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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって：
　－第１の信号及び第２の信号の少なくとも１つはＵＷＢ信号であり、前記第１の信号を
前記第２の信号に周波数変換する周波数変換段；及び
　－少なくとも１つの発振信号の少なくとも１つの高調波を低減する少なくとも１つの多
相フィルターを有し、主要同相発振信号及び主要直角位相発振信号を前記周波数変換段に
供給する発振段；
　を有し、
　前記発振段は、第１の同相発振信号及び第１の直角位相発振信号並びに第２の同相発振
信号及び第２の直角位相発振信号を前記主要発振信号に変換するミクサを更に有し、前記
発振段は、前記ミクサの前後いずれかに配置される１つの多相フィルター、又は前記ミク
サの前後夫々に１つずつ配置される２つの多相フィルターを有し、
　前記発振段が前記ミクサの前に配置された多相フィルターを有する場合、前記発振段は
、当該多相フィルターと前記ミクサとの間に配置される周波数選択器を更に有し、該周波
数選択器は、
　－前記第２の同相発振信号及び前記第２の直角位相発振信号を結合して、正の周波数、
負の周波数又はゼロ周波数を供給するマルチプレクサ；及び
　－前記マルチプレクサを制御するコーダー；
　を有する、装置。
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【請求項２】
　前記発振段は、前記ミクサの第１の入力へ結合され、第１の発振信号を供給する第１の
発振器と、少なくとも１つの多相フィルターを介して前記第２のミクサの第２の入力へ結
合され、第２の発振信号を供給する第２の発振器とを更に有する、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記発振段は、前記第１の発振器及び前記第２の発振器と結合された基準信号源を更に
有する、請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記基準信号源はＸＭＨｚ信号源であり、前記第１の発振器は第１の位相ロックドルー
プの一部であり、前記第１の位相ロックドループは、１／Ａ分周器及び前記第１の発振信
号を前記１／Ａ分周器を介しＢ・ＸＭＨｚにおいて供給する１／Ｂ分周器を介し、Ａ・Ｂ
・ＸＭＨｚにおいて生成し、前記第２の発振器は第２の位相ロックドループの一部であり
、前記第２の位相ロックドループは、１／Ｃ分周器及び前記第２の発振信号を前記１／Ｃ
分周器を介しＤ・ＸＭＨｚにおいて供給する１／Ｄ分周器を介し、Ｃ・Ｄ・ＸＭＨｚにお
いて生成する、請求項３記載の装置。
【請求項５】
　前記周波数変換段及び前記発振段は受信機の一部を形成し、前記受信機は、増幅器を介
し前記周波数変換段の入力と結合されたアンテナを有し、前記第１の信号はＵＷＢ信号で
あり、前記第２の信号はベースバンド信号である、請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記周波数変換段及び前記発振段は送信機の一部を形成し、前記送信機は、増幅器を介
し前記周波数変換段の出力と結合されたアンテナを有し、前記第１の信号はベースバンド
信号であり、前記第２の信号はＵＷＢ信号である、請求項１記載の装置。
【請求項７】
　主要同相発振信号及び主要直角位相発振信号を、第１の信号を第２の信号に周波数変換
する周波数変換段に供給する発振段であって、前記第１の信号及び前記第２の信号の少な
くとも１つはＵＷＢ信号であり、前記発振段は、少なくとも１つの発振信号の少なくとも
１つの高調波を低減する少なくとも１つの多相フィルターを有し、
　前記発振段は、第１の同相発振信号及び第１の直角位相発振信号並びに第２の同相発振
信号及び第２の直角位相発振信号を前記主要発振信号に変換するミクサと、前記多相フィ
ルターと前記ミクサとの間に配置される周波数選択器とを更に有し、
　前記周波数選択器は、
　－前記第２の同相発振信号及び前記第２の直角位相発振信号を結合して、正の周波数、
負の周波数又はゼロ周波数を供給するマルチプレクサ；及び
　－前記マルチプレクサを制御するコーダー；
　を有する、発振器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装置に関し、また発振段、周波数選択器、システム、及び方法に関する。
【０００２】
　当該装置の例は、無線インターフェース、無線端末及び無線局のような、超広帯域無線
（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ、ＵＷＢ）信号を交換する受信機、送信機及び通信機
である。
【背景技術】
【０００３】
　従来技術は、特許文献１から知られている。特許文献１は、当該文献の図１に、共に局
部発振生成器（発振段）と結合された送信機及び受信機を有する装置を開示している。当
該文献の図２に開示されるように、送信機及び受信機は、それぞれミクサ段（周波数変換
段）を有し、局部発振生成器は発振器を有する。受信機では、ミクサ段周波数は、ＵＷＢ
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信号形式の第１の信号を中間周波数信号形式の第２の信号に変換する。送信機では、ミク
サ段周波数は、中間周波数信号形式の第１の信号をＵＷＢ信号形式の第２の信号に変換す
る。
【０００４】
　知られている装置は、特に局部発振生成器から生じる発振信号が十分にクリーンでない
なため、不利である。発振器と発振段の更なるミクサの間に置かれた１／Ｎ分周器は、高
調波を生じる。
【特許文献１】米国特許第６４０４２９３　Ｂｌ号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、特に十分にクリーンな発振信号を生成する発振段を有する装置を提供
することである。
【０００６】
　本発明の更なる目的は、特に発振段、周波数選択器、システム及び方法を提供すること
である。当該発振段、周波数選択器、システム及び方法は、全て、十分にクリーンな発振
信号を生成する発振段を有する装置において（と組み合わせて）用いられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による装置は：
－第１の信号及び第２の信号の少なくとも１つはＵＷＢ信号であり、前記第１の信号を前
記第２の信号に周波数変換する周波数変換段；及び
－発振段は、少なくとも１つの発振信号の少なくとも１つの高調波を低減する少なくとも
１つの多相フィルターを有し、主要同相発振信号及び主要直角位相発振信号を周波数変換
段に供給する発振段；を有する。
【０００８】
　１つ以上の多相フィルターを、少なくとも１つの発振信号の少なくとも１つの高調波を
低減する発振段に導入することにより、主要発振信号は十分にクリーンになる。帯域通過
フィルターと比較して、多相フィルターは、不要信号をより良く抑制するより高い可能性
を提供するが、同相及び直角位相発振信号を必要とする。同相及び直角位相発振信号が用
いられるので、多相フィルタリングが導入され得る。
【０００９】
　ＵＷＢは、例えば１ＧＨｚより高い周波数帯のチャネルであり、主要発振信号は、特に
重度の干渉又は干渉シナリオの下で、クリーンでなければならない。これは、例えば約９
ｎ秒の切り替え時間及び約３００ｎ秒の帯域の使用のような、激しい周波数ホッピング要
件の下で特に困難である。
【００１０】
　留意すべき点は、特許文献１の図１４において、発振段に置かれた多相フィルターが開
示されていることである。しかし特許文献１の列１６の行１６－２６に開示されるように
、当該多相フィルターは、同相及び直角位相信号を、単相電圧制御発振器から得るために
用いられる。従って、当該多相フィルターは、単相発振信号を同相及び直角位相発振信号
に変換する。この多相フィルターは、少なくとも１つの発振信号の少なくとも１つの高調
波を低減するためには用いられない。
【００１１】
　本発明による装置の実施例は、第１の同相発振信号及び第１の直角位相発振信号及び第
２の同相発振信号及び第２の直角位相発振信号を主要発振信号に変換するミクサを更に有
する発振段により定められる。当該ミクサは、例えば単側帯波ミクサであり、例えば工業
基準ＩＥＥＥ８０２．１５．３ａ（ＷＰＡＮ）のＭＢＯＡ（Ｍｕｌｔｉ－Ｂａｎｄ　Ｏｒ
ｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ
　Ａｌｌｉａｎｃｅ）により定められるようなＵＷＢのグループのあるＵＷＢに装置を調
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整させる。
【００１２】
　本発明による装置の実施例は、ミクサの出力と結合される多相フィルターの入力により
定められる。当該多相フィルターは、主要発振信号の高調波を低減する。多相フィルター
は、間に如何なる要素も有さずミクサと直接結合されて良く、又は要素を介しミクサと間
接的に結合されて良い。
【００１３】
　本発明による装置の実施例は、ミクサの入力と結合される多相フィルターの出力により
定められる。この多相フィルターは、第１の発振信号の又は第２の発振信号の高調波を低
減する。そして結果として主要発振信号は、低減された高調波を示す。多相フィルターは
、間に如何なる要素も有さずミクサと直接結合されて良く、又は要素を介しミクサと間接
的に結合されて良い。
【００１４】
　本発明による装置の実施例は、周波数選択器を更に有する発振段により定められ、前記
周波数選択器の出力はミクサの入力と結合される。この周波数選択器は、ミクサの前に設
置され、ミクサの後に設置される従来のマルチプレクサを置き換える。このような従来の
マルチプレクサは、主要発振信号に歪みを生じ、そして大きな電力を消費する。
【００１５】
　本発明による装置の実施例は、周波数選択器により定められ、前記周波数選択器は：
－第２の同相発振信号及び第２の直角位相発振信号、正の周波数、負の周波数又はゼロ周
波数に対応する前記第２の発振信号の組み合わせを供給するマルチプレクサ；及び
－マルチプレクサを制御するコーダーを有する。
【００１６】
　当該周波数選択器は、第２の発振信号、正の周波数、負の周波数又はゼロ周波数に対応
する前記（混合した）第２の発振信号の組み合わせを供給可能である。及び結果として、
装置は、（第１の発振信号から第２の発振信号を差し引くことにより定められる第１の帯
域の中央周波数を有し、第１の発振信号により定められる第２の帯域の中央周波数を有し
、及び第１の発振信号と第２の発振信号を加算することにより定められる第３の帯域の中
央周波数を有する）３個の異なるＵＷＢに調整することが可能である。
【００１７】
　本発明による装置の実施例は、第１の発振信号を供給する第１の発振器及び第２の発振
信号を供給する第２の発振器を更に有する発振段により定められる。別個の発振器を使用
し別個の発振信号をミクサへ供給することは、別個の多相フィルターの使用を許容する。
【００１８】
　本発明による装置の実施例は、第１及び第２の発振器と結合される基準信号源を更に有
する発振段により定められる。このような基準信号源は、２つの発振器に同一の基準クロ
ック信号を供給する。
【００１９】
　本発明による装置の実施例は、基準信号源、第１の発振器、及び第２の発振器により定
められる。基準信号源はＸＭＨｚ信号源である。第１の発振器は、第１の位相ロックドル
ープの一部である。第１の位相ロックドループは、１／Ａ分周器及び第１の発振信号を当
該１／Ａ分周器を介しＢ・ＸＭＨｚにおいて供給する１／Ｂ分周器を介し、Ａ・Ｂ・ＸＭ
Ｈｚにおいて生成する。第２の発振器は、第２の位相ロックドループの一部である。第２
の位相ロックドループは、１／Ｃ分周器及び第２の発振信号を当該１／Ｃ分周器を介しＤ
・ＸＭＨｚにおいて供給する１／Ｄ分周器を介し、Ｃ・Ｄ・ＸＭＨｚにおいて生成する。
Ｘは例えば４４に等しく、Ａは例えば２に等しく、Ｂは例えば９０に等しく、Ｃは例えば
４に等しく、そしてＤは例えば１２に等しい。従って、Ａ・Ｂ・Ｘは７９２０に等しく、
Ｂ・Ｘは３９６０に等しく、Ｃ・Ｄ・Ｘは２１１２に等しく、そしてＤ・Ｘは５２８に等
しい。このように、第１の帯域は約３４３２ＭＨｚに位置し、第２の帯域は約３９６０Ｍ
Ｈｚに位置し、そして第３の帯域は約４４８８ＭＨｚに位置する。
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【００２０】
　本発明による装置の実施例は、受信機の一部を形成する段により定められる。受信機は
、増幅器を介し周波数変換段の入力と結合されたアンテナを有する。第１の信号はＵＷＢ
信号であり、第２の信号はベースバンド信号である。
【００２１】
　本発明による装置の実施例は、送信機の一部を形成する段により定められる。送信機は
、増幅器を介し周波数変換段の出力と結合されたアンテナを有する。第１の信号はベース
バンド信号であり、第２の信号はＵＷＢ信号である。
【００２２】
　本発明による発振段は、主要同相発振信号及び主要直角位相発振信号を、第１の信号を
第２の信号に周波数変換する周波数変換段に供給する。前記第１の信号及び前記第２の信
号の少なくとも１つはＵＷＢ信号である。前記発振段は、少なくとも１つの発振信号の少
なくとも１つの高調波を低減する少なくとも１つの多相フィルターを有する。
【００２３】
　本発明による周波数選択器は：
－発振信号の組み合わせは正の周波数、負の周波数又はゼロ周波数に対応する、前記発振
信号を供給するマルチプレクサ；
－前記マルチプレクサを制御するコーダー；及び
－発振段は主要発振信号を周波数変換段に供給し、前記周波数変換段は第１の信号を第２
の信号に周波数変換し、前記第１の信号及び前記第２の信号の少なくとも１つはＵＷＢ信
号であり、前記発振段は、少なくとも１つの発振信号の少なくとも１つの高調波を低減す
る少なくとも１つの多相フィルターを有し、第１の同相発振信号及び第１の直角位相発振
信号及び第２の同相発振信号及び第２の直角位相発振信号を、前記発振段の主要同相発振
信号及び主要直角位相発振信号に変換するミクサの入力と結合された出力、を有する。
【００２４】
　本発明によるシステムは、少なくとも２つの装置を有し、前記２つの装置のそれぞれは
：
－第１の信号及び第２の信号の少なくとも１つはＵＷＢ信号であり、前記第１の信号を前
記第２の信号に周波数変換する周波数変換段；及び
－前記発振段は、少なくとも１つの発振信号の少なくとも１つの高調波を低減する少なく
とも１つの多相フィルターを有し、主要同相発振信号及び主要直角位相発振信号を前記周
波数変換段に供給する発振段；を有する。
【００２５】
　本発明によるシステムの実施例は、端末装置及び局装置を有する他の装置を有する装置
により定められる。
【００２６】
　本発明による方法は装置内で用いられ：
－第１の信号及び第２の信号の少なくとも１つはＵＷＢ信号であり、前記第１の信号を前
記第２の信号に周波数変換する段階；
－主要同相発振信号及び主要直角位相発振信号を前記周波数変換する段階に供給する段階
；及び
－少なくとも１つの発振信号の少なくとも１つの高調波を低減するため少なくとも１つの
発振信号を多相フィルタリングする段階；を有する。
【００２７】
　本発明による発振段、及び本発明による周波数選択器、及び本発明によるシステム、及
び本発明による方法の実施例は、本発明による装置の実施例と一致する。
【００２８】
　本発明は、特に多相フィルタリングが不要な信号をより良く抑制するより高い可能性を
提供するが、同相及び直角位相発振信号を用いる必要があるという見識に基づく。また本
発明は、特に同相及び直角位相発振信号が用いられることにより、多相フィルタリングが
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導入され得るという考えに基づく。
【００２９】
　本発明は、特に十分にクリーンな発振信号を生成する発振段を有する装置を提供すると
いう課題を解決する。また本発明は、特に装置が厳しい周波数ホッピング要件の下で用い
られ得るので、有利である。
【００３０】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施例を参照することにより明らか
に説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　図１に示される本発明による装置１は、受信機２及び送信機３を有する。受信機２は、
増幅器２２を介し周波数変換段２０と結合されたアンテナ２１を有する。送信機３は、増
幅器３２を介し周波数変換段３０と結合されたアンテナ３１を有する。２つの周波数変換
段は、処理段４と更に結合される。処理段４は、制御部５と更に結合される。処理段４は
、例えば示されないがフィルター、増幅器、合成器、パイロット挿入器／除去器、（デ）
インターリーバー、（デ）コーダー、（デ）スクランブラーを有する。また制御部５は、
例えば示されないがプロセッサー、メモリー及びマンマシンインターフェースを有する。
【００３２】
　本発明による発振段４０は、主要同相発振信号及び主要直角位相発振信号を、周波数変
換段２０、３０へ供給する。発振段４０は、受信機２及び送信機３の一部を形成する。代
案として、受信機２及び送信機３は別個の発振段を有しても良い。発振段４０は、図２に
詳細に示される。
【００３３】
　図２に示される本発明による発振段４０は、第１の同相発振信号及び第１の直角位相発
振信号を供給する第１の位相ロックドループ４１、及び第２の同相発振信号及び第２の直
角位相発振信号供給する第２の位相ロックドループ４２、を有する。位相ロックドループ
４１、４２は、基準信号源４７と結合された位相検出回路５０、６０を有する。また位相
ロックドループ４１、４２は、発振器５３、６３を介し位相検出回路５０、６０と結合さ
れた第１の分周器５１、６１を有する。第１の分周器５１、６１は、第２の分周器５２、
６２と結合される。第２の分周器５２、６２は、位相検出回路５０、６０と更に結合され
る。第１の分周器５１は、ミクサ４６の第１の入力と更に結合される。また第１の分周器
６１は、多相フィルター４３を介し及び周波数選択器４５を介し、ミクサ４６の第２の入
力と更に結合される。ミクサ４６の出力は、多相フィルター４４と結合される。第１（第
２）の同相発振信号は差分信号（０度、１８０度）なので、及び第１（第２）の直角位相
発振信号は差分信号（９０度、２７０度）なので、位相ロックドループ４１、４２とミク
サ４６の間に（場合により多相フィルター４３及び周波数選択器４５を介し）示された結
合のそれぞれは、４個のサブ結合を有する。主要同相発振信号は差分信号（０度、１８０
度）なので、及び主要直角位相発振信号は差分信号（９０度、２７０度）なので、ミクサ
４６と多相フィルター４４の間、及び当該多相フィルター４６の出力に示された（同相及
び直角位相）結合のそれぞれは、２個のサブ結合を有する。ミクサ４６は、例えば特許文
献１に開示されたような単側帯波ミクサを有する。
【００３４】
　位相ロックドループ４１、４２及び基準信号源４７に関し、基準信号源４７は、ＸＭＨ
ｚ信号源であって良い。第１の位相ロックドループ４１は、１／Ａ分周器５１及び第１の
発振信号を当該１／Ａ分周器５１を介しＢ・ＸＭＨｚにおいて供給する１／Ｂ分周器５２
を介し、Ａ・Ｂ・ＸＭＨｚにおいて生成する。第２の位相ロックドループ４２は、１／Ｃ
分周器６１及び第２の発振信号を当該１／Ｃ分周器６１を介しＤ・ＸＭＨｚにおいて供給
する１／Ｄ分周器６２を介し、Ｃ・Ｄ・ＸＭＨｚにおいて生成する。Ｘは例えば４４に等
しく、Ａは例えば２に等しく、Ｂは例えば９０に等しく、Ｃは例えば４に等しく、そして
Ｄは例えば１２に等しい。従って、Ａ・Ｂ・Ｘは７９２０に等しく、Ｂ・Ｘは３９６０に
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等しく、Ｃ・Ｄ・Ｘは２１１２に等しく、そしてＤ・Ｘは５２８に等しい。このように、
第１の帯域は約３４３２ＭＨｚに位置し、第２の帯域は約３９６０ＭＨｚに位置し、そし
て第３の帯域は約４４８８ＭＨｚに位置する。
【００３５】
　図３に更に詳細に示される多相フィルター４３は、４個の枝路を有する。第１（第２、
第３、第４）の枝路は、第１、第２及び第３の抵抗７０－７２（８０－８２、９０－９２
、１００－１０２）、トランジスター７３（８３、９３、１０３）及び第４の抵抗７４（
８４、９４、１０４）の直列回路を有する。第４の抵抗７４、８４、９４、１０４の一端
は電流源１１０を介し接地と結合される。第１の抵抗７０、８０、９０、１００の一端は
、電圧源＋Ｖと結合され、他端は多相フィルター４３の出力を構成する。これら出力は、
示されないバッファリングトランジスターにより更にバッファされて良い。トランジスタ
ー７３、８３、９３、１０３の制御電極（ベース）は、多相フィルター４３の入力を構成
する。第１の主要電極（エミッター）は、第４の抵抗７４、８４、９４、１０４の他端と
結合される。また第２の主要電極（コレクター）は、第３の抵抗７２、８２、９２、１０
２の一端と結合され、及びキャパシター７６、８６、９６、１０６を介し、前の枝路の第
３の抵抗１０２、７２、８２、９２の他端と結合される（最後の枝路は、最初の枝路の前
の枝路を形成する）。第３の抵抗７２、８２、９２、１０２の当該他端は、第２の抵抗７
１、８１、９１、１０１の一端と結合される。第２の抵抗７１、８１、９１、１０１の一
端は、キャパシター７５、８５、９５、１０５を介し、前の枝路の第２の抵抗１０１、７
１、８１、９１の他端と結合される（最後の枝路は、最初の枝路の前の枝路を形成する）
。多相フィルター４４は、例えば同様の構成を有して良い。
【００３６】
　図４は、多相フィルター４３の多相変換を、ｄＢ（縦軸）対周波数ＧＨｚ（横軸）で示
す。
【００３７】
　図５は、多相フィルター４３の多相フィルターの時間領域応答を、ボルト（縦軸）対時
間ｎ秒（横軸）で示す。
【００３８】
　図６に示される本発明による周波数選択器４５は、マルチプレクサ１２６の入力ｍ３、
ｍ４、及びマルチプレクサ１２７の入力ｎ３、ｎ４と結合されたＤＣ生成器１２０を有す
る。マルチプレクサ１２６は、２つの入力１３１、すなわちｍ１、ｍ２を更に有し、差分
の第２の同相発振信号（０度、１８０度）を受信する。またマルチプレクサ１２７は、２
つの入力１３２、すなわちｎ１、ｎ２を更に有し、差分の第２の直角位相発振信号（９０
度、２７０度）を受信する。マルチプレクサ１２６は、１つ以上の配線又はバスを介しコ
ーダー１２５の出力ｐｐ１と結合された入力ｑｑ１を更に有する。またマルチプレクサ１
２７は、１つ以上の配線又はバスを介しコーダー１２５の出力ｐｐ２と結合された入力ｑ
ｑ２を更に有する。このコーダー１２５は、帯域選択信号を受信する入力１３０を有し、
そして当該帯域選択信号をマルチプレクサ１２６、１２７を制御するために必要な制御信
号に変換する。マルチプレクサ１２６は、差分の第２の同相発振信号（０度、１８０度）
を供給する。またマルチプレクサ１２７は、差分の第２の直角位相発振信号（９０度、２
７０度）を供給する。
【００３９】
　当該第２の発振信号の組み合わせは、正の周波数、負の周波数又はゼロ周波数に対応す
る。ゼロ周波数は、例えばＤＣ発生器１２０を有するマルチプレクサ１２６、１２７を制
御することにより実現される。結果として、装置１は第２の帯域に調整される。負の周波
数に対応する第２の発振信号の組み合わせを供給する場合、装置１は、第１の帯域に調整
される。また正の周波数に対応する第２の発振信号の組み合わせを供給する場合、装置１
は、第３の帯域に調整される。
【００４０】
　図７に示される、マルチプレクサ１２６は、周波数選択器４５で用いられ、６個のトラ
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ンジスター１４０－１４５を有し、例えば３個のサブ入力ｍ５、ｍ６、ｍ７を有する入力
ｑｑ１を有する。入力ｍ３は、第１のトランジスター１４０の第１の主要電極（ソース）
と結合される。入力ｍ１は、第２のトランジスター１４１の第１の主要電極（ソース）及
び第３のトランジスター１４２の第１の主要電極（ソース）と結合される。入力ｍ２は、
第４のトランジスター１４３の第１の主要電極（ソース）及び第５のトランジスター１４
４の第１の主要電極（ソース）と結合される。入力ｍ４は、第６のトランジスター１４５
の第１の主要電極（ソース）と結合される。入力ｍ６は、トランジスター１４０及び１４
５の制御電極（ゲート）と結合される。入力ｍ５は、トランジスター１４１及び１４４の
制御電極（ゲート）と結合される。入力ｍ７は、トランジスター１４２及び１４３の制御
電極（ゲート）と結合される。トランジスター１４０の第２の主要電極（ドレイン）は、
トランジスター１４１の第２の主要電極（ドレイン）及びトランジスター１４３の第２の
主要電極（ドレイン）と結合され、マルチプレクサ１２６の第１の出力を構成する。トラ
ンジスター１４５の第２の主要電極（ドレイン）は、トランジスター１４４の第２の主要
電極（ドレイン）及びトランジスター１４２の第２の主要電極（ドレイン）と結合され、
マルチプレクサ１２６の第２の出力を構成する。マルチプレクサ１２７は、例えば同様の
構成を有して良い。
【００４１】
　第１の帯域は約３４３２ＭＨｚ（３９６０－５２８）に位置し、第２の帯域は約３９６
０（３９６０＋／－ＤＣ）ＭＨｚに位置し、及び第３の帯域は約４４８８（３９６０＋５
２８）ＭＨｚに位置する場合、第１の位相ロックドループ４１は３９６０ＭＨｚ信号（Ｉ

１＋ｊＱ１の形式で、Ｉ１及びＱ１は差分信号である）を供給し、第２の位相ロックドル
ープ４２は５２８ＭＨｚ信号（Ｉ２＋ｊＱ２の形式で、Ｉ２及びＱ２は差分信号である）
を供給する。
【００４２】
　従来技術では、クリーンなＩ／Ｑ５２８ＭＨｚ信号を生成することが課題であった。こ
の周波数は直角位相ＬＣ発振器を直接に用いるには低すぎる。またリング型発振器は、高
い位相ノイズを生じ、Ｉ／Ｑ信号品質の要件（標準的に１度より小さい位相誤差）を満た
すことが一層困難になる。可能な解決策は、５２８ＭＨｚの倍数である周波数（例えば４
×５２８ＭＨｚ＝２１１２ＭＨｚ）において動作する単一のＬＣ発振器を利用することで
ある。静止周波数分割は、従ってＩ／Ｑ５２８ＭＨｚ信号を生成する。しかしながら、こ
のような周波数分割は、５２８ＭＨｚの奇数調波の生成を避けられない。第３高調波は、
１５８４ＭＨｚの周波数である。Ｉ／Ｑシグナリングが用いられるので、５２８ＭＨｚの
第３高調波は、５２８ＭＨｚ信号が正の周波数を有する場合、－１５８４ＭＨｚに位置す
る。３９６０ＭＨｚ信号と混合され、第１の帯域（３４３２ＭＨｚ）の中央周波数を生成
する場合、この第３高調波は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａと強く干渉する周波数範囲である
３９６０＋１５８４＝５５４４ＭＨｚにおいて重大な突起を生じる。これは、この干渉が
ベースバンドに低下され相互に混合され、及び従って所望の情報を不利に歪めることを意
味する。
【００４３】
　従来技術では、同様の不利点は、－１１．８８ＧＨｚに位置する３９６０ＭＨｚ信号の
第３高調波により引き起こされた。３９６０ＭＨｚ信号の基本波を左へ、例えば単側帯波
ミクサでシフトし、第１の帯域（３４３２ＭＨｚ）の中央周波数を生成することはまた、
－１１．８８ＧＨｚ信号も５２８ＭＨｚだけ左へシフトし、－１２．４０８ＧＨｚの周波
数と一致させる。－１２．４０８ＧＨｚの周波数は、３４３２ＭＨｚの中央周波数の正確
に３倍ではなく、従って生成された中央周波数の第３高調波と一致しない。これ自体は問
題ではないが、生成された中央周波数が信号路内のダウンコンバーターミクサを制御する
ために用いられる場合、第３次相互変調積は、５．５４４ＧＨｚにおいて上述のように不
利である重大な突起を生じる。
【００４４】
　本発明によると、これらの不利点は多相フィルター４３及び／又は４４を導入すること
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により回避される。多相フィルター４３は、例えば－１５８４ＭＨｚにおいてノッチを有
する５２８ＭＨｚ信号を単側帯波ミクサ４６に入力する前に、当該信号の多相フィルタリ
ングを実行する。多相フィルター４４は、例えば単側帯波ミキシングの後、３９６０ＭＨ
ｚのシフトされた第３高調波（約－１２ＧＨｚに位置する）の多相フィルタリングを実行
する。
【００４５】
　多相フィルター４３は、５２８ＭＨｚ信号の第３高調波を抑制するために用いられる。
Ｉ／Ｑシグナリングが用いられるので、５２８ＭＨｚの第３高調波は、５２８ＭＨｚ信号
が正の周波数を有する場合、－１５８４ＭＨｚに位置する。フィルタリングせずに、３９
６０ＭＨｚ信号を－５２８ＭＨｚと単側帯波ミキシングし、３４３２ＭＨｚ（第１の帯域
）を生成することは、場合によっては強いＩＥＥＥ８０２．１１ａ干渉と近い３９６０＋
１５８４＝５５４４ＭＨｚにおいて重大な突起を生じる。第３高調波の突起は基本波と比
較して反対符号の周波数を有するので、多相フィルタリングは、例えば約５２８ＭＨｚの
帯域通過フィルターより効率的に用いられ、第３高調波を除去し得る。別の利点は、５２
８ＭＨｚ信号のＩ／Ｑ位相誤差が、所望の＋５２８ＭＨｚに重ね合わされた－５２８ＭＨ
ｚ信号として現れるので、多相フィルターにより抑制されることである。勿論、多相フィ
ルター４３は単側帯波ミクサ４６の前に位置するので、当該単側帯波ミクサは十分に線形
であるべきである。
【００４６】
　結果として生じる１２．４０８ＧＨｚにおける突起が生成された中央周波数信号から比
較的遠く離れているので、多相フィルター４４は、単側帯波ミクサ４６の後に置かれる。
ミキシングの前に突起をフィルタリングするので、３９６０ＭＨｚ信号により制御される
単側帯波ミクサ４６は十分に線形である必要がある。今回は単側帯波ミクサ４６の後でフ
ィルタリングすることにより、この追加要件は課されず、従って単側帯波ミクサ４６の設
計を容易にする。生成された中央周波数が正の場合、単側帯波ミクサの出力スペクトラム
で負の周波数として不要な突起が生じる。これは再び多相フィルターを可能にする。
【００４７】
　単側帯波ミクサの出力信号を多相フィルタリングする更なる利点は、（負の周波数にお
けるノイズを低下させることにより）中央周波数信号のノイズを低下させ、及び従ってＵ
ＷＢ信号路の雑音指数を低下させ得ることである。単側帯波ミクサの出力信号の多相フィ
ルタリングはまた、中央周波数信号のＩ／Ｑ整合を向上させる。
【００４８】
　図３に示される多相フィルター４３は、－１５４８ＭＨｚ信号（５２８ＭＨｚの第３高
調波）をフィルターする。下段は－１５２１ＭＨｚにおいてゼロを有し、上段は－１６５
０ＭＨｚにおいてゼロを有する。従って、これらの極点は、５２８ＭＨｚの第３高調波周
波数において地理的平均値を有する。同様の構成を有して良い多相フィルター４４では、
留意すべき点は、下段のトランジスター段が低い第３次歪みを有し、又は５．５４４ＧＨ
ｚ自体において突起を導入することである。
【００４９】
　図に示される各ブロックは、更なるフィルター、増幅器等を有して良い。ＵＷＢはしば
しばグループと称され、またこれらグループの周波数チャネルは帯域と称される。他の帯
域及び周波数チャネルは排除されるべきではない。本発明は、周波数ホッピングネットワ
ーク、及び周波数ホッピングのないネットワークに適用されて良い。図１では、アンテナ
２１及び３１の両方は結合されて良い。また更にブロックが存在して良い。図２では、位
相ロックドループ４１及び４２は、発振器５３及び６３を有する単なる実施例であり、他
の発振構成が排除されるものではない。多相フィルター４３及び４４は、如何なる構成で
あっても良い。ミクサ４６は、如何なる構成の単側帯波ミクサであって良い。図３に示さ
れる多相フィルター４３は、単なる例であり、他の種類の多相フィルターが代案として可
能である。多相フィルター４４についても同様である。第３高調波の抑制が議論されたが
、他の高調波も同様に又は代案として抑制されて良い。図６では、他の構成が用いられて
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良い。つまりＤＣ生成器１２０は例えばトランジスター、第１の抵抗、第２の抵抗、バイ
アストランジスター及び第３の抵抗の直列枝路を有し、例えば第２の抵抗の両端が入力ｍ

３、ｍ４及びｎ３、ｎ４と結合されて良い。ＤＣ信号を生成する他の（構成の）ＤＣ発生
器１２０は、排除されるべきではない。図７は、単にマルチプレクサのある実施例を示し
、他の実施例を排除しない。最後に、図３のバイポーラＮＰＮトランジスター及び図７の
ＰＭＯＳトランジスターのそれぞれは、如何なる種類のトランジスターにより置き換えら
れて良い。これは、本発明の範囲から逸脱することなく、全て有効である。
【００５０】
　留意すべき点は、以上に説明された実施例は、本発明を制限するものではないことであ
る。当業者は、請求の範囲から逸脱することなく、多くの代替の実施例を考案できるだろ
う。請求項では、括弧内の如何なる参照符号も、請求項を制限すると見なされるべきでは
ない。「有する」の表現及びその活用の使用は、請求項に記載された以外の構成要素又は
段階の存在を排除するものではない。要素に付される単数表記の語は、当該要素の複数の
存在を排除するものではない。複数の手段を列挙した装置の請求項では、これら複数の手
段は、１つ及び同一のハードウェア要素により実施され得る。特定の手段が相互に異なる
従属請求項で引用されることは、これら手段の組み合わせが効果的に利用できないことを
示すものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明による、論理回路の第１の実施例を示す。
【図２】本発明による発振段を図示する。
【図３】多相フィルターを図示する。
【図４】多相フィルターの多相変換を示す。
【図５】多相フィルターの時間領域応答を示す。
【図６】本発明による周波数選択器を図示する。
【図７】周波数選択器のマルチプレクサを図示する。
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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