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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置において、
　受信アンテナと送信アンテナとを含む複数のアンテナと、
　前記受信アンテナと前記送信アンテナとに動作可能に結合され、前記送信アンテナに結
合されている送信パス中に電力増幅器アレンジメントを備えている回路とを具備し、
　前記電力増幅器アレンジメントは、第１の利得を有する第１の増幅器と、前記第１の利
得よりも低い第２の利得を有する第２の増幅器と、前記第１および第２の増幅器間のフィ
ルタとを含み、
　前記送信アンテナを通したワイヤレス信号の送信の間、前記受信アンテナと前記送信ア
ンテナとのうちの少なくとも１つは、それらの間に少なくとも１５ｄＢの分離を提供する
ように適合され、
　前記第１の増幅器により発生した広帯域ノイズが前記フィルタによりフィルタリングさ
れ、前記フィルタリングされた信号が前記第２の増幅器に入力され、
　前記送信アンテナは、前記送信アンテナの前に検出された送信信号および予測された送
信信号に基づいて、適応的に共振同調され、前記送信信号はいかなるデュプレクサも通ら
ずに前記送信アンテナに送られ、
　前記第２の増幅器は、いかなるデュプレクサも通さずに前記送信アンテナに結合されて
いる装置。
【請求項２】
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　前記電力増幅器アレンジメントは、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサとの間に
動作可能に配置されている少なくとも２つの増幅器を備えている請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、選択的にバイパスされるよう
に適合されている請求項２記載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、狭帯域増幅器を含む請求項３
記載の装置。
【請求項５】
　前記回路は、前記電力増幅器アレンジメントに結合されているトランシーバをさらに備
えている請求項１記載の装置。
【請求項６】
　回路において、
　トランシーバと、
　前記トランシーバを受信アンテナに結合させるように適合されている受信パスと、
　前記受信パスとは独立し、前記トランシーバを送信アンテナに結合させるように適合さ
れている送信パスとを具備し、
　前記受信パスは、受信パススイッチと前記トランシーバとの間に配置されている複数の
別個の受信パスフィルタを含み、
　前記送信パスは、電力増幅器アレンジメントを備え、
　前記電力増幅器アレンジメントは、第１の利得を有する第１の増幅器と、前記第１の利
得よりも低い第２の利得を有する第２の増幅器と、前記第１および第２の増幅器間のフィ
ルタとを含み、
　前記第１の増幅器により発生した広帯域ノイズが前記フィルタによりフィルタリングさ
れ、前記フィルタリングされた信号が前記第２の増幅器に入力され、
　前記送信アンテナは、前記送信アンテナの前に検出された送信信号および予測された送
信信号に基づいて、適応的に共振同調され、前記送信信号はいかなるデュプレクサも通ら
ずに前記送信アンテナに送られ、
　前記第２の増幅器は、いかなるデュプレクサも通さずに前記送信アンテナに結合されて
いる回路。
【請求項７】
　前記電力増幅器アレンジメントは、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサとの間に
動作可能に配置されている少なくとも２つの増幅器を備えている請求項６記載の回路。
【請求項８】
　前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、狭帯域増幅器を含む請求項７
記載の回路。
【請求項９】
　前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、選択的にバイパスされるよう
に適合されている請求項７記載の回路。
【請求項１０】
　装置において、
　受信パス中で、受信アンテナから第１のワイヤレス信号を受信する手段と、
　送信パスを通して、第２のワイヤレス信号を送信アンテナに送信する手段と、
　前記送信アンテナと前記受信アンテナとの間に少なくとも１５ｄＢの分離を提供する手
段とを具備し、
　前記送信パスは、電力増幅器アレンジメントを有し、
　前記電力増幅器アレンジメントは、第１の利得を有する第１の増幅器と、前記第１の利
得よりも低い第２の利得を有する第２の増幅器と、前記第１および第２の増幅器間のフィ
ルタとを含み、
　前記第１の増幅器により発生した広帯域ノイズが前記フィルタによりフィルタリングさ
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れ、前記フィルタリングされた信号が前記第２の増幅器に入力され、
　前記送信アンテナは、前記送信アンテナの前に検出された送信信号および予測された送
信信号に基づいて、適応的に共振同調され、前記送信信号はいかなるデュプレクサも通ら
ずに前記送信アンテナに送られ、
　前記第２の増幅器は、いかなるデュプレクサも通さずに前記送信アンテナに結合されて
いる装置。
【請求項１１】
　前記受信パスおよび／または前記送信パスのうちの少なくとも１つは、前記デュプレク
サを含んでいない請求項１０記載の装置。
【請求項１２】
　前記電力増幅器アレンジメントは、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサとの間に
動作可能に配置されている少なくとも２つの増幅手段を含む請求項１０記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも２つの増幅手段のうちの少なくとも１つは、選択的にバイパスされるよ
うに適合されている請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも２つの増幅手段のうちの少なくとも１つは、狭帯域増幅手段を含んでい
る請求項１２記載の装置。
【請求項１５】
　方法において、
　トランシーバにおいて、受信パス中の受信アンテナからワイヤレス信号を受信すること
と、
　送信アンテナへの送信パスを通して、前記トランシーバからワイヤレス信号を送信する
こととを含み、
　前記受信パスは、少なくとも１つのフィルタを備え、
　前記送信パスは、少なくとも２つの増幅器間に結合されているフィルタと直列に配置さ
れている少なくとも２つの増幅器を有する電力増幅器を備え、
　前記少なくとも２つの増幅器は、第１の利得を有する第１の増幅器と、前記第１の利得
よりも低い第２の利得を有する第２の増幅器とを含み、
　前記第１の増幅器により発生した広帯域ノイズが前記フィルタによりフィルタリングさ
れ、前記フィルタリングされた信号が前記第２の増幅器に入力され、
　前記送信アンテナは、前記送信アンテナの前に検出された送信信号および予測された送
信信号に基づいて、適応的に共振同調され、前記送信信号はいかなるデュプレクサも通ら
ずに前記送信アンテナに送られ、
　前記第２の増幅器は、いかなるデュプレクサも通さずに前記送信アンテナに結合されて
いる方法。
【請求項１６】
　方法において、
　トランシーバにおいて、受信パス中の受信アンテナからワイヤレス信号を受信すること
と、
　送信アンテナへの送信パスを通して、前記トランシーバからワイヤレス信号を送信する
こととを含み、
　前記受信パスは、少なくとも１つのフィルタを備え、
　前記送信パスは、少なくとも１つのオフチップ増幅器に結合されているフィルタと直列
に配置されている少なくとも１つのオンチップ増幅器を有する電力増幅器を備え、
　前記少なくとも１つのオンチップ増幅器は、前記少なくとも１つのオフチップ増幅器よ
りも高い利得を有し、
　前記少なくとも１つのオンチップ増幅器により発生した広帯域ノイズが前記フィルタに
よりフィルタリングされ、前記フィルタリングされた信号が前記少なくとも１つのオフチ
ップ増幅器に入力され、



(4) JP 5833055 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

　前記送信アンテナは、前記送信アンテナの前に検出された送信信号および予測された送
信信号に基づいて、適応的に共振同調され、前記送信信号はいかなるデュプレクサも通ら
ずに前記送信アンテナに送られ、
　前記第２の増幅器は、いかなるデュプレクサも通さずに前記送信アンテナに結合されて
いる方法。
【請求項１７】
　装置において、
　受信パス中の受信アンテナからのワイヤレス信号を、トランシーバで受け取る手段と、
　送信アンテナへの送信パスを通して、前記トランシーバからワイヤレス信号を送信する
手段とを具備し、
　前記受信パスは、少なくとも１つのフィルタを備え、
　前記送信パスは、少なくとも２つの増幅器間に結合されているフィルタと直列に配置さ
れている少なくとも２つの増幅器を有する電力増幅器を備え、
　前記少なくとも２つの増幅器は、第１の利得を有する第１の増幅器と、前記第１の利得
よりも低い第２の利得を有する第２の増幅器とを含み、
　前記第１の増幅器により発生した広帯域ノイズが前記フィルタによりフィルタリングさ
れ、前記フィルタリングされた信号が前記第２の増幅器に入力され、
　前記送信アンテナは、前記送信アンテナの前に検出された送信信号および予測された送
信信号に基づいて、適応的に共振同調され、前記送信信号はいかなるデュプレクサも通ら
ずに前記送信アンテナに送られ、
　前記第２の増幅器は、いかなるデュプレクサも通さずに前記送信アンテナに結合されて
いる装置。
【発明の詳細な説明】
【背景】
【０００１】
　１．分野
　ここで開示した主題事項は、通信に関する。さらに詳細には、ワイヤレス通信インター
フェースに関する。
【０００２】
　２．情報
　ワイヤレス通信システムは、デジタル情報市場において最も一般的な技術のうちの１つ
に急速になってきている。衛星や、セルラ電話機サービスや、これらに類する他のワイヤ
レス通信ネットワークは、すでに地球全体に及んでいるかもしれない。さらに、固定もポ
ータブルのいずれも含む多量のデバイス間の接続性を提供するために、さまざまなタイプ
およびサイズの新しいワイヤレスシステム（例えば、ネットワーク）が、毎日、加えられ
ている。さらなる通信および情報の共有を促進するために、これらのワイヤレスシステム
の多くは、他の通信システムおよびリソースを通して、共に結合されている。実際には、
１つよりも多いワイヤレス通信システムと通信するようにいくつかのデバイスが適合され
ることは珍しくなく、この傾向は高まっているように見える。したがって、このようなワ
イヤレス環境におけるデバイスは、さまざまな異なる周波数、周波数帯域、周波数チャネ
ル、またはこれらに類するものを通して信号を送信および／または受信する必要がある。
【概要】
【０００３】
　本記述の様態にしたがって、受信アンテナと送信アンテナとを含む装置を提供する。送
信アンテナを通したワイヤレス信号の送信の間、受信アンテナと送信アンテナとのうちの
少なくとも１つは、それらの間に少なくとも１５ｄＢの分離を提供するように適合され、
回路は、受信アンテナと送信アンテナとに動作可能に結合され、送信アンテナに結合され
ている送信パス中に電力増幅器アレンジメントを備えている。
【０００４】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、電力増幅器アレンジメントは、
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少なくとも２つの増幅器間に結合されているフィルタと直列に、または、スイッチと周波
数ドメインマルチプレクサとの間で別々に、のいずれかで動作可能に配置されていてもよ
い少なくとも２つの増幅器を備えていてもよい。いくつかの例示的なインプリメンテーシ
ョンにおいて、このような増幅器は、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサとの間に
動作可能に配置され、少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、選択的にバイ
パスされるように適合されている。いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて
、このような増幅器のうちの少なくとも１つは、狭帯域増幅器を含んでいてもよい。他の
例示的なインプリメンテーションでは、電力増幅器アレンジメントは、単一の広帯域増幅
器を含む。
【０００５】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、装置は、スモールフォームファ
クタデバイスを含んでいてもよい。他の例示的なインプリメンテーションにおいて、装置
は、ラージフォームファクタデバイスを含んでいてもよく、送信アンテナを通したワイヤ
レス信号の送信の間、受信アンテナと送信アンテナのうちの少なくとも１つは、それらの
間に少なくとも２０ｄＢの分離を提供するように適合されていてもよい。
【０００６】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションでは、送信アンテナと受信アンテナとのう
ちの少なくとも１つは、少なくとも２つの異なる、ワイヤレス信号周波数、周波数帯域、
および／または周波数チャネルによる動作に選択的に適合可能であってもよい。
【０００７】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションでは、回路は、受信アンテナに結合されて
いる受信パスを提供してもよく、受信パスも送信パスもデュプレクサを備えていなくても
よい。いくつかの例示的なインプリメンテーションでは、周波数ドメインマルチプレクサ
はダイプレクサを含み、および／または、スイッチは多極多投スイッチを含んでいてもよ
い。
【０００８】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションでは、回路は、受信アンテナに結合されて
いる受信パスを提供していてもよく、このような受信パスは、受信アンテナに結合されて
いる受信パススイッチを備えていてもよい。いくつかの例示的なインプリメンテーション
では、このような受信パススイッチは、単極多投スイッチを含んでいてもよい。いくつか
のインプリメンテーションでは、回路は、電力増幅器アレンジメントに動作可能に結合さ
れ得るトランシーバをさらに備えていてもよい。いくつかの例示的なインプリメンテーシ
ョンでは、回路は、トランシーバをさらに備え、回路の送信パスは、トランシーバと電力
増幅器アレンジメントとの間で動作可能に結合され得る少なくとも１つの送信パスフィル
タをさらに備えていてもよい。いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、回
路は、トランシーバをさらに備えていてもよく、回路の送信パスは、トランシーバと電力
増幅器アレンジメントとの間で動作可能に結合され得る送信パスフィルタをさらに備えて
いてもよい。
【０００９】
　本記述の他の態様にしたがった、受信アンテナと送信アンテナとを提供することと、受
信アンテナと送信アンテナとに動作可能に結合されている回路を提供することと、送信ア
ンテナに結合されている送信パス中に電力増幅器アレンジメントを備えていることとを含
んでいてもよい方法を提供する。方法では、受信アンテナと送信アンテナとのうちの少な
くとも１つは、送信アンテナを通したワイヤレス信号の送信の間、それらの間に少なくと
も１５ｄＢの分離を提供するように適合されていてもよく、回路は、デュプレクサを備え
ていない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　以下の図面を参照して、限定されていない、および、網羅されていない態様を記述する
。ここで、特に規定がない限り、同一の参照番号は、さまざまな図面全体を通して、同一
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の部分を参照する。
【図１】図１は、インプリメンテーションにしたがった、ワイヤレス信号を受信および／
または送信する少なくとも１つのワイヤレス通信インターフェースを持つデバイスを含む
例示的な環境を図示しているブロック図である。
【図２】図２は、例えば、図１の環境において実現され得る、ワイヤレス通信インターフ
ェースを有する例示的なデバイスのいくつかの特徴を図示しているブロック図である。
【図３】図３は、デュプレクサと単一のアンテナとを有している、単一帯域のワイヤレス
通信インターフェースの一部分のいくつかのコンポーネントを図示している概略図である
。
【図４】図４は、デュプレクサ、またはこれに類する他の回路を必要とすることなく、複
数のアンテナとともに使用するように適合され、そして、例えば、図１および／または図
２中のデバイスで実現され得る、例示的なＲＦフロントエンドのいくつかのコンポーネン
トを図示している概略図である。
【図５】図５は、単一のアンテナと複数のデュプレクサとを有している多帯域ＲＦフロン
トエンドのいくつかのコンポーネントを図示している概略図である。
【図６】図６は、デュプレクサおよび／またはこれに類する他の回路をまったく必要とす
ることなく、複数のアンテナとともに使用するように適合され、そして、例えば、図１お
よび／または図２中のデバイスで実現され得る、例示的な多帯域のＲＦフロントエンドの
いくつかのコンポーネントを図示している概略図である。
【図７】図７は、受信アンテナを適応的に同調させるための、例えば、図１中のデバイス
で実現され得る例示的な方法を図示しているフロー図である。
【図８】図８は、送信アンテナを適応的に同調させるための、例えば、図１中のデバイス
で実現され得る例示的な方法を図示しているフロー図である。
【詳細な説明】
【００１１】
　ここでは、いくつかの例示的なインプリメンテーションを使用して、デバイスにおける
ワイヤレス通信を提供する方法および装置を示す。これらの方法および装置は、少なくと
も１つの受信アンテナと少なくとも１つの送信アンテナとを含む複数のアンテナとともに
使用するように適合されていてもよい。このようなアンテナは、デバイスの一部であって
もよく、または、デバイスに動作可能に結合されていてもよい。いくつかのインプリメン
テーションにおいて、このようなアンテナは、１本以上の選択的に同調されるアンテナを
含んでいてもよい。いくつかのインプリメンテーションにおいて、このようなアンテナは
、１本以上の共振同調されるアンテナを含んでいてもよい。いくつかの例示的なインプリ
メンテーションにおいて、１本以上のアンテナに適応的に同調させるために、回路を設け
てもよい。
【００１２】
　複数のアンテナを有することの１つの潜在的な利益は、デュプレクサ、および／または
これに類する他の回路を必要とすることなく、受信機パスおよび／または送信機パス中の
回路を設計できる点にある。いくつかのインプリメンテーションにおいて、デュプレクサ
回路は、例えば、回路またはデバイスに関係する、複雑性や、サイズや、電力や、要件や
、コストを増加させ、回路またはデバイスに関係する送信電力レベルを低下させ、回路ま
たはデバイスに関係する受信機感度を劣化等させることがある。したがって、デュプレク
サ、またはこれに類する他の回路の使用を避けることは利益となり得る。
【００１３】
　例示的なインプリメンテーションにおいて、デュプレクサを必要としない受信パスおよ
び／または送信パスを使用して、アンテナのそれぞれをトランシーバ（または別個の受信
機および送信機）に結合できるように、例えば、（例えば、動作中に）適正なレベルの分
離を提供するように送信アンテナおよび受信アンテナが適合される。
【００１４】
　以下により詳細に示すように、いくつかの例示的な装置は、送信アンテナに結合されて
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いる送信パス中で使用するように適合されている１つの電力増幅器アレンジメントを備え
ていてもよい。このような電力増幅器アレンジメントは、例えば、単一帯域送信機（また
は、トランシーバ）とともに使用するように適合され、それらの間に結合されているフィ
ルタと直列に配置されている少なくとも２つの増幅器を備えていてもよい。このような電
力増幅器回路は、例えば、多帯域送信機（または、トランシーバ）間で使用するように適
合され、スイッチと周波数ドメインマルチプレサとの間に別々に配置されている少なくと
も２つの増幅器を備えていてもよい。これらの例のいずれの例も、送信パスにおけるデュ
プレクサの使用を避けることができる。
【００１５】
　以下でさらに図示および記述するように、単一帯域および／または多帯域の受信機（ま
たはトランシーバ）の受信パスも、デュプレクサ、またはこれに類する他の回路の使用を
避けるように適合されていてもよい。
【００１６】
　この明細書全体を通した、「１つの例」、「例」、または「いくつかの例」に対する言
及は、特徴および／または例に関連して記述する、特定の特徴、構成、または特性が、主
張する主題事項のうちの少なくとも１つの特徴および／または例に含まれることを意味す
る。したがって、この明細書全体を通したさまざまな場所におけるフレーズ「１つの例に
おいて」、「例」、「いくつかの例において」、または「いくつかのインプリメンテーシ
ョンにおいて」、または、これらに類する他のフレーズの登場は、必ずしも、すべてが同
じ特徴、例、および／または限定に言及しているわけではない。さらに、特定の、特徴、
構成、または特性を、１つ以上の例および／または特徴に組み合わせてもよい。
【００１７】
　ここで記述する方法論は、特定の特徴および／または例にしたがった適用に応じて、さ
まざまな手段により実現してもよい。例えば、このような方法論は、ハードウェア、ファ
ームウェア、ソフトウェア、および／またはこれらを組み合わせたもので実現してもよい
。ハードウェアインプリメンテーションにおいて、例えば、処理ユニットは、１つ以上の
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号
処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、マ
イクロプロセッサ、電子デバイス、ここで記述する機能を実行するように設計されている
他のデバイスユニット、および／またはこれらを組み合わせたもの内で実現してもよい。
【００１８】
　図１は、環境１００を図示しているブロック図である。環境１００は、例示的なインプ
リメンテーションにしたがった、１つ以上の他のデバイスからワイヤレス信号を受信する
、および／または、１つ以上の他のデバイスにワイヤレス信号を送信する、少なくとも１
つのワイヤレス通信インターフェースを有している少なくとも１つのデバイス１０２を含
む。
【００１９】
　デバイス１０２は、例えば、主として、可動でありながら、静止していることを意図し
ているデバイス、または、移動体デバイスを含んでいてもよい。したがって、ここで使用
するように、用語「デバイス」、「移動体デバイス」、「移動局」（ＭＳ）は互換性があ
るように使用されることがあることから、それぞれの用語は、ワイヤレス信号を送信およ
び／または受信する、任意の単一のデバイスまたは任意の組み合わせ可能なグループのデ
バイスに関連することを意図する。
【００２０】
　一例として、図１中ではアイコンを使用して図示している、デバイス１０２は、セルラ
電話機、スマートフォン、パーソナルデジタルアシスタント、ポータブルコンピューティ
ングデバイス、ナビゲーションユニット、および／または、これらに類するもの、または
、これらの任意の組み合わせのような移動体デバイスを含んでいてもよいが、これらに限
定されない。さらに、他の例示的なインプリメンテーションでは、デバイス１０２は、移
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動的または静的である機械の形態を取っていてもよい。さらなる他の例示的なインプリメ
ンテーションにおいて、デバイス１０２は、１つ以上の集積回路、回路基板、および／ま
たは、別のデバイス中で使用するように動作可能に適合されているこれらに類する形態を
取っていてもよい。
【００２１】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、環境１００は、デバイス１０２に関連し
て通信および／または他の情報処理サービスを提供するように適合されている、さまざま
なコンピューティングリソースおよび通信リソースをさらに含んでいてもよい。したがっ
て、環境１００は、例えば、少なくとも１つのワイヤレス通信システム１０４にワイヤレ
ス信号を送信する、および／または、少なくとも１つのワイヤレス通信システム１０４か
らワイヤレス信号を受信するように適合されている少なくとも１つのデバイス１０２を含
んでいてもよい任意のシステムまたはこの任意のシステムの一部分を表していてもよい。
【００２２】
　図１に図示したように、ワイヤレス通信システム１０４は、クラウド１１０によって簡
単に表したようなリソースおよび／または他のデバイスと通信するように、ならびに／あ
るいは、そうでなければ動作可能にアクセスするように適合されていてもよい。例えば、
クラウド１１０は、１つ以上の通信デバイス、通信システム、通信ネットワーク、または
通信サービス、および／または、１つ以上の、コンピューティングデバイス、コンピュー
ティングシステム、コンピューティングネットワーク、またはコンピューティングサービ
ス、および／または、これらに類するものまたはこれらの組み合わせたものを含んでいて
もよい。
【００２３】
　デバイス１０２は、衛星１０６またはこれに類する他のリソースからの送信を受信して
もよく、および／または、衛星１０６またはこれに類する他のリソースに信号を送信して
もよい。一例として、衛星１０６は、衛星電話機システムの一部であり得る通信衛星、衛
星ポジショニングシステム（ＳＰＳ）の一部であり得るナビゲーション衛星、および／ま
たは、これらに類するものを含んでいてもよいが、これらに限定されない。したがって、
衛星１０６は、１つ以上の送信機、受信機、トランシーバを表すこともある。これらは、
何らかの態様でデバイス１０２と通信するように適合されていてもよい。衛星アイコンを
使用して図示したが、「衛星」１０６は、送信機、受信機、および／またはトランシーバ
を備えていてもよく、これらは、１つ以上の宇宙ビークル（ＳＶ）および／または１つ以
上の地上ベースデバイスに関係していてもよいことを、理解すべきである。さらに図示し
たように、衛星１０６は、クラウド１１０を通して表したリソース、および、他のデバイ
スに動作可能に結合されていてもよい。
【００２４】
　さらに図１に図示したように、ワイヤレス通信が、２つ以上のデバイス１０２の間で生
じることがある。例えば、デバイス１０２のうちの２つ以上ものは、これらの間にワイヤ
レス信号を受信および／または送信するように適合されていてもよい。
【００２５】
　環境１００、および／または、ここでのデバイスのうちの１つ以上のものは、例えば、
１つ以上のワイヤレス通信ネットワークを使用して、ワイヤレス信号と通信するように適
合されていてもよい。例えば、１つ以上のワイヤレス通信ネットワークには、ワイヤレス
ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）や、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（Ｗ
ＬＡＮ）や、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）等のようなものがあ
る。用語「ネットワーク」および「システム」は、ここで、互換性があるように使用して
いることがある。ＷＷＡＮは、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワークや、時分割
多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワークや、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワークや
、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）ネットワークや、単一搬送波周波数分割多元接
続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワーク等であってもよい。無線技術の例をいくつか挙げると
、ＣＤＭＡネットワークは、ｃｄｍａ２０００、ワイドバンドＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）
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のような１つ以上の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を実現してもよい。ここで、ｃｄｍａ２
０００は、ＩＳ－９５、ＩＳ－２０００、およびＩＳ－８５６標準規格にしたがって実現
される技術を含んでいてもよい。ＴＤＭＡネットワークは、グローバルシステムフォーモ
バイル通信（ＧＳＭ）（登録商標）、デジタルアドバンスド移動体電話機システム（Ｄ－
ＡＭＰＳ）、または他の何らかのＲＡＴを実現してもよい。ＧＳＭおよびＷ－ＣＤＭＡは
、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と名付けられているコンソー
シアムによる文書中に記述されている。Ｃｄｍａ２０００は、「第３世代パートナーシッ
ププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と名付けられているコンソーシアムによる文書中に記
述されている。３ＧＰＰおよび３ＧＰＰ２の文書は、公に入手可能である。例えば、ＷＬ
ＡＮは、ＩＥＥＥ８０２．１１ｘネットワークを含んでいてもよく、ＷＰＡＮは、ブルー
トゥース（登録商標）ネットワーク、ＩＥＥＥ８０２．１５ｘを含んでいてもよい。ＷＷ
ＡＮ、ＷＬＡＮ、および／またはＷＰＡＮを任意に組み合わせたものに対しても、ここで
記述した位置決定技術を使用してもよい。
【００２６】
　さらなる例として、いくつかのＳＰＳのうちの任意のものおよび／またはＳＰＳを組み
合わせたものとともに、ここで記述した技術を使用してもよい。さらに、衛星と擬似衛星
とを組み合わせたもの、または、擬似衛星を利用するポジショニング決定システムととも
に、このような技術を使用してもよい。擬似衛星は、例えば、ＧＰＳ時間と同期されるこ
とがあるＬ帯域（または他の周波数）搬送波信号上で変調されるＰＮコードまたは（例え
ば、ＧＰＳまたはＣＤＭＡセルラ信号に類似した）他のレンジングコードをブロードキャ
ストする地上の送信機を備えていてもよい。遠隔受信機による識別を可能にするように、
このような送信機に、一意的なＰＮコードが割り当てられることがある。トンネル、鉱山
、建物、都市の谷間、または他の閉じられたエリアにおけるような、軌道衛星からのＧＰ
Ｓ信号が入手不可能であるかもしれない状況に、擬似衛星は役立つかもしれない。擬似衛
星の別のインプリメンテーションは、無線ビーコンとして知られている。ここで使用する
用語「衛星」は、擬似衛星、擬似衛星の均等物、そして場合によっては他のものを含むこ
とを意図している。ここで使用する用語「ＳＰＳ信号」は、擬似衛星からのＳＰＳと同様
な信号、または、擬似衛星の均等物を含むことを意図している。
【００２７】
　ここで言及する「グローバルナビゲーション衛星システム」（ＧＮＳＳ）は、共通シグ
ナリングスキームおよび／またはフォーマットにしたがって、同期化されたナビゲーショ
ン信号を送信するＳＶを有するＳＰＳに関連している。このようなＧＮＳＳは、例えば、
配列中の複数のＳＶから、地球の表面上の広大な部分における位置に向けてナビゲーショ
ン信号を同時に送信する、同期化された軌道中のＳＶの配列を含んでいてもよい。このよ
うな異なるＧＮＳＳ’は、例えば、米国国防省により運用されているＮＡＶＳＴＡＲグロ
ーバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）と、欧州連合と欧州宇宙機関とによる運用のた
めに欧州衛星ナビゲーションシステムにより開発されている、計画されたＧａｌｉｌｅｏ
システムと、ロシア政府により運用されているＧｌｏｎａｓｓシステムと、中国政府によ
り開発されている、計画されたＣｏｍｐａｓｓシステムとを含んでもよい。しかしながら
、これらは、特定のインプリメンテーションにおいて使用されることがあるＧＮＳＳ’の
例に過ぎないこと、そして、将来実現されるＧＮＳＳ’を含む他のＧＮＳＳ’を主張する
主題事項から逸脱することなく使用してもよいことを理解すべきである。
【００２８】
　特定のＧＮＳＳ配列のメンバーであるＳＶは、一般的に、特定のＧＮＳＳフォーマット
に対して一意的なフォーマットでナビゲーション信号を送信する。したがって、第２のＧ
ＮＳＳ中のＳＶにより送信されるナビゲーション信号を捕捉するために、第１のＧＮＳＳ
中のＳＶにより送信されるナビゲーション信号を捕捉するための技術を変えてもよい。特
定の例では、主張する主題事項はこの点に限定されるものではないが、ＧＰＳやＧａｌｉ
ｌｅｏやＧｌｏｎａｓｓは、それぞれ、他の２つの名付けられているＳＰＳ’とは異なる
ＧＮＳＳを表すことを理解すべきである。しかしながら、これらは、異なるＧＮＳＳ’に



(10) JP 5833055 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

関係するＳＰＳ’の例に過ぎず、主張する主題事項はこの点に限定されるものではない。
【００２９】
　ワイヤレス通信インターフェースを可能にするために、デバイス１０２のような１つ以
上のデバイスで実現されてもよい、いくつかの例示的な方法および装置をこれから記述す
る。ワイヤレス通信インターフェースは、性能、サイズ、電力要件、適応性、コスト、な
らびに／あるいは、これらに類する他の設計／動作要因および考慮のために、いくつかの
デバイスに有益であるかもしれない。
【００３０】
　図２の例示的なブロック図中で図示したように、いくつかの例示的なインプリメンテー
ションにおいて、デバイス１０２は、少なくとも１つのＲＦフロントエンド２０２を有し
ているワイヤレス通信インターフェース２００を備えていてもよく、この少なくとも１つ
のＲＦフロントエンド２０２は、少なくとも１つのワイヤレス信号の送信を受信し、これ
に基づいて、対応する信号を発生させるように適合されていてもよい。インターフェース
２００は、例えば、少なくとも１つの処理ユニット２０４、またはこれに類するプロセッ
サを備えていてもよく、これらは、ＲＦフロントエンド２０２によって発生された信号を
受け入れるように、またはそうでなければ、ＲＦフロントエンド２０２によって発生され
た信号にアクセスするように適合されていてもよい。いくつかのインプリメンテーション
において、例えば、このようなデバイスは、メモリ２０６も備えていてもよく、メモリ２
０６は、処理ユニット２０４に結合されていてもよく、ＲＦフロントエンド２０２によっ
て発生された信号に関係するデータを記憶するように適合されていてもよい。いくつかの
インプリメンテーションにおいて、メモリ２０６はまた、ワイヤレス通信インターフェー
ス２００および／またはデバイス１０２に関係していることがある他のデータおよび／ま
たは命令も記憶するように適合されていてもよい。
【００３１】
　２本以上のアンテナ２１４が、ワイヤレス通信インターフェース２００の一部として備
えられていてもよく、および／または、そうでなければワイヤレス通信インターフェース
２００に動作可能に結合されていてもよい。いくつかの例示的なインプリメンテーション
において、アンテナ２１４は、デバイス１０２の一部として設けられていてもよく、およ
び／または、デバイス１０２に動作可能に結合されていてもよい。
【００３２】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、例えば、１つの周波数（例えば、搬送波
周波数）、周波数帯域、（例えば、周波数帯域内の）周波数チャネル、および／または、
これらに類するものを通して送信されるワイヤレス信号とともに使用するように動作可能
に適合されていてもよい、少なくとも１本のアンテナおよび／またはアンテナの一部分を
アンテナ２１４は含んでいてもよい。いくつかのインプリメンテーションにおいて、例え
ば、１つより多い周波数、１つより多い周波数帯域、１つより多い周波数チャネル、およ
び／または、これらに類するものを通して送信されるワイヤレス信号とともに使用するよ
うに動作可能に適合されていてもよい、少なくとも１本のアンテナおよび／またはアンテ
ナの一部分をアンテナ２１４は含んでいてもよい。
【００３３】
　一例として、いくつかのインプリメンテーションにおいて、アンテナ２１４は、少なく
とも１本の同調可能なアンテナを含んでいてもよいが、これに限定されない。例えば、ア
ンテナ２１４は、２００５年８月２６日に出願された、米国特許出願シリアル番号１１／
２１３，４６４号中に記述されているような、同調可能なアンテナシステム（または、こ
の一部分）を含んでいてもよい。いくつかの同調可能アンテナは、例えば、電圧変動ＭＥ
ＭＳ、電圧変動強誘電性のキャパシタ、切り替えＭＥＭＳキャパシタ、ならびに／あるい
は、送信アンテナおよび／または受信アンテナの動作周波数を適応するためのこれらに類
するものを含んでいてもよい。
【００３４】
　この記述のいくつかの態様にしたがって、ワイヤレス信号を送信および受信するために
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、適合可能であろうとなかろうと、別個のアンテナが設けられていてもよい。適切に分離
された別個の送信アンテナおよび受信アンテナを使用することによって、向上した性能を
サポートしたり、サイズを縮小したり、コストを減少させたり、動作を簡単にしたり、製
造を簡単にしたり、および／または他の有用な利益を提供したりするために、ＲＦフロン
トエンド２０２の回路を大きく変えることが可能になる。
【００３５】
　例えば、米国特許出願シリアル番号１１／２１３，４６４において開示したようなアン
テナシステムを適合させることにより、ラップトップコンピュータまたはこれに類するも
ののような「ラージ」フォームファクタデバイスにおいても、移動局またはこれに類する
もののような「スモール」フォームファクタデバイスにおいても使用するために、ワイヤ
レス通信インターフェース２００の適合を十分可能にするには、送信アンテナと受信アン
テナとの間の分離が適しているかもしれない。米国特許出願シリアル番号１１／２１３，
４６４において開示したように、アンテナシステムを適合させることにより、送信アンテ
ナと受信アンテナとの間の分離は、例えば、スモールフォームファクタデバイスでは約１
５ｄＢよりも大きく、ラージフォームファクタデバイスでは約２０ｄＢよりも大きくする
ことができる。
【００３６】
　結果的に、後続するセクションおよび例において以下に記述したように、ＲＦフロント
エンド２０２の、回路および／または一部分は、アンテナ２１４によって提供される分離
を利用するように設計されていてもよく、それゆえ付加的な利益を提供するように設計さ
れていてもよい。ワイヤレス通信インターフェース２００とともに使用するために、他の
アンテナおよび／または回路も適合されてもよいことを、当業者は認識するだろう。
【００３７】
　図２に図示したように、例えば、コンピュータ読み取り可能媒体２１０が提供され、処
理ユニット２０４によってアクセスされてもよい。したがって、いくつかの例示的なイン
プリメンテーションにおいて、方法および／または装置は、コンピュータ読み取り可能媒
体２１０全体またはこの一部の形態を取っていてもよく、コンピュータ読み取り可能媒体
２１０は、そこに記憶されているコンピュータ実現可能な命令を含んでいてもよい。少な
くとも１つの処理ユニットまたはこれに類する他の回路によって、この命令が実行される
場合、ワイヤレス通信インターフェース２００の動作および／またはデバイス１０２によ
って提供されるかもしれない（示していない）他のサブシステムの動作を、処理ユニット
２０４またはこれに類する他の回路が適合させる、ならびに／あるいは、そうでなければ
サポートできるように、命令は適合されている。例えば、データおよび／または命令は、
コンピュータ読み取り可能媒体２１０および／またはメモリ２０６を通して提供されても
よく、処理ユニット２０４によって実現される場合、データおよび／または命令は、特定
の周波数、周波数帯域、周波数チャネル、および／またはこれに類するものを通して信号
を受信および／または送信するように、アンテナ２１４を選択的に同調させることができ
る。例えば、データおよび／または命令は、コンピュータ読み取り可能媒体２１０および
／またはメモリ２０６を通して提供されてもよく、処理ユニット２０４によって実現され
る場合、データおよび／または命令は、アンテナ２１４を通して受信されたような、１つ
以上の特定のタイプの信号の処理および捕捉を可能にする。
【００３８】
　信号受信に関して、処理ユニット２０４は、例えば、１つ以上の処理ユニット、または
これに類する回路を含んでいてもよく、１つ以上の処理ユニット、またはこれに類する回
路は、アンテナ２１４のうちの少なくとも１本を通して受信されたワイヤレス信号に基づ
いてＲＦフロントエンド２０２によって発生されたような、受信信号を処理するように適
合されていてもよい。例えば、処理ユニット２０４は、特定のワイヤレス通信標準規格、
プロトコル、および／またはこれらに類するものを通して、ワイヤレス信号内で元々エン
コードされている情報および／またはワイヤレス信号を通して通信された情報を再生また
は、そうでなければ識別するように適合されていてもよい。この処理ユニットおよび／ま
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たはこれに類するものは、よく知られている。
【００３９】
　信号送信に関して、処理ユニット２０４は、例えば、１つ以上の処理ユニット、または
これに類する回路を含んでいてもよく、１つ以上の処理ユニット、またはこれに類する回
路は、デバイス１０２中で（示していない）他のサブシステムによって発生されることが
ある１つ以上の他の信号および／または情報に少なくとも部分的に基づいて、送出信号を
発生させるように適合されていてもよい。例えば、処理ユニット２０４は、ショートメッ
セージングサービス（ＳＭＳ）メッセージ、電子メール、画像、トーンまたはサウンド、
音声会話等に関する、メモリ２０６中のデータにアクセスしてもよい。その後、処理ユニ
ット２０４は、適用可能な送出信号を発生させてもよく、適用可能な送出信号は、ＲＦフ
ロントエンド２０２に提供されることがあり、または、ＲＦフロントエンド２０２によっ
てアクセスされることがあり、そしてアンテナ２１４のうちの少なくとも１つを通して送
信され得る対応する送信信号を発生させるために使用されることがある。例えば、デバイ
ス１０２から送信されるワイヤレス信号を通して通信されることが意図されている情報を
、エンコードする、または、そうでなければこの情報に含めるために、処理ユニット２０
４は、特定のワイヤレス通信標準規格、プロトコル、および／またはこれらに類するもの
を通して、このような送出信号を発生させるように適合されていてもよい。この処理ユニ
ットおよび／またはこれに類するものは、よく知られている。
【００４０】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、処理ユニット２０４またはこれに類する
他のロジックは、例えば、ＲＦフロントエンド２０２内の、回路および／またはコンポー
ネントの選択を選択的に適合させるように、またはそうでなければ、この選択を開始する
ように、適合されていてもよい。この回路および／またはコンポーネントは、ワイヤレス
通信をサポートするために、適合可能であっても、選択可能であっても、または適用可能
なように選択的に制御されてもよい。したがって、例えば、周波数、周波数帯域、周波数
チャネル、および／またはこれらに類するものを選択するように、そして、これに応じて
ワイヤレス信号を送信および／または受信するのに必要とされるように、アンテナ、回路
、コンポーネント、送信パス、受信パス、スイッチ、電力増幅器アレンジメント、および
／または、これらに類するものを適合させるように、処理ユニット２０４は適合されてい
てもよい。
【００４１】
　図２では図示していないが、デバイス１０２の動作に適するような、そしてワイヤレス
通信インターフェース２００に動作可能に結合されていてもよい、さまざまな他のサブシ
ステム、メカニズム、論理、および／または回路を、デバイス１０２は備えていてもよく
、これにより情報を送信および／または受信してもよいことを理解すべきである。例えば
、デバイス１０２が、ラップトップコンピュータを含む場合、このようなコンピュータは
、１つ以上の中央処理ユニット、増設メモリ、および／またはデータ記憶メカニズム、電
源、１つ以上のユーザインターフェースを含んでいてもよい。１つ以上のユーザインター
フェースには、ディスプレイ、キーボード、スピーカー、マイクロホン、カメラ等といっ
たものがある。したがって、この例において、ワイヤレス通信インターフェース２００は
、コンピュータの、サブシステムまたはコンポーネントのうちの１つ以上に動作可能に結
合されていてもよい。したがって、このコンピュータは、ワイヤレスリンクを通して、１
つ以上の他のデバイス等に送信されることがある情報（例えば、デジタルデータ）を受け
入れるように、またはそうでなければ、この情報にアクセスするように適合されていても
よい。同様に、ワイヤレス通信インターフェース２００は、ワイヤレスリンクを通して１
つ以上の他のデバイスから受信した情報（例えば、デジタルデータ）を提供するように、
動作可能に結合されても、そしてそのように適合されてもよい。主張する主題事項から逸
脱することなくさまざまな他のタイプのデバイス１０２とともに使用するために、ワイヤ
レス通信インターフェース２００の類似した適合を提供してもよいことを認識すべきであ
る。
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【００４２】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、ワイヤレス通信インターフェース２００
のすべて、または、この一部は、デバイス１０２内で、１つ以上の別々に追加された回路
、コンポーネント、および／またはサブシステムの形態を取ってもよい。いくつかのイン
プリメンテーションにおいて、ワイヤレス通信インターフェース２００のすべて、または
、この一部は、他の動作を実行するように適合されているデバイス１０２内の、回路およ
び／またはサブシステムと一体化されていてもよい。
【００４３】
　これから、図３に注目すると、図３は、デュプレクサ３０４および単一のアンテナ３０
２を有する、単一帯域のワイヤレス通信インターフェースのＲＦフロントエンド３００の
いくつかのコンポーネントを図示している概略図である。一例として、デュプレクサ、ま
たはこれに類する他のコンポーネントを組み込むことによって、信号を送信および受信す
るために単一のアンテナを使用するように、いくつかのワイヤレス通信インターフェース
設計を適合させてもよいことを説明するために、ＲＦフロントエンド３００を提供する。
【００４４】
　この例では、ワイヤレス信号の受信に関して、ＲＦフロントエンド３００は、アンテナ
３０２を備えていてもよく、アンテナ３０２は、単一の周波数、周波数帯域、および／ま
たは周波数チャネルを通してワイヤレス信号を受信および送信するように適合されていて
もよい。デュプレクサ３０４は、アンテナ３０２に接続されており、そして増幅のために
、低ノイズ増幅器（ＬＮＡ）３０６のような信号増幅器の入力端子に受信信号を提供する
ことによって、ワイヤレス信号の受信をサポートするように適合されてもよい。ＬＮＡ３
０６の出力端子は、ＲＦ表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタ３０８のようなフィルタの入力端
子に接続されていてもよい。ＳＡＷフィルタ３０８の出力端子は、復調器３１０の入力端
子に提供されてもよく、復調器３１０は、受信ワイヤレス信号に基づいて、対応する復調
信号を１つ以上の他の回路に出力してもよい。
【００４５】
　この例では、ワイヤレス信号の送信に関して、ＲＦフロントエンド３００は、変調器３
１２（例えば、クワッド変調器、またはこれに類するもの）を備えていてもよい。変調器
３１２（例えば、クワッド変調器、またはこれに類するもの）は、アップコンバート（ま
たは、そうでなければ修正）され、ワイヤレスリンクを通して送信されることになる入力
信号として受信する。変調器３１２の出力端子は、ＲＦ ＳＡＷフィルタ３１４のような
フィルタの入力端子に接続されていてもよい。ＳＡＷフィルタ３１４の出力端子は、電力
増幅器（ＰＡ）３１６の入力端子に提供されてもよく、電力増幅器（ＰＡ）３１６は、フ
ィルタリングされた変調信号を増幅して、このようなものをデュプレクサ３０４に提供し
てもよい。デュプレクサ３０４は、送信信号をアンテナ３０２に提供するように適合され
ていてもよい。いくつかのインプリメンテーションにおいて、電力増幅器３１６は、複数
の増幅段を備えていてもよい。例えば、このような電力増幅器は、～３０ｄＢの総利得の
ために、～１０ｄＢの利得を持つ第２段電力増幅器に直列に結合されている～２０ｄＢの
利得を持つ第１段電力増幅器を含んでいてもよい。しかしながら、このような電力増幅器
の広帯域ノイズは、総電力増幅器利得および／またはアンテナ分離に依存して、受信機内
の他の回路に、漏洩および／またはそうでなければ影響を与えることがある。
【００４６】
　図３に示したように、ゼロ挿入力（ＺＩＦ）トランシーバ３２０またはこれに類するも
ののような一体型トランシーバの形態で、ＬＮＡ３０６、復調器３１０、変調器３１２は
備えられていてもよい。
【００４７】
　残念ながら、いくつかのインプリメンテーションにおいて、デュプレクサ３０４を有す
るＲＦフロントエンド３００のようなＲＦフロントエンドは、コストがかかりすぎたり、
大きすぎたり、複雑すぎたりすることが判明しており、および／または、いくつかのワイ
ヤレス通信インターフェースおよび／またはデバイスに対して望まれるような性能が欠如
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しているかもしれない。
【００４８】
　図４に対する参照をこれから行うと、図４は、デュプレクサまたはこれに類する他の回
路を必要とせずに、複数のアンテナとともに使用するように適合されている、例示的な単
一帯域ＰＦフロントエンド４００のいくつかのコンポーネントを図示している概略図であ
る。そして、この単一帯域ＰＦフロントエンド４００は、例えば、ワイヤレス通信インタ
ーフェース２００中の、および／またはそうでなければデバイス１０２内のＲＦフロント
エンド２０２で実現されてもよい。
【００４９】
　ＬＮＡ３０６、復調器３１０、および変調器３１２を提供するために、例えば、トラン
シーバ３２０またはこれに類するものを備えていることがある点で、ＲＦフロントエンド
４００はＲＦフロントエンド３００に類似している。ＲＦフロントエンド４００がＲＦフ
ロントエンド３００と異なる所は、別個の受信アンテナ４０２と送信アンテナ４０４とが
与えられてデュプレクサが必要ないことである。したがって、この記述の態様にしたがう
と、別個のアンテナ４０２および４０４の間の（例えば、フォームファクタデバイスの場
合に、約１５ｄＢよりも大きい）適切な分離を別個のアンテナ４０２および４０４に提供
し、かつ、図示したように、例えば、ＲＦフロントエンド４００において付加的にフィル
タリングを行うことによって、いくつかの利益が見出されることがある。ワイヤレス信号
の送信および受信の双方を行うために、１本のアンテナの使用を可能にするデュプレクサ
またはこれに類する他の回路の必要をなくした結果として、このような利益は、例えば、
回路複雑性、および／または、受信機ノイズ指数、サイズ、コスト、電力要件等の減少を
含むかもしれない。
【００５０】
　例えば、ＲＦフロントエンド４００では、受信アンテナ４０２とＬＮＡ３０６との間の
受信パス中で、受信パスフィルタ４０６（例えば、ＳＡＷフィルタ、またはこれに類する
もの）を提供してもよい。受信機パスフィルタ４０６は、受信アンテナ４０２によって受
信された、望まれていない信号の少なくとも一部分をフィルタリングして除去するように
適合されていてもよい。本記述のいくつかの態様にしたうと、受信アンテナ４０２および
／または送信アンテナ４０４は、特定の周波数、周波数帯域、周波数チャネル、および／
またはこれらに類するものに共振同調させるように適合されていてもよい。さらに、米国
特許出願シリアル番号１１／２１３，４６４号中に開示されているような技術を適用する
ことによって、送信アンテナと受信アンテナとの間の分離は、例えば、より小さいフォー
ムファクタデバイスでは約１５ｄＢよりも大きいことがあり、そして、より大きいフォー
ムファクタデバイスでは約２０ｄＢよりも大きいことがある。
【００５１】
　送信パスに関して、ＲＦフロントエンド４００は、例えば、送信パスフィルタ３１４と
送信アンテナ４０４との間に電力増幅器アレンジメント４０８を備えていてもよい。電力
増幅器アレンジメント４０８は、第１段増幅器４１０（例えば、高利得増幅器）を備えて
いてもよく、第１段増幅器４１０（例えば、高利得増幅器）は、送信パスフィルタ３１４
の出力端子に接続されている入力端子と、電力増幅器アレンジメントフィルタ４１２（例
えば、ＳＡＷフィルタ、またはこれに類するもの）の入力端子に接続されている出力端子
とを有しており、電力増幅器アレンジメントフィルタ４１２は、（図示したように）電力
増幅器アレンジメント４０８の内部にあってもよく、電力増幅器アレンジメント４０８の
外部にあってもよい。
【００５２】
　電力増幅器アレンジメントフィルタ４１２は、例えば、第１段増幅器４１０を通して生
じたかもしれないノイズをフィルタリングして除去するように適合されていてもよい。電
力増幅器アレンジメントフィルタ４１２の出力端子は、第２段増幅器４１４の入力端子（
例えば、低利得増幅器）に接続されていてもよい。第２段増幅器４１４の出力端子は、送
信アンテナ４０４に提供されてもよい。ここで、例えば、共振同調および／または送信ア
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ンテナ４０４と受信アンテナ４０２との間に存在する分離の結果として、第２段増幅器４
１４から結果的に得られた信号は、少なくとも部分的にノイズがフィルタリングされてい
ると考えられ得る。
【００５３】
　第２段増幅器４１４よりも高い利得（例えば、いくつかの例示的なインプリメンテーシ
ョンにおいて、～１０ｄＢと比較して～２０ｄＢ）を有する第１段増幅器４１０に関係し
ているかもしれない広帯域ノイズを少なくとも部分的に阻止するために、電力増幅器アレ
ンジメントフィルタ４１２を使用してもよい。したがって、受信機内の他の回路に漏洩す
ることがあるノイズ、および／または、そうでない場合、受信機内の他の回路に影響を与
えるノイズは、利得がより低い第２段増幅器４１４にさらに関係していることがある。し
たがって、図３中の例とは異なり、受信機帯域における送信機の広帯域のノイズの阻止が
高いデュプレクサの必要性はないかもしれない。いくつかのインプリメンテーションにお
いて、例えば、このようなデュプレクサの一般的な高い挿入損失がある場合、このような
デュプレクサの必要性をなくすことによって、（例えば、～３ｄＢ、または場合によって
は、それ以上の）より高い出力電力が可能になるかもしれない。さらに、例えば、アンテ
ナ４０２と４０４との間の分離によって、第２段増幅器４１４のより低い利得に関係する
広帯域ノイズをかなり阻止することができる。
【００５４】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、カプラ４１８またはこれに類するものを
通るＰＡ４０８の出力を検出および／または測定するために、１つ以上のセンサ４１６お
よび／または４１７も提供してもよい。適用可能な回路４２０および／またはこれに類す
る他のメカニズムを通して１本以上のアンテナを、どのように、適合させるか、および／
または、そうでなければ同調させるかを決定するために、センサ４１６を通したこのよう
な検出は、例えば、送信信号の電力レベルを検出してもよい。センサ４１７を通したこの
ような検出は、例えば、アンテナ４０４から反射された電力レベルを検出してもよい。い
くつかのインプリメンテーションにおいて、このようなセンサおよび／またはこれに類す
るもののようなものを使用して、「差分値」を確立してもよい：上記の引用は、このケー
スを参照している。回路４２０を通して実現されてもよい例示的な方法を図示している図
７および図８に関する後続セクション中で、いくつかの例示的な適応アンテナアレンジメ
ントについての詳細な説明を提供する。例えば、以下の図６で図示したように、多帯域イ
ンプリメンテーションにおいて使用するために、このような適応アンテナアレンジメント
および／またはこの一部分を適合させてもよいことも認識される。
【００５５】
　単一の周波数、帯域、および／またはチャネルのワイヤレス通信インターフェースに対
して、図４で図示した例示的なインプリメンテーションを使用してもよい。しかしながら
、図６に以下に示した例示的な「多帯域」ＲＦフロントエンドの例によってさらに図示し
たように、技術は、このような「単一帯域」インプリメンテーションに限定されない。
【００５６】
　図６について記述する前に、図５に対する参照を行う。図５は、例えば、ワイヤレス信
号を受信および送信する際に使用するために適合されている単一のアンテナ５０４と、複
数のデュプレクサ（５０８、５１０、および５１２）とを有している多帯域のＲＦフロン
トエンド５００のいくつかの特徴を図示している概略図である。
【００５７】
　ＲＦフロントエンド５００は、トランシーバ５０２（例えば、無線周波数集積回路（Ｒ
ＦＩＣ）、またはこれに類するもの）を備えていてもよく、トランシーバ５０２（例えば
、無線周波数集積回路（ＲＦＩＣ）、またはこれに類するもの）は、送信信号を生成させ
るように、そして受信信号を処理するように適合されていてもよい。ここで、ＲＦフロン
トエンド５００は、単一のアンテナ５０４を使用して、さまざまな周波数、周波数帯域、
周波数チャネル、および／または、これらに類するものを通して、信号を選択的に送信お
よび／または受信するように適合されていてもよい。
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【００５８】
　信号を受信することに関して、ＲＦフロントエンド５００は、スイッチ５０６、または
、これに類似した他の回路を備えており、スイッチ５０６、または、これに類似した他の
回路は、図示したように、アンテナ５０４から、他の選択したコンポーネントに向けて受
信信号を選択的にルーティングするように適合されていてもよい。一例として、スイッチ
５０６は、単一極で、多投スイッチ（例えば、ＳＰ７Ｔスイッチ）を含んでいてもよい。
【００５９】
　ここで、異なる周波数帯域信号について、いくつかの例を提供する。例えば、スイッチ
５０６は、受信した８５０ＭＨｚ信号をデュプレクサ５０８に選択的に提供するように適
合され、デュプレクサ５０８は、受信した８５０ＭＨｚ信号を処理して、この処理した信
号をトランシーバ５０２に提供するように接続されていてもよい。同様に、例えば、スイ
ッチ５０６は、受信した１９００ＭＨｚ信号をデュプレクサ５１０に選択的に提供するよ
うに適合され、デュプレクサ５１０は、受信した１９００ＭＨｚ信号を処理して、この処
理した信号をトランシーバ５０２に提供するように接続されていてもよい。また同様に、
例えば、スイッチ５０６は、受信した２１００ＭＨｚ信号をデュプレクサ５１２に選択的
に提供するように適合され、デュプレクサ５１２は、受信した２１００ＭＨｚ信号を処理
して、この処理した信号をトランシーバ５０２に提供するように接続されていてもよい。
【００６０】
　図５にさらに図示しているように、スイッチ５０６は、１つ以上のデュプレクサを使用
せずに、いくつかの信号をフィルタ（例えば、ＳＡＷフィルタ）に提供するように適合さ
れていてもよい。例えば、受信した９００ＭＨｚ信号は、スイッチ５０６によって、ＳＡ
Ｗフィルタ５１４の入力端子に対して選択的に提供されてもよく、ＳＡＷフィルタ５１４
は、その出力端子において、トランシーバ５０２の入力端子に接続されていてもよい。同
様に、例えば、受信した１８００ＭＨｚ信号は、スイッチ５０６によって、ＳＡＷフィル
タ５１６の入力端子に対して選択的に提供されてもよく、ＳＡＷフィルタ５１６は、その
出力端子において、トランシーバ５０２の入力端子に接続されていてもよい。
【００６１】
　ＲＦフロントエンド５００の送信パスに関して、トランシーバ５０２は、選択した送信
信号を、対応する電力増幅器（ＰＡ）の入力端子に提供するように適合されていてもよい
。例えば、９００ＭＨｚ送信信号を、トランシーバ５０２によってＰＡ５１８の入力端子
に提供してもよく、および／または、１８００ＭＨｚ送信信号を、トランシーバ５０２に
よってＰＡ５２０の入力端子に提供してもよい。ＰＡ５１８およびＰＡ５２０は、スイッ
チ５０６に接続されている出力端子を有していてもよく、そして、スイッチ５０６は、選
択された増幅送信信号をアンテナ５０４に選択的に提供するように適合されていてもよい
。デュプレクサ５０８、５１０および５１２は、それぞれ、ＰＡ５２２、５２４、および
５２６による増幅の後の、８５０ＭＨｚ、１９００ＭＨｚ、および２１００ＭＨｚの送信
信号で使用するようにそれぞれ適合されていてもよい。したがって、デュプレクサ５０８
、５１０、および５１２は、スイッチ５０６の各入力端子に接続されている出力端子を有
しており、そしてスイッチ５０６は、選択された増幅送信信号をアンテナ５０４に選択的
に提供するように適合されていてもよい。
【００６２】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、ＰＡ５１８、５２０、５２４、および／
または５２６のうちの１つ以上は、複数の増幅段を備えていてもよい。例えば、ＰＡのよ
うなものは、～１０ｄＢを持つ第２段の電力増幅器に直列に結合されて～２０ｄＢの利得
を持つ第１段電力増幅器を備えていてもよい。
【００６３】
　上記の例で示したように、ＲＦフロントエンドの中には、複数のデュプレクサと電力増
幅器とを備えているものもあってもよい。残念なことに、いくつかのインプリメンテーシ
ョンにおいて、複数のデュプレクサおよび／または電力増幅器を有することは、コストが
かかりすぎたり、大きすぎたり、複雑すぎたりすることが判明しており、および／または
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、いくつかのワイヤレス通信インターフェースおよび／またはデバイスに対して望まれる
ような性能が欠如しているかもしれない。
【００６４】
　図６に対してこれから参照を行うと、図６は、デュプレクサ、または、これに類する他
の回路をまったく必要とせずに、複数のアンテナとともに使用するように適合されている
例示的な多帯域ＲＦフロントエンド６００のいくつかのコンポーネント／特徴を図示して
いる概略図である。いくつかのインプリメンテーションにおいて、ＲＦフロントエンド６
００はより少ない電力増幅器で実現されてもよく、および／または、特定のインプリメン
テーションにおいて、単一の広帯域電力増幅器ででさえも可能である。ＲＦフロントエン
ド６００は、例えば、ワイヤレス通信インターフェース２００中の、および／または、そ
うでなければデバイス１０２内のＲＦフロントエンド２０２で実現されてもよい。
【００６５】
　ＲＦフロントエンド６００は、トランシーバ６０２（例えば、ＲＦＩＣ、または、これ
に類するもの）を備えていてもよく、トランシーバ６０２（例えば、ＲＦＩＣ、または、
これに類するもの）は、送信信号を生成させ、受信信号を処理するように適合されていて
もよい。ここで、ＲＦフロントエンド６００は、少なくとも１つの受信アンテナ６０４と
送信アンテナ６０６とをそれぞれ使用して、さまざまな選択された周波数、周波数帯域、
周波数チャネル、および／または、これらに類するものを通して信号を受信および送信す
るように適合されていてもよい。いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、
受信アンテナ６０４および／または送信アンテナ６０６は、適合可能であり、および／ま
たは、そうでなければ同調可能であってもよい。例えば、アンテナの１つ以上は、選択的
に共振同調されてもよい。
【００６６】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、受信アンテナ６０４および／ま
たは送信アンテナ６０６は、それぞれ、複数のアンテナを含んでいてもよい。２つ以上の
周波数、周波数、帯域周波数チャネル、および／またはこれらに類するものを通したワイ
ヤレス通信を可能にするために、例えば、２本以上の受信アンテナ６０４を設けてもよく
、および／または、２本以上の送信アンテナを設けてもよい。
【００６７】
　受信パスに関して、受信アンテナ６０４は、受信パススイッチ６０８またはこれに類す
る他の回路に接続されていてもよく、受信パススイッチ６０８またはこれに類する他の回
路は、受信信号を、選択した受信パスフィルタ（例えば、ＳＡＷフィルタ、またはこれに
類するもの）に選択的に提供してもよい。一例として、受信パススイッチ６０８は、多極
多投スイッチ（例えば、ＤＰ５Ｔスイッチ）を含んでいてもよい。したがって、例えば、
アンテナ６０４を通して８５０ＭＨｚ信号が受信された場合、受信パススイッチ６０８は
、受信した８５０ＭＨｚ信号を受信パスフィルタ６１０に提供するように適合されてもよ
く、受信パスフィルタ６１０は、トランシーバ６０２の適用可能な入力端子に接続されて
いる出力端子を有していてもよい。例えば、アンテナ６０４を通して１９００ＭＨｚ信号
が受信された場合、受信パススイッチ６０８は、受信した１９００ＭＨｚ信号を受信パス
フィルタ６１２に提供するように適合されてもよく、受信パスフィルタ６１２は、トラン
シーバ６０２の適用可能な入力端子に接続されている出力端子を有していてもよい。同様
に、例えば、アンテナ６０４を通して２１００ＭＨｚ信号が受信された場合、受信パスス
イッチ６０８は、受信した２１００ＭＨｚ信号を受信パスフィルタ６１４に提供するよう
に適合されてもよく、受信パスフィルタ６１４は、トランシーバ６０２の適用可能な入力
端子に接続されているその出力端子を有していてもよい。例えば、アンテナ６０４を通し
て９００ＭＨｚ信号が受信された場合、受信パススイッチ６０８は、受信した９００ＭＨ
ｚ信号を受信パスフィルタ６１６に提供するように適合されてもよく、受信パスフィルタ
６１６も、トランシーバ６０２の適用可能な入力端子に接続されているその出力端子を有
していてもよい。最後に、アンテナ６０４を通して１８００ＭＨｚ信号が受信された場合
、受信パススイッチ６０８は、受信した１８００ＭＨｚ信号を受信パスフィルタ６１８に
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提供するように適合されてもよく、受信パスフィルタ６１８は、トランシーバ６０２の適
用可能な入力端子に接続されている出力端子を有していてもよい。
【００６８】
　ここで、この例示的な受信パスでは、図５中の受信パスとは異なって、デュプレクサを
使用していない。このようなデュプレクサを除去および／または減少させることは、いく
つかの設計およびインプリメンテーションに対して利益になる。
【００６９】
　送信パスに関して、トランシーバ６０２は、複数の異なる送信信号を選択的に発生させ
るように適合されていてもよい。例えば、上述した受信パスで提供する例示を続けると、
トランシーバ６０２は、８５０ＭＨｚ、１９００ＭＨｚ、２１００ＭＨｚ、９００ＭＨｚ
、または１８００ＭＨｚの周波数帯域にわたって、送信信号を選択的に発生させるように
適合されていてもよい。したがって、トランシーバ６０２は、複数の出力端子を有してい
てもよく、それぞれの出力端子は、特定の周波数帯域に送信信号を提供するように適合さ
れている。図６に図示したように、このような送信信号のうちの１つ以上は、例えば、送
信パススイッチ６３０の対応する入力端子に接続されている出力端子を有する（オプショ
ン的な）適用可能な送信パスフィルタの入力端子に提供されてもよい。例えば、送信パス
フィルタ（例えば、ＳＡＷフィルタ、またはこれに類するもの）６２０、６２２、６２４
、６２６、および／または６２８のうちの１つ以上のものを設けてもよい。他のインプリ
メンテーションにおいて、このような送信信号のうちの１つ以上は、トランシーバ６０２
から、送信パススイッチ６３０の対応する入力端子に直接的に提供されてもよい。
【００７０】
　この例示的なインプリメンテーションにおいて、送信パスフィルタ６２０は、８５０Ｍ
Ｈｚ送信信号をフィルタリングするように適合されていてもよく、送信パスフィルタ６２
２は、１９００ＭＨｚ送信信号をフィルタリングするように適合されていてもよく、送信
パスフィルタ６２４は、２１００ＭＨｚ送信信号をフィルタリングするように適合されて
いてもよく、送信パスフィルタ６２６は、９００ＭＨｚ送信信号をフィルタリングするよ
うに適合されていてもよく、そして、送信パスフィルタ６２８は、１８００ＭＨｚ送信信
号をフィルタリングするように適合されていてもよい。
【００７１】
　この例で図示したように、送信パススイッチ６３０は、複数の選択可能な出力端子を有
していてもよい。ここで、例えば、送信パススイッチ６３０は２つの出力端子を有してお
り、出力端子のうちの第１の出力端子は、第１の選択的な増幅器回路６３２に接続されて
いてもよく、出力端子のうちの第２の出力端子は、第２の選択的な増幅器回路６３４に接
続されていてもよい。図示したように、選択的な増幅器回路６３２および６３４は、増幅
器を備えていてもよく、増幅器は、選択された送信信号をさらに増幅する必要があるか否
か次第で選択的にバイパスされてもよい。選択的な増幅器回路６３２および６３４の出力
端子は、送信アンテナ６０６に接続されている出力端子を有する周波数ドメインマルチプ
レクサ６３６（例えば、この例ではダイプレクサ）の入力端子に接続されていてもよい。
いくつかのインプリメンテーションにおいて、単一の増幅器が、増幅器６３２および６３
４の代わりに置き換わる場合、スイッチ６３０は、例えば、５つの入力と、広帯域増幅器
への単一の出力とを有することがある。先の例示的なインプリメンテーションにおいて、
選択的な増幅器回路６３２は、例えば、１７１０－１９８０ＭＨｚの動作周波数帯域を持
つ低利得ＰＡ（Ｇ＝～１０ｄＢ）を含んでいてもよく、選択的な増幅器回路６３４は、８
２４－９１５ＭＨｚの動作周波数帯域を持つ低利得ＰＡ（Ｇ＝～１０ｄＢ）を含んでいて
もよい。したがって、ダイプレクサ６３６は、１７１０－１９８０ＭＨｚまたは８２４－
９１５ＭＨｚの周波数帯域を選択するように適合されていてもよい。
【００７２】
　先の例では、トランシーバ６０２と送信アンテナ６０６との間での使用のために、送信
パススイッチ６３０と、選択的な増幅器回路６３２および６３４と、周波数ドメインマル
チプレクサ６３６は、電力増幅器アレンジメント６４０の一部であってもよい。他の例示
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的なインプリメンテーションにおいて、増幅器アレンジメント６４０を、単一の広帯域増
幅器に置き換えてもよく、単一の広帯域増幅器は、６３６のようなダイプレクサおよび／
またはスイッチの必要性をなくすことができる。図示したように、いくつかのインプリメ
ンテーションにおいて、１つ以上の送信パスフィルタは、電力増幅器アレンジメント６４
０とトランシーバ６０２との間の送信パスに結合されていてもよい。
【００７３】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、トランシーバ６０２の送信セク
ションから出た出力電力は、増幅器回路６３２および６３４によって提供された利得を通
して、調整および／または、そうでなければ確立されてもよい。ここで、受信周波数に入
るかもしれない、送信パスにおける広帯域ノイズの潜在性を最小限にしながら、またはそ
うでなければ低下させながら、電力増幅器の出力（例えば、アンテナポート）において必
要な送信電力レベルを実現するために、例えば、低い利得の電力増幅器のケースでは、ト
ランシーバの出力電力は、より高い利得を持つ電力増幅器のケースにおけるよりも高い出
力電力に到達することが可能かもしれない。
【００７４】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、トランシーバ６０２は、低位相
ノイズをもたらしながら、このような送信信号に約＋１５ｄＢｍの出力電力を提供するよ
うに適合されていてもよく、選択的な増幅器回路６３２および６３４は、「より低い」（
例えば、約１０ｄＢ）利得増幅器を備えていてもよい。さらに、例えば、アンテナ６０４
および６０６は、少なくとも、約２０ｄＢから約２５ｄＢの、またはそれ以上の分離を提
供するように適合されていてもよい。
【００７５】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、ＲＦフロントエンド６００において、Ｒ
Ｆフロントエンド６００とともに使用するために、（図６には図示していないが、図４に
図示している）１本以上の適応アンテナアレンジメントを提供してもよい、またはそうで
なければ適合させてもよい。例えば、このような適応アンテナアレンジメントは、カプラ
またはこれに類するものを通して、周波数ドメインマルチプレクサ６３６からの出力を検
出および／または測定するように適合されているセンサを（図４に示したように）備えて
いてもよい。適用可能な回路（例えば、回路４２０）および／または、これに類する他の
メカニズムを通して、１本以上のアンテナをどのように適合させるか、またはそうでなけ
れば同調させるかを決定するために、このような検出は、例えば、送信信号の電力レベル
を検出してもよい。
【００７６】
　ＲＦフロントエンド６００では、例えば、オンチップ増幅器６６０によって表している
ように、１つ以上の第１段増幅器が設けられていてもよく、オンチップ増幅器６６０は（
例えば、この例では、送信パスフィルタ６２４のような）各送信パスフィタに結合されて
いる出力を有していてもよい。このような第１段増幅器が、トランシーバ６０２内に設け
られていることによって、それぞれのトランシーバの出力における広帯域ノイズ（ここで
は、それぞれの出力が、異なるシステム／周波数帯域に関係しているかもしれない）は、
各オフチップ送信パスフィルタによって顕著に阻止できるので、デュプレクサは必要ない
。代わりに、１つ以上の選択的な増幅器回路６３２および６３４を使用してもよい。
【００７７】
　したがって、いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、図５のＲＦフロン
トエンド５００と比較すると、１つまたは２つの選択的な増幅器回路は、５つのＰＡのも
のよりも利得が低いかもしれない。しかしながら、デュプレクサの使用を避けることによ
って、出力電力において～３ｄＢまたはそれ以上余裕があるかもしれないので、より高く
なるかもしれない出力電力を提供するために、より効率性が低い電力増幅器を利用するこ
とができる。したがって、デュプレクサの使用を避けることによって、５つの狭帯域電力
増幅器すべての周波数帯域をカバーするために、電力増幅器の数を５つから、広帯域周波
数応答を提供する１つまたは２つのものに減らすことができる。
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【００７８】
　この記述のいくつかの態様にしたがうと、デュプレクサの使用をなくすことにより、増
幅器とアンテナ６０６との間の挿入損失をかなり減少させることができる。したがって、
アンテナにおいて同じＥＩＲＰを依然として維持し、電力消費を減少させながら、より高
い送信電力から利益を得ることができ、または代替的に、より低い送信電力で増幅器を使
用できる。このような電力増幅器とアンテナとの間の挿入損失の減少は、同じＥＩＲＰを
提供する複数の増幅器の代わりに、単一の広帯域増幅器（例えば、４１１）または２つの
狭帯域増幅器（例えば、４１０および４１４）のインプリメンテーションも可能にする。
単一の広帯域増幅器インプリメンテーションに対して、トランシーバ３２０および／また
は変調器３１２は、例えば、オンチップ増幅器４１３によって表しているような、より高
い利得の第１段の増幅を均等物に提供するように適合されていてもよい。オンチップ増幅
器４１３は、送信パスフィルタ３１４に結合されている出力を有していてもよい。
【００７９】
　この記述のいくつかの態様にしたがった、受信パスフィルタ（例えば、図６の６１０、
６１２、６１４、６１６、６１８のようなＳＡＷフィルタ）では、（例えば、図５）のデ
ュプレクサ５０８、５１０、５２４と比較して、挿入損失を減少させることができる。例
えば、いくつかのインプリメンテーションでは、ＲＦフロントエンド５００のノイズ指数
と比較して、ＲＦフロントエンド６００に関係する受信機のノイズ指数を、１ｄＢ程度、
減少させることができる。
【００８０】
　図７および図８に関連して、１本以上の適応アンテナアレンジメントで実現し得る、い
くつかの例示的な方法を以下で記述する。例えば、ＲＦフロントエンド６００中に備えら
れていてもよい、回路４２０（ＲＦフロントエンド４００）および／または類似回路で、
これらの例示的な方法を実現してもよい。このような回路は、例えば、ハードウェア（デ
ジタルおよび／またはアナログ）、ファームウェア、および／またはソフトウェアを使用
して実現される論理を備えていてもよい。
【００８１】
　図７は、例えば、受信アンテナを適合可能に同調させるように、例えば、デバイス１０
２（図１）において実現し得る、例示的な方法７００を図示しているフロー図である。
【００８２】
　ブロック７０２において、デバイスの電源が入れられる、またはそうでなければ開始さ
れる。ブロック７０４において、例えば、ＬＵＴ、受信電力設定、および／または、これ
らに類するものにしたがって、最初の受信アンテナの同調器の状態が確立される。ブロッ
ク７０６において、受信アンテナの周波数同調を増加させる。
【００８３】
　ブロック７０８において、検出されたまたはそうでなければ測定された、受信信号レベ
ルの振幅が増加しているか否かが決定される。受信信号レベルの振幅が増加している場合
、ブロック７１０において、受信アンテナの周波数同調を、さらに増加させる。ブロック
７１２において、検出されたまたはそうでなければ測定された受信信号レベルの振幅がさ
らに増加しているか否かが決定される。受信信号レベルの振幅がさらに増加している場合
、ブロック７１０において、再度、受信アンテナの周波数同調をさらに増加させる。ブロ
ック７１２において決定されたように、受信信号レベルの振幅がさらに増加していなかっ
た場合、ブロック７１４において、代わりに、受信アンテナの周波数同調を減少させる。
このようなプロセスは、静的な環境において、より効率的であり、それゆえ、フェーディ
ング環境シナリオでは実現されることもあれば、実現されないこともある。
【００８４】
　ブロック７１６において、受信信号レベルの振幅が増加しているか否かが決定される。
受信信号レベルの振幅が増加している場合、ブロック７１４において、受信アンテナの周
波数同調を、再び、さらに減少させる。ブロック７１６において決定されたように、受信
信号レベルの振幅が増加していなかった場合、代わりに、ブロック７１０において、受信
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アンテナの周波数同調を増加させる。
【００８５】
　したがって、この例で分かるように、方法７００は、ブロック７１０、７１２、７１４
、および７１６にしたがって、連続ベースで（例えば、動的に）受信アンテナを適応的に
同調させるように適合させてもよい。他のインプリメンテーションにおいて、受信アンテ
ナは、選択された時間において、および／または、いくつかのイベント等に応じて、適応
的に同調させてもよい。
【００８６】
　方法７００は、例えば、受信アンテナの適応共振同調を提供できる。いくつかの例示的
なインプリメンテーションにおいて、（例えば、メモリ中に記憶されている）ルックアッ
プテーブル、またはこれに類するものに少なくとも部分的に基づいて、最初の受信アンテ
ナの同調器の状態を確立してもよい。方法７００は、例えば、この後に、受信機が復調し
た出力受信信号強度を検出し、最大信号強度に対して同調させるように適合させてもよい
。いくつかのインプリメンテーションにおいて、受信アンテナを同調させるために使用さ
れる基準は、測定された信号電力、またはこれに類するもの、ならびに／あるいは、ＢＥ
Ｒ、ＰＥＲ、ＦＥＲ、および／またはこれらに類するもののような性能基準を含んでいて
もよい。いくつかのインプリメンテーションにおいて、例えば、検出器／電力計、および
／またはこれらに類するものを使用して検出されるので、検出された受信信号電力は、復
調されていないと考えられる。いくつかのインプリメンションにおいて、このような検出
は、例えば、ＣＤＭＡパイロット、ＯＦＤＭパイロット、および／またはこれらに類する
もののような、パイロット受信信号に関係していてもよい。
【００８７】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、受信機がアクティブでないときに使用す
るために、方法７００を適合させてもよい。方法７００は、例えば、比較的長い時間期間
にわたって動作し、受信アンテナを必要に応じて調整して、最適な受信信号レベル、（例
えば、ＢＥＲに基づく）最適な性能、または、これらに類するものを提供するように適合
されてもよい。いくつかのインプリメンテーションでは、ドップラーおよび／または他の
周波数の不正確さを補償するために、方法７００にしたがって受信アンテナを同調させる
高速なバリエーションが提供されてもよい。方法７００では、同調レートおよび遅延は、
特定のシステムまたはネットワークのニーズに基づいて、コンフィギュレーションされて
もよいことを認識すべきである。
【００８８】
　図８は、例えば、送信アンテナを適応的に同調させるために、例えば、デバイス１０２
（図１）中で実現され得る例示的な方法８００を図示しているフロー図である。
【００８９】
　ブロック８０２において、デバイスの電源が入れられる、またはそうでなければ開始さ
れる。ブロック８０４において、例えば、ＬＵＴ、送信電力設定、および／または、これ
らに類するものにしたがって、最初の送信アンテナの同調器の状態が確立される。ブロッ
ク８０６において、送信アンテナの周波数同調を増加させる。
【００９０】
　ブロック８０８において、検出されたまたはそうでなければ測定された送信信号レベル
（例えば、電力レベル）と、予測される送信信号レベル（例えば、電力レベル）との間の
差（例えば、「差分値」）が増加しているか否かが決定される。差分値が増加している場
合、ブロック８１０において、送信アンテナの周波数同調を、さらに増加させる。ブロッ
ク８１２において、差分値がさらに増加しているか否かが決定される。差分値がさらに増
加している場合、ブロック８１０において、再び、送信アンテナの周波数同調を、さらに
増加させる。ブロック８１２において決定されたように、差分値がさらに増加していなか
った場合、ブロック８１４において、代わりに、送信アンテナの周波数同調を減少させる
。
【００９１】
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　ブロック８１６において、差分値が増加しているか否かが決定される。差分値が増加し
ている場合、ブロック８１４において、再び、送信アンテナの周波数同調をさらに減少さ
せる。ブロック８１６において決定されたように、差分値が増加していなかった場合、ブ
ロック８１０において、代わりに、送信アンテナの周波数同調を増加させる。
【００９２】
　したがって、この例で分かるように、方法８００は、ブロック８１０、８１２、８１４
、および８１６にしたがって、連続ベースで（例えば、動的に）送信アンテナを適応的に
同調させるように適合させてもよい。他のインプリメンテーションにおいて、送信アンテ
ナは、選択された時間において、および／または、いくつかのイベントの結果として等で
、適応的に同調させてもよい。
【００９３】
　方法８００は、例えば、送信アンテナの適応共振同調を提供してもよい。いくつかの例
示的なインプリメンテーションにおいて、図４に図示したように、検出器またはこれに類
する他の回路は、送信アンテナに提供される実際の送信電力を測定するように適合されて
いてもよい。いくつかの例示的なインプリメンテーションにおいて、最初の送信アンテナ
の同調器の状態は、少なくとも部分的に、（例えば、メモリ中に記憶されている）ルック
アップテーブル、あるいはこれに類するものに基づいて、確立されてもよい。方法８００
では、例えば、送信アンテナは、差分値の少なくとも一部に基づいて、進行中ベースで、
最大信号レベルに対して同調されるかもしれない。ここで、例えば、いくつかのインプリ
メンテーションにおいて、差分値がしきい値を超えるとの決定に少なくとも部分的に基づ
いて、送信アンテナの同調を調整してもよい。
【００９４】
　いくつかのインプリメンテーションにおいて、少なくとも２つの検出器を使用してもよ
い。例えば、２つの検出器を送信パスで提供してもよく、ここで、それぞれは、異なる「
送信方向」に動作可能に結合されている。したがって、例えば、第１の検出器は、送信ア
ンテナに提供される送信信号を測定するように、送信方向に沿って動作可能に結合されて
いてもよい。そして、第２の検出器は、送信アンテナからの信号の戻りを測定するように
、送信方向の反対に動作可能に結合されていてもよい。このようなインプリメンテーショ
ンでは、第１の検出器および第２の検出器からの測定値を使用して、「差分値」を確立し
てもよい。したがって、方法８００は、アンテナに向かう電力とアンテナから戻る電力と
の間の、最大、または、そうでなければ受け入れ可能な差分値（例えば、比）が実現され
るまで、送信アンテナを適合させるように適合されていてもよい。
【００９５】
　いくつかの例示的なインプリメンテーションにしたがって、さまざまなデバイスおよび
／またはシステムで実現し得る技術をここで詳細に説明してきた。さらなる例示として、
完全デュプレクス動作のために、電話機／通信デバイスのトランシーバの形態でこのよう
な技術を実現してもよいが、これらに限定されない。このようなインプリメンテーション
は、（例えば、３０ｄＢの程度の）高利得電力増幅器段と（例えば、図３におけるような
）デュプレクサとを使用すること、および／または、いくつかの高利得オフチップ電力増
幅器と（例えば、図５におけるような）デュプレクサとを使用すること、を避けることが
できる。代わりに、（例えば、図６におけるような）ＲＦＩＣトランシーバを使用しても
よい。ＲＦＩＣトランシーバでは、出力電力が、例えば、＋１５ｄＢｍ程度であるので、
比較的単純な低電力ＳＡＷフィルタ、または、これに類するものが、受信帯域におけるそ
の広帯域ノイズを阻止でき、そして低利得オフチップ単一広帯域電力増幅器、または２つ
の低利得のより狭帯域の電力増幅器を使用できる。このようなインプリメンテーションは
、フィルタデュプレクサが少ない、またはフィルタデュプレクサがない、あるいは、これ
に類する他の回路で、アンテナと、低利得電力増幅器との間の結合を可能にする。ＲＦＩ
Ｃ受信機の感度が低下することを避けるために、アンテナの分離によって、低利得電力増
幅器の広帯域ノイズを十分に阻止できる。図３および図５におけるような、電力増幅器の
利得が高い設計では、増幅器利得が、かなり高く、そして、その出力ノイズも、それにし
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たがってかなり高く、それゆえアンテナ分離は、これを阻止するには、不十分であるかも
しれないので、４０－４５ｄＢ程度の、受信機帯域幅における阻止が高いデュプレクサの
必要性があるかもしれない。
【００９６】
　これまで、例示的な特徴であると現在考えられていることを示し、記述してきたが、主
張する主題事項から逸脱することなく、他のさまざまな改良を行って、均等物に置換して
もよいことが、当業者により理解されるだろう。さらに、ここで記述した中心的な概念か
ら逸脱することなく、特定の状況を、主張する主題事項の教示に適合させるために、多く
の改良を行ってもよい。それゆえ、主張する主題事項は、開示した特定の例に限定される
ものではなく、このような主張する主題事項はまた、添付の特許請求の範囲およびこれに
均等するものの内にある、すべての態様を含んでもよいことを意図している。
　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。
　　［１］装置において、
　受信アンテナと送信アンテナとを含む複数のアンテナと、
　前記受信アンテナと前記送信アンテナとに動作可能に結合され、前記送信アンテナに結
合されている送信パス中に電力増幅器アレンジメントを備えている回路とを具備し、
　前記送信アンテナを通したワイヤレス信号の送信の間、前記受信アンテナと前記送信ア
ンテナとのうちの少なくとも１つは、それらの間に少なくとも１５ｄＢの分離を提供する
ように適合されている装置。
　　［２］前記電力増幅器アレンジメントは、少なくとも２つの増幅器間に結合されてい
るフィルタと直列に、または、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサとの間で別々に
、のいずれかで動作可能に配置されている少なくとも２つの増幅器を備えている［１］記
載の装置。
　　［３］前記少なくとも２つの増幅器は、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサと
の間に動作可能に配置され、前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、選
択的にバイパスされるように適合されている［２］記載の装置。
　　［４］前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、狭帯域増幅器を含む
［３］記載の装置。
　　［５］前記電力増幅器アレンジメントは、単一の広帯域増幅器を含む［１］記載の装
置。
　　［６］前記装置は、スモールフォームファクタデバイスを含む［１］記載の装置。
　　［７］前記装置は、ラージフォームファクタデバイスを含み、前記送信アンテナを通
した前記ワイヤレス信号の送信の間、前記受信アンテナと前記送信アンテナのうちの少な
くとも１つは、それらの間に少なくとも２０ｄＢの分離を提供するように適合されている
［１］記載の装置。
　　［８］前記送信アンテナと受信アンテナとのうちの少なくとも１つは、少なくとも２
つの異なる、ワイヤレス信号周波数、周波数帯域、または周波数チャネルによる動作に選
択的に適合可能である［１］記載の装置。
　　［９］前記回路は、前記受信アンテナに結合されている受信パスを提供し、前記受信
パスも前記送信パスもデュプレクサを備えていない［１］記載の装置。
　　［１０］前記周波数ドメインマルチプレクサは、ダイプレクサを含む［２］記載の装
置。
　　［１１］前記スイッチは、多極多投スイッチを含む［２］記載の装置。
　　［１２］前記回路は、前記受信アンテナに結合されている受信パスを提供し、前記受
信パスは、前記受信アンテナに結合されている受信パススイッチを備えている［１］記載
の装置。
　　［１３］前記受信パススイッチは、単極多投スイッチを含む［１２］記載の装置。
　　［１４］前記回路は、前記電力増幅器アレンジメントに結合されているトランシーバ
をさらに備えている［１］記載の装置。
　　［１５］前記回路は、トランシーバをさらに備え、前記回路の送信パスは、前記トラ
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ンシーバと前記電力増幅器アレンジメントとの間に結合されている少なくとも１つの送信
パスフィルタをさらに備えている［１］記載の装置。
　　［１６］回路において、
　トランシーバと、
　前記トランシーバを受信アンテナに結合させるように適合されている受信パスと、
　前記トランシーバを送信アンテナに結合させるように適合されている送信パスとを具備
し、
　前記受信パスは、少なくとも１つのフィルタを備え、
　前記送信パスは、少なくとも２つの増幅器間に結合されているフィルタと直列に配置さ
れている少なくとも２つの増幅器を有する電力増幅器アレンジメントを備えている回路。
　　［１７］前記送信パスは、前記トランシーバと前記電力増幅器アレンジメントとの間
に結合されている送信パスフィルタをさらに備えている［１６］記載の回路。
　　［１８］前記少なくとも１つのフィルタと前記送信パスフィルタとのうちの少なくと
も１つは、表面弾性波（ＳＡＷ）フィルタを含む［１６］記載の回路。
　　［１９］前記トランシーバは、前記受信パスの前記少なくとも１つのフィルタに結合
されている増幅器を備えている［１６］記載の回路。
　　［２０］回路において、
　トランシーバと、
　前記トランシーバを受信アンテナに結合させるように適合されている受信パスと、
　前記トランシーバを送信アンテナに結合させるように適合されている送信パスとを具備
し、
　前記受信パスは、受信パススイッチと前記トランシーバとの間に配置されている複数の
別個の受信パスフィルタを含み、
　前記送信パスは、電力増幅器アレンジメントを備えている回路。
　　［２１］前記電力増幅器アレンジメントは、単一の広帯域増幅器を含む［２０］記載
の回路。
　　［２２］前記電力増幅器アレンジメントは、スイッチと周波数ドメインマルチプレク
サとの間に動作可能に配置されている少なくとも２つの増幅器を備えている［２０］記載
の回路。
　　［２３］前記２つ以上の増幅器のうちの少なくとも１つは、狭帯域増幅器を含む［２
２］記載の回路。
　　［２４］前記周波数ドメインマルチプレクサは、ダイプレクサを含む［２２］記載の
回路。
　　［２５］前記スイッチは、多極多投スイッチを含む［２２］記載の回路。
　　［２６］前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、選択的にバイパス
されるように適合されている［２２］記載の回路。
　　［２７］前記受信パススイッチは、単極多投スイッチを含む［２０］記載の回路。
　　［２８］前記送信パスは、前記トランシーバと前記電力増幅器アレンジメントとの間
に結合されている少なくとも１つの送信パスフィルタをさらに備えている［２０］記載の
回路。
　　［２９］方法において、
　送信アンテナを通したワイヤレス信号の送信の間、それらの間に少なくとも１５ｄＢの
分離を提供するように受信アンテナと前記送信アンテナとを動作可能にイネーブルするこ
とと、
　前記受信アンテナと前記送信アンテナとに結合され、前記送信アンテナに結合されてい
る送信パス中に電力増幅器アレンジメントを備えている回路を動作させることとを含み、
　前記回路は、デュプレクサを備えていない方法。
　　［３０］前記電力増幅器アレンジメントは、少なくとも２つの増幅器間に結合されて
いるフィルタと直列に、または、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサとの間で別々
に、のいずれかで動作可能に配置されている少なくとも２つの増幅器を備えている［２９
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］記載の方法。
　　［３１］前記少なくとも２つの増幅器は、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサ
との間に動作可能に配置され、前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、
選択的にバイパスされるように適合されている［２９］記載の方法。
　　［３２］前記少なくとも２つの増幅器のうちの少なくとも１つは、狭帯域増幅器を含
む［３１］記載の方法。
　　［３３］前記電力増幅器アレンジメントは、単一の広帯域増幅器を含む［２９］記載
の方法。
　　［３４］スモールフォームファクタデバイス内に、少なくとも前記回路を提供するこ
とをさらに含む［２９］記載の方法。
　　［３５］ラージフォームファクタデバイス内に、少なくとも前記回路を提供すること
をさらに含み、
　前記送信アンテナを通した前記ワイヤレス信号の送信の間、前記受信アンテナと前記送
信アンテナのうちの少なくとも１つは、それらの間に少なくとも２０ｄＢの分離を提供す
るように適合されている［２９］記載の方法。
　　［３６］少なくとも２つの異なる、ワイヤレス信号周波数、周波数帯域、または周波
数チャネルによる動作のために、前記送信アンテナと前記受信アンテナとのうちの少なく
とも１つを選択的に適合させることをさらに含む［２９］記載の方法。
　　［３７］前記周波数ドメインマルチプレクサはダイプレクサを含み、および／または
、前記スイッチは多極多投スイッチを含む［３０］記載の方法。
　　［３８］方法において、
　受信パス中で、受信アンテナから第１のワイヤレス信号を受信することと、
　送信パスを通して、第２のワイヤレス信号を送信アンテナに送信することと、
　前記送信アンテナと前記受信アンテナとの間に少なくとも１５ｄＢの分離を提供するこ
ととを含み、
　前記送信パスは、電力増幅器アレンジメントを有する方法。
　　［３９］前記受信パスおよび／または前記送信パスのうちの少なくとも１つは、デュ
プレクサを含んでいない［３８］記載の方法。
　　［４０］前記電力増幅器アレンジメントは、少なくとも２つの増幅器間に結合されて
いるフィルタと直列に、または、スイッチと周波数ドメインマルチプレクサとの間で別々
に、のいずれかで動作可能に配置されている少なくとも２つの増幅器を備えている［３８
］記載の方法。
　　［４１］前記電力増幅器アレンジメントは、スイッチと周波数ドメインマルチプレク
サとの間に動作可能に配置されている少なくとも２つの増幅器を備え、前記少なくとも２
つの増幅器のうちの少なくとも１つは、選択的にバイパスされるように適合されている［
３８］記載の方法。
　　［４２］前記電力増幅器アレンジメントは、少なくとも２つの狭帯域増幅器または単
一の広帯域増幅器を含む［３８］記載の方法。
　　［４３］装置において、
　受信パス中で、受信アンテナから第１のワイヤレス信号を受信する手段と、
　送信パスを通して、第２のワイヤレス信号を送信アンテナに送信する手段と、
　前記送信アンテナと前記受信アンテナとの間に少なくとも１５ｄＢの分離を提供する手
段とを具備し、
　前記送信パスは、電力増幅器アレンジメントを有する装置。
　　［４４］方法において、
　トランシーバにおいて、受信パスからワイヤレス信号を受信することと、
　送信パスを通して、前記トランシーバからワイヤレス信号を送信することとを含み、
　前記受信パスは、少なくとも１つのフィルタを備え、
　前記送信パスは、少なくとも２つの増幅器間に結合されているフィルタと直列に配置さ
れている少なくとも２つの増幅器を有する電力増幅器を備えている方法。
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　　［４５］方法において、
　トランシーバにおいて、受信パスからワイヤレス信号を受信することと、
　送信パスを通して、前記トランシーバからワイヤレス信号を送信することとを含み、
　前記受信パスは、少なくとも１つのフィルタを備え、
　前記送信パスは、少なくとも１つのオフチップ増幅器に結合されているフィルタと直列
に配置されている少なくとも１つのオンチップ増幅器を有する電力増幅器を備えている方
法。
　　［４６］装置において、
　受信パスからのワイヤレス信号を、トランシーバで受け取る手段と、
　送信パスを通して、前記トランシーバからワイヤレス信号を送信する手段とを具備し、
　前記受信パスは、少なくとも１つのフィルタを備え、
　前記送信パスは、少なくとも２つの増幅器間に結合されているフィルタと直列に配置さ
れている少なくとも２つの増幅器を有する電力増幅器を備えている装置。
　　［４７］方法において、
　トランシーバを受信アンテナに結合させるように適合されている受信パス中で、ワイヤ
レス信号を受信することと、
　前記トランシーバを送信アンテナに結合させるように適合されている送信パス中で、ワ
イヤレス信号を送信することとを含み、
　前記受信パスは、受信パススイッチと前記トランシーバとの間に配置されている複数の
別個の受信パスフィルタを備え、
　前記送信パスは、電力増幅器アレンジメントを備えている方法。
　　［４８］前記受信パスおよび／または前記送信パスのうちの少なくとも１つは、デュ
プレクサを含んでいない［４７］記載の方法。
　　［４９］装置において、
　トランシーバを受信アンテナに結合させるように適合されている受信パス中で、ワイヤ
レス信号を受信する手段と、
　前記トランシーバを送信アンテナに結合させるように適合されている送信パス中で、ワ
イヤレス信号を送信する手段とを具備し、
　前記受信パスは、受信パススイッチと前記トランシーバとの間に配置されている複数の
別個の受信パスフィルタを含み、
　前記送信パスは、電力増幅器アレンジメントを備えている装置。
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