
JP 4688884 B2 2011.5.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上携帯端末に内装するための衛星通信装置において、
　衛星から高周波衛星信号を送受信することができる衛星用アンテナと、
　前記高周波衛星信号を受信して中間周波数の信号に変換した後、ベースバンド信号に変
換し、ベースバンド信号を中間周波数に変換した後、高周波衛星信号に変換する高周波処
理部と、
　前記高周波処理部から入力されたベースバンド信号を伝送し、変調を介して前記ベース
バンド信号を形成して前記高周波処理部に出力し、ＰＬＬロジッグユニットを介して通信
チャンネル周波数を保持し、パワー制御部のタイミング制御を用いて前記高周波処理部が
前記高周波衛星信号を送受信する時間の間にだけ動作する信号処理集積回路部と、
　ＧＰＳ衛星から衛星信号を受信して位置情報とタイム情報を提供するＧＰＳ部と、
　前記信号処理集積回路部から入力された前記ベースバンド信号を復調してチャンネルデ
コーディング処理及びメッセージデコーディング処理を行い、衛星通信に関連するプロト
コルによる所定のフォーマットデータを形成してチャンネルコーディング処理した後、前
記信号処理集積回路部に出力し、前記データをタイムスロットによって伝送するために、
前記ＧＰＳ部から入力された位置情報とタイム情報に基づいてタイミング制御信号を出力
し、衛星通信に関連する呼出処理を管理するメイン処理部と、
　前記高周波処理部と信号処理集積回路部と前記ＧＰＳ部及び前記メイン処理部を設けた
衛星通信モジュールに接続される１つ以上のピンを有するボード対ボードコネクタを備え



(2) JP 4688884 B2 2011.5.25

10

20

30

40

50

、
　前記ボード対ボードコネクタが前記地上携帯端末に設けられた制御部に接続され、前記
衛星通信装置が前記地上携帯端末の内側に内装されることを特徴とする衛星通信装置。
【請求項２】
　前記高周波処理部が送受信する信号の周波数帯域は、Ｌバンドであることを特徴とする
請求項１に記載の衛星通信装置。
【請求項３】
　前記高周波処理部が送受信する信号の周波数帯域は、Ｓバンドであることを特徴とする
請求項１に記載の衛星通信装置。
【請求項４】
　前記信号処理集積回路部は、ＳＩＭカードとのインターフェイシングを行うことを特徴
とする請求項１に記載の衛星通信装置。
【請求項５】
　前記高周波処理部は、ＭＭＩＣで具現されることを特徴とする請求項１に記載の衛星通
信装置。
【請求項６】
　前記信号処理集積回路部は、ＡＳＩＣで具現されることを特徴とする請求項１に記載の
衛星通信装置。
【請求項７】
　地上携帯端末に内装するための衛星通信装置であって、衛星と直接送受信することがで
きる衛星用アンテナと、衛星信号を変換する高周波処理部と、通信チャンネル周波数を保
持する信号処理集積回路部と、衛星ＧＰＳ信号を受信するＧＰＳ部と、衛星通信に関連す
る呼出処理を管理するメイン処理部とを構成要素にする衛星通信モジュールと、前記衛星
通信モジュールに接続される１つ以上のピンを有し、前記地上携帯端末に設けられた制御
部にさらに接続されるボード対ボードコネクタを備え、前記地上携帯端末の内側に内装さ
れ、パワー制御部のタイミング制御を用いて前記高周波処理部が前記高周波衛星信号を送
受信する時間の間にだけ動作する前記衛星通信装置の衛星通信方法であって、
　衛星から送信された高周波衛星信号を前記衛星用アンテナが直接受信するステップと、
　受信された前記高周波衛星信号を、前記高周波処理部が中間周波数の信号に変換した後
、ベースバンド信号に変換し、ベースバンド信号を中間周波数に変換した後、高周波衛星
信号に変換するステップと、
　前記高周波処理部から入力されたベースバンド信号を、前記信号処理集積回路部が前記
メイン処理部に送信し、変調を介して前記ベースバンド信号を形成して前記高周波処理部
に出力し、ＰＬＬロジッグユニットを介して通信チャンネル周波数を保持するステップと
、
ＧＰＳ衛星から衛星信号を受信したＧＰＳ部が前記メイン処理部に位置情報とタイム情報
を提供するステップと、
　前記信号処理集積回路部から入力された前記ベースバンド信号を前記メイン処理部が復
調してチャンネルデコーディング処理及びメッセージデコーディング処理を行い、衛星通
信に関連するプロトコルによる所定のフォーマットデータを形成してチャンネルコーディ
ング処理した後、前記信号処理集積回路部に出力し、前記データをタイムスロットによっ
て伝送するために、前記ＧＰＳ部から入力された位置情報とタイム情報に基づいてタイミ
ング制御信号を出力して衛星に関連する呼出処理を管理するステップを含むことを特徴と
する衛星通信装置の衛星通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衛星通信装置及び方法に関し、特にＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：符号分割多重接続）、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ
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　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：時間分割多重接続）などの通信
方式を採用する地上携帯端末に内装されて衛星通信することができる衛星通信モジュール
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、ＣＤＭＡ、ＧＳＭおよびＴＤＭＡなどの特定の通信方式を採用する地上携帯
端末（移動端末）は、それぞれの他の通信方式で相互互換されにくいだけでなく、（地上
）通信網と相互接続する基地局の通信可能な範囲内でだけ使用可能である。しかし、技術
的な観点から言うと、地上携帯端末の通信ができるようにする基地局は、陸地ではない場
所、例えば、海、空、山などでは設置が容易ではない。また、経済的な観点から言うと、
地上携帯端末のマーケティング特性により人口密図が少ない地域の基地局設置が難しいと
いう問題点がある。
【０００３】
　従って、本発明は、衛星の広いカバレージを利用することで、海、空、山などのどの地
域でも通話が可能であり、既存の地上携帯端末の通信可能地域でも使うことができるよう
に、地上携帯端末に内装して使うことができる衛星通信装置を提供する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、地上携帯端末に内装されて衛星通信ができる衛星通信装置及び方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記した目的を達成するための本発明は、地上通信のための地上通信装置が備えられて
いる同期または非同期方式の地上携帯端末で衛星通信する方法において、衛星と直接通信
を行うことができる衛星用アンテナと、衛星通信モジュールで構成された衛星通信装置と
を前記地上携帯端末に内装して、前記衛星通信装置が地上通信装置と相互に所定の信号を
送受信することができるようにインターフェイシングするステップと、前記インターフェ
イシングを介して前記衛星通信装置と地上通信装置の送受信信号によって衛星通信するス
テップを含むことを特徴とする。
【０００６】
　上記した目的を達成するための本発明の装置は、地上携帯端末に内装するための衛星通
信装置は、高周波衛星信号を送受信することが可能な衛星用アンテナと、前記高周波衛星
信号を受信して中間周波数の信号に変換した後、ベースバンド信号に変換し、ベースバン
ド信号を中間周波数に変換した後、高周波衛星信号に変換する高周波処理部と、前記高周
波処理部から入力されたベースバンド信号を伝送し、変調を介して前記ベースバンド信号
を形成して前記高周波処理部に出力し、ＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）
ロジッグユニットを介して通信チャンネル周波数を保持する信号処理集積回路部と、ＧＰ
Ｓ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）衛星から衛星信号を受信して位置
情報とタイム情報を提供するＧＰＳ部と、前記信号処理集積回路部から入力された前記ベ
ースバンド信号を復調してチャンネルデコーディング処理及びメッセージデコーディング
処理を行い、衛星通信に関連するプロトコルによる所定のフォーマットデータを形成して
チャンネルコーディング後、前記信号処理集積回路部に出力し、前記データをタイムスロ
ットによって伝送するために、前記ＧＰＳ部から入力された位置情報とタイム情報に基づ
いてタイミング制御信号を出力し、衛星通信に関連する呼出処理を管理するメイン処理部
を含むことを特徴とする。
【０００７】
　上記目的を達成するための本発明の方法は、地上携帯端末通信と共に地上基地局がない
ところでも衛星と直接通信を行うことができる方法として衛星信号を変換する高周波処理
部と、通信チャンネル周波数を保持する信号処理集積回路部と、衛星ＧＰＳ信号を受信す
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るＧＰＳ部と、衛星通信に関連する呼出処理を管理するメイン処理部を構成要素にする衛
星通信装置の衛星通信方法において、衛星から送信された高周波衛星信号を前記衛星用ア
ンテナが直接受信するステップと、受信された前記高周波衛星信号を、前記高周波処理部
が中間周波数の信号に変換した後、ベースバンド信号に変換し、ベースバンド信号を中間
周波数に変換した後、高周波衛星信号に変換するステップと、前記高周波処理部から入力
されたベースバンド信号を、前記信号処理集積回路が前記メイン処理部に送信し、変調を
介して前記ベースバンド信号を形成して前記高周波処理部に出力し、ＰＬＬロジッグユニ
ットを介して通信チャンネル周波数を保持するステップと、ＧＰＳ衛星から衛星信号を受
信したＧＰＳ部が前記メイン処理部に位置情報とタイム情報を提供するステップと、前記
信号処理集積回路部から入力された前記ベースバンド信号を前記メイン処理部が復調して
チャンネルデコーディング処理及びメッセージデコーディング処理を行い、衛星通信に関
連するプロトコルによる所定のフォーマットデータを形成してチャンネルコーディング後
、前記信号処理集積回路部に出力し、前記データをタイムスロットによって伝送するため
に、前記ＧＰＳ部から入力された位置情報とタイム情報に基づいてタイミング制御信号を
出力して衛星に関連する呼出処理を管理するステップを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　上述したような本発明の衛星通信モジュールはどのような形態（完製品、ボード、モジ
ュール）の地上携帯端末にも格納、もしくはインターフェイシングが可能である。さらに
、基地局など地上通信網のある地域は、地上携帯端末通信方式により、衛星通信モジュー
ルが利用できる。そのうえ、前記地上通信網がないところであっても前記携帯端末に前記
衛星通信モジュールを内装すると、どこでも衛星通信が可能であり、地上携帯端末の地上
ローミングサービスの限界点を解決することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明による好適な実施例を添付した図面を参照しながら詳細に説明する。下記
の説明では本発明による動作を理解するのに必要な部分だけが説明され、その以外の部分
の説明は本発明の要旨から離れない範囲で省略されることを留意しなければならない。
【００１０】
　図１は従来技術による地上携帯端末（移動端末）の内部構成図である。本発明で図１を
説明しようとする理由は、本発明で提案する衛星通信モジュール（Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｕｌｅ：ＳＣＭ）と地上携帯端末の接続及びインタ
ーフェイシングを理解するのに役立つからである。ここで地上携帯端末は地上通信網を利
用する携帯端末として、地上ネットワークはＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＴＤＭＡなどの通信方式
で構成された地上通信網を意味する。また、無線通信網は同期または非同期通信方式を全
て含む。本発明で言及する衛星通信装置は衛星通信モジュールと衛星用アンテナを構成要
素にする。
【００１１】
　図１を参照すれば、無線周波数部１８は地上携帯端末の通信を行う。無線周波数部１８
は、送信される信号の周波数を上昇変換及び増幅するＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ）送信機と、受信される信号を低雑音増幅し周波数を下降変換するＲＦ受信機などを
含む。ここで、基地局と送受信する地上用アンテナ１９は一般的に用いられる地上携帯端
末の地上用アンテナである。
【００１２】
　データ処理部１４は、送信される信号を符号化及び変調する送信機及び受信される信号
を復調及び復号化する受信機などを備える。データ処理部１４はモデム及びコーデックで
構成することができる。
【００１３】
　オーディオ処理部１５は、データ処理部１４から出力される受信オーディオ信号を再生
する、もしくは、マイクから入力される送信オーディオ信号をデータ処理部１４に送信す
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る機能を行う。キー入力部１２は数字及び文字情報を入力するためのキー及び各種機能を
設定するための機能キーを備える。メモリ部１３はプログラムメモリ及びデータメモリで
構成することができる。プログラムメモリには地上携帯端末の一般的な動作を制御するた
めのプログラムを格納することができる。また、データメモリにはプログラムを実行する
ときに発生されるデータを一時保存することができる。
【００１４】
　制御部１０は、地上携帯端末の全般的な動作を制御する機能を処理し、データ処理部１
４を含むことができる。本発明において、制御部１０は衛星通信装置から受け取った信号
を制御して、表示部１１、キー入力部１２、マイク及びスピーカなどを制御することがで
きる。表示部１１は液晶表示装置などを用いることができ、制御部１０の制御によって使
用者が見られるように文字、数字、映像などの情報を表示することができる。
【００１５】
　応用装置部３０には、カメラモジュール、ブルーツースモジュールなどの地上携帯端末
の機能を多様にする各種の応用モジュールを接続することができる。
【００１６】
　図２は本発明による携帯端末の構成図であって、地上通信装置と衛星通信装置で構成さ
れる。即ち、図２は前述した既存の地上携帯端末に衛星通信のための衛星通信装置が内装
される構成図であって、接続方法及びインターフェイシングなどについて説明する。
【００１７】
　図２を参照すると、地上携帯端末はモジュール単位で構成することができる。即ち、Ｇ
ＳＭ通信方式の地上携帯端末は、ＧＳＭモジュールを利用して、図１の構成のような地上
携帯端末を具現することができる。また、ＣＤＭＡ通信方式またはＴＤＭＡ通信方式の地
上携帯端末は、ＣＤＭＡまたはＴＤＭＡモジュールを利用して、図１の構成のような地上
携帯端末を具現することができる。この場合、一般ボード形態またはモジュール（ＧＳＭ
、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡモジュールなど）形態にかかわらず、衛星通信モジュール２０と接
続することができるコネクタを備えていたらどのような形態のボードまたはモジュールと
接続が可能である。この場合、コネクタ形態は一例であり、少なくとも一つのピンを有す
るボード対ボードコネクタを用いることができる。
【００１８】
　地上携帯端末と接続されている衛星通信モジュールとの間には相互に所定の信号を送受
信することができるように具現しなければならない。この場合、インターフェイシングは
ＧＰＩＯ、ＭＣＳＩ、ＵＡＲＴ、またはＩＷＡなどを利用することができる。また、衛星
通信モジュール２０は高周波衛星信号を送受信することができる衛星用アンテナ２１を用
いる。衛星用アンテナ２１は外装型または内装型であればよい。
【００１９】
　次に、同期または非同期方式の地上携帯端末と衛星の直接送受信を行うことができる衛
星用アンテナを有する衛星通信モジュールを接続して衛星通信する方法について説明する
。
【００２０】
　図２を参照すれば、地上携帯端末と所定のコネクタを利用して衛星と直接送受信するこ
とができる衛星用アンテナ２１を有する衛星通信モジュール２０を接続する。地上携帯端
末と接続された衛星通信モジュールが相互に所定の信号を送受信することができるように
インターフェイシングする。接続方法とインターフェイシングする方法は上述したとおり
である。
【００２１】
　地上携帯端末と衛星通信モジュール２０との間のインターフェイシングを介して衛星通
信が可能である。衛星用アンテナ２１は、衛星から高周波衛星信号を受信して衛星通信モ
ジュール２０に送信する。ここで、高周波衛星信号は静止軌道衛星、中軌道衛星、または
低軌道衛星から送信されるＬバンド、Ｓバンド、Ｋｕバンド、Ｋａバンドなどの信号であ
り、音声、データ、ファックス、パケットなどの信号を意味する。また、衛星用アンテナ
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２１は、静止軌道衛星、中軌道衛星、低軌道衛星から直接送受信することができるアンテ
ナである。
【００２２】
　衛星通信モジュール２０は、衛星用アンテナ２１を介して送受信される信号を地上携帯
端末とインターフェイシングすることができる信号（形式）に変換して、地上携帯端末と
送受信する。衛星通信モジュール２０から地上携帯端末にインターフェイシングすること
ができる信号（形式）の信号を受け取った制御部１０は、地上携帯端末を地上通信網から
受け取った信号として認識して制御するようになる。例えば、高周波衛星信号が音声であ
ると仮定すれば、制御部１０はデータ処理部１４とオーディオ処理部１５を制御してスピ
ーカー（ＳＰＫ）で音声を再生するようにする。一方、制御部１０がマイク（ＭＩＣ）か
ら地上携帯端末に音声信号が入力されることが認識され、データ処理部１４とオーディオ
処理部１５を介して衛星通信モジュール２０に送信され、衛星通信モジュール２０は衛星
とインターフェイシングすることができるように信号を変換して、衛星用アンテナ２１を
介して衛星信号を衛星に送信する。
【００２３】
　図３は本発明による衛星通信装置の内部構成図である。図３に示すように、本発明によ
る衛星通信装置は、衛星用アンテナ２１と衛星通信モジュール２０で構成されている。衛
星通信モジュール２０は、高周波処理部１００、信号処理集積回路部２００、ＰＣＭ（Ｐ
ｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）コーデック３００、ＧＰＳ部４００、メイ
ン処理部５００、及びメモリ部６００を含む。本発明において説明している衛星通信モジ
ュール２０は、地上携帯端末に内装されて用いられるが、独立的なモジュールとして衛星
携帯端末を具現することができる。また、セットトップボックス（ＳＴＢ：Ｓｅｔ－Ｔｏ
ｐ－Ｂｏｘ）などの衛星関連受信装置にも具現することができる。
【００２４】
　図３を参照すると、高周波処理部１００は、（実際に）衛星から受け取った高周波衛星
信号を中間周波数の信号に変換した後、ベースバンドのデジタル信号であるＩ／Ｑ（Ｉｎ
ｐｈａｓｅ／Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ）信号に変換するＲＦ受信部１１０と、
ベースバンドのデジタル信号であるＩ／Ｑ信号を中間周波数に変換した後、高周波衛星信
号に変換するＲＦ送信部１５０を含む。この場合、ＲＦ受信部１１０が衛星から受信する
信号の周波数は１５２５ＭＨｚ　～　１５５９ＭＨｚであり、　ＲＦ送信部１５０が衛星
に送信する信号の周波数は１６２６．５ＭＨｚ　～　１６６０．５ＭＨｚである。このよ
うに本発明の高周波処理部１００は、Ｌバンドの周波数信号を送受信するが、Ｓバンド、
Ｋａバンド、またはＫｕバンドなど他の帯域の周波数信号を送受信することもできる。
【００２５】
　信号処理集積回路部２００は、高周波処理部１００のＲＦ受信部１１０から入力される
Ｉ／Ｑ信号に対する整合フィルタリング、衛星通信規格を満たすために送信データ、例え
ば音声データ、テキストデータ、ファックスデータ、及びマルチメディアデータなどを変
調してＩ／Ｑ信号を形成、システム基準タイミングと通信チャンネル周波数の保持、高周
波処理部１００のパワー制御、　ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍ
ｏｄｕｌｅ）カードとのインターフェイシング、及びＰＣＭデータが圧縮された音声デー
タの処理を行う。
【００２６】
　ＰＣＭコーデック３００は、マイクを介して入力される音声アナログ信号をサンプリン
グ、量子化、及びコーディング処理を経ってＰＣＭデータを形成し、受信されたＰＣＭデ
ータをデコーディング処理してアナログ信号に復号した後、スピーカを介して出力する。
衛星通信モジュール２０は、独立的なモジュールとしてスピーカとマイクを具現する場合
、ＰＣＭコーデック３００を利用する。
【００２７】
　ＧＰＳ部４００は、ＧＰＳ衛星から衛星信号を受信して地上携帯端末に位置情報とタイ
ム情報を提供する。この場合、位置情報及びタイム情報は衛星ＴＤＭＡ方式におけるタイ
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ム同期としての役目を果たす。
【００２８】
　メイン処理部５００は、信号処理集積回路部２００からＩ／Ｑ信号を復調してチャンネ
ルデコーディング処理及びメッセージデコーディング処理を行い、衛星通信と関連するプ
ロトコルによるデータフォーマットを形成して、チャンネルコーディング処理した後、信
号処理集積回路部２００に出力する。メイン処理部５００はデータをタイムスロットに分
割して伝送する時分割多重化（ＴＤＭ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘ）のために、ＧＰＳ部４００から入力された正確な位置情報とタイム情報に基づいてタ
イミングを制御して呼出処理を管理する。
【００２９】
　メモリ部６００は、本発明の衛星通信モジュールの動作に必要なデータ及びプログラム
を格納する。
【００３０】
　図４は本発明による衛星通信装置で衛星通信モジュール内の高周波処理部の構成図であ
る。
【００３１】
　ＲＦ受信部１１０は、低雑音増幅部１１１、中間周波数変換部１１３、及びアナログ信
号変換部１１５を含む。
【００３２】
　低雑音増幅部１１１は、ＬＮＡ（Ｌｏｗ　Ｎｏｉｓｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）を有して
アンテナを介して受信された低い電力レベルの高周波衛星信号を、雑音を最小化しながら
増幅する。
【００３３】
　中間周波数変換部１１３は、ＲＦ／ＩＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ／Ｉｎｔｅ
ｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）コンバータを含んで、低雑音増幅部１１１から
出力される高周波衛星信号を中間周波数の信号に変換する。
【００３４】
　アナログ信号変換部１１５は、中間周波数変換部１１３から出力される中間周波数の信
号をデジタル信号であるＩ信号及びＱ信号に変換する。
【００３５】
　ＲＦ送信部１５０は、デジタル信号変換部１５１、高周波変換部１５３、及びパワー増
幅部１５５を含む。
【００３６】
　デジタル信号変換部１５１は、ＩＦコンバータを含んで、変調によって生成されるデジ
タル信号であるＩ信号及びＱ信号をアナログ信号形態である中間周波数信号に変換する。
【００３７】
　高周波変換部１５３は、ＩＦ／ＲＦコンバータを含んでおり、デジタル信号変換部１５
１から送られる中間周波数信号を高周波衛星信号に変換する。
【００３８】
　パワー増幅部１５５は、電力増幅器（ＰＡ）を含んでおり、高周波変換部１５３から出
力される高周波衛星信号を増幅して衛星まで信号が伝逹されるようにする。
【００３９】
　本発明の高周波処理部１００は、ＭＭＩＣ（Ｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃ　Ｍｉｃｒｏｗａｖ
ｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）によって具現される。ＭＭＩＣは、一つの
半導体基板上に半導体素子と共に各種の受動素子及び部品を同時に刷り出した回路として
、ＳｉあるいはＧａＡｓ類の基板上に同時に集積する。このように高周波処理部１００が
ＭＭＩＣで具現されるので、図５の（ｂ）に示すように、図５の（ａ）のような高周波処
理部１００に比べてその大きさが小さくてモジュール化、即ち小型化が可能である。
【００４０】
　図６は本発明による衛星通信装置で信号処理集積回路部の構成図である。本発明の信号
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処理集積回路部２００は、ＩＦ処理部２１０、加入者認証処理部２２０、オーディオ処理
部２３０、パワー制御部２４０、ＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）ロジッ
グ部２５０、及びタイミング伝逹部２６０を含む。
【００４１】
　ＩＦ処理部２１０は、ＲＦ受信部１１０から入力されたＩ／Ｑ信号に対する整合フィル
タリング処理と変調処理を行ってＲＦ送信部１５０にＩ／Ｑ信号を出力する。ＩＦ処理部
２１０による変調は、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅ
ｙｉｎｇ）方式、ＣＱＰＳＫ（Ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓ
ｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式、及びＢＰＳＫ　（Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓ
ｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式などのデジタル変調でなされる。
【００４２】
　ＰＬＬロジッグ部２５０は、システム基準タイミング、高周波変換及び中間周波数変換
の時に必要な基準周波数を保持するＰＬＬ動作を行う。
【００４３】
　加入者認証処理部２２０は、ＳＩＭカードに保存された固有（識別）番号、口座番号、
及び登録された電話番号などの加入者の情報をインターフェイシングする。
【００４４】
　オーディオ処理部２３０は、音声に対するサンプリング、量子化、及びコーディング処
理を経って形成されたＰＣＭデータを圧縮して音声データに変換し、受信された圧縮状態
の音声データを復号してＰＣＭ信号に変換した後、アナログ音声信号を形成する。
【００４５】
　パワー制御部２４０は、高周波処理部１００によって送受信がなされる時間の間にだけ
動作するように、タイミング制御を利用して信号処理集積回路部２００の電力消耗を制御
する。
【００４６】
　タイミング伝逹部２６０は、衛星とＴＤＭＡ方式の通信をするために、メイン処理部５
００から出力されたタイミング制御信号を高周波処理部１００に送信する。このような信
号処理集積回路部２００は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）で具現されるので、本発明のモジュール化、即ち
小型化が可能である。
【００４７】
　次に、図６を参照して本発明の衛星通信モジュールの動作を詳細に説明する。
【００４８】
　先ず、メイン処理部５００は、ＧＰＳ部４００から出力される位置情報とタイム情報に
基づいてタイミング制御信号を出力し、信号処理集積回路部２００のパワー制御部２４０
はタイミング制御信号に従って高周波処理部１００にパワーを供給する。
【００４９】
　電源が供給された高周波処理部１００のＲＦ受信部１１０は、衛星から高周波衛星信号
を受信して中間周波数の信号に変換した後、デジタル信号であるＩ／Ｑ信号に変換する。
この場合、ＲＦ受信部１１０の動作は、ＰＬＬロジッグ部２５０によって保持される基準
周波数を利用してなされる。
【００５０】
　ＲＦ受信部１１０は、Ｉ／Ｑ信号を信号処理集積回路部２００に出力し、信号処理集積
回路部２００のＩＦ処理部２１０は、入力されたＩ／Ｑ信号を整合フィルタリングして正
確なＩ／Ｑ信号を形成してメイン処理部５００に出力する。
【００５１】
　メイン処理部５００は、ＩＦ処理部２１０から受信され整合フィルタリングされたＩ／
Ｑ信号を元のデータに復調し、元のデータに対してチャンネルデコーディング処理してデ
ータ誤りを検出して訂正した後に処理する。この場合、メイン処理部５００は、音声デー
タを信号処理集積回路部２００のオーディオ処理部２３０に出力する。
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【００５２】
　オーディオ処理部２３０は、メイン処理部５００から受信した音声データを、音声デー
タの圧縮を解除してＰＣＭ信号を形成した後、アナログ音声信号に変換してスピーカに出
力する。
【００５３】
　一方、メイン処理部５００は、衛星通信に関連するプロトコルに従って特定フォーマッ
トの送信データを形成してチャンネルコーディング処理を行った後、信号処理集積回路部
２００に出力する。この場合、ＰＣＭコーデック３００は、マイクを介して入力されたア
ナログ音声信号をサンプリング、量子化、及びコーディング処理を経ってＰＣＭ信号に変
換してメイン処理部５００に出力する。メイン処理部５００は、ＰＣＭ信号を衛星通信に
関連するプロトコルに従って特定フォーマットの送信データに変換してチャンネルコーデ
ィング処理した後、信号処理集積回路部２００に出力する。信号処理集積回路部２００の
ＩＦ処理部２１０は、メイン処理部５００から受信したチャンネルコーディング処理され
た送信データを変調してＩ／Ｑ信号を形成した後、高周波処理部１００のＲＦ送信部１５
０に出力する。
【００５４】
　メイン処理部５００は、ＧＰＳ部４００から出力された位置情報とタイム情報に基づい
てタイミング制御信号を出力し、信号処理集積回路部２００のパワー制御部２４０は、タ
イミング制御信号に従って高周波処理部１００のＲＦ送信部１５０にパワーを供給する。
【００５５】
　ＲＦ送信部１５０は、パワーが供給されることによって信号処理集積回路部２００から
出力されたＩ／Ｑ信号を中間周波数の信号に変換し、中間周波数信号を特定帯域の高周波
衛星信号に変換して衛星に送信する。この場合、ＲＦ送信部１５０の動作は、ＰＬＬロジ
ッグ部２５０によって保持される基準周波数を利用してなされる。
【００５６】
　このように動作する本発明の衛星通信モジュールにおいて、高周波処理部１００及び信
号処理集積回路部２００は、それぞれＭＭＩＣとＡＳＩＣの形態に形成される。従って、
高周波処理部１００の小型化と信号処理集積回路部２００の小型化がなされるので、地上
携帯端末に内装される本発明の対象になる衛星通信モジュールが可能になる。
【００５７】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施例関して説明したが、本発明の範囲から脱
しない限り内でさまざまな変形が可能であることは勿論である。従って、本発明の範囲は
説明された実施例に限定されて決まるものではなく、前述する特許請求の範囲だけではな
くこの特許請求の範囲と均等なものなどによって決まらなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】従来技術による地上携帯端末の内部構成図である。
【図２】本発明による衛星通信装置が内装された携帯端末の構成図である。
【図３】本発明による衛星通信装置の内部構成図である。
【図４】本発明による衛星通信装置で衛星通信モジュール内の高周波処理部の構成図であ
る。
【図５】本発明の一実施例による衛星通信装置の小型化のための概念図である。
【図６】本発明による衛星通信装置で信号処理集積回路部の構成図である。
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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