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(57)【要約】
【課題】無線通信装置の回路規模を低減する。
【解決手段】無線通信装置１は、２つの中間周波数信号
に対して局部信号を混合することにより、局部信号の周
波数よりも周波数が低い低周波数帯域と局部信号の周波
数よりも周波数が高い高周波数帯域とにおいて、混合信
号を２つずつ生成する混合器１５と、混合器１５によっ
て生成された混合信号のうち、低周波数帯域に含まれる
周波数を有する１つの混合信号と、高周波数帯域に含ま
れる周波数を有する１つの混合信号とを通過させるフィ
ルタ１６と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの中間周波数信号に対して局部信号を混合することにより、前記局部信号の周波数
よりも周波数が低い低周波数帯域と前記局部信号の周波数よりも周波数が高い高周波数帯
域とにおいて、混合信号を２つずつ生成する混合器と、
　前記混合器によって生成された前記混合信号のうち、前記低周波数帯域に含まれる周波
数を有する１つの前記混合信号と、前記高周波数帯域に含まれる周波数を有する１つの前
記混合信号とを通過させるフィルタと、
を備えることを特徴とする、無線通信装置。
【請求項２】
　前記フィルタは、前記２つの中間周波数信号のうちの第１の中間周波数信号から生成さ
れた１つの前記混合信号と、前記２つの中間周波数信号のうちの第２の中間周波数信号か
ら生成された１つの前記混合信号とを通過させる、
ことを特徴とする、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記第１の中間周波数信号と前記第２の中間周波数信号とを生成する信号生成部と、
　前記信号生成部によって生成された前記第１及び第２の中間周波数信号のうち、一方の
前記中間周波数信号のスペクトルを反転させる信号反転部と、
を更に備えることを特徴とする、請求項２に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記２つの中間周波数信号の周波数fL及びfH（fL＜fH）と、前記局部信号の周波数fLO
と、前記フィルタを通過する２つの前記混合信号の周波数fRF1及びfRF2（fRF1＜fRF2）と
の関係は、
【数６】

を満たすとともに、

【数７】

を満たす、
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の無線通信装置。
【請求項５】
　２つの中間周波数信号に対して局部信号を混合することにより、前記局部信号の周波数
よりも周波数が低い低周波数帯域と前記局部信号の周波数よりも周波数が高い高周波数帯
域とにおいて、送信周波数信号を２つずつ生成し、
　フィルタにおいて、前記生成された前記混合信号のうち、前記低周波数帯域に含まれる
周波数を有する１つの前記混合信号と、前記高周波数帯域に含まれる周波数を有する１つ
の前記混合信号とを通過させる、
ことを特徴とする、無線信号処理方法。
【請求項６】
　前記フィルタにおいて、前記第１の中間周波数信号から生成された１つの前記混合信号
と、前記第２の中間周波数信号から生成された１つの前記混合信号とを通過させる、
ことを特徴とする、請求項５に記載の無線信号処理方法。
【請求項７】
　前記第１の中間周波数信号と前記第２の中間周波数信号とを生成し、
　前記生成された前記第１及び第２の中間周波数信号のうち、一方の前記中間周波数信号
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のスペクトルを反転させる、
ことを特徴とする、請求項６に記載の無線信号処理方法。
【請求項８】
　前記２つの中間周波数信号の周波数fL及びfH（fL＜fH）と、前記局部信号の周波数fLO
と、前記フィルタを通過する２つの前記混合信号の周波数fRF1及びfRF2（fRF1＜fRF2）と
の関係は、
【数８】

を満たすとともに、
【数９】

を満たす、
ことを特徴とする、請求項５～７のいずれか１項に記載の無線信号処理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載する技術は、無線通信装置及び無線信号処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のＲＦ（Radio Frequency）信号を生成して送信する無線通信装置がある（例えば
、特許文献１及び２を参照）。「ＲＦ信号」は、「送信周波数信号」と称されてもよい。
【０００３】
　無線通信装置は、ＩＦ（Intermediate Frequency）信号をＤＡＣ（デジタル－アナログ
コンバータ）によってデジタル－アナログ変換し、デジタル－アナログ変換したＩＦ信号
をＢＰＦ（バンドパスフィルタ）において通過させる。そして、無線通信装置は、ＢＰＦ
を通過させたＩＦ信号とＬＯ（Local Oscillator）信号とを混合器によって混合して得ら
れた信号を、更にＢＰＦに通過させることにより、ＲＦ信号を生成する。
【０００４】
　「ＩＦ信号」は、「中間周波数信号」と称されてもよい。また、「ＬＯ信号」は、「局
部信号」や「局部発振信号」と称されてもよい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５４４２５４号公報
【特許文献２】特開平５－２４４０３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　無線通信装置は、複数の周波数帯域をそれぞれ有する複数のＲＦ信号を送信することが
ある。この場合、無線通信装置は、ＲＦ信号毎に、ＤＡＣ、ＢＰＦ及び混合器を備えるこ
とがある。従って、この場合、無線通信装置の回路規模が増大するという課題がある。
【０００７】
　１つの側面では、本明細書に記載する技術は、無線通信装置の回路規模を低減すること
を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１つの側面において、無線通信装置は、２つの中間周波数信号に対して局部信号を混合
することにより、前記局部信号の周波数よりも周波数が低い低周波数帯域と前記局部信号
の周波数よりも周波数が高い高周波数帯域とにおいて、混合信号を２つずつ生成する混合
器と、前記混合器によって生成された前記混合信号のうち、前記低周波数帯域に含まれる
周波数を有する１つの前記混合信号と、前記高周波数帯域に含まれる周波数を有する１つ
の前記混合信号とを通過させるフィルタと、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　１つの側面として、無線通信装置の回路規模を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態の無線通信装置の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図２】第１の比較例としての無線通信装置の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図３】第２の比較例としての無線通信装置の機能的な構成例を示すブロック図である。
【図４】シングルバンドのＲＦ信号を生成する場合のＩＦ信号とＬＯ信号とＲＦ信号との
周波数の関係を例示する図である。
【図５】第１又は第２の比較例においてマルチバンドのＲＦ信号を生成する場合のＩＦ信
号とＬＯ信号とＲＦ信号との周波数の関係を例示する図である。
【図６】第３の比較例においてマルチバンドのＲＦ信号を生成する場合のＩＦ信号とＬＯ
信号とＲＦ信号との周波数の関係を例示する図である。
【図７】実施形態においてマルチバンドのＲＦ信号を生成する場合のＩＦ信号とＬＯ信号
とＲＦ信号との周波数の関係を例示する図である。
【図８】図７に例示した周波数の関係における周波数パラメータを示す図である。
【図９】図６に例示した周波数の関係におけるＩＦ信号のＤＡＣの出力幅の例を説明する
図である。
【図１０】図７に例示した周波数の関係におけるＩＦ信号のＤＡＣの出力幅の例を説明す
る図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して実施の形態を説明する。ただし、以下に示す実施形態はあくまで
も例示に過ぎず、実施形態で明示しない種々の変形例や技術の適用を排除する意図はない
。すなわち、本実施形態を、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することがで
きる。
【００１２】
　また、各図は、図中に示す構成要素のみを備えるという趣旨ではなく、他の構成要素を
含むことができる。以下、図中において、同一の符号を付した部分は特に断らない限り、
同一若しくは同様の部分を示す。
【００１３】
　〔Ａ〕実施形態
　図１は、実施形態の無線通信装置１の機能的な構成例を示すブロック図である。
【００１４】
　無線通信装置１は、例示的に、送信アンテナ１８を介して、生成したマルチバンド（例
えば２バンド）のＲＦ信号を送信する。「無線通信装置」は、「無線回路」と称されても
よい。また、「ＲＦ信号」は、「送信周波数信号」と称されてもよい。
【００１５】
　「マルチバンド」とは、例示的に、複数の周波数帯域である。無線通信装置１は、第１
のＲＦ信号（別言すれば、ＲＦ１信号）と、ＲＦ１信号とは異なる周波数帯域における周
波数を有する第２のＲＦ信号（別言すれば、ＲＦ２信号）とを、生成して送信してよい。
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【００１６】
　実施形態の無線通信装置１について説明する前に、図２及び図３を用いて、第１及び第
２の比較例としての無線通信装置２，４について説明する。
【００１７】
　図２は、第１の比較例としての無線通信装置２の機能的な構成例を示すブロック図であ
る。
【００１８】
　第１の比較例としての無線通信装置２は、例示的に、ＤＡＣ２１，３１、ＢＰＦ２２，
３２、混合器２３，３３、ＢＰＦ２４，３４、ＰＡ（パワーアンプ）２５，３５及び加算
器２６を備える。
【００１９】
　ＤＡＣ２１，３１は、例示的に、入力されたＩＦ信号をデジタル－アナログ変換して出
力する。図２に示す例において、ＤＡＣ２１は入力された第１のＩＦ信号であるＩＦ１信
号をデジタル－アナログ変換し、ＤＡＣ３１は入力された第２のＩＦ信号であるＩＦ２信
号をデジタル－アナログ変換してよい。「ＩＦ信号」は、「中間周波数信号」と称されて
もよい。
【００２０】
　ＢＰＦ２２，３２は、例示的に、ＤＡＣ２１，３１からそれぞれ入力された信号から、
所望の周波数成分以外の周波数成分を除去する。図２に示す例において、ＢＰＦ２２は、
ＤＡＣ２１から入力された信号から、所望の周波数成分以外の周波数成分を除去して、Ｉ
Ｆ１信号を取り出してよい。また、ＢＰＦ３２は、ＤＡＣ３１から入力された信号から、
所望の周波数成分以外の周波数成分を除去して、ＩＦ２信号を取り出してよい。
【００２１】
　混合器２３，３３は、例示的に、ＩＦ信号に対してＬＯ信号を混合する。別言すれば、
混合器２３，３３は、ＩＦ信号に対してＬＯ信号をミキシングしてよい。図２に示す例に
おいて、混合器２３はＩＦ１信号に対して第１のＬＯ信号であるＬＯ１信号を混合し、混
合器３３はＩＦ２信号に対して第２のＬＯ信号であるＬＯ２信号を混合してよい。符号２
３，３３で示す「混合器」は、「ミキサ」や「周波数変換器」，「乗算器」と称されても
よい。また、「ＬＯ信号」は、「局部信号」や「局部発振信号」と称されてもよい。
【００２２】
　ＢＰＦ２４，３４は、例示的に、混合器２３，３３からそれぞれ入力された信号から、
所望のＲＦ信号の周波数成分以外の周波数成分を除去する。図２に示す例において、ＢＰ
Ｆ２４は、混合器２３から入力された信号から、所望の第１のＲＦ信号であるＲＦ１信号
の周波数成分以外の周波数成分を除去してよい。また、ＢＰＦ３４は、混合器３３から入
力された信号から、所望の第２のＲＦ信号であるＲＦ２信号の周波数成分以外の周波数成
分を除去してよい。
【００２３】
　ＰＡ２５，３５は、例示的に、ＲＦ信号の送信電力を増幅する。図２に示す例において
、ＰＡ２５はＲＦ１信号の送信電力を増幅し、ＰＡ３５はＲＦ２信号の送信電力を増幅し
てよい。
【００２４】
　加算器２６は、例示的に、ＰＡ２５から入力されたＲＦ１信号と、ＰＡ３５から入力さ
れたＲＦ２信号とを加算し、送信アンテナ（図２には不図示）に出力する。
【００２５】
　図３は、第２の比較例としての無線通信装置４の機能的な構成例を示すブロック図であ
る。
【００２６】
　近年、複数の周波数帯域の信号を増幅することが可能なマルチバンドＰＡが開発されて
いる。第２比較例としての無線通信装置４は、例示的に、第１の比較例としての無線通信
装置２が備えるＰＡ２５，３５に代えて、マルチバンドＰＡ４１を備える。
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【００２７】
　図３に示す加算器２６は、例示的に、ＢＰＦ２４から入力されたＲＦ１信号と、ＢＰＦ
３４から入力されたＲＦ２信号とを加算し、ＲＦ１信号とＲＦ２信号とが加算された信号
をマルチバンド信号としてマルチバンドＰＡ４１へ出力する。
【００２８】
　マルチバンドＰＡ４１は、例示的に、加算器２６から出力されたマルチバンド信号であ
るＲＦ１／ＲＦ２信号の送信電力を増幅し、送信アンテナ（図３には不図示）に出力する
。
【００２９】
　図２に示した第１の比較例としての無線通信装置２は、２バンドのＲＦ信号を生成する
ために、例示的に、ＤＡＣ，混合器及びＰＡをそれぞれ２つずつ備え、ＢＰＦを４つ備え
る。また、図３に示した第２の比較例としての無線通信装置４は、２バンドのＲＦ信号を
生成するために、例示的に、ＤＡＣ及び混合器をそれぞれ２つずつ備え、ＢＰＦを４つ備
える。
【００３０】
　このように、マルチバンドのＲＦ信号を生成するためには、同一の回路素子を複数備え
ることとなり、回路規模が増大してしまう。
【００３１】
　そこで、実施形態の無線通信装置１は、図１に示すように、例示的に、ＩＦ信号生成部
１１，信号反転部１２，ＤＡＣ１３，ＢＰＦ１４，混合器１５，マルチＢＰＦ１６，マル
チバンドＰＡ１７及び送信アンテナ１８を備える。
【００３２】
　ＩＦ信号生成部１１は、例示的に、周波数帯域が互いに異なる複数（例えば２つ）のＩ
Ｆ信号を生成する。図１に示す例において、ＩＦ信号生成部１１は、ＩＦ１信号及びＩＦ
２信号を生成してよい。ＩＦ信号生成部１１は、生成したＩＦ１信号を信号反転部１２を
介さずにＤＡＣ１３へ出力し、生成したＩＦ２信号を信号反転部１２へ出力してよい。ま
た、ＩＦ信号生成部１１は、生成したＩＦ２信号を信号反転部１２を介さずにＤＡＣ１３
へ出力し、生成したＩＦ１信号を信号反転部１２へ出力してもよい。「ＩＦ信号生成部」
は、「信号生成部」と称されてもよい。
【００３３】
　実施形態の無線通信装置１においては、ＩＦ信号とＬＯ信号とを混合する混合器１５が
１つしか備えられていないため、ＩＦ信号の周波数の変換に用いられるＬＯ信号の周波数
は１つである。そこで、本例では、ＩＦ信号生成部１１は、互いに異なる周波数を有する
ＩＦ１信号とＩＦ２信号とを生成する。これにより、無線通信装置１は、１つのＬＯ信号
によって、異なる周波数を有するＲＦ１信号とＲＦ２信号を生成できる。
【００３４】
　信号反転部１２は、例示的に、ＩＦ１信号又はＩＦ２信号の極性を反転させて、極性を
反転させたＩＦ１信号又はＩＦ２信号を出力する。信号反転部１２は、ＩＦ信号のスペク
トルを±９０°回転させて周波数成分を反転させることにより、ＩＦ信号の極性を反転さ
せてよい。「信号反転部」は、「極性反転部」と称されてもよい。
【００３５】
　ＤＡＣ１３は、例示的に、入力された２つのＩＦ信号（別言すれば、ＩＦ１信号及びＩ
Ｆ２信号）をデジタル－アナログ変換して出力する。
【００３６】
　ＢＰＦ１４は、例示的に、ＤＡＣ１３から入力された信号から、ＩＦ１信号及びＩＦ２
信号の周波数成分以外の周波数成分を除去する。なお、ＢＰＦ１４は、複数の周波数帯域
におけるＩＦ信号を通過させるマルチＢＰＦであってもよい。
【００３７】
　混合器１５は、例示的に、ヘテロダインの原理を用いて、ＩＦ１信号及びＩＦ２信号に
対してＬＯ信号を混合（別言すれば、ミキシング）する。別言すれば、混合器１５は、Ｌ
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Ｏ信号によって、ＩＦ１信号及びＩＦ２信号をアップコンバートしてよい。これにより、
混合器１５は、ＬＯ信号の周波数よりも周波数が低い低周波数帯域とＬＯ信号の周波数よ
りも周波数が高い高周波数帯域とにおいて、混合信号を２つずつ生成してよい。別言すれ
ば、混合器１５は、ＩＦ１信号から２つの混合信号を生成し、ＩＦ２信号から２つの混合
信号を生成することにより、合計４つの混合信号を生成してよい。ＬＯ信号は、局部発振
器（不図示）によって生成されてよい。符号１５で示す「混合器」は、「ミキサ」、「周
波数変換器」又は「乗算器」と称されてもよい。
【００３８】
　マルチＢＰＦ１６は、例示的に、混合器１５によって生成された４つの混合信号のうち
、低周波数帯域に含まれる周波数を有する１つの混合信号と、高周波数帯域に含まれる周
波数を有する１つの混合信号とを通過させる。更に、本例では、マルチＢＰＦ１６は、Ｉ
Ｆ１信号から生成された１つの混合信号と、ＩＦ２信号から生成された１つの混合信号と
を通過させる。マルチＢＰＦ１６を通過した２つの混合信号は、ＲＦ信号と称されてよい
。つまり、マルチＢＰＦ１６は、４つの混合信号から、２つの混合信号を選択し、選択し
た混合信号をＲＦ信号（別言すれば、ＲＦ１信号及びＲＦ２信号）として出力してよい。
【００３９】
　マルチバンドＰＡ１７は、例示的に、マルチＢＰＦ１６から入力されたＲＦ１信号及び
ＲＦ２信号の送信電力を増幅し、送信アンテナ１８に入力する。
【００４０】
　送信アンテナ１８は、例示的に、マルチバンドＰＡ１７から入力されたＲＦ１信号及び
ＲＦ２信号を受信装置（不図示）へ送信する。
【００４１】
　図４は、シングルバンドのＲＦ信号を生成する場合のＩＦ信号とＬＯ信号とＲＦ信号と
の周波数の関係を例示する図である。
【００４２】
　複数（図４に示す例では２つ）の混合信号は、ヘテロダインの原理を用いて、ＬＯ信号
に対してＩＦ信号を混合することにより、生成されてよい。
【００４３】
　複数の混合信号のうち第１の混合信号の周波数は、低周波数帯域（図４では「Ｌｏｗｅ
ｒ」）において、ＬＯ信号の周波数からＩＦ信号の周波数を減算した値であってよい。ま
た、複数の混合信号のうち第２の混合信号の周波数は、高周波数帯域（図４では「Ｕｐｐ
ｅｒ」）において、ＬＯ信号の周波数にＩＦ信号の周波数を加算した値であってよい。
【００４４】
　低周波数帯域又は高周波数帯域の混合信号は、ＢＰＦを通過してよい。図４に示す例に
おいて、高周波数帯域の混合信号は、ＢＰＦを通過する。
【００４５】
　図５は、第１又は第２の比較例においてマルチバンドのＲＦ信号を生成する場合のＩＦ
信号とＬＯ信号とＲＦ信号との周波数の関係を例示する図である。
【００４６】
　図５には、図２及び図３を用いてそれぞれ上述した第１又は第２の比較例において、同
一の周波数を有する２つのＩＦ信号（別言すれば、ＩＦ１信号及びＩＦ２信号）から、２
つのＲＦ信号（別言すれば、ＲＦ１信号及びＲＦ２信号）を生成する例が示される。
【００４７】
　複数（図５に示す例では４つ）の混合信号は、ヘテロダインの原理を用いて、ＬＯ信号
に対してＩＦ信号を混合することにより、生成されてよい。
【００４８】
　複数の混合信号のうち第１の混合信号の周波数は、ＬＯ１信号の低周波数帯域（図５で
は「Ｌｏｗｅｒ」）において、ＬＯ１信号の周波数からＩＦ１信号の周波数を減算した値
であってよい。また、複数の混合信号のうち第２の混合信号の周波数は、ＬＯ１信号の高
周波数帯域（図４では「Ｕｐｐｅｒ」）において、ＬＯ１信号の周波数にＩＦ１信号の周
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波数を加算した値であってよい。
【００４９】
　複数の混合信号のうち第３の混合信号の周波数は、ＬＯ２信号の低周波数帯域（図５で
は「Ｌｏｗｅｒ」）において、ＬＯ２信号の周波数からＩＦ２信号の周波数を減算した値
であってよい。また、複数の混合信号のうち第４の混合信号の周波数は、ＬＯ２信号の高
周波数帯域（図５では「Ｕｐｐｅｒ」）において、ＬＯ２信号の周波数にＩＦ２信号の周
波数を加算した値であってよい。
【００５０】
　低周波数帯域又は高周波数帯域の混合信号は、ＢＰＦを通過してよい。図５に示す例に
おいて、ＩＦ１信号に基づいて生成された、ＬＯ１信号に対する高周波数帯域の混合信号
と、ＩＦ２信号に基づいて生成された、ＬＯ２信号に対する高周波数帯域の混合信号とは
、ＢＰＦを通過する。
【００５１】
　図６は、第３の比較例においてマルチバンドのＲＦ信号を生成する場合のＩＦ信号とＬ
Ｏ信号とＲＦ信号との周波数の関係を例示する図である。
【００５２】
　図６には、実施形態の無線通信装置１と同様の構成を有する無線通信装置において、互
いに異なる周波数を有する２つのＩＦ信号（別言すれば、ＩＦ１信号及びＩＦ２信号）か
ら、２つのＲＦ信号（別言すれば、ＲＦ１信号及びＲＦ２信号）を生成する例が示される
。ただし、第３の比較例としての無線通信装置においては、実施形態の無線通信装置１と
は異なり、信号反転部１２が備えられていない。また、ＢＰＦ１４，１６における信号の
通過帯域は、適宜変更されてよい。
【００５３】
　混合信号は、ＬＯ信号の周波数からＩＦ１信号の周波数を減算することにより、低周波
数帯域（図６では「Ｌｏｗｅｒ」）に生成されてよい。また、混合信号は、ＬＯ信号の周
波数にＩＦ１信号の周波数を加算することにより、高周波数帯域（図６では「Ｕｐｐｅｒ
」）に生成されてよい。
【００５４】
　混合信号は、ＬＯ信号の周波数からＩＦ２信号の周波数を減算することにより、低周波
数帯域（図６では「Ｌｏｗｅｒ」）に生成されてよい。また、混合信号は、ＬＯ信号の周
波数にＩＦ２信号の周波数を加算することにより、高周波数帯域（図６では「Ｕｐｐｅｒ
」）に生成されてよい。
【００５５】
　低周波数帯域又は高周波数帯域の混合信号は、ＢＰＦを通過してよい。図６に示す例に
おいて、高周波数帯域の２つの混合信号は、ＢＰＦを通過する。
【００５６】
　図７は、実施形態の無線通信装置１においてマルチバンドのＲＦ信号を生成する場合の
ＩＦ信号とＬＯ信号とＲＦ信号との周波数の関係を例示する図である。
【００５７】
　図７においては、互いに異なる周波数を有する２つのＩＦ信号（別言すれば、ＩＦ１信
号及びＩＦ２信号）から、２つのＲＦ信号（別言すれば、ＲＦ１信号及びＲＦ２信号）を
生成する例を示す。
【００５８】
　図７に示す例において、ＩＦ信号生成部１１は、ＩＦ１信号及びＩＦ２信号を生成して
よい。また、ＩＦ信号生成部１１は、生成したＩＦ１信号を信号反転部１２に入力し、生
成したＩＦ２信号をＤＡＣ１３に入力してよい。
【００５９】
　信号反転部１２は、ＩＦ信号生成部１１から入力されたＩＦ１信号の極性を反転させて
、極性を反転させたＩＦ１信号をＤＡＣ１３に入力してよい。図７に示す例において、Ｄ
ＡＣ１３に入力されるＩＦ１信号の極性とＩＦ２信号の極性とは、互いに反転している。
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【００６０】
　混合器１５は、ＬＯ信号に対してＩＦ１信号を混合することにより、ＬＯ信号の周波数
からＩＦ１信号の周波数を減算した値である周波数を有する混合信号を低周波数帯域（図
７では「Ｌｏｗｅｒ」）に生成してよい。また、混合器１５は、ＬＯ信号に対してＩＦ１
信号を混合することにより、ＬＯ信号の周波数にＩＦ１信号の周波数を加算した値である
周波数を有する混合信号を高周波数帯域（図７では「Ｕｐｐｅｒ」）に生成してよい。
【００６１】
　混合器１５は、ＬＯ信号に対してＩＦ２信号を混合することにより、ＬＯ信号の周波数
からＩＦ２信号の周波数を減算した値である周波数を有する混合信号を低周波数帯域（図
７では「Ｌｏｗｅｒ」）に生成してよい。また、混合器１５は、ＬＯ信号に対してＩＦ２
信号を混合することにより、ＬＯ信号の周波数にＩＦ２信号の周波数を加算した値である
周波数を有する混合信号を高周波数帯域（図７では「Ｕｐｐｅｒ」）に生成してよい。
【００６２】
　マルチＢＰＦ１６は、４つの混合信号のうち、低周波数帯域の１つの混合信号と高周波
数帯域の１つの混合信号とを通過させてよい。図７に示す例において、マルチＢＰＦ１６
は、ＩＦ１信号によって生成された低周波数帯域の混合信号をＲＦ１信号として通過させ
、ＩＦ２信号によって生成された高周波数帯域の混合信号をＲＦ２信号として通過させる
。
【００６３】
　図８は、図７に例示した周波数の関係における周波数パラメータを示す図である。
【００６４】
　実施形態において、ＩＦ１信号の周波数fL及びＩＦ２信号の周波数fH（fL＜fH）と、Ｌ
Ｏ信号の周波数fLOと、ＲＦ１信号の周波数fRF1及びＲＦ２信号の周波数fRF2（fRF1＜fRF
2）との関係は、例示的に、以下の（式１）を満たすとともに、（式２）を満たす。また
、fRF1及びfRF2は、マルチＢＰＦ１６を通過する２つの混合信号の中心周波数と称されて
もよい。「中心周波数」は、マルチＢＰＦ１６を通過する帯域毎の信号の下限の周波数と
上限の周波数との相加平均又は相乗平均であってよい。
【００６５】

【数１】

【００６６】
【数２】

【００６７】
　図８に示すように、ＲＦ１信号の周波数はfRF1=fLO-fLであってよく、ＲＦ２信号の周
波数はfRF2=fLO+fHであってよい。
【００６８】
　ＩＦ１信号の中心周波数fL，ＩＦ２信号の中心周波数fH及びＬＯ信号の周波数fLOは、
所望のＲＦ１信号の中心周波数fRF1及びＲＦ２信号の中心周波数fRF2と、（式１）及び（
式２）と、に基づいて算出されてよい。（式１）及び（式２）に基づく算出は、例示的に
、プロセッサ（不図示）やＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）（不図示）によ
って行なわれる。
【００６９】
　なお、ＩＦ１信号の中心周波数fL及びＩＦ２信号の中心周波数fH（fL＜fH）と、ＬＯ信
号の中心周波数fLOと、ＲＦ１信号の中心周波数fRF1及びＲＦ２信号の中心周波数fRF2（f

RF1＜fRF2）との関係は、（式２）に代えて、（式２’）を満たしてもよい。この場合、
ＲＦ１信号の周波数はfRF1=fLO+fLであってよく、ＲＦ２信号の周波数はfRF2=fLO-fHであ
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ってよい。
【００７０】
【数３】

【００７１】
　図９は、図６に例示した周波数の関係におけるＩＦ信号のＤＡＣの出力幅の例を説明す
る図である。図１０は、図７に例示した周波数の関係におけるＩＦ信号のＤＡＣ１３の出
力幅の例を説明する図である。
【００７２】
　第３の比較例としての無線通信装置において、マルチＢＰＦは、図９に例示するように
、高周波数帯域の２つの混合信号をＲＦ信号として通過させる。
【００７３】
　図９に示す例において、中心周波数がそれぞれ１．５ＧＨｚ及び２．１ＧＨｚであるＲ
Ｆ信号を生成するために、中心周波数が０．２ＧＨｚであるＩＦ１信号と、中心周波数が
０．８ＧＨｚであるＩＦ２信号と、が生成される。なお、ＬＯ信号の周波数は、１．３Ｇ
Ｈｚである。第３の比較例としての無線通信装置は、図９に示すように、ＩＦ１信号及び
ＩＦ２信号をデジタル－アナログ変換するために、例示的に、約１ＧＨｚの出力幅を有す
るＤＡＣを備える。４倍のオーバーサンプリングの例で計算する場合には、第３の比較例
としての無線通信装置におけるＤＡＣは、４ＧＨｚのサンプリングレートを有する。
【００７４】
　一方、実施形態の無線通信装置１において、マルチＢＰＦ１６は、図１０に例示するよ
うに、低周波数帯域の混合信号と高周波数帯域の混合信号とを１つずつＲＦ信号として通
過させる。
【００７５】
　図１０に示す例において、マルチＢＰＦ１６が、中心周波数がそれぞれ１．５ＧＨｚ及
び２．１ＧＨｚであるＲＦ信号を出力するために、ＩＦ信号生成部１１は、中心周波数が
０．２ＧＨｚであるＩＦ１信号と、中心周波数が０．４ＧＨｚであるＩＦ２信号とを生成
する。なお、ＬＯ信号の周波数は、１．７ＧＨｚである。実施形態の無線通信装置１は、
図１０に示すように、ＩＦ１信号及びＩＦ２信号をデジタル－アナログ変換するために、
例示的に、約０．５ＧＨｚの出力幅を有するＤＡＣ１３を備える。４倍のオーバーサンプ
リングの例で計算する場合には、実施形態の無線通信装置１におけるＤＡＣ１３は、２Ｇ
Ｈｚのサンプリングレートを有する。
【００７６】
　このように、実施形態の無線通信装置１に備えられるＤＡＣ１３は、第３の比較例とし
ての無線通信装置に備えられるＤＡＣよりも、変換レートが低くてよい。これにより、無
線通信装置１の製造コストを低減できる。
【００７７】
　混合器１５は、２つのＩＦ信号に対してＬＯ信号を混合することにより、ＬＯ信号の周
波数よりも周波数が低い低周波数帯域とＬＯ信号の周波数よりも周波数が高い高周波数帯
域とにおいて、混合信号を２つずつ生成する。そして、マルチＢＰＦ１６は、混合器１５
によって生成された混合信号のうち、低周波数帯域に含まれる周波数を有する１つの混合
信号と、高周波数帯域に含まれる周波数を有する１つの混合信号とを通過させる。
【００７８】
　これにより、複数の周波数のＲＦ信号を効率的に生成できる。具体的には、単一の混合
器１５やマルチＢＰＦ１６によって複数のＲＦ信号を生成することができるため、無線通
信装置１の回路規模を低減できる。また、２つのＩＦ信号の周波数差を小さくすることが
できるため、ＤＡＣ１３の変換レートを低減でき、無線通信装置１の製造コストを低減で
きる。
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【００７９】
　混合器１５によってＩＦ１信号から生成された２つの混合信号のスペクトルは、互いに
反転する。また、混合器１５によってＩＦ２信号から生成された２つの混合信号のスペク
トルも、互いに反転する。
【００８０】
　そこで、マルチＢＰＦ１６は、２つのＩＦ信号のうちのＩＦ１信号から生成された１つ
の混合信号と、２つのＩＦ信号のうちのＩＦ２信号から生成された１つの混合信号とを通
過させる。
【００８１】
　これにより、マルチＢＰＦ１６は、スペクトルが互いに反転していないＲＦ１信号とＲ
Ｆ２信号を生成することができる。
【００８２】
　ＩＦ信号生成部１１は、ＩＦ１信号とＩＦ２信号とを生成する。そして、信号反転部１
２は、ＩＦ信号生成部１１によって生成されたＩＦ１信号及びＩＦ２信号のうち、一方の
ＩＦ信号のスペクトルを反転させる。
【００８３】
　これにより、マルチＢＰＦ１６は、スペクトルが互いに反転していないＲＦ１信号とＲ
Ｆ２信号を出力することができる。
【００８４】
　２つのＩＦ信号の中心周波数fL及びfH（fL＜fH）と、ＬＯ信号の周波数fLOと、マルチ
ＢＰＦ１６を通過する２つの混合信号の中心周波数fRF1及びfRF2（fRF1＜fRF2）との関係
は、
【００８５】
【数４】

を満たすとともに、
【００８６】

【数５】

を満たす。
【００８７】
　これにより、所望のＲＦ１信号の中心周波数fRF1及びＲＦ２信号の中心周波数fRF2に基
づいて、ＩＦ１信号の中心周波数fL，ＩＦ２信号の中心周波数fH及びＬＯ信号の周波数fL
Oを正確に算出することができる。
【００８８】
　〔Ｂ〕その他
　開示の技術は上述した各実施形態に限定されるものではなく、各実施形態の趣旨を逸脱
しない範囲で種々変形して実施することができる。各実施形態の各構成及び各処理は、必
要に応じて取捨選択することができ、あるいは適宜組み合わせてもよい。
【００８９】
　上述した実施形態においては、無線通信装置１はマルチバンドのＲＦ信号として２つの
ＲＦ信号を生成することとしたが、これに限定されるものではない。無線通信装置１は、
３つ以上のＲＦ信号を生成してもよい。この場合には、ＩＦ信号生成部１１は、３つ以上
のＩＦ信号を生成してよい。また、信号反転部１２は、ＩＦ信号生成部１１によって生成
された３つ以上のＩＦ信号のうち、少なくとも一部のＩＦ信号のスペクトルを反転させて
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よい。
【符号の説明】
【００９０】
　１　　無線通信装置
　１１　ＩＦ信号生成部
　１２　信号反転部
　１３　ＤＡＣ
　１４　ＢＰＦ
　１５　混合器
　１６　マルチＢＰＦ
　１７　マルチバンドＰＡ
　１８　アンテナ
　２　　無線通信装置
　２１　ＤＡＣ
　２２　ＢＰＦ
　２３　混合器
　２４　ＢＰＦ
　２５　ＰＡ
　２６　加算器
　３１　ＤＡＣ
　３２　ＢＰＦ
　３３　混合器
　３４　ＢＰＦ
　３５　ＰＡ
　４　　無線通信装置
　４１　マルチバンドＰＡ
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