
このような第２の発明によれば、周波数変調端子を有する電圧制御発振器を用いて、デジ
タルの変調データに基づき広帯域の周波数変調を行うことができる。
【００１２】
第３の発明は、第２の発明において、電圧制御発振器は、周波数変調端子の入力周波数が
変化したときには、周波数制御端子の入力周波数が変化したときより、出力周波数の変化
が小さいことを特徴とする。
このような第３の発明によれば、変調の精度を向上させることができる。
【００１３】
第４の発明は、第１の発明において、制御信号は、ループフィルタと電圧制御発振器との
接続点に結合されることを特徴とする。
このような第４の発明によれば、周波数変調端子を有しない電圧制御発振器を用いて、デ
ジタルの変調データに基づき広帯域の周波数変調を行うことができる。
【００１４】
第５の発明は、第１の発明において、変調データの周波数帯域幅は、ループフィルタの帯
域幅より広く、変調データの最大周波数は、基準信号の周波数より小さいことを特徴とす
る。
【００１５】
第６の発明は、第１の発明において、シグマデルタ変調器から電圧制御発振器に至る経路
上に、信号の振幅を調整する振幅調整回路をさらに備える。
このような第６の発明によれば、電圧制御発振器の特性に応じて制御信号の振幅を調整す
ることにより、正しい出力信号を得ることができる。
【００１６】
第７の発明は、第１の発明において、シグマデルタ変調器から電圧制御発振器に至る経路
上に、シグマデルタ変調器で発生した雑音成分を除去する低域通過フィルタをさらに備え
る。
このような第７の発明によれば、シグマデルタ変調器で発生した雑音成分を除去すること
により、雑音成分の少ない出力信号を得ることができる。
【００１７】
第８の発明は、第１の発明において、シグマデルタ変調器は、可変分周器の出力または基
準信号をクロックとして動作し、少なくとも２次以上の構成を有することを特徴とする。
このような第８の発明によれば、高速のクロックを別途発生させることなく、シグマデル
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タ変調を行うとともに、安定性の高いシグマデルタ変調を行うことにより、安定した出力
信号を得ることができる。
【００１８】
　第９の発明は、デジタルの変調データに基づき周波数変調を行う周波数変調装置であっ
て、
　与えられた基準分周数データの分数部データと変調データとを加算したデータをシグマ
デルタ変調するシグマデルタ変調器と、
　シグマデルタ変調器の出力と基準分周数データの整数部データとを加算したデータに基
づき、与えられた基準信号を分周する基準分周器と、
　発振周波数を制御できる電圧制御発振器と、
　電圧制御発振器の出力を分周する分周器と、
　基準分周器で分周された基準信号と分周器の出力との位相を比較する位相比較器と、
　位相比較器の出力を平滑化し、電圧制御発振器に供給するループフィルタとを備え、
　電圧制御発振器の出力は、シグマデルタ変調器の出力をアナログに変換した制御信号に
基づき周波数変調されることを特徴とする。
　このような第９の発明によれば、デジタルの変調データに基づき、基準信号源による周
波数変調と電圧制御発振器による周波数変調とが同時に実行される。出力信号の変調度は
、２種類の周波数変調の変調特性を加算したものとなるため、ループ帯域幅より広い帯域
幅に亘って平坦な周波数変調特性を得ることができる。したがって、周波数変調機能を持
たない基準信号源を使用でき、かつ、デジタルの変調信号に基づき広帯域の周波数変調を
行うことができる。
【００１９】
第１０の発明は、第９の発明において、分周器は、可変分周器であることを特徴とする。
このような第１０の発明によれば、多様な周波数に対応することができる。
【００２０】
第１１の発明は、第９の発明において、電圧制御発振器は、
ループフィルタと接続する周波数制御端子と、
制御信号を入力するための周波数変調端子とを有し、
ループフィルタの出力と周波数変調端子から入力された制御信号とに基づき、発振周波数
を制御することを特徴とする。
このような第１１の発明によれば、周波数変調端子を有する電圧制御発振器を用いて、デ
ジタルの変調データに基づき広帯域の周波数変調を行うことができる。
【００２１】
第１２の発明は、第１１の発明において、電圧制御発振器は、周波数変調端子の入力周波
数が変化したときには、周波数制御端子の入力周波数が変化したときより、出力周波数の
変化が小さいことを特徴とする。
このような第１２の発明によれば、変調の精度を向上させることができる。
【００２２】
第１３の発明は、第９の発明において、制御信号は、ループフィルタと電圧制御発振器と
の接続点に結合されることを特徴とする。
このような第１３の発明によれば、周波数変調端子を有しない電圧制御発振器を用いて、
デジタルの変調データに基づき広帯域の周波数変調を行うことができる。
【００２３】
第１４の発明は、第９の発明において、変調データの周波数帯域幅は、ループフィルタの
帯域幅より広く、変調データの最大周波数は、基準信号の周波数より小さいことを特徴と
する。
【００２４】
第１５の発明は、第９の発明において、シグマデルタ変調器から電圧制御発振器に至る経
路上に、信号の振幅を調整する振幅調整回路をさらに備える。
このような第１５の発明によれば、電圧制御発振器の特性に応じて制御信号の振幅を調整
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することにより、正しい出力信号を得ることができる。
【００２５】
第１６の発明は、第９の発明において、シグマデルタ変調器から電圧制御発振器に至る経
路上に、シグマデルタ変調器で発生した雑音成分を除去する低域通過フィルタをさらに備
える。
このような第１６の発明によれば、シグマデルタ変調器で発生した雑音成分を除去するこ
とにより、雑音成分の少ない出力信号を得ることができる。
【００２６】
第１７の発明は、第９の発明において、シグマデルタ変調器は、基準信号をクロックとし
て動作し、少なくとも２次以上の構成を有することを特徴とする。
このような第１７の発明によれば、高速のクロックを別途発生させることなく、シグマデ
ルタ変調を行うとともに、安定性の高いシグマデルタ変調を行うことにより、安定した出
力信号を得ることができる。
【００２７】
第１８の発明は、電圧制御発振器と可変分周器と位相比較器とループフィルタとを有する
位相同期ループを用いて、デジタルの変調データに基づき周波数変調を行う周波数変調方
法であって、
与えられた分周数データの分数部データと変調データとを加算したデータをシグマデルタ
変調するステップと、
シグマデルタ変調された信号と分周数データの整数部データとを加算したデータを、実効
分周数データとして可変分周器に与えるステップと、
シグマデルタ変調された信号をアナログに変換した制御信号に基づき、電圧制御発振器の
出力を周波数変調するステップとを備える。
【００２８】
　第１９の発明は、電圧制御発振器と分周器と位相比較器とループフィルタとを有する位
相同期ループを用いて、デジタルの変調データに基づき周波数変調を行う周波数変調方法
であって、
　与えられた基準分周数データの分数部データと変調データとを加算したデータをシグマ
デルタ変調するステップと、
　シグマデルタ変調された信号と基準分周数データの整数部データとを加算したデータに
基づき、与えられた基準信号を分周し、位相同期ループに供給するステップと、
　シグマデルタ変調された信号をアナログに変換した制御信号に基づき、電圧制御発振器
の出力を周波数変調するステップとを備える。
　このような第１８および第１９の発明によれば、デジタルの変調データに基づき、可変
分周器（または基準信号源）による周波数変調と電圧制御発振器による周波数変調とが同
時に実行される。出力信号の変調度は、２種類の周波数変調の変調特性を加算したものと
なるため、ループ帯域幅より広い帯域幅に亘って平坦な周波数変調特性を得ることができ
る。したがって、周波数変調機能を持たない基準信号源を使用でき、かつ、デジタルの変
調信号に基づき広帯域の周波数変調を行うことができる。
【００２９】
第２０の発明は、デジタルの変調データに基づき周波数変調された信号を送受信する無線
回路装置であって、
基準信号を発生させる基準発振器と、
基準信号に基づき動作する周波数変調器と、
電波を放射および受信するアンテナと、
周波数変調器の出力を増幅し、アンテナに出力する送信増幅器と、
アンテナで受信した信号を処理する受信回路とを備え、
周波数変調器は、
与えられた分周数データの分数部データと変調データとを加算したデータをシグマデルタ
変調するシグマデルタ変調器と、
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発振周波数を制御できる電圧制御発振器と、
シグマデルタ変調器の出力と分周数データの整数部データとを加算したデータに基づき、
電圧制御発振器の出力を分周する可変分周器と、
基準信号と可変分周器の出力との位相を比較する位相比較器と、
位相比較器の出力を平滑化し、電圧制御発振器に供給するループフィルタとを含み、
電圧制御発振器の出力は、シグマデルタ変調器の出力をアナログに変換した制御信号に基
づき周波数変調され、
データ送信時には、
周波数変調器は、送信データに基づき周波数変調を行うように制御され、
データ受信時には、
周波数変調器は、無変調信号を出力するように制御され、
受信回路は、周波数変調器から出力された無変調信号をローカル信号として、アンテナで
受信した信号を処理することを特徴とする。
【００３０】
　第２１の発明は、デジタルの変調データに基づき周波数変調された信号を送受信する無
線回路装置であって、
　基準信号を発生させる基準発振器と、
　基準信号に基づき動作する周波数変調器と、
　電波を放射および受信するアンテナと、
　周波数変調器の出力を増幅し、アンテナに出力する送信増幅器と、
　アンテナで受信した信号を処理する受信回路とを備え、
　周波数変調器は、
　　与えられた基準分周数データの分数部データと変調データとを加算したデータをシグ
マデルタ変調するシグマデルタ変調器と、
　　シグマデルタ変調器の出力と基準分周数データの整数部データとを加算したデータに
基づき、基準信号を分周する基準分周器と、
　　発振周波数を制御できる電圧制御発振器と、
　　電圧制御発振器の出力を分周する分周器と、
　　基準分周器で分周された基準信号と分周器の出力との位相を比較する位相比較器と、
　　位相比較器の出力を平滑化し、電圧制御発振器に供給するループフィルタとを備え、
　電圧制御発振器の出力は、シグマデルタ変調器の出力をアナログに変換した制御信号に
基づき周波数変調され、
　データ送信時には、
　　周波数変調器は、送信データに基づき周波数変調を行うように制御され、
　データ受信時には、
　　周波数変調器は、無変調信号を出力するように制御され、
　　受信回路は、周波数変調器から出力された無変調信号をローカル信号として、アンテ
ナで受信した信号を処理することを特徴とする。
　このような第２０および第２１の発明によれば、アナログの変調信号を与えなくても、
周波数チャンネルを指定するためのデジタルデータと、周波数変調を行うためのデジタル
変調データを与えることにより、無線回路装置を実現することができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
図１は、本発明の第１の実施形態に係る周波数変調装置の構成を示すブロック図である。
図１に示す周波数変調装置は、電圧制御発振器１、可変分周器２、位相比較器３、ループ
フィルタ４、シグマデルタ変調器５、Ｄ／Ａ変換器６、低域通過フィルタ７、振幅調整回
路８、および、加算器１１、１２を備える。この周波数変調装置には、所定の周波数の基
準信号が外部から供給される。基準信号の信号源（図示せず）には、周波数変調機能を持
たない信号源を使用することができる。
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【００３２】
　電圧制御発振器１、可変分周器２、位相比較器３、および、ループフィルタ４は、以下
に示す位相同期ループ（ＰＬＬ）を形成している。可変分周器２は、与えられた実効分周
数データ１３に従い、電圧制御発振器１の出力信号を分周する。位相比較器３は、可変分
周器２の出力信号と基準信号との位相を比較する。位相比較器３の出力信号は、ループフ
ィルタ４を通過して電圧制御発振器１の周波数制御端子に入力される。電圧制御発振器１
は、ループフィルタ４の出力信号に応じた周波数で発振する。このＰＬＬは、電圧制御発
振器１の出力信号の中心周波数が所定値となるようにフィードバック制御を行う。
【００３３】
　可変分周器２に与えられる実効分周数データ１３は、以下のようにして算出される。可
変分周器２における分周数データは、外部から、整数部データＭ１と分数部データＭ２と
からなる組の形式で与えられる。整数部データＭ１は分周数データの整数部を表し、分数
部データＭ２は分周数データの分数部を表す。加算器１１は、分数部データＭ２とデジタ
ルの変調データＸとを加算する。シグマデルタ変調器５は、可変分周器２の出力信号をク
ロックとして、加算器１１の出力データをシグマデルタ変調する。シグマデルタ変調器５
の出力信号は、加算器１２とＤ／Ａ変換器６とに入力される。加算器１２は、シグマデル
タ変調器５の出力信号と整数部データＭ１とを加算する。加算器１２の出力データが、実
効分周数データ１３となる。
【００３４】
一方、Ｄ／Ａ変換器６は、シグマデルタ変調器５の出力信号をアナログ信号に変換する。
このアナログ信号は、低域通過フィルタ７と振幅調整回路８とを通過して、制御信号１４
となる。低域通過フィルタ７は、Ｄ／Ａ変換器６から出力されたアナログ信号から、シグ
マデルタ変調器５で発生した高域の雑音成分を除去する。振幅調整回路８は、電圧制御発
振器１の周波数変調端子の変調感度に対して適切な値となるよう、低域通過フィルタ７の
出力信号の振幅の絶対値を調整する。制御信号１４は、電圧制御発振器１の周波数変調端
子に入力される。
【００３５】
以上のように構成された周波数変調装置は、２種類の周波数変調を同時に実行する。第１
に、変調データＸは、シグマデルタ変調された後、実効分周数データ１３として可変分周
器２に与えられる。これにより、ＰＬＬの出力信号が周波数変調される。第１の周波数変
調の効果は、図１１において実線で示した低域通過特性と同様になる。第２に、変調デー
タＸは、シグマデルタ変調器５とＤ／Ａ変換器６との作用により、ステップ状に変化する
信号となる。この信号は、低域通過フィルタ７と振幅調整回路８とを通過して、制御信号
１４となる。制御信号１４は、電圧制御発振器１の周波数変調端子に入力される。これに
より、電圧制御発振器１の出力信号が周波数変調される。第２の周波数変調の効果は、図
１１において破線で示した高域通過特性と同様になる。
【００３６】
したがって、周波数変調装置の出力信号の変調度は、図１１に示す低域通過特性（実線）
と高域通過特性（破線）とを加算したものとなる。よって、本実施形態に係る周波数変調
装置によれば、周波数変調機能を持たない基準信号源を使用でき、かつ、デジタルの変調
データに基づき、ループ帯域幅より広い帯域幅の変調信号に対しても平坦な周波数変調特
性を得ることができる。特に、図１１に示すように、変調データの周波数帯域幅がループ
フィルタの帯域幅より広く、変調データの最大周波数が基準信号の周波数より小さい場合
であっても、同様の効果を奏する。
【００３７】
上記第２の周波数変調を行う理由は、以下のとおりである。本実施形態に係る周波数変調
装置には変調信号として、高い精度を有するデジタルの変調データＸが与えられる。変調
データＸは、分周数データの分数部データＭ２の変化分として扱われる。すなわち、変調
データＸは、分数部データＭ２に加算され、シグマデルタ変調器５でシグマデルタ変調を
受ける。シグマデルタ変調器５は、入力データに基づき、入力データよりビット数は少な
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いがクロック周波数の高いデータを出力する。このため、変調信号の周波数成分に比べて
、シグマデルタ変調器５のクロックを十分に高く設定した場合、シグマデルタ変調後のデ
ータは、変調信号に含まれていた情報をほとんど含むことになる。
【００３８】
シグマデルタ変調後のデータには、シグマデルタ変調による量子化雑音が加算され、可変
分周器２の出力信号にも量子化雑音が現れる。この量子化雑音は、低域通過特性を有する
ループフィルタ４で十分に低減されるため、電圧制御発振器１の出力信号に現れることは
ない。しかし、信号がループフィルタ４を通過する際に、変調信号の周波数成分のうち、
ＰＬＬのループ帯域幅（主に、ループフィルタ４の特性で定まる）より高い周波数成分が
同時に減衰されてしまう。そこで、本実施形態に係る周波数変調装置では、上記減衰分を
補償するために、シグマデルタ変調後のデータをアナログ信号に変換した制御信号１４を
、電圧制御発振器１の周波数変調端子に与えているのである。
【００３９】
デジタル通信などに使用される周波数変調装置には、高い精度を有するデジタルの変調デ
ータＸが与えられる。このため、変調データＸを直接、Ｄ／Ａ変換するためには、高精度
のＤ／Ａ変換器が必要となる。これに対して、本実施形態に係るシグマデルタ変調器５の
出力は、クロックは高速ではあるが、ビット数は少ないという特徴を有している。したが
って、精度のそれほど高くない簡単な構成のＤ／Ａ変換器６を使用することができる。こ
のようなＤ／Ａ変換器６を使用しても、低域通過フィルタ７でシグマデルタ変調による高
域の雑音成分を除去することにより、高精度のアナログ周波数変調信号を再現し、電圧制
御発振器１の周波数変調端子に与えることができる。
【００４０】
以下、本実施形態の周波数変調装置におけるシグマデルタ変調器５について説明する。図
２から図５は、いずれも、１クロック遅延をｚ-1とするｚ変換を用いて、シグマデルタ変
調器５の構成例を示した図である。
【００４１】
図２は、２次のシグマデルタ変調器の構成例を示した図である。図２に示すシグマデルタ
変調器５ａは、加算器１０１、１０２、１０４、１０５、遅延回路１０３、１０６、１０
８、量子化器１０７、および、乗算器１０９を備える。量子化器１０７は、加算器１０５
の出力を量子化単位Ｌで量子化する。量子化器１０７の出力は、遅延回路１０８を経由し
て、乗算器１０９に入力される。乗算器１０９は、この入力に量子化単位Ｌを乗算する。
乗算器１０９の出力は、加算器１０１と加算器１０４とに入力される。加算器１０１は、
シグマデルタ変調器５ａの入力Ｆから乗算器１０９の出力を減算する。加算器１０１の出
力は、加算器１０２と遅延回路１０３とにより構成された一次積分器を経由して、加算器
１０４に入力される。加算器１０４は、この入力から乗算器１０９の出力を減算する。加
算器１０４の出力は、加算器１０５と遅延回路１０６とにより構成された一次積分器を経
由して、量子化器１０７に入力される。
【００４２】
シグマデルタ変調器５ａにおける入力Ｆと出力Ｙとの関係は、Ｙ＝Ｆ／Ｌ＋（１－ｚ-1）
2 ×Ｑとなる。したがって、クロック周波数をｆs とおくと、｜１－ｚ-1｜に対する周波
数特性は、｜２ｓｉｎ（πｆ／ｆs ）｜で与えられる。よって、シグマデルタ変調器５ａ
では、量子化雑音Ｑに対して、｜２ｓｉｎ（πｆ／ｆs ）｜2 の周波数特性が乗算される
ことになる。
【００４３】
図３は、３次のシグマデルタ変調器の構成例を示した図である。図３に示すシグマデルタ
変調器５ｂは、１次シグマデルタ変調器１２１、１２２、１２３、１次微分器１２４、２
次微分器１２５、および、加算器１２６、１２７を備える。シグマデルタ変調器５ｂは、
１次のシグマデルタ変調器を多段に接続した構成を有している。すなわち、１次シグマデ
ルタ変調器１２１の分数部に相当する値が、１次シグマデルタ変調器１２２の入力となり
、１次シグマデルタ変調器１２２の分数部に相当する値が、１次シグマデルタ変調器１２
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３の入力となる。また、１次シグマデルタ変調器１２２の整数部に相当する値は、１次微
分器１２４に入力され、１次シグマデルタ変調器１２３の整数部に相当する値は、２次微
分器１２５に入力される。加算器１２６、１２７は、１次シグマデルタ変調器１２１の整
数部に相当する値と、１次微分器１２４の出力と、２次微分器１２５の出力とを加算する
。これにより、シグマデルタ変調器５ｂの出力Ｙが算出される。
【００４４】
シグマデルタ変調器５ｂにおける入力Ｆと出力Ｙとの関係は、Ｙ＝Ｆ／Ｌ＋（１－ｚ-1）
3 ×Ｑとなる。したがって、シグマデルタ変調器５ａの場合と同様の考察により、シグマ
デルタ変調器５ｂでは、量子化雑音Ｑに対して、｜２ｓｉｎ（πｆ／ｆs ）｜3 （ｆs は
クロック周波数）の周波数特性が乗算される。
【００４５】
図４は、４次のシグマデルタ変調器の構成例を示した図である。図４に示すシグマデルタ
変調器５ｃは、図２に示したシグマデルタ変調器５ａとは異なる構成の２次のシグマデル
タ変調器を２つ用いることを特徴とする。シグマデルタ変調器５ｃは、第１の２次シグマ
デルタ変調器１４１、第２の２次シグマデルタ変調器１４２、遅延回路１４３、２次微分
器１４４、乗算器１４５、および、加算器１４６、１４７を備える。
【００４６】
シグマデルタ変調器５ｃの入力Ｆは、第１の２次シグマデルタ変調器１４１に入力される
。第１の２次シグマデルタ変調器１４１の分数部に相当する値は、乗算器１４５および加
算器１４６を経由して、第２の２次シグマデルタ変調器１４２の入力となる。第１の２次
シグマデルタ変調器１４１の整数部に相当する値は、遅延回路１４３により１クロック分
遅延された後に、加算器１４７に入力される。第２の２次シグマデルタ変調器１４２の出
力は、２次微分器１４４を経由して、加算器１４７に入力される。加算器１４７は、これ
ら２つの信号を加算する。これにより、シグマデルタ変調器５ｃの出力Ｙが算出される。
【００４７】
シグマデルタ変調器５ｃにおける入力Ｆと出力Ｙとの関係は、Ｙ＝－Ｚ-2×Ｆ／Ｌ＋（１
－Ｚ-1）4 ×Ｑとなる。したがって、シグマデルタ変調器５ａ、５ｂの場合と同様の考察
により、シグマデルタ変調器５ｃでは、量子化雑音Ｑに対して、｜２ｓｉｎ（πｆ／ｆs 
）｜4 （ｆs はクロック周波数）の周波数特性が乗算される。
【００４８】
図５は、５次のシグマデルタ変調器の構成例を示した図である。図５に示すシグマデルタ
変調器５ｄは、１次積分器１６１～１６５、加算器１６６～１６９、係数器１７１～１７
７、量子化器１７８、および、乗算器１７９を備える。
【００４９】
量子化器１７８は、加算器１６９の出力を量子化単位Ｌで量子化する。乗算器１７９は、
量子化器１７８の出力に量子化単位Ｌを乗算する。乗算器１７９の出力は、加算器１６６
に入力される。加算器１６６は、シグマデルタ変調器５ｄの入力Ｆから乗算器１７９の出
力を減算する。１次積分器１６１は、加算器１６６の出力を１次積分する。加算器１６７
は、１次積分器１６１の出力と係数器１７６の出力とを加算する。１次積分器１６２は、
加算器１６７の出力を１次積分し、１次積分器１６３は、１次積分器１６２の出力を１次
積分する。係数器１７６は、１次積分器１６３の出力に所定の係数（図５では－ａ1 ）を
乗算する。加算器１６８は、１次積分器１６３の出力と係数器１７７の出力とを加算する
。１次積分器１６４は、加算器１６８の出力を１次積分し、１次積分器１６５は、１次積
分器１６４の出力を１次積分する。係数器１７７は、１次積分器１６５の出力に所定の係
数（図５では－ａ2 ）を乗算する。
【００５０】
係数器１７１～１７５は、それぞれ、１次積分器１６１～１６５の出力に所定の係数（図
５ではｃ1 からｃ5 ）を乗算する。加算器１６９は、係数器１７１～１７５の出力を加算
する。量子化器１７８の出力が、シグマデルタ変調器５ｄの出力Ｙとなる。シグマデルタ
変調器５ｄによれば、各係数器の係数を任意に設定することにより、５次のシグマデルタ
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変調の周波数特性を任意に変化させることができる。
【００５１】
上記のようにシグマデルタ変調器５の４つの構成例を示したが、これらの回路は例示に過
ぎない。言い替えると、回路規模や周波数特性や遅延特性などを考慮した上で、シグマデ
ルタ変調器５として、任意のシグマデルタ変調器を使用してもよい。例えば、シグマデル
タ変調器５として、他の構成を有する２次から５次のシグマデルタ変調器を使用してもよ
く、より高次のシグマデルタ変調器を使用してもよい。
【００５２】
シグマデルタ変調器５を設計する際には、まず、変調器の次数を決定する必要がある。図
６は、２次から５次のシグマデルタ変調器における量子化雑音特性の例を示す図である。
図６において、横軸は正規化周波数を対数目盛りで表したものであり、縦軸は量子化ノイ
ズをデシベル（ｄＢ）値で表したものである。図６に示すように、シグマデルタ変調器が
高次になるに従って、直流（ＤＣ）付近の雑音レベルを小さくすることができる。例えば
、このような点を考慮して、シグマデルタ変調器５を設計すればよい。
【００５３】
　なお、本実施形態に係る周波数変調装置については、以下に示す各種の変形例を構成す
ることができる。まず、図１に示す周波数変調装置では、制御信号１４は、電圧制御発振
器１の周波数変調端子に入力されることとした。これに代えて、周波数変調端子を持たな
い電圧制御発振器１を用いる場合には、図７に示すように、制御信号１４をループフィル
タ４と電圧制御発振器１との接続点に結合することとしてもよい。図７に示す周波数変調
装置は、図１に示す周波数変調装置と同様に動作し、同様の効果を奏する。また、シグマ
デルタ変調器５のクロックとして、外部から供給される基準信号を用いてもよい。また、
周波数変調端子の入力周波数が変化したときには、周波数制御端子の入力周波数が変化し
たときより、出力周波数の変化が小さい特性を有する電圧制御発振器１を用いることによ
り、変調の精度を向上させることができる。
【００５４】
また、Ｄ／Ａ変換器６、低域通過フィルタ７、および、振幅調整回路８は、シグマデルタ
変調器５から電圧制御発振器１に至る経路上に配置されている限り、それらの接続順序は
任意でよい。また、電圧制御発振器１の周波数変調感度にばらつきがない場合には、振幅
調整回路８は固定の減衰器であってもよい。また、電圧制御発振器１は、ループフィルタ
４に接続する端子と兼用で周波数変調端子を有していてもよく、ループフィルタ４に接続
する端子と独立して周波数変調端子を有していてもよい。また、図１に示す構成要素の一
部（例えば、シグマデルタ変調器５）を、プログラムによって実現してもよい。
【００５５】
（第２の実施形態）
図８は、本発明の第２の実施形態に係る周波数変調装置の構成を示すブロック図である。
図８に示す周波数変調装置は、電圧制御発振器１、可変分周器２、位相比較器３、ループ
フィルタ４、シグマデルタ変調器５、Ｄ／Ａ変換器６、低域通過フィルタ７、振幅調整回
路８、基準分周器９、および、加算器１１、１２を備える。本実施形態の構成要素のうち
、第１の実施形態と同一の構成要素については、同一の参照符号を付して、説明を省略す
る。
【００５６】
図８に示す周波数変調装置には、第１の実施形態と同様に、所定の周波数の基準信号が外
部から供給される。基準信号の信号源（図示せず）には、周波数変調機能を持たない信号
源を使用することができる。電圧制御発振器１、可変分周器２、位相比較器３、および、
ループフィルタ４は、第１の実施形態と同様に、位相同期ループ（ＰＬＬ）を形成してい
る。ただし、図８に示すＰＬＬは、以下に示す４つの点で、図１に示すＰＬＬと相違する
。第１に、外部から供給された基準信号は、基準分周器９で分周された後にＰＬＬに入力
される。第２に、可変分周器２は、変調データＸに依存しない分周数データに従い、電圧
制御発振器１の出力信号を分周する。第３に、位相比較器３は、可変分周器２の出力信号
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と基準分周器９の出力信号との位相を比較する。第４に、可変分周器２は、分周数を固定
した分周器であってもよい。
【００５７】
基準分周器９は、与えられた実効基準分周数データ１５に従い、外部から供給された基準
信号を分周する。基準分周器９に与えられる実効基準分周数データ１５は、第１の実施形
態に係る実効分周数データ１３と概ね同じ方法で算出される。すなわち、基準分周器９に
おける基準分周数データは、外部から、基準整数部データＮ１と基準分数部データＮ２と
からなる組の形式で与えられる。加算器１１は、基準分数部データＮ２とデジタルの変調
データＸとを加算する。シグマデルタ変調器５は、基準信号をクロックとして、加算器１
１の出力データをシグマデルタ変調する。加算器１２は、シグマデルタ変調器５の出力信
号と基準整数部データＮ１とを加算する。加算器１２で求めた和が、実効基準分周数デー
タ１５となる。
【００５８】
一方、シグマデルタ変調器５の出力信号は、第１の実施形態と同様に、Ｄ／Ａ変換器６、
低域通過フィルタ７、および、振幅調整回路８を通過して制御信号１４となる。制御信号
１４は、電圧制御発振器１の周波数変調端子に入力される。
【００５９】
以上のように構成された周波数変調装置は、第１の実施形態と同様に、２種類の周波数変
調を同時に行う。第１に、変調データＸは、シグマデルタ変調された後に、実効基準分周
数データ１５として基準分周器９に与えられる。これにより、ＰＬＬの出力信号が周波数
変調される。第１の周波数変調の効果は、図１１において実線で示した低域通過特性と同
様になる。第２の周波数変調は、第１の実施形態と同じである。第２の周波数変調の効果
は、図１１において破線で示した高域通過特性と同様になる。
【００６０】
したがって、周波数変調装置の出力信号の変調度は、図１１に示す低域通過特性（実線）
と高域通過特性（破線）とを加算したものとなる。よって、本実施形態に係る周波数変調
装置によれば、周波数変調機能を持たない基準信号源を使用でき、かつ、デジタルの変調
データに基づき、ループ帯域幅より広い帯域幅の変調信号に対しても平坦な周波数変調特
性を得ることができる。特に、図１１に示すように、変調データの周波数帯域幅がループ
フィルタの帯域幅より広く、変調データの最大周波数が基準信号の周波数より小さい場合
であっても、同様の効果を奏する。
【００６１】
なお、本実施形態に係る周波数変調装置については、第１の実施形態と同様の変形例（た
だし、シグマデルタ変調器５のクロック選択を除く）を構成することができる。例えば、
シグマデルタ変調器５として、図２から図５に示すシグマデルタ変調器５ａ～５ｄや、他
の構成を有する２次から５次のシグマデルタ変調器や、より高次のシグマデルタ変調器を
使用してもよく、制御信号１４をループフィルタ４と電圧制御発振器１との接続点に結合
することとしてもよい。
【００６２】
（第３の実施形態）
図９は、本発明の第３の実施形態に係る無線回路装置の構成を示すブロック図である。本
実施形態に係る無線回路装置は、第１または第２の実施形態に係る周波数変調装置を用い
ることを特徴とする。図９に示す無線回路装置は、基準発振器２０１、周波数変調器２０
２、送信増幅器２０３、受信回路２０４、共用器２０５、および、アンテナ２０６を備え
る。この無線回路装置は、図示しない相手側の無線回路装置との間でデータを送受信する
。
【００６３】
基準発振器２０１は、所定の周波数の基準信号を発生させる。基準発振器２０１は、例え
ば、安定に動作する水晶発振器などによって構成される。基準発振器２０１で発生させた
基準信号は、周波数変調器２０２に与えられる。周波数変調器２０２は、第１または第２
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の実施形態に係る周波数変調装置であり、基準発振器２０１で発生させた基準信号に基づ
き動作する。
【００６４】
周波数変調器２０２の出力信号は、データ送信時とデータ受信時とで異なる用途に使用さ
れる。データ送信時（図９の実線）の周波数変調器２０２には、送信すべきデータが変調
データとして入力され、周波数変調器２０２の出力信号は、周波数変調波として送信増幅
器２０３に入力される。送信増幅器２０３は、入力された周波数変調波を増幅する。送信
増幅器２０３で増幅された信号は、共用器２０５を通過し、アンテナ２０６から電波とし
て放射される。
【００６５】
データ受信時（図９の破線）の周波数変調器２０２には、変調データは入力されない。こ
れに代えて、周波数変調器２０２は、無変調信号を出力するように制御される。周波数変
調器２０２から出力された無変調信号は、無線信号を復調するためのローカル信号として
受信回路２０４に入力され、同時に共用器２０５にも入力される。受信回路２０４は、こ
の無変調信号をローカル信号として用いて、共用器２０５の出力信号を復調する。
【００６６】
以上に示すように、本実施形態に係る無線回路装置によれば、アナログの変調信号を与え
なくても、周波数チャンネルを指定するためのデジタルデータと、周波数変調を行うため
のデジタル変調データを与えることにより、無線回路装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る周波数変調装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１および第２の実施形態に係る周波数変調装置におけるシグマデルタ
変調器の構成例を示す図である。
【図３】本発明の第１および第２の実施形態に係る周波数変調装置におけるシグマデルタ
変調器の他の構成例を示す図である。
【図４】本発明の第１および第２の実施形態に係る周波数変調装置におけるシグマデルタ
変調器の他の構成例を示す図である。
【図５】本発明の第１および第２の実施形態に係る周波数変調装置におけるシグマデルタ
変調器の他の構成例を示す図である。
【図６】シグマデルタ変調器における量子化雑音特性の例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態の変形例に係る周波数変調装置の構成を示すブロック図
である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る周波数変調装置の構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る無線回路装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】従来の周波数変調装置の構成を示すブロック図である。
【図１１】周波数変調装置における周波数変調特性を示す図である。
【符号の説明】
１…電圧制御発振器
２…可変分周器
３…位相比較器
４…ループフィルタ
５…シグマデルタ変調器
６…Ｄ／Ａ変換器
７…低域通過フィルタ
８…振幅調整回路
９…基準分周器
１０…基準信号源
１１、１２…加算器
１３…実効分周数データ
１４…制御信号
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１５…実効基準分周数データ
２０１…基準発振器
２０２…周波数変調器
２０３…送信増幅器
２０４…受信回路
２０５…共用器
２０６…アンテナ

【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１０】

【図１１】
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