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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイアレス通信装置において、周波数シンセサイザを使用して異なるワイアレス通信標
準に関係付けられる周波数でウェーブフォームを発生するための方法、前記方法は、以下
のステップを具備する：
　　ウェーブフォームを受信し、前記ウェーブフォームが音声通信標準にしたがった信号
である場合、前記周波数シンセサイザのオシレータにより第１の周波数の第１の信号を発
生すること；
　　分割器により、第１の選択された周波数分割係数を使用して前記第１の周波数の前記
第１の信号を分割して、音声通信標準により使用するための周波数で第１のウェーブフォ
ームを得ること、前記第１のウェーブフォームは、前記ワイアレス通信装置における前記
音声通信標準にしたがった信号の送信又は受信においてキャリアとして使用される；
　　前記ウェーブフォームがワイアレスネットワーキング標準にしたがった信号である場
合、前記周波数シンセサイザの前記オシレータにより第２の周波数の第２の信号を発生す
ること、ここにおいて、前記オシレータは、出力周波数を制御するための入力電圧を調整
されることにより前記第１の周波数の前記第１の信号又は前記第２の周波数の前記第２の
信号を発生する；
　　前記分割器により、第２の周波数分割係数を使用して前記第２の周波数の前記第２の
信号を分割して、第３の信号を得ること；及び
　　乗算器により、前記第２の信号を前記第３の信号で掛け算して、ワイアレスネットワ
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ーキング標準により使用するための周波数で第２のウェーブフォームを得ること、前記第
２のウェーブフォームは、前記ワイアレス通信装置における前記ワイアレスネットワーキ
ング標準にしたがった信号の送信又は受信においてキャリアとして使用される。
【請求項２】
　請求項１の方法、ここで、前記第２のウェーブフォームの前記周波数は、ＩＥＥＥ　８
０２．１１標準に関する２．４ＧＨｚ帯域にある。
【請求項３】
　請求項１の方法、ここで、前記第１のウェーブフォームの前記周波数は、以下のグルー
プから選択された帯域にある：８００ＭＨｚ帯域、１８００ＭＨｚ帯域、及び１９００Ｍ
Ｈｚ帯域。
【請求項４】
　請求項１の方法、ここで、前記第１及び第２のウェーブフォームは、参照ウェーブフォ
ームを具備する、前記方法は、ベースバンド信号を用いて前記参照ウェーブフォームを変
調することをさらに具備する。
【請求項５】
　請求項１の方法、ここで、前記第１及び第２のウェーブフォームは、参照ウェーブフォ
ームを具備する、前記方法は、ダウンコンバージョンプロセスにおいて受信したＲＦ信号
からベースバンド信号を生成するために前記参照ウェーブフォームを使用することをさら
に具備する。
【請求項６】
　ワイアレス通信装置であって、以下を具備する：
　　音声通信標準にしたがって変調されたＲＦ信号を受信する第１の受信機；
　　ワイアレスネットワーキング標準にしたがって変調されたＲＦ信号を受信する第２の
受信機；及び
　　前記第１及び第２の受信機に接続された周波数シンセサイザ、前記周波数シンセサイ
ザはオシレータ及び周波数操作回路を具備する、前記周波数シンセサイザは以下を実行す
るように構成される、
　　　前記第１の受信機が前記ＲＦ信号を受信した場合、前記オシレータを使用して第１
の周波数の第１の信号を発生する、
　　　前記周波数操作回路を使用して、第１の選択された周波数分割係数により前記第１
の周波数の前記第１の信号を分割して、前記音声通信標準により使用するための周波数で
第１のウェーブフォームを得る、前記第１のウェーブフォームは、前記ワイアレス通信装
置における前記音声通信標準にしたがった信号の送信又は受信においてキャリアとして使
用される、
　　　前記第２の受信機が前記ＲＦ信号を受信した場合、前記オシレータにより第２の周
波数の第２の信号を発生する、ここにおいて、前記オシレータは、出力周波数を制御する
ための入力電圧を調整されることにより前記第１の周波数の前記第１の信号又は前記第２
の周波数の前記第２の信号を発生する、
　　　前記周波数操作回路を使用して、第２の周波数分割係数により前記第２の周波数の
前記第２の信号を分割して、第３の信号を得る、及び
　　　前記周波数操作回路を使用して、前記第２の信号を前記第３の信号で掛け算して、
前記ワイアレスネットワーキング標準により使用するための周波数で第２のウェーブフォ
ームを得る、前記第２のウェーブフォームは、前記ワイアレス通信装置における前記ワイ
アレスネットワーキング標準にしたがった信号の送信又は受信においてキャリアとして使
用される、
周波数シンセサイザである、ワイアレス通信装置。
【請求項７】
　請求項６のワイアレス通信装置、ここで、前記オシレータは、ほぼ１６００と１９００
ＭＨｚとの間になる同調可能範囲を有する。
【請求項８】
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　請求項７のワイアレス通信装置、ここで、前記周波数操作回路は、プログラム可能な分
割器および乗算器を含む。
【請求項９】
　請求項６のワイアレス通信装置、ここで、前記第１の受信機及び前記第２の受信機は、
別々の統合された回路である。
【請求項１０】
　請求項６のワイアレス通信装置、ここで、前記第１の受信機及び前記第２の受信機は、
１個の受信機として統合される。
【請求項１１】
　請求項１０のワイアレス通信装置、ここで、前記周波数シンセサイザは、前記１個の受
信機の部分として統合される。
【請求項１２】
　ワイアレス通信装置であって、以下を具備する：
　　音声通信標準にしたがって変調されたＲＦ信号を送信する第１の送信機；
　　ワイアレスネットワーキング標準にしたがって変調されたＲＦ信号を送信する第２の
送信機；及び
　　前記第１及び第２の送信機に接続された周波数シンセサイザ、前記周波数シンセサイ
ザはオシレータ及び周波数操作回路を具備し、前記周波数シンセサイザは以下を実行する
ように構成される、
　　　前記第１の送信機が前記ＲＦ信号を送信する場合、前記オシレータを使用して第１
の周波数の第１の信号を発生する、
　　　前記周波数操作回路を使用して、第１の選択された周波数分割係数により前記第１
の周波数の前記第１の信号を分割して、前記音声通信標準により使用するための周波数で
第１のウェーブフォームを得る、前記第１のウェーブフォームは、前記ワイアレス通信装
置における前記音声通信標準にしたがった信号の送信又は受信においてキャリアとして使
用される、
　　　前記第２の受信機が前記ＲＦ信号を送信する場合、前記オシレータを使用して第２
の周波数の第２の信号を発生する、ここにおいて、前記オシレータは、出力周波数を制御
するための入力電圧を調整されることにより前記第１の周波数の前記第１の信号又は前記
第２の周波数の前記第２の信号を発生する、
　　　前記周波数操作回路を使用して、第２の周波数分割係数により前記第２の周波数の
前記第２の信号を分割して、第３の信号を得ること、及び
　　　前記周波数操作回路を使用して、前記第２の信号を前記第３の信号で掛け算して、
前記ワイアレスネットワーキング標準により使用するための周波数で第２のウェーブフォ
ームを得る、前記第２のウェーブフォームは、前記ワイアレス通信装置における前記ワイ
アレスネットワーキング標準にしたがった信号の送信又は受信においてキャリアとして使
用される、
周波数シンセサイザである、ワイアレス通信装置。
【請求項１３】
　請求項１２のワイアレス通信装置、ここで、前記周波数操作回路は、プログラム可能な
分割器及び乗算器を含む。
【請求項１４】
　周波数シンセサイザであって、以下を具備する：
　　電圧制御されたオシレータ、及び
　　周波数操作回路、
　　ここにおいて、前記周波数シンセサイザは、以下のいずれかを実行するように構成さ
れる：
　　　受信したウェーブフォームが音声通信標準にしたがった信号である場合、前記電圧
制御されたオシレータを使用して第１の周波数の第１の信号を発生し、そして前記周波数
操作回路を使用して第１の選択された周波数分割係数により前記第１の周波数の前記第１
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の信号を分割して、前記音声通信標準により使用するための周波数で第１のウェーブフォ
ームを得る、前記第１のウェーブフォームは、前記音声通信標準にしたがった信号の送信
又は受信においてキャリアとして使用される、又は
　　　前記受信したウェーブフォームがワイアレスネットワーキング標準にしたがった信
号である場合、前記電圧制御されたオシレータを使用して第２の周波数の第２の信号を発
生し、前記周波数操作回路を使用して第２の周波数分割係数により前記第２の周波数の前
記第２の信号を分割して第３の信号を得る、そして、前記第２の信号を前記第３の信号で
掛け算して、前記ワイアレスネットワーキング標準により使用するための周波数で第２の
ウェーブフォームを得る、前記第２のウェーブフォームは、前記ワイアレスネットワーキ
ング標準にしたがった信号の送信又は受信においてキャリアとして使用される、ここにお
いて、前記オシレータは、出力周波数を制御するための入力電圧を調整されることにより
前記第１の周波数の前記第１の信号又は前記第２の周波数の前記第２の信号を発生する、
周波数シンセサイザ。
【請求項１５】
　請求項１４の周波数シンセサイザ、ここで、前記電圧制御されたオシレータの同調可能
範囲は、ほぼ１６００と１９００ＭＨｚとの間になる。
【請求項１６】
　請求項１５の周波数シンセサイザ、ここで、前記周波数操作回路は、プログラム可能な
分割器および乗算器を含む。
【請求項１７】
　請求項１４の周波数シンセサイザ、ここで、前記ワイアレスネットワーキング標準によ
り使用するための前記周波数は、２．４ＧＨｚ帯域にある。
【請求項１８】
　方法は、以下のステップを具備する：
　　ワイアレスネットワーキング標準にしたがったＲＦウェーブフォームから第１のイン
フェーズ及びカドラチャフェーズベースバンド信号を発生すること；
　　アナログ送信ラインのセットを介してモデムへ前記ワイアレスネットワーキング標準
に関連した受信機から前記第１のインフェーズ及びカドラチャフェーズベースバンド信号
を送信すること；
　　音声通信標準にしたがったＲＦウェーブフォームから第２のインフェーズ及びカドラ
チャフェーズベースバンド信号を発生すること；及び
　　前記アナログ送信ラインの前記セットを介して前記モデムへ前記音声通信標準に関連
した受信機から前記第２のインフェーズ及びカドラチャフェーズベースバンド信号を送信
すること。
【請求項１９】
　請求項１８の方法であって、前記第１のインフェーズ及びカドラチャフェーズベースバ
ンド信号を復調すること、及び前記第２のインフェーズ及びカドラチャフェーズベースバ
ンド信号を復調することをさらに具備する。
【請求項２０】
　ワイアレス通信装置であって、以下を具備する：
　　音声通信標準にしたがったＲＦ信号を受信し、第１のインフェーズ及びカドラチャフ
ェーズベースバンド信号を発生する、第１の受信機；
　　ワイアレスネットワーキング標準にしたがったＲＦ信号を受信し、第２のインフェー
ズ及びカドラチャフェーズベースバンド信号を発生する、第２の受信機；
　　前記第１及び第２の受信機に接続されたモデム、ここで、前記モデムは、アナログ送
信ラインのセットを介して前記第１の受信機から前記第１のインフェーズ及びカドラチャ
フェーズベースバンド信号を受信し、前記アナログ送信ラインの前記セットを介して前記
第２の受信機から前記第２のインフェーズ及びカドラチャフェーズベースバンド信号を受
信する、
ワイアレス通信装置。
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【請求項２１】
　請求項２０のワイアレス通信装置、ここで、前記モデムは、アナログ－ディジタル変換
器を含む、ここで、前記送信ラインは、前記アナログ－ディジタル変換器を前記第１及び
第２の受信機の両者に接続する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この明細書は、ワイアレス通信に係り、特に、音声通信標準及びワイアレスネットワー
キング標準をサポートするワイアレス通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイアレスネットワークは、ワイアレス通信を介して計算装置が情報及びリソースを共
有することを可能にする。ワイアレスネットワークにおいて使用される計算装置の例は、
ラップトップ若しくはデスクトップコンピュータ、パーソナルディジタルアシスタンツ（
ＰＤＡｓ）、セルラ無線電話及び衛星無線電話のような携帯電話、データターミナル、デ
ータ収集装置、パーソナルディジタルアシスタンツ（ＰＤＡｓ）及び他の携帯若しくは非
携帯計算装置を含む。ワイアレスネットワーキングを容易にするために開発された標準の
１つの広汎なファミリは、ＩＥＥＥ　８０２．１１標準に示される。オリジナルのＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１標準は、２．４－２．４８３ギガヘルツ（ＧＨｚ）周波数帯域（以降、
２．４ＧＨｚ帯域）において毎秒１－２メガビット（Ｍｂｐｓ）のデータ転送レートを提
供する。しかしながら、オリジナルのＩＥＥＥ　８０２．１１標準に対する多数の拡張が
、データ転送レートを増加させるための努力において開発されてきている。
【０００３】
　ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ標準（時々、８０２．１１ワイアレスフィデリティ（wirele
ss fidelity）若しくは８０２．１１Ｗｉ－Ｆｉとして呼ばれる）は、ＩＥＥＥ　８０２
．１１標準の拡張であり、これは、２．４ＧＨｚ帯域において１１Ｍｂｐｓ送信（５．５
、２．０及び１．０Ｍｂｐｓのフォールバック（fallback）を有する）を提供する。ＩＥ
ＥＥ　８０２．１１ｂ標準は、１．０ＭＢＰＳ送信に対してバイナリフェーズシフトキー
イング（ＢＰＳＫ）、及び２．０，５．５及び１１．０Ｍｂｐｓ送信に対してカドラチャ
フェーズシフトキーイング（ＱＰＳＫ）を利用する。コンプリメンタリコードキーイング
（ＣＣＫ）技術も、５．０及び１１．０Ｍｂｐｓ送信レートに対する２．４ＧＨｚ帯域に
おけるマルチチャネルオペレーションを達成するために、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ標準
によって採用される。
【０００４】
　ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ標準は、ＩＥＥＥ　８０２．１１標準の他の拡張である。Ｉ
ＥＥＥ　８０２．１１ｇ標準は、２．４ＧＨｚ周波数帯域において直交周波数分割マルチ
プレキシング（ＯＦＤＭ）を利用して、最大５４Ｍｂｐｓまでのレートでデータ送信を提
供する。ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ標準も、８０２．１１ｂネットワークを有する後方能
力を提供した。ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ標準は、ＩＥＥＥ　８０２．１１標準の拡張で
あり、これは、５ＧＨｚ周波数帯域においてＯＦＤＭを利用して、最大５４Ｍｂｐｓまで
のレートでデータ送信を提供する。これらの及び他のワイアレスネットワークが、開発さ
れてきている。ＩＥＥＥ　８０２．１１標準に対する追加の拡張は、他のＷＬＡＮ標準と
同様に、将来出現する可能性がある。
【０００５】
　ワイアレスネットワークは、ワイアレス及び／若しくは有線ネットワークをインターフ
ェースする１若しくはそれ以上のアクセスポイントを含む可能性がある。アクセスポイン
トも、他のアクセスポイントとワイアレスにインターフェースする可能性があり、ワイア
レスネットワークの地理的な大きさを拡大する。さらに、ワイアレスルータは、ワイアレ
スネットワークにおいて使用される可能性があり、ワイアレスセッティング内でデータル
ーティング機能を実施し、そしてワイアレスネットワークのサイズをおそらく拡大する。
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時々、ワイアレスルータ及びアクセスポイントの両者が、比較的大きなワイアレスネット
ワーク環境を形成するために一緒に使用される。
【０００６】
　ワイアレスネットワーキング標準をサポートするワイアレス通信装置は、音声通信に対
して共通に使用される標準のような他の通信標準もサポートする可能性がある。音声通信
標準は、１若しくはそれ以上の種々の変調技術に基づく可能性がある。例えば、周波数分
割多元アクセス（ＦＤＭＡ）、時間分割多元アクセス（ＴＤＭＡ）、及び種々の拡散スペ
クトル技術である。ワイアレス音声通信において使用される１つの共通の拡散スペクトル
技術は、コード分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）信号変調である。ＣＤＭＡにおいて、複数
の通信は、拡散スペクトル高周波（ＲＦ）信号を介して同時に送信される。他のワイアレ
ス通信システムは、異なる変調技術を使用する可能性がある。例えば、ＧＳＭシステムは
、ＴＤＭＡとＦＤＭＡ変調技術の組み合わせを使用する。これらの技術は、それぞれ１．
８ＧＨｚ及び１．９ＧＨｚにおいて動作する、ＤＣＳ１８００及びＰＣＳ１９００システ
ムを含む、ＧＳＭシステムに関連する他のシステムにおいても使用される。
【０００７】
　周波数シンセサイザは、ワイアレス通信装置内で共通に与えられて、ＲＦ信号受信及び
ＲＦ信号送信を容易にする。例えば、ＲＦ信号受信の間に、ＲＦ信号は、一般にベースバ
ンド信号にミックスダウンされる、これは、ディジタル値に変換され、そして復調される
ことが可能である。参照ウェーブフォームは、周波数シンセサイザによって生成され、そ
してＲＦウェーブフォームとミックスされてベースバンド信号を発生する。ＲＦウェーブ
フォームをベースバンドへ落とすミキシングのプロセスは、時々、ダウンコンバージョン
プロセスとして呼ばれる。
【０００８】
　周波数シンセサイザは、ＲＦ信号送信の間にも使用される。その場合には、ベースバン
ド信号は、ＲＦへアップミックスされる（時々、アップコンバージョンプロセスとして呼
ばれる）。アップコンバージョンプロセスの間に、周波数シンセサイザは、ワイアレス送
信される前にベースバンド信号を用いて変調される、参照ウェーブフォームを生成する。
例えば、参照ウェーブフォームは、位相固定ループ（ＰＬＬ）によって決定される周波数
を有する電圧制御されたオシレータ（ＶＣＯ）によって生成される可能性がある。ＰＬＬ
に対するタイミング参照は、電圧制御され温度補償されたクリスタルオシレータ（ＶＣＴ
ＣＸＯ）のような、高精度低周波数クリスタルオシレータである可能性がある。
【０００９】
　音声通信標準に関連したＲＦウェーブフォームは、ＩＥＥＥ　８０２．１１標準のよう
なワイアレスネットワーキング標準に関連したＲＦウェーブフォーム以外の異なる周波数
を一般に有する。例えば、上記されたように、多くのＩＥＥＥ　８０２．１１標準は、２
．４ＧＨｚ帯域で動作する。音声通信標準は、一方で２．４ＧＨｚ帯域と異なる周波数帯
域、例えば、８００ＭＨｚ帯域、１８００ＭＨｚ帯域、若しくは１９００ＭＨｚ帯域、に
おいて一般に動作する。この理由のために、音声通信標準及びワイアレスネットワーキン
グ標準の両者をサポートする従来のワイアレス通信装置は、異なる周波数シンセサイザを
一般に利用して、異なる標準によって必要とされる周波数においてウェーブフォームを発
生する。
【発明の開示】
【００１０】
　［サマリー］
　本開示は、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準の両者をサポートするワ
イアレス通信装置において与えられることができる種々の技術を対象とする。特に、技術
は、ワイアレス音声信号及びワイアレスデータ信号の送信及び受信に対して要求される異
なる周波数において異なるウェーブフォームの発生を容易にする可能性がある。例えば、
技術は、周波数シンセサイザを使用してワイアレス通信装置において第１のウェーブフォ
ームを発生すること、ここで、第１のウェーブフォームは、音声通信標準に関連する周波



(7) JP 4472516 B2 2010.6.2

10

20

30

40

50

数を有する、そして同一の周波数シンセサイザを使用してワイアレス通信装置において第
２のウェーブフォームを生成すること、ここで、第２のウェーブフォームは、ワイアレス
ネットワーキング標準に関連する周波数を有する、を含む可能性がある。このような方法
で、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準の両者をサポートするワイアレス
通信装置は、改善されおそらく単純化されることが可能である。種々の実施形態のさらな
る詳細は、添付された図面及び以下の説明において示される。他の特徴、目的及び利点は
、説明及び図面から、及び請求項から明らかにされる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　一般に、この開示は、ワイアレスデータ通信及びワイアレス音声通信の両者に関連した
種々の信号プロセシングタスクを実施するために構成されたワイアレス通信装置（ＷＣＤ
）を説明する。この明細書では、ワイアレスデータ通信の用語は、ＩＥＥＥ　８０２．１
１標準、ブルートゥーススペシャルインタレストグループ（Bluetooth Special Interest
 Group）にしたがった標準、等の１つのようなワイアレスネットワーキング標準にしたが
ったワイアレス通信を呼ぶ。ワイアレス音声通信の用語は、ＴＤＭＡ，ＦＤＭＡ，ＣＤＭ
Ａ、若しくはこれらの組み合わせのような変調技術を実行する、ＧＳＭ，ＰＣＳ，等のよ
うな標準を含む、無線電話によって共通に使用される音声通信標準にしたがったワイアレ
ス通信を呼ぶ。
【００１２】
　音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準の両者をサポートするＷＣＤｓは、
ワイアレスネットワーキング標準にしたがって受信されたＲＦ信号のプロセシング及びワ
イアレスネットワーキング標準にしたがって受信されたＲＦ信号のプロセシングに対する
同一のコンポーネントの全て若しくはいくつかを使用することによって単純化されること
ができる。ＲＦ信号の送信も、アナログ的な方法で単純化される可能性がある。例えば、
以下に非常に詳細に概略を述べられたように、ワイアレス通信装置は、音声通信標準にし
たがったＲＦ信号の送信若しくは受信における使用のための第１のウェーブフォーム及び
ワイアレスネットワーキング標準にしたがったＲＦ信号の送信若しくは受信における使用
のための第２のウェーブフォームを発生できる周波数シンセサイザを含む可能性がある。
【００１３】
　周波数シンセサイザは、別々の受信機若しくは送信機へ異なるウェーブフォームを与え
る可能性がある、若しくは、音声及びデータ標準の両者にしたがったＲＦ信号の受信若し
くは送信をサポートする統合された受信機若しくは送信機の統合された一部分である可能
性がある。いずれの場合においても、ＷＣＤは、単純化されることができ、おそらくより
少ないコンポーネントを必要とする。例えば、周波数シンセサイザは、１個の電圧再御さ
れたオシレータ（ＶＣＯ）及び１個の位相固定ループ（ＰＬＬ）を与える可能性がある。
分割器及び／若しくは乗算器は、異なる標準によって要求される異なる周波数でウェーブ
フォームを発生させるために与えられる可能性がある。
【００１４】
　例として、周波数シンセサイザは、ワイアレス音声通信標準にしたがってＲＦウェーブ
フォームを受信すること若しくは送信することに使用するために８００ＭＨｚ帯域（８６
９－８９４ＭＨｚ）若しくは１９００ＭＨｚ帯域（１９３０－１９９０ＭＨｚ）において
ウェーブフォームを発生する可能性があり、ワイアレスネットワーキング標準にしたがっ
てＲＦウェーブフォームを受信すること若しくは送信することに使用するために２．４Ｇ
Ｈｚ帯域（２４１２－２４８３ＭＨｚ）においてウェーブフォームを発生する可能性があ
る。同じ原理が、他の周波数帯域においてウェーブフォームを発生するために適用される
可能性もある。例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ標準をサポートするための５ＧＨＺ帯
域、若しくは他の音声通信標準をサポートするための１８００ＭＨｚ帯域である。
【００１５】
　周波数シンセサイザは、第１の周波数において第１の信号を生成する１個の電圧制御さ
れたオシレータを与える可能性がある。電圧制御されたオシレータは、第１の信号に関す
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る適切な周波数を選択するために位相固定ループによって同調される可能性がある。電圧
制御されたオシレータは、周波数操作回路に接続される可能性がある。周波数操作回路は
、異なる周波数において異なる信号を発生させるために分割器及び／若しくは乗算器を与
える。１つの例では、第１の信号は、第２の信号を発生させるために分割される。その場
合には、第２の信号は、第３の信号を発生させるために第１の信号によって掛け算される
ことができる。第２の信号は、音声通信標準にしたがってＲＦ信号受信若しくは送信に対
して使用されたウェーブフォームを具備する可能性があり、そして第３の信号は、ワイア
レスネットワーキング標準にしたがってＲＦ信号受信若しくは送信に対して使用されたウ
ェーブフォームを具備する可能性がある。上記したように、電圧制御されたオシレータは
、したがって、どちらのウェーブフォームが要求されるかに依存して、同調される可能性
がある。電圧制御されたオシレータの要求される同調可能な範囲は、周波数操作回路のイ
ンプリメンテーションに対して削減されることができる。
【００１６】
　他の１つの例では、電圧制御されたオシレータによって発生された第１の信号は、第３
の信号を発生させるために第２の信号によって掛け算される、そして第３の信号は、乗算
器にフィードバックされる第２の信号を発生させるために分割係数によって分割される。
その場合には、第２の信号は、ワイアレスネットワーキング標準にしたがってＲＦ信号受
信若しくは送信に対して使用されるウェーブフォームを具備する可能性がある。
【００１７】
　追加の技術も、ワイアレス音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準の両者が
サポートされる場合に、どちらがＷＣＤのアーキテクチャを単純化できるかを説明する。
例えば、受信されたＲＦウェーブフォームからのベースバンド信号をミキシングすると、
ベースバンド信号は、受信機からモデムへ送られる必要がある可能性がある。受信機から
モデムへベースバンド信号を伝達するために同一のアナログ送信ラインを使用することに
よって、ベースバンド信号がワイアレス音声通信標準若しくはワイアレスネットワーキン
グ標準のいずれに関係するかどうかに拘らず、アーキテクチャは、単純化されることがで
きる。言い換えると、音声受信機及びデータ受信機は、共通のアナログ送信ラインを介し
てモデムに接続される。音声受信機が受信されたＲＦウェーブフォームからのベースバン
ド信号をミックスするのであれば、モデムのアナログ－ディジタル変換器へベースバンド
信号を送信するために送信ラインを使用する。同様に、データ受信機が受信されたＲＦウ
ェーブフォームからのベースバンド信号をミックスするのであれば、モデムのアナログ－
ディジタル変換器へベースバンド信号を送信するために同一のアナログ送信ラインを使用
する。このようにして、アーキテクチャは、音声通信標準及びワイアレスネットワーキン
グ標準の両者をサポートするＷＣＤにおいて単純化されることができる。
【００１８】
　図１は、複数のワイアレス通信装置１０Ａ－１０Ｃ、集合的にワイアレス通信装置１０
として呼ぶ、を含むワイアレス通信システム２を説明するブロック図である。ワイアレス
通信装置（ＷＣＤｓ）１０は、ワイアレスネットワーキングをサポートするために構成さ
れた任意の携帯計算装置である可能性がある。各装置は、ウィンドウズＴＭ、マッキント
ッシュＴＭ、ユニックス、若しくはリナックス環境で動作するデスクトップ若しくは携帯
コンピュータ、パームＴＭ、ウィンドウズＣＥ、若しくは小さな携帯装置のための同様の
オペレーティングシステム環境に基づいたパーソナルディジタルアシスタント（ＰＤＡ）
、若しくは携帯無線電話、対話式テレビ、ワイアレスデータ端末、ワイアレスデータ収集
装置、インターネットキオスク、家庭環境のためのネットワーク対応装置、ワイアレスサ
ーバ、及びその他のような他のワイアレス装置である可能性がある。
【００１９】
　ＷＣＤｓ１０は、ワイアレスデータ信号８Ａ－８Ｄ（以降、ワイアレスデータ信号８）
を介してワイアレス通信システム２中のデータを伝達する。特に、ＷＣＤｓ１０は、ワイ
アレスネットワーキング標準、例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１ファミリの標準中の１つ
の標準、により規定されたプロトコルのようなワイアレスプロトコルにしたがってデータ
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を伝達する。データパケットの形式の変調されたワイアレスデータ信号８は、ワイアレス
アクセスポイント１１Ａ及び１１Ｂ（集合的にアクセスポイント１１）によってそれぞれ
のＷＣＤｓ１０へ及びＷＣＤｓから送られる可能性がある。アクセスポイント１１は、ロ
ーカルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、若しくはインターネットのよう
なグローバルネットワークのようなネットワーク１４に有線接続を有する可能性がある。
【００２０】
　ワイアレスネットワーキング標準をサポートすることに加えて、システム２中のＷＣＤ
ｓ１０も、１若しくはそれ以上の音声通信標準をサポートするために構成される可能性が
ある。例えば、１若しくはそれ以上の基地局４は、ＣＤＭＡ技術、ＦＤＭＡ技術、ＴＤＭ
Ａ技術、各種の統合された技術、及びその他のような音声通信技術を介してＷＣＤｓ１０
へ音声信号９Ａ－９Ｅ（集合的に音声信号９）を通信する可能性がある。例えば、１若し
くはそれ以上のＷＣＤｓ１０は、１若しくはそれ以上のＣＤＭＡ標準をサポートするため
に設計される可能性がある。例えば、（１）“ＴＩＡ／ＥＩＡ－９５－Ｂ　デュアルモー
ドワイドバンド拡散スペクトルセルラシステムに関する移動局－基地局互換性標準”（Ｉ
Ｓ－９５標準）、（２）“ＴＩＡ／ＥＩＡ－９８－Ｃ　デュアルモードワイドバンド拡散
スペクトルセルラ移動局に対する推奨最小標準”（ＩＳ－９８標準）、（３）“第３世代
パートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）という名前のコンソーシアムにより提案さ
れた、ドキュメント番号３Ｇ　ＴＳ　２５．２１１、３Ｇ　ＴＳ　２５．２１２、３Ｇ　
ＴＳ　２５．２１３、及び３Ｇ　ＴＳ　２５．２１４を含むドキュメントのセットに組み
込まれた標準、（４）“第３世代パートナーシッププロジェクト２” （３ＧＰＰ２）と
いう名前のコンソーシアムにより提案された、“ＴＲ－４５．５　ｃｄｍａ２０００拡散
スペクトルシステムに対する物理レイヤ標準”、“Ｃ．Ｓ０００５－Ａ　ｃｄｍａ２００
０拡散スペクトルシステムに関する上位レイヤ（レイヤ３）シグナリング標準”、及び“
Ｃ．Ｓ００２４　ＣＤＭＡ２０００　高レートパケットデータエアーインターフェース仕
様”（ＣＤＭＡ２０００標準）、（５）ＴＩＡ／ＥＩＡ－ＩＳ－８５６、“ＣＤＭＡ２０
００高レートパケットデータエアーインターフェース仕様”に文書化されたＨＤＲシステ
ム、及び（６）いくつかの他の標準である。付け加えると、ＷＣＤｓ１０は、ＧＳＭ標準
、若しくは関連する標準、例えば、ＤＣＳ１８００及びＰＣＳ１９００標準、のような他
の標準をサポートするために設計される可能性がある。ＧＳＭシステムは、ＦＤＭＡ及び
ＴＤＭＡ変調技術の組み合わせを採用する。ＷＣＤｓ１０は、他のＦＤＭＡ及びＴＤＭＡ
標準もサポートする可能性がある。
【００２１】
　以下により詳細に概要を述べるように、１若しくはそれ以上のＷＣＤｓ１０は、単純化
されたアーキテクチャを組み込んで、ワイアレスネットワーキング標準及び音声通信標準
の両者をサポートする。特に、ＷＣＤｓ１０は、同一の周波数シンセサイザを利用する可
能性があり、ワイアレスネットワーキング標準及び音声通信標準にしたがった信号の送信
及び受信に対するウェーブフォームを発生する。さらに、ＷＣＤｓ１０は、ワイアレスネ
ットワーキング標準及び音声通信標準に関連した信号の信号プロセシングの間に他の共通
コンポーネントを使用する可能性がある。例えば、同一のアナログ送信ラインは、受信機
がワイアレスデータ受信機若しくはワイアレス音声受信機のいずれであるかに拘らず受信
機からモデムへベースバンド信号を伝達するために使用される可能性がある。ＷＣＤ１０
のユーザは、オペレーションのモード、例えば、音声若しくはデータ、を選択する可能性
があり、そしてＷＣＤ１０のコンポーネントは、以下により詳細に概要を述べられたよう
に構成されることができ、その結果、ワイアレス信号が、選択されたオペレーションのモ
ードにしたがって、送信されそして受信されることができる。
【００２２】
　図２は、ワイアレス通信システムの他の１のブロック図であり、そこでは、ＷＣＤ１０
は、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準をサポートする。示されたように
、ＷＣＤ１０は、ワイアレスネットワーキング標準にしたがってワイアレスデータ信号８
を送信でき、受信できる。特に、ＷＣＤ１０は、ワイアレスＲＦ信号を受信する。そこで
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は、データは、ワイアレスネットワーキングに対して使用された変調スキームにしたがっ
て変調される。例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂワイアレスネットワーキング標準にし
たがった装置によって一般に実行されるＢＰＳＫ若しくはＱＰＳＫ変調スキーム、若しく
はＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ若しくはＩＥＥＥ　８０２．１１ａワイアレスネットワーキ
ング標準にしたがった装置によって一般に実行されるＯＦＤＭ変調スキームである。いず
れの場合でも、データ信号８は、使用された変調スキームにしたがってエンコードされた
データパケットの形式を取る。データをパケットに分割することは、送信の間に失われた
若しくは汚染された可能性があるそれらの個々のパケットだけを再送付するために送る側
の装置をイネーブルすることを含む複数の利点を有する。ワイアレスネットワークは、代
表的にリセンド－アンティル－アクノリッジ（承認されるまで再送信）プロトコルにした
がって動作する。そこでは、パケットは、アクセスポイント１１からＷＣＤ１０へ、ＷＣ
Ｄ１０がパケットの受信を承認するまで再送付される。アクセスポイント１１は、ローカ
ルエリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク若しくはインターネットのようなグロ
ーバルネットワークのような、パケットに基づいたネットワーク１４内でルータに有線接
続を有する。
【００２３】
　ＷＣＤ１０は、ワイアレス音声通信標準にしたがって音声信号９も送信し、受信できる
。特にＷＣＤ１０は、基地局４からワイアレスＲＦ信号を受信する可能性があり、そこで
は、データは、上記されたＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ若しくはＣＤＭＡ変調スキームのような、
ワイアレス音声通信に対して使用された変調スキームにしたがって変調される。基地局４
（時々ベーストランシーバシステムとして呼ばれる）は、基地局コントローラ１８に一般
に接続され、基地局４とパブリックスイッチト電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）１３との間
のインターフェースを与える。再び、ＷＣＤ１０は、ワイアレス音声信号９及びワイアレ
スデータ信号８がサポートされる場合に、アーキテクチャを単純化し、おそらく改善する
ために以下により詳細に概要を説明される１若しくはそれ以上の技術を与える。いずれの
場合においても、ＷＣＤ１０のユーザは、オペレーションのモードを選択し、そしてＷＣ
Ｄ１０のコンポーネントは、以下にさらに詳細に概要を説明されるように構成されること
ができる。
【００２４】
　図３及び４は、それぞれＲＦ信号受信及びＲＦ信号送信の間、周波数シンセサイザ２５
Ａ及び２５Ｂを与えるワイアレス通信装置１０のブロック図である。いずれの場合でも、
周波数シンセサイザ２５、すなわち、周波数シンセサイザ２５Ａ及び２５Ｂ、は、以下に
概要を述べる１若しくはそれ以上の技術を実行する可能性があり、ワイアレス通信装置１
０のオペレーションを改善する。
【００２５】
　特に、ワイアレス通信装置（ＷＣＤ）１０は、ゼロ中間周波数（ゼロＩＦ）アーキテク
チャを与えるが、本明細書は、その点に限定されない。その場合には、ＷＣＤ１０は、入
力ＲＦ信号を直接ベースバンド信号へ変換し、そして具体的には、ＲＦ信号を中間周波数
（ＩＦ）信号に始めに変換しない。しかしながら、ここに説明された技術は、中間周波数
（ＩＦ）部分をインプリメントするアーキテクチャを含む１若しくはそれ以上の周波数シ
ンセサイザをインプリメントする任意のアーキテクチャに容易に適用可能である可能性が
あることを理解される。
【００２６】
　図３に示されたように、ＷＣＤ１０は、入力ＲＦ信号を受信するアンテナ２０を含む。
例えば、入力ＲＦ信号は、音声信号、例えばＣＤＭＡ基地局から送られたコード分割多元
アクセス（ＣＤＭＡ）変調された信号、若しくはデータ信号、例えばＩＥＥＥ　８０２．
１１ファミリの標準中のワイアレスネットワーキング標準にしたがって変調されたパケッ
ト、を具備する。アンテナ２０によって受信された音声信号は、音声受信機２２によって
処理されることがでる、これに対してアンテナ２０によって受信されたデータ信号は、デ
ータ受信機２４によって処理されることができる。特に、受信機２２，２４は、低雑音増
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幅器（ＬＮＡ）及び１若しくはそれ以上のフィルタを経由して受信された信号を渡す可能
性がある。信号は、その後、ベースバンドへミックスダウンされる。特に、各受信機は、
周波数シンセサイザ２５Ａによって生成された参照ウェーブフォームを受信するミキサを
与える可能性がある。周波数シンセサイザ２５Ａは、異なる受信機２２，２４による使用
に対して異なる周波数でウェーブフォームを発生させる可能性がある。
【００２７】
　受信機は、アナログ送信ライン３５Ａと３５Ｂ及びおそらくシリアルバス２７Ａと２７
Ｂを介してモジュレータ／デモジュレータ（ｍｏｄｅｍ）に接続される可能性がある。受
信されたＲＦウェーブフォームをベースバンドにミックスダウンすると、ベースバンド信
号は、それぞれのアナログ送信ライン３５Ａ，３５Ｂを介してモデム２６へ送られること
ができる。モデム２６は、ベースバンド信号をディジタル値に変換し、復調を実施する可
能性がある。本明細書では、用語モデムは、変調、復調、若しくは変調及び復調の両者を
実施できるコンポーネント若しくはコンポーネントの集合を呼ぶ。
【００２８】
　図４は、ＲＦ信号送信の間に実行されるコンポーネントを説明する、ＷＣＤ１０のブロ
ック図である。その場合には、ＷＣＤ１０は、アナログ送信ライン４５Ａと４５Ｂ及びお
そらくシリアルバス４７Ａと４７Ｂを介してモデム２６に接続された異なる送信機３２、
３４を与える可能性がある。例えば、音声送信機３２は、音声通信標準にしたがって変調
された音声信号を送信するために使用されることができ、これに対して、データ送信機３
４は、ワイアレスネットワーキング標準にしたがって変調されたデータパケットを送信す
るために使用されることができる。送信機３２，３４は、モデム２６からベースバンド信
号を受信して、共通周波数シンセサイザ２５Ｂによって生成されたウェーブフォームを使
用してベースバンド信号をＲＦへアップミックする可能性がある。再び、周波数シンセサ
イザ２５Ｂは、異なる送信機３２，３４の両者による使用に対して異なる周波数でウェー
ブフォームを発生させる可能性がある。
【００２９】
　図５は、統合音声／データ受信機を組み込んだＷＣＤ１０を説明するブロック図である
。統合音声／データ受信機は、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準にした
がって信号を受信できる。その場合には、受信機５２は、ワイアレス音声信号若しくはワ
イアレスネットワーキング標準にしたがって変調されたデータ信号であるとして受信した
信号を識別する。周波数シンセサイザ２５Ｃは、受信機５２による使用に対して異なる周
波数でウェーブフォームを発生させる可能性がある。特に、周波数シンセサイザ２５Ｃは
、受信した信号が音声通信標準にしたがって変調された音声信号である場合に、第１の周
波数においてウェーブフォームを発生でき、そしてしかも、受信した信号がワイアレスネ
ットワーキング標準にしたがって変調されたデータ信号である場合に、第２の周波数にお
いてウェーブフォームを発生する。受信機５２は、アナログ送信ライン５５Ａと５５Ｂ及
びおそらくシリアルバス５７Ａと５７Ｂを介してモデム２６に接続される可能性がある。
【００３０】
　さらに他のインプリメンテーションでは、ＷＣＤは、統合音声／データ送信機を組み込
む可能性がある。統合音声／データ送信機は、音声通信標準及びワイアレスネットワーキ
ング標準にしたがって信号を送信できる。その場合には、周波数シンセサイザは、送信さ
れた信号が音声信号であるか若しくはデータ信号であるかに基づいて送信機による使用に
対して異なる周波数においてウェーブフォームを発生させる可能性がある。いくつかの場
合には、アンテナ２０（図３－５）は、デュプレクサ（図示せず）に接続される可能性が
あり、これは、受信機及び送信機の両者に順に接続される。言い換えると、デュプレクサ
は、入力及び出力信号経路を異なるものにする可能性がある。単純化のために、しかしな
がら、デュプレクサは、図示されていない。いずれの場合でも、ＷＣＤ１０は、それぞれ
第１及び第２の周波数において第１及び第２のウェーブフォームを発生する周波数シンセ
サイザを組み込む。そのようにして、同一の周波数シンセサイザは、ワイアレスネットワ
ーキング標準したがったデータ通信及び音声通信標準にしたがった音声通信に対するウェ
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ーブフォームを発生させるために使用されることができる。その結果、複雑さの削減、よ
り少ないコンポーネント及び電力消費の削減のような改善は、音声及びデータ標準をサポ
ートするＷＣＤの中で達成されることが可能である。
【００３１】
　周波数シンセサイザ２５は、図３に示されたように２つの別々の受信機に接続される、
図４に示されたように２つの別々の送信機に接続される、図５に示されたように統合音声
／データ受信機の部分として統合される、統合音声／データ送信機の部分として統合され
る、複数の送信機及び受信機に接続される、若しくは音声及びデータ信号の送信及び受信
を実施する統合トランシーバに接続される可能性がある。いずれの場合でも、ＷＣＤ１０
は、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準の両者をサポートするために必要
な異なるウェーブフォームを発生させるために、別々の周波数シンセサイザの必要性がな
いので、単純化されることができる。
【００３２】
　図６は、音声受信機２２及びデータ受信機２４へウェーブフォームを与える周波数シン
セサイザ２５Ａのブロック図である。音声受信機２２は、音声通信標準にしたがって信号
を受信し、データ受信機２４は、ワイアレスネットワーキング標準にしたがって信号を受
信する。図示されたように、音声受信機２２は、ＲＦＶＯＩＣＥ信号をベースバンドにダ
ウンコンバートするためにミキサ５２Ａを与える可能性がある。同様に、データ受信機２
４は、ＲＦＤＡＴＡ信号をベースバンドにダウンコンバートするためにミキサ５２Ｂを与
える可能性がある。同様のコンポーネントは、ベースバンド信号をＲＦＶＯＩＣＥ及びＲ
ＦＤＡＴＡ信号にそれぞれアップコンバートするために送信機によって与えられる可能性
がある。
【００３３】
　図７は、周波数シンセサイザ２５のより詳細なブロック図である。周波数シンセサイザ
２５は、上記した周波数シンセサイザ２５Ａ，２５Ｂ若しくは２５Ｃのいずれかに対応す
る可能性がある。この例では、しかしながら、周波数シンセサイザ２５は、図３及び図６
に示されたように音声及びデータ受信機を用いたインプリメンテーションの関係において
説明される。
【００３４】
　周波数シンセサイザ２５は、電圧制御されたオシレータ（ＶＯＣ）のような、オシレー
タ７５を含む。位相固定ループ（ＰＬＬ）７２は、オシレータ７５の周波数を制御するた
めにオシレータ７５へ入力電圧信号を適用する。例えば、ＰＬＬ７２は、オシレータ７５
の出力を測定する可能性があり、おそらく出力周波数を低周波数高精度参照周波数、例え
ば温度補償されたクリスタルオシレータ（ＴＣＸＯ）により供給される、と比較するため
に周波数分割器を与える可能性がある。ＰＬＬ７２は、参照周波数とオシレータ７５の出
力との間の周波数差を測定し、周波数エラーを測定する可能性がある、そしてしたがって
、オシレータ７５への入力電圧を調整できる。ＰＬＬ７２によってオシレータ７５へ供給
された入力電圧は、オシレータ７５を所望の出力周波数に同調させるために選択されるこ
とができる。希望に応じて、１若しくはそれ以上のループフィルタ（図示せず）も与えら
れる可能性がある。
【００３５】
　周波数シンセサイザ２５は、オシレータ７５によって供給された信号から異なるウェー
ブフォームを発生させるために周波数操作回路７４も含む。特に、周波数操作回路７４の
使用は、オシレータ７５の必要な同調可能範囲を削減する可能性があり、それによって、
インプリメンテーションを単純化し、そしておそらくインプリメンテーションコストを削
減する。例えば、周波数操作回路７４は、１若しくはそれ以上の分割器及び１若しくはそ
れ以上の乗算器を含む可能性がある。このようにして、周波数シンセサイザ２５は、音声
通信標準に関連した周波数で第１のウェーブフォームを、及びワイアレスネットワーキン
グ標準に関連した周波数で第２のウェーブフォーム発生できる。図示されたように、周波
数操作回路７４は、ダウンコンバージョンプロセスにおける使用に対して固有の受信機に
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それぞれのウェーブフォームを出力できる。
【００３６】
　図８（ａ），（ｂ），９及び１０は、周波数シンセサイザ内のイグゼンプラリな周波数
操作回路のより詳細なブロック図である。図８（ａ）において、オシレータ７５は、１６
００ＭＨｚ周波数帯域、すなわち、約１６０８及び１６５５．３３ＭＨｚ（１６００ＭＨ
ｚ信号とも呼ばれる）に同調されて周波数操作回路へ信号を与える。周波数操作回路７４
は、８０４と８２７．６７ＭＨｚとの間の周波数の信号を発生させるために１６００ＭＨ
ｚ信号を２に分割するために分割器８２Ａを与える。
【００３７】
　分割器８２Ａは、１つの時間ドメインにおいて動作すると見られる可能性がある。例え
ば、分割器８２Ａは、オシレータパルスの先頭及び終わりのエッジを計数するカウンタを
含む可能性があり、整数の数のパルスが検出される各回毎にパルス信号を与える。図８に
示された例では、分割器８２Ａの整数は、２でプログラムされる。１６００ＭＨｚ帯域（
１６００－１６５５．３３）において振動する信号は、８０４と８２７．６７ＭＨｚとの
間で振動する信号を発生させるために分割器８２Ａに供給されることができる。
【００３８】
　分割器８２Ａの出力は、乗算器８１Ａに供給されることができる。特に、乗算器８１Ａ
は、分割器８２Ａから８０４と８２７．６７との間の範囲である信号を受信し、そして１
６００ＭＨｚ帯域で振動しているオシレータ７５によって発生された振動する信号を用い
て分割された信号を掛け算する。掛け算の結果は、上位帯域信号、これは２．４ＧＨｚ帯
域、すなわち、２４１２と２４８３ＭＨｚとの間の周波数（２．４ＧＨｚ信号とも呼ばれ
る）にある、及び下位帯域信号、これは８０４と８２７．６７ＭＨｚとの間である、であ
る。乗算器８１Ｂは、しかしながら、上位帯域信号だけを出力するようにプログラムされ
ることができる。この２．４ＧＨｚ信号は、２．４ＧＨｚ帯域において動作するワイアレ
スネットワーキング標準にしたがって変調されたＲＦ信号をダウンコンバートすることで
の使用に対してデータ受信機内のミキサへウェーブフォームとして与えられることができ
る。あるいは、２．４ＧＨｚ信号は、ベースバンド信号を２．４ＧＨｚキャリア上へアッ
プコンバートすることでの使用に対してデータ送信機内のミキサへウェーブフォームとし
て与えられることができる。
【００３９】
　図８（ｂ）は、図８（ａ）に示された同一の回路が、８６９と８９４ＭＨｚとの間（こ
こでは、８００ＭＨｚ信号と呼ばれる）で振動する信号を発生させるために、どのように
して使用される可能性があるかを示す。そのような８００ＭＨｚ信号は、ＧＳＭのような
音声システムに対して使用される可能性がある。８６９と８９４ＭＨｚとの間で振動する
信号を発生させるために、オシレータ７５は、１７３８－１７８８ＭＨｚ帯域に同調され
る可能性がある。オシレータ７５の出力は、８６９と８９４ＭＨｚとの間で振動する信号
を発生させるために分割器８２Ａへ供給されることができる。この８００ＭＨｚ信号は、
８００ＭＨｚ帯域で動作するＧＳＭ標準にしたがって変調されたＲＦ信号をダウンコンバ
ーティングすることにおける使用のためにＧＳＭ音声受信機内のミキサへウェーブフォー
ムとして与えられることができる。あるいは、８００ＭＨｚ信号は、ベースバンド信号を
８００ＭＨｚキャリアにアップコンバーティングすることにおける使用のためにＧＳＭ送
信機内のミキサへウェーブフォームとして与えられることができる。分割器及び乗算器が
与えられるので、オシレータ７５の必要な同調範囲は、データ及び音声の両者が同一の周
波数シンセサイザを使用してミックスされる場合に削減されることができる。所望の信号
は、オシレータ７５を同調させることによって及び分割器８２Ａの分割係数を選択するこ
とによって発生されることができる。
【００４０】
　周波数操作回路７４を与えることによって、オシレータ７５の同調範囲は、２．４ＧＨ
ｚ帯域のデータ受信機に対するウェーブフォーム及び８００ＭＨｚ帯域、１８００ＭＨｚ
帯域若しくは１９００ＭＨｚ帯域の音声受信機に対するウェーブフォームの発生をサポー
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トするために、ほぼ１６００ＭＨｚと１９００ＭＨｚとの間のどこかである必要があるだ
けである可能性がある。１６００ＭＨｚと１９００ＭＨｚとの間のどこかである同調範囲
は、非常に妥当なコストで与えられることができる。１６００ＭＨｚと１９００ＭＨｚと
の間のどこかである限りは、範囲は、より小さくなる可能性がある。これより大きな同調
可能範囲は、インプリメンテーションの観点からコスト的に禁止される可能性がある。
【００４１】
　図８（ａ）及び（ｂ）の例は、フィードフォワードループを与え、そこでは、分割器８
２Ａの出力は、前方に供給され、オシレータ７５によって発生された振動している信号と
統合される。図９は、音声及びデータ標準にしたがって異なる受信機若しくは送信機によ
る使用に対する異なるウェーブフォームを発生する他の方法を図示する。
【００４２】
　図９の例では、周波数操作回路７４Ｂは、フィードバックループを与える。その場合に
は、オシレータ７５は、１６００ＭＨｚ帯域の周波数操作回路７４Ｂへ信号を供給する。
周波数操作回路７４は、乗算器８１Ｂを与える。例えば、乗算器８１Ｂは、２．４ＧＨｚ
帯域の信号を発生させるためにオシレータ７５によって供給された１６００ＭＨｚ信号を
分割された信号で掛け算する。再び、乗算器８１Ｂは、上位及び下位帯域信号を実際に発
生させる可能性があるが、２．４ＧＨｚ帯域にある上位帯域信号だけを出力するようにプ
ログラムされることができる。２．４ＧＨｚ信号は、ダウンコンバージョン若しくはアッ
プコンバージョンプロセスにおける使用のために、データ受信機若しくは送信機上のミキ
サへウェーブフォームとして与えられることができる。さらに、２．４ＧＨｚ信号は、分
割器８２Ｂへ供給される可能性がある。分割器８２Ｂは、８０４及び８２７．６７ＭＨｚ
の信号、これは乗算器８１Ｂへフィードバックされる、を発生させるために２．４ＧＨｚ
信号を３で分割する。
【００４３】
　他の例では、オシレータ７５は、分割された信号が８６９－８９４ＭＨｚ帯域で振動す
るために同調される可能性があり、その結果、８００ＭＨｚ帯域で動作する音声通信標準
にしたがったダウンコンバージョン若しくはアップコンバージョンプロセスにおける使用
のためにＧＳＭ受信機若しくは送信機上のミキサへウェーブフォームとして与えられるこ
とができる。再び、分割器及び乗算器を与えることによって、信号電圧制御されたオシレ
ータ７５は、種々の異なる周波数においてウェーブフォームを発生させるために使用され
ることができる。さらに、分割器及び乗算器は、オシレータ７５の必要な同調範囲を減少
させることを可能にする。これは、順にインプリメンテーションコストを減少できる。電
圧制御されたオシレータ７５を同調させることによって、及び分割器８２の適切な分割係
数を選択することによって、種々の異なる周波数で振動する信号は、生成されることがで
きる。
【００４４】
　例えば、１８００ＭＨｚ信号を発生させるために、オシレータ７５は、１６００ＭＨｚ
帯域に同調されることができ、そして周波数分割器は、８の周波数分割係数で、すなわち
、２００ＭＨｚ帯域信号を発生させるために、構成される可能性がある。２００ＭＨｚ信
号は、その後、１６００ＭＨｚ信号と掛け算されて１８００ＭＨｚ信号を得る。
【００４５】
　図１０は、１９００ＭＨｚ信号、すなわち、１９３０と１９９０ＭＨｚとの間で振動し
ているウェーブフォームは、ＰＣＳ音声受信機若しくは送信機による使用のために発生さ
れる例を示す。その場合には、オシレータ７５は、１７１５－１７６８ＭＨｚ帯域に同調
されることができる。１７１５－１７６８ＭＨｚ信号は、分割器８２Ｃによって８で分割
されることができ、そしてその後、１９００ＭＨｚ帯域で振動する信号を発生させるため
に乗算器８１Ｃを使用して１７１５－１７６８ＭＨｚ信号で掛け算される。
【００４６】
　分割器８２の分割係数は、電圧制御されたオシレータ７５の初期電圧と同様に、音声及
びデータ通信に対する所望の周波数に対応する周波数を規定するために選択される可能性
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がある。分割器８２の分割係数は、プログラム可能であり、種々の異なる周波数ウェーブ
フォームの発生に関して自由度を与える可能性がある。そのために、図１０の回路は、図
８（ａ）の回路と同じである可能性があり、分割器８２のプログラム可能な分割係数は、
２（分割器８２Ａ、図８（ａ））から８（分割器８２Ｃ、図１０）へ変更される。その場
合に、分割器８２は、分割器が動作する分割係数を規定するプログラム可能な入力を受信
する可能性がある。いくつかの場合では、複数の乗算器若しくは複数の分割器が、いかな
る周波数が要求されてもウェーブフォームを発生させるために与えられることができる。
このような方法で、ワイアレス通信標準及びワイアレスネットワーキング標準の両者は、
１個の電圧制御されたオシレータを有する１台の周波数シンセサイザを使用してサポート
されることができる。そのような構成は、ＷＣＤ１０の複雑性を削減する可能性があり、
追加のオシレータが避けられるため、電力を節約することも可能性がある。付け加えると
、装置施設（real estate）の必要性及び製造コストも、いくつかの従来のＷＣＤｓと比
較して削減される可能性がある。オシレータ７５を同期させることによって、そして適切
な分割係数を選択することによって、所望のウェーブフォームは、同じ周波数シンセサイ
ザを使用して発生されることができる。さらに、複数の分割器及び乗算器のインプリメン
テーションは、オシレータ７５の必要な同調範囲を減少する可能性があり、これは、イン
プリメンテーションを単純化することができ、インプリメンテーションコストを削減する
ことができる。
【００４７】
　図１１は、ＲＦ信号の受信の間にワイアレス通信装置において実行されることができる
技術を説明するフロー図である。ＲＦ信号は、音声通信標準の信号若しくはワイアレスネ
ットワーキング標準の信号のいずれかに対応する。図示されたように、ＷＣＤ１０は、Ｒ
Ｆウェーブフォームを受信して（１０１）、受信されたウェーブフォームがデータ信号若
しくは音声信号のどちらに対応するかを決定する（１０２）。例えば、受信したＲＦ信号
の変調周波数が、異なる信号を区別するために測定される可能性がある。受信したＲＦウ
ェーブフォームが音声通信標準にしたがって変調された音声信号に対応するならば、ＷＣ
Ｄ１０内の周波数シンセサイザ２５は、第１のウェーブフォームを発生する（１０３）。
例えば、周波数シンセサイザ２５は、音声信号のダウンコンバージョンのために必要な周
波数で第１のウェーブフォームを発生させるために、電圧制御されたオシレータ７５及び
周波数操作回路７４を与える可能性がある。ＷＣＤ１０は、第１のウェーブフォームを使
用して、音声ベースバンド信号を受信されたＲＦウェーブフォームからダウンコンバート
する（１０４）。ＷＣＤ１０は、その後、ベースバンド信号を復調する（１０５）。
【００４８】
　受信されたＲＦウェーブフォームがワイアレスネットワーキング標準にしたがって変調
されたデータ信号に対応するならば、ＷＣＤ１０内の同一の周波数シンセサイザ２５は、
第２のウェーブフォームを発生する（１０６）。その場合には、周波数シンセサイザ２５
は、オシレータ７５を同調し、適切な分割係数を選択する。周波数操作回路７４は、デー
タ信号のダウンコンバージョンのために必要な周波数で第２のウェーブフォームを発生さ
せるために、電圧制御されたオシレータ７５からの適切に同調された信号を操作する。Ｗ
ＣＤ１０は、第２のウェーブフォームを使用して、データベースバンド信号を受信したＲ
Ｆウェーブフォームからダウンコンバートする。ＷＣＤ１０は、その後、ベースバンド信
号を復調する（１０５）。
【００４９】
　図１２は、図１１の技術と類似する技術を説明するフロー図である。図１２の技術は、
ＲＦ信号の送信の間にワイアレス通信装置において実行されることができる。ＲＦ信号は
、音声通信標準の信号若しくはワイアレスネットワーキング標準の信号のいずれかに対応
する。図示されたように、ＷＣＤ１０の送信機は、モデム２６からベースバンド信号を受
信する（１１１）。例えば、異なる送信機３２，３４（図４）は、ベースバンド信号が音
声通信標準若しくはワイアレスネットワーキング標準のいずれに対応するかに依存して、
モデム２６からベースバンド信号を受信する可能性がある（１１２）。ベースバンド信号
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が音声通信標準に対応するのであれば、ＷＣＤ１０内の周波数シンセサイザ２５は、音声
通信標準に関連する周波数を有する第１のキャリアウェーブフォームを発生する（１１３
）。ＷＣＤ１０は、第１のキャリアウェーブフォームに音声ベースバンド信号をアップコ
ンバートして（１１４）、変調されたキャリアを、例えば、基地局４へ送信する。
【００５０】
　ベースバンド信号がワイアレスネットワーキング標準に対応するのであれば、ＷＣＤ１
０内の周波数シンセサイザ２５は、ワイアレスネットワーキング標準に関連する周波数を
有する第２のキャリアウェーブフォームを発生する（１１６）。その場合には、ＷＣＤ１
０は、音声ベースバンド信号を第２のキャリアウェーブフォームにアップコンバートして
（１１７）、変調されたキャアリアを、例えば、アクセスポイント１１へ送信する。
【００５１】
　ＷＣＤ１０は、同一の周波数シンセサイザを使用することによって改善される若しくは
おそらく単純化される可能性があり、音声通信標準にしたがったＲＦ信号の送信若しくは
受信における使用のための第１のウェーブフォーム、及びワイアレスネットワーキング標
準にしたがったＲＦ信号の送信若しくは受信における使用のための第２のウェーブフォー
ムを発生する。ＷＣＤ１０は、追加のオシレータが避けられるので、電力を節約する可能
性もある。付け加えると、装置施設の要求及び製造コストは、いくつかの従来のＷＣＤｓ
と比較して削減される可能性がある。
【００５２】
　図１３は、追加された実施形態にしたがったＷＣＤ１０のブロック図である。そこでは
、音声受信機及びデータ受信機は、同一のアナログ送信ラインを使用してモデムへアナロ
グ信号を送信する。特に、図１３に説明されように、ＷＣＤ１０の受信機２２，２４は、
モデム２６へＩ－及びＱ－ベースバンド信号を送信する可能性がある。Ｉ－成分は、複素
ウェーブフォームのイン－フェーズ成分と呼ばれ、これに対して、Ｑ－成分は、複素ウェ
ーブフォームのカドラチャ－フェーズ成分と呼ばれる。Ｉ－及びＱ－ベースバンド信号を
受信すると、モデム２６は、アナログ－ディジタル変換器１２１を使用してベースバンド
信号をディジタルサンプルに変換し、ディジタル電圧利得増幅器（ＤＶＧＡ）１２２を使
用してベースバンド信号を拡大縮小し、そしてデモジュレーションユニット１２４を使用
してベースバンド信号を復調する。
【００５３】
　モデム２６は、音声通信標準若しくはワイアレスネットワーキング標準に関連したベー
スバンド信号を復調するために構成されることができる。音声受信機２２及びデータ受信
機２４は、アナログ送信ライン１２５Ａ及び１２５Ｂの組を介してモデム２６に接続され
る可能性がある。アナログ送信ラインは、それぞれの受信機２２，２４によって共用され
る。言い換えると、ベースバンド信号は、アナログ送信ライン１２５Ａ及び１２５Ｂを介
して音声受信機２２からアナログ－ディジタル変換器１２１へ送られることができ、そし
て異なるベースバンド信号は、同じアナログ送信ライン１２５Ａ及び１２５Ｂを介してデ
ータ受信機２４からアナログ－ディジタル変換器１２１へ送られることができる。このよ
うな方法で、ＷＣＤ１０のアーキテクチャは、ワイアレス音声通信標準及びワイアレスネ
ットワーキング標準がサポートされる場合に、単純化されることができる。
【００５４】
　ワイアレス通信装置の複数の技術及び実施形態が、説明されてきた。例えば、ＷＣＤの
アーキテクチャを単純化する技術は、ＷＣＤが音声通信標準及びワイアレスネットワーキ
ング標準の両者をサポートする場合の使用に関して説明されてきた。いずれにせよ、種々
の他の変形が、本発明の精神及び範囲から逸脱しないでなされる可能性がある。したがっ
て、これらの及び他の実施形態は、本発明の請求項の範囲内である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】図１は、ワイアレス通信システムを説明するブロック図であり、そこでは、ワイ
アレス通信装置（ＷＣＤｓ）は、ここで説明された１若しくはそれ以上の技術を実行する
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【図２】図２は、ワイアレス通信システムを説明するブロック図であり、そこでは、ＷＣ
Ｄは、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準をサポートする。
【図３】図３は、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準にしたがって信号を
受信できるＷＣＤを説明するブロック図である。
【図４】図４は、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準にしたがって信号を
送信できるＷＣＤを説明するブロック図である。
【図５】図５は、音声通信標準及びワイアレスネットワーキング標準にしたがって信号を
受信できる統合音声／データ受信機を組み込むＷＣＤを説明するブロック図である。
【図６】図６は、音声通信標準にしたがって信号を受信する音声受信機及びワイアレスネ
ットワーキング標準にしたがって信号を受信するデータ受信機へウェーブフォームを与え
る周波数シンセサイザのブロック図である。
【図７】図７は、周波数シンセサイザのより詳細なブロック図である。
【図８】図８（ａ）、（ｂ）は、周波数シンセサイザ内のイグゼンプラリな周波数操作回
路の詳細なブロック図である。
【図９】図９は、周波数シンセサイザ内のイグゼンプラリな周波数操作回路の詳細なブロ
ック図である。
【図１０】図１０は、周波数シンセサイザ内のイグゼンプラリな周波数操作回路の詳細な
ブロック図である。
【図１１】図１１は、ワイアレス通信装置において実行されることができる技術を説明す
るフロー図である。
【図１２】図１２は、ワイアレス通信装置において実行されることができる技術を説明す
るフロー図である。
【図１３】図１３は、追加の実施形態にしたがったＷＣＤのブロック図であり、そこでは
、音声受信機及びデータ受信機は、同じアナログ送信ラインを使用してモデムへアナログ
信号を送信する。
【符号の説明】
【００５６】
　２…ワイアレス通信システム，４…基地局，８…ワイアレスデータ信号，９…ワイアレ
ス音声信号，２０…アンテナ，２７…シリアルバス，３５，４５…アナログ送信ライン，
７５…オシレータ，８１…乗算器，８２…分割器。
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