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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのダイバーシティアンテナが入力に接続され、かつ、送信信号が出力の
１つに接続され、前記少なくとも１つのダイバーシティアンテナからアップリンク信号を
送信するために、送信信号経路を確立することと、前記少なくとも１つのダイバーシティ
アンテナからダウンリンクダイバーシティ信号を受信するために、受信信号経路を確立す
ることとを行うように構成された少なくとも１つの単入力多出力スイッチと、
　少なくとも３つのダイバーシティバンド信号を生成するために、前記ダウンリンクダイ
バーシティ信号をフィルタするように構成されたバンド選択フィルタと、
　前記少なくとも１つの単入力多出力スイッチに前記バンド選択フィルタのうちの少なく
とも１つを介して結合され、かつトランシーバに出力される少なくとも３つの増幅された
ダイバーシティバンド信号を生成するために、前記少なくとも３つのダイバーシティバン
ド信号を増幅するように構成された多重増幅器と
　を備え、前記多重増幅器が、前記ダイバーシティバンド信号を受信し、前記増幅された
ダイバーシティバンド信号を生成するために前記ダイバーシティバンド信号を選択的に増
幅する、複数の増幅器を備え、各増幅器が、その増幅器から出力された前記増幅されたダ
イバーシティバンド信号の周波数バンドに基づいて前記多重増幅器の出力ポートに接続さ
れた出力を有し、前記出力ポートが、ミッドバンドおよびハイバンド中にある増幅された
ダイバーシティバンド信号を出力するための第１の出力ポートと、ミッドバンドおよびハ
イバンド中にある前記増幅されたダイバーシティバンド信号の第２の部分を出力するため
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の第２の出力ポートと、ハイバンドおよびウルトラハイバンド中にある前記増幅されたダ
イバーシティバンド信号の第３の部分を出力するための第３の出力ポートと、ハイバンド
およびウルトラハイバンド中にある前記増幅されたダイバーシティバンド信号の第４の部
分を出力するための第４の出力ポートとを備える、
　装置。
【請求項２】
　前記送信信号経路が、アップリンク時分割複信（ＴＤＤ）信号を送信するように構成さ
れ、前記バンド選択フィルタが、少なくとも３つのダウンリンク周波数分割複信（ＦＤＤ
）ダイバーシティバンド信号を生成するために、前記受信されたダウンリンクダイバーシ
ティ信号をフィルタするように構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記アップリンクＴＤＤ信号が、ハイバンドグループ中に存在し、前記少なくとも３つ
のダウンリンクＦＤＤダイバーシティバンド信号が、ローバンドグループおよびミッドバ
ンドグループのうちの少なくとも１つ中に存在する、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記多重増幅器が、前記少なくとも３つのダウンリンクＦＤＤダイバーシティバンド信
号の増幅されたバージョンを生成するために、前記少なくとも３つのダウンリンクＦＤＤ
ダイバーシティバンド信号を増幅し、前記ミッドバンドグループ中にある、前記少なくと
も３つのダウンリンクＦＤＤダイバーシティバンド信号の前記増幅されたバージョンが、
前記トランシーバに出力される、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記送信信号経路が、アップリンクＦＤＤ信号を送信するように構成され、前記バンド
選択フィルタが、４つのダウンリンクダイバーシティバンド信号を生成するために、前記
受信されたダイバーシティ信号をフィルタするように構成された、請求項１に記載の装置
。
【請求項６】
　前記アップリンクＦＤＤ信号が、ミッドバンドグループ中に存在し、第１および第２の
ダウンリンクダイバーシティバンド信号が、ハイバンド中に存在するＴＤＤ信号を備え、
第３および第４のダウンリンクダイバーシティバンド信号が、ローバンドおよびミッドバ
ンドのうちの少なくとも１つ中に存在するＦＤＤ信号を備える、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記多重増幅器が、前記４つのダウンリンクダイバーシティバンド信号の増幅されたバ
ージョンを生成するために、前記４つのダウンリンクダイバーシティバンド信号を増幅し
、前記ハイバンドおよび前記ミッドバンド中にある、前記４つのダウンリンクダイバーシ
ティバンド信号の前記増幅されたバージョンが、前記トランシーバに出力される、請求項
６に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１の出力ポート、前記第２の出力ポート、前記第３の出力ポート、および前記第
４の出力ポートのうちの少なくとも１つが、前記トランシーバに直接接続された、請求項
１に記載の装置。
【請求項９】
　前記第１の出力ポート、前記第２の出力ポート、前記第３の出力ポート、および前記第
４の出力ポートのうちの少なくとも１つが、選択された増幅されたダイバーシティバンド
信号を前記トランシーバに出力する少なくとも１つの中間構成要素に接続された、請求項
１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記受信されたダイバーシティ信号を前記バンド選択フィルタのうちの１つまたは複数
に選択的に出力するために、前記少なくとも１つの単入力多出力スイッチを制御するよう
に構成された第１のコントローラをさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
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　第１の出力ポート、第２の出力ポート、第３の出力ポート、および第４の出力ポートか
ら選択された増幅されたダイバーシティバンド信号を出力するために、前記多重増幅器を
制御するように構成された第２のコントローラをさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　ワイヤレスデバイスのフロントエンドにおいて、前記装置が、前記増幅されたダイバー
シティバンド信号を前記トランシーバにルーティングするように構成された、請求項１に
記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]　本出願は、その内容全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、同一出
願人が所有する、２０１４年６月２３日に出願された米国仮特許出願第６２／０１５，９
５１号、および２０１５年４月１日に出願された米国非仮特許出願第１４／６７６，６３
９号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]　本開示は、一般にトランシーバ（transceiver）に関し、より詳細には、キャ
リアアグリゲーショントランシーバにおいて使用するためのダイバーシティアンテナモジ
ュール（diversity antenna module）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　無線周波数（ＲＦ：radio frequency）トランシーバでは、通信信号が、送信
機によって発生され、アップコンバートされ、増幅され、送信され、受信機によって受信
され、増幅され、ダウンコンバートされ、復元される。受信機では、通信信号は、一般に
、通信信号中に含まれている情報を復元するために、受信回路によって受信され、ダウン
コンバートされる。単一の送信機または受信機が、複数の送信周波数および／または複数
の受信周波数を使用して動作するように構成され得る。受信機が２つまたはそれ以上の受
信信号を同時に受信することが可能であるように、２つまたはそれ以上の受信経路の同時
動作が使用される。そのようなシステムは「キャリアアグリゲーション」（ＣＡ：carrie
r-aggregation）システムと呼ばれることがある。「キャリアアグリゲーション」という
用語は、インターバンドキャリアアグリゲーション（inter-band carrier aggregation）
（インターＣＡ）とイントラバンドキャリアアグリゲーション（intra-band carrier agg
regation）（イントラＣＡ）とを含むシステムを指すことがある。インターＣＡは、異な
る通信バンド中で発生する２つまたはそれ以上の別個の（連続または不連続のいずれかの
）キャリア信号の処理を指す。イントラＣＡは、同じ通信バンド中で発生する２つまたは
それ以上の別個の（連続または不連続のいずれかの）キャリア信号の処理を指す。キャリ
アアグリゲートＲＦ信号は、一般に、概して、ＲＦ信号中に存在する複数のキャリアを処
理するために、１つまたは複数の低雑音増幅器（ＬＮＡ：low noise amplifier）を採用
する、１つまたはそれ以上の別個の局部発振器（ＬＯ：local oscillator）周波数を使用
してダウンコンバートされる。増幅された信号は、一般に、受信された信号中に含まれて
いる情報を抽出するために、ダウンコンバージョンおよび復調回路によって処理される。
【０００４】
　[0004]　従来のマルチアンテナトランシーバ設計では、一般に、１次アンテナおよびい
くつかの２次アンテナがある。２次アンテナは、ダイバーシティアンテナ（diversity an
tenna）のアレイを構成する。ベースバンド電子回路（たとえば、モデム、信号調整器な
ど）は、送信のための信号を生成し、また、受信された信号を処理するように動作する。
ベースバンド電子回路は、ＲＦフロントエンド電子回路に接続するトランシーバとインタ
ーフェースする。ＲＦフロントエンド電子回路は、アンテナとの間で信号を増幅し、ルー
ティングするために、増幅器（amplifier）、デュプレクサ（duplexer）、または他のフ
ィルタ（filter）を含む。信号は、ローバンド（ＬＢ：low band）信号、ミッドバンド（
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ＭＢ：mid band）信号、および／またはハイバンド（ＨＢ：high band）信号など、様々
な通信バンド中にあり得る。
【０００５】
　[0005]　ＲＦフロントエンド電子回路は、一般に、２次アンテナから受信されたダイバ
ーシティ信号をトランシーバにルーティングするための受信機モジュールを含む。残念な
がら、従来の受信機モジュールは、多くのスイッチ（switch）およびフィルタで複雑であ
り得、それにより大きい回路面積を必要とする。さらに、従来の受信機モジュールは、い
くつのダイバーシティ信号が同時に受信され得るか、ならびに／または様々な受信モード
および送信モードがどのように組合せで実行されるかに関する制限を有し得る。
【０００６】
　[0006]　したがって、コストおよびスペース要件を低減するために、利用される数のス
イッチおよびフィルタを低減または除去し、従来の設計と比較して広範囲の送信および受
信組合せを与える、ダイバーシティ受信機モジュールを有することが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】[0007]　複数のアンテナからの受信されたＲＦ信号を、ワイヤレスシステム内で
通信するワイヤレスデバイス中の受信機に効率的にルーティングするダイバーシティアン
テナモジュールの例示的な実施形態を示す図。
【図２】[0008]　キャリアアグリゲーション通信システムにおける信号キャリア構成を示
す図。
【図３】[0009]　ダイバーシティアンテナモジュールの例示的な実施形態を含む受信機フ
ロントエンドのブロック図。
【図４】[0010]　図３に示されているダイバーシティ受信機の詳細な例示的な実施形態を
示す図。
【図５】[0011]　図３に示されているダイバーシティアンテナモジュールの詳細な例示的
な実施形態を示す図。
【図６】[0012]　図３に示されているフロントエンド（front end）とともに使用するた
めのアンテナ構成を示す図。
【図７】[0013]　フロントエンドのダイバーシティ受信信号経路を示す図。
【図８】[0014]　ダイバーシティ受信機装置の例示的な実施形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　[0015]　以下に示す発明を実施するための形態は、本開示の例示的な設計を説明するも
のであり、本開示が実施され得る設計のみを表すものではない。「例示的」という用語は
、本明細書では、「例、事例、または例示の働きをすること」を意味するために使用する
。「例示的」として本明細書で説明するいかなる設計も、必ずしも他の設計よりも好まし
いまたは有利であると解釈されるべきであるとは限らない。発明を実施するための形態は
、本開示の例示的な設計の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。本明細書で説
明する例示的な設計はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らか
であろう。いくつかの事例では、本明細書で提示する例示的な設計の新規性を不明瞭にし
ないように、よく知られている構造およびデバイスをブロック図の形式で示す。
【０００９】
　[0016]　図１に、複数のアンテナからの受信されたＲＦ信号を、ワイヤレスシステム内
で通信するワイヤレスデバイス中の受信機に効率的にルーティングするダイバーシティア
ンテナモジュールの例示的な実施形態を示す。ワイヤレスシステム１００は、ロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ（登録商標）：Long Term Evolution）システム、符号分割
多元接続（ＣＤＭＡ）システム、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標
）：Global System for Mobile Communications）システム、ワイヤレスローカルエリア
ネットワーク（ＷＬＡＮ：wireless local area network）システム、または何らかの他
のワイヤレスシステムであり得る。ＣＤＭＡシステムは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（
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登録商標））、ＣＤＭＡ　１Ｘ、エボリューションデータオプティマイズド（ＥＶＤＯ：
Evolution-Data Optimized）、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ：Time Division 
Synchronous CDMA）、またはＣＤＭＡの何らかの他のバージョンを実装し得る。簡単のた
めに、図１は、２つの基地局１０４および１０６と、１つのシステムコントローラ１０８
とを含むワイヤレスシステム１００を示している。概して、ワイヤレスシステム１００は
、任意の数の基地局と、ネットワークエンティティの任意のセットとを含み得る。
【００１０】
　[0017]　ワイヤレスデバイス１０２は、ユーザ機器（ＵＥ：user equipment）、移動局
、端末、アクセス端末、加入者ユニット、または局と呼ばれることもある。ワイヤレスデ
バイス１０２は、セルラーフォン、スマートフォン、タブレット、ワイヤレスモデム、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、スマートブ
ック、ネットブック、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）デバイス、または他の通信デバイスであり得る。ワイヤレス
デバイス１０２はワイヤレスシステム１００中のデバイスと通信し得る。ワイヤレスデバ
イス１０２はまた、放送局（たとえば、放送局１１０）からの信号、または１つまたは複
数のグローバルナビゲーション衛星システム（ＧＮＳＳ：global navigation satellite 
system）中の衛星（たとえば、衛星１１２）からの信号を受信し得る。ワイヤレスデバイ
ス１０２は、ＬＴＥ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ　１Ｘ、ＥＶＤＯ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、ＧＳ
Ｍ、８０２．１１など、ワイヤレス通信のための１つまたは複数の無線技術をサポートし
得る。様々な例示的な実施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、複数
のアンテナからの受信されたＲＦ信号をデバイス１０２中の受信機に効率的にルーティン
グする。例示的な実施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、回路面積
を低減し、機能を増加させるために、従来のシステムにおいて一般に使用される低減され
たその数のスイッチおよびフィルタとともに動作し、それにより、プライマリ信号および
ダイバーシティ信号のより多くの組合せが同時に送信および受信されることを可能にする
。
【００１１】
　[0018]　図２に、キャリアアグリゲーション通信システムにおける信号キャリアを示す
図２００を示す。たとえば、信号構成は、図１に示されている通信システム１００におい
て送信または受信され得るキャリアを示す。たとえば、図２００は、ローバンドグループ
（low band group）、ミッドバンドグループ（mid band group）およびハイバンドグルー
プ（high band group）を示しており、各バンドグループは、１つまたは複数のキャリア
信号を有し得る。図２０６では、ローバンドグループは２つのバンドに分割される。
【００１２】
　[0019]　図２０２に、連続イントラバンドキャリア（contiguous intra-band carriers
）の一例を示す。たとえば、１つのバンド中に複数の連続キャリア（たとえば、ローバン
ド中に４つの連続キャリア）がある。ワイヤレスデバイス１００は、同じバンド内の４つ
の連続キャリア上での伝送を送信および／または受信し得る。
【００１３】
　[0020]　図２０４に、不連続イントラバンドキャリア（non-contiguous intra-band ca
rrier）の一例を示す。たとえば、１つのバンドに複数の不連続キャリア（たとえば、ロ
ーバンド中に４つの不連続キャリア）がある。キャリアは、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、また
は何らかの他の量だけ分離され得る。ワイヤレスデバイス１００は、同じバンド内の４つ
の不連続キャリア上での伝送を送信および／または受信し得る。
【００１４】
　[0021]　図２０６に、同じバンドグループにおけるインターバンドキャリアの一例を示
す。たとえば、２つのバンド中に複数のキャリア（たとえば、ローバンド１中に２つの連
続キャリアおよびローバンド２中に２つの連続キャリア）がある。ワイヤレスデバイス１
００は、同じバンドグループにおける異なるバンド中の４つのキャリア上での伝送を送信
および／または受信し得る。
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【００１５】
　[0022]　図２０８に、異なるバンドグループにおけるインターバンドキャリアの一例を
示す。たとえば、異なるバンドグループの２つのバンド中に複数のキャリア（たとえば、
ローバンドグループ中に２つのキャリアおよびミッドバンドグループ中に２つのキャリア
がある。ワイヤレスデバイス１００は、異なるバンドグループ中の４つのキャリア上での
伝送を送信および／または受信し得る。また、バンドおよびバンドグループの他の組合せ
を有するキャリアアグリゲーションシステムでは他のキャリア構成もサポートされ得るこ
とに留意されたい。
【００１６】
　[0023]　図３に、ダイバーシティアンテナモジュール１１４の例示的な実施形態を含む
受信機フロントエンド３００のブロック図を示す。たとえば、受信機フロントエンド３０
０は、図１に示されているデバイス１０２においてＲＦ信号を送信および受信するために
使用するのに好適である。例示的な実施形態では、ベースバンド（ＢＢ：baseband）プロ
セッサ３０２は、トランシーバ３０４との間で通信されるベースバンド信号を処理する。
デバイス１０２から送信されるべきベースバンド信号は、トランシーバ３０４によってＲ
Ｆ信号にアップコンバートされ、１つまたは複数のアンテナによる送信のためにフロント
エンド３００に出力される。たとえば、ＲＦ信号は、図２に示されているバンドグループ
のうちのいずれかの中にあるキャリア信号を備え得る。ただし、送信のためのＲＦ信号は
、いかなる特定のバンドグループ構成にも限定されない。フロントエンド３００によって
受信されたＲＦ信号は、トランシーバ３０４に受け渡され、そこで、それらがベースバン
ドにダウンコンバートされ、次いでさらなる処理のためにベースバンドプロセッサ３０２
に受け渡される。
【００１７】
　[0024]　フロントエンド３００は、１次アンテナ３１４と、２次（またはダイバーシテ
ィ）アンテナ３３２および３３６とを備えるアンテナグループを使用して、ＲＦ信号を送
信および受信する。フィルタ３１２が、ローバンドクロススイッチ３１０とミッドバンド
／ハイバンドクロススイッチ３２０とに結合され、１次アンテナ３１４とクロススイッチ
３１０および３２０との間で通信される信号をフィルタ（filter）する。例示的な実施形
態では、フィルタ３１２は、１次アンテナ３１４がローバンド、ミッドバンド、およびハ
イバンド中の信号を送信および受信することができるように設定される。たとえば、例示
的な実施形態では、ローバンド、ミッドバンド、およびハイバンドは、図２に示されてい
るものである。
【００１８】
　[0025]　フィルタ３３０が、ダイバーシティアンテナモジュール１１４に結合され、２
次アンテナ３３２とダイバーシティアンテナモジュール１１４との間で通信される信号を
フィルタする。例示的な実施形態では、フィルタ３３０は、２次アンテナ３３２がローバ
ンド、ミッドバンド、およびハイバンド中の信号を送信および受信することができるよう
に設定される。フィルタ３３４が、ダイバーシティアンテナモジュール１１４に結合され
、２次アンテナ３３６とダイバーシティアンテナモジュール１１４との間で通信される信
号をフィルタする。例示的な実施形態では、フィルタ３３４は、２次アンテナ３３６がウ
ルトラハイバンド中の信号を送信および受信することができるように設定される。ＷｉＦ
ｉ（登録商標）モデム３３８が、２次アンテナ３３２および３３６のうちのいずれかを使
用して通信する。例示的な実施形態では、モデム３３８は、２次アンテナ３３２が２．４
ＧＨｚ　ＷｉＦｉバンド中の信号を送信および受信することができるように、フィルタ３
３０との間で信号を通信する。例示的な実施形態では、モデム３３８は、２次アンテナ３
３６が５ＧＨｚ　ＷｉＦｉバンド中の信号を送信および受信することができるように、フ
ィルタ３３４との間で信号を通信する。
【００１９】
　[0026]　ローバンド中で送信されるべきＲＦ信号は、電力増幅器（ＰＡL）３０６によ
って増幅され、デュプレクサ３０８に受け渡される。デュプレクサ３０８は、送信のため
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に送信されるべき信号を１次アンテナ３１４にまたはダイバーシティアンテナモジュール
１１４を通して２次アンテナ３３２にルーティングする、ローバンドクロススイッチ３１
０に信号を受け渡す。１次アンテナ３１４または２次アンテナ３３２から受信されたロー
バンド信号は、同じ経路のうちのいずれかを逆方向に通ってクロススイッチ（cross swit
ch）３１０に流れ、次いで、デュプレクサ３０８に入力され、処理のためにトランシーバ
３０４に受け渡される。
【００２０】
　[0027]　ミッドバンド中で送信されるＲＦ信号は、ＰＡM３１６によって増幅され、デ
ュプレクサ３１８に受け渡される。デュプレクサ３１８は、１次アンテナ３１４またはダ
イバーシティアンテナモジュール１１４に信号をルーティングする、ミッドバンド／ハイ
バンドクロススイッチ３２０に信号を受け渡す。ダイバーシティアンテナモジュール１１
４は、送信のためにミッドバンド信号をアンテナ３３２にルーティングする。１次アンテ
ナ３１４または２次アンテナ３３２から受信されたミッドバンド信号は、ダイバーシティ
アンテナモジュール１１４を逆方向に通ってクロススイッチ３２０に流れ、次いで、デュ
プレクサ３１８に入力され、そこで、処理のためにフィルタされ、トランシーバ３０４に
受け渡される。
【００２１】
　[0028]　ハイバンド中で送信されるＲＦ信号は、ＰＡH３２２によって増幅され、デュ
プレクサ３２４に受け渡される。デュプレクサ３２４は、１次アンテナ３１４またはダイ
バーシティアンテナモジュール１１４に信号をルーティングする、ミッドバンド／ハイバ
ンドクロススイッチ３２０に信号を受け渡す。ダイバーシティアンテナモジュール１１４
は、送信のためにハイバンド信号をアンテナ３３２にルーティングする。１次アンテナ３
１４または２次アンテナ３３２から受信されたハイバンド信号は、ダイバーシティアンテ
ナモジュール１１４を逆方向に通ってクロススイッチ３２０に流れ、次いで、デュプレク
サ３２４に入力され、処理のためにトランシーバ３０４に受け渡される。
【００２２】
　[0029]　フロントエンド３００は、クロススイッチ３１０からローバンドダイバーシテ
ィ信号（ＤL）を受信し、この信号を、選択されたローバンドダイバーシティ信号をトラ
ンシーバ３０４に入力するために選択的にフィルタする、ダイバーシティ受信機（ＤＲｘ
）３２６を備える。ダイバーシティ受信機（ＤＲｘ）３２６は、ミッド、ハイ、およびウ
ルトラハイ（Ｍ／Ｈ／ＵＨ）バンドダイバーシティ信号（ＤM／ＤH／ＤUH）をもクロスス
イッチ３２０から受信し、これらの信号を、選択されたミッド、ハイ、およびウルトラハ
イバンドダイバーシティ信号をトランシーバ３０４に入力するために、選択的にフィルタ
する。
【００２３】
　[0030]　例示的な実施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、モジュ
ール１１４から出力され、ＤＲｘ３２６に入力されるミッドバンドおよびハイバンドダイ
バーシティ信号（ＤMB／ＤHB）を生成するために、アンテナ３３２からミッドバンド信号
およびハイバンド信号を受信し、選択的にフィルタする。例示的な実施形態では、ダイバ
ーシティアンテナモジュール１１４は、モジュール１１４から出力され、ＤＲｘ３２６に
入力されるハイバンドおよびウルトラハイバンドダイバーシティ信号（ＤHB／ＤUHB）を
生成するために、アンテナ３３２からハイバンド信号を、アンテナ３３６からウルトラハ
イバンド信号（ultra high band signal）を受信し、選択的にフィルタする。例示的な実
施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、それによりＤＲｘ３２６をバ
イパスする随意の信号経路（optional signal path）３４０を使用して、すべてのまたは
選択されたダイバーシティ信号をトランシーバ３０４に直接出力する。
【００２４】
　[0031]　ＤＲｘモジュール３２６は、選択されたローバンド、ミッドバンド、ハイバン
ドおよびハイバンドダイバーシティ信号をトランシーバ３０４に入力するために、クロス
スイッチ（cross switch）３１０および３２０から受信されたローバンド、ミッドバンド
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、ハイバンドおよびウルトラハイバンドダイバーシティ信号をフィルタし、選択的にスイ
ッチングするように動作する。ＤＲｘモジュール３２６はまた、ダイバーシティアンテナ
モジュール１１４から受信されたミッド（ＤMB）、ハイ（ＤHB）およびウルトラハイ（Ｄ

UHB）信号を、これらの信号のうちの１つまたは複数を追加のフィルタすることなしにト
ランシーバ３０４に直接入力するために、選択的にスイッチングするように動作する。
【００２５】
　[0032]　ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、従来の回路よりもより少数の構
成要素（component）（たとえば、より少数のスイッチおよびフィルタ）をもち、より大
きいフレキシビリティ（たとえば、より多くのダイバーシティ信号組合せ）をもつＤＲｘ
３２６を通して、ダイバーシティ信号を効率的にフィルタし、トランシーバ３０４にルー
ティングするように構成される。たとえば、例示的な実施形態では、ＤＲｘモジュール３
２６は、最高４つのダイバーシティ信号をトランシーバ３０４に同時に入力することがで
きる。
【００２６】
　１次アンテナを使用したローバンド通信（Low Band Communications Using Primary An
tenna）
　[0033]　フロントエンド３００は、ローバンド中の信号を送信および受信するために、
ローバンド通信を行う。例示的な実施形態では、フロントエンド３００は、トランシーバ
３０４からローバンドＲＦ信号を受信するローバンド電力増幅器（ＰＡL）３０６を含む
。ＰＡL３０６は、増幅された信号をデュプレクサ３０８に出力し、デュプレクサ３０８
は、それらの信号をフィルタし、ローバンド中の増幅された信号をローバンドクロススイ
ッチ３１０に受け渡す。ローバンドクロススイッチ３１０は、フィルタ３１２に信号を出
力し、フィルタ３１２はフィルタを行い、その後、ローバンド信号は１次アンテナ３１４
によって送信される。１次アンテナ３１４によって受信されたローバンド信号が、フィル
タ３１２によってフィルタされ、ローバンドクロススイッチ３１０に入力される。ローバ
ンドクロススイッチ３１０から出力されたローバンド信号は、デュプレクサ３０８に入力
され、そこで、それらの信号がフィルタされ、トランシーバ３０４に受け渡される。
【００２７】
　２次アンテナを使用したローバンド通信（Low Band Communications Using Secondary 
Antenna）
　[0034]　ローバンドクロススイッチ３１０は、２次アンテナ３３２を使用してローバン
ド中の信号を送信および受信するために、ダイバーシティアンテナモジュール１１４とも
通信する。たとえば、ローバンドクロススイッチ３１０から出力されたローバンド信号は
、フィルタ３３０にローバンド信号を受け渡すダイバーシティアンテナモジュール１１４
に入力される。信号は、フィルタされ、次いで、２次アンテナ３３２を使用して送信され
る。２次アンテナ３３２によって受信されたローバンド信号が、フィルタ３３０によって
フィルタされ、ダイバーシティアンテナモジュール１１４に入力される。ダイバーシティ
アンテナモジュール１１４は、クロススイッチ３１０にローバンド信号を出力する。クロ
ススイッチ３１０から、２次アンテナ３３２によって受信されたローバンド信号は、デュ
プレクサ３０８に入力され、トランシーバ３０４に流れる。
【００２８】
　ローバンド信号のダイバーシティ受信（Diversity Reception of Low Band Signals）
　[0035]　フロントエンド３００は、クロススイッチ３１０を使用してローバンド信号の
ダイバーシティ受信を実行する。たとえば、１次アンテナ３１４と２次アンテナ３３２の
両方が、ローバンドクロススイッチ３１０にルーティングされるローバンド信号を受信す
る。ローバンドクロススイッチ３１０は、ＤＲｘ３２６に入力されるローバンドダイバー
シティ信号（ＤL）として出力するために、ローバンド入力のうちの１つを選択する。Ｄ
Ｒｘ３２６は、トランシーバ３０４に入力されるべきローバンドダイバーシティ信号のバ
ンドをフィルタし、選択する。
【００２９】
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　１次アンテナを使用したミッドバンド通信（Mid Band Communications Using Primary 
Antenna）
　[0036]　フロントエンド３００は、ミッドバンド中の信号を送信および受信するために
、ミッドバンド通信を行う。例示的な実施形態では、フロントエンド３００は、トランシ
ーバ３０４からミッドバンドＲＦ信号を受信するミッドバンド電力増幅器ＰＡM３１６を
含む。ＰＡM３１６は、増幅された信号をデュプレクサ３１８に出力し、デュプレクサ３
１８は、それらの信号をフィルタし、ミッドバンド中の増幅された信号をミッドバンド／
ハイバンドクロススイッチ３２０に受け渡す。クロススイッチ３２０は、ミッドバンド信
号中の信号をフィルタ３１２に出力し、フィルタ３１２は、ミッドバンドフィルタを行い
、その後、ミッドバンド信号は１次アンテナ３１４によって送信される。１次アンテナ３
１４によって受信されたミッドバンド信号が、フィルタ３１２によってフィルタされ、ク
ロススイッチ３２０に入力される。クロススイッチ３２０から出力されたミッドバンド信
号は、デュプレクサ３１８に入力され、そこで、それらの信号がフィルタされ、トランシ
ーバ３０４に受け渡される。
【００３０】
　２次アンテナを使用したミッドバンド通信（Mid Band Communications Using Secondar
y Antenna）
　[0037]　ミッドバンドクロススイッチ３２０は、２次アンテナ３３２を使用してミッド
バンド中の信号を送信および受信するために、ダイバーシティアンテナモジュール１１４
とも通信する。たとえば、ミッドバンドクロススイッチ３２０から出力されたミッドバン
ド信号が、ダイバーシティアンテナモジュール１１４に受け渡され、フィルタ３３０に受
け渡され、２次アンテナ３３２を使用して送信される。２次アンテナ３３２によって受信
されたミッドバンド信号が、フィルタ３３０によってフィルタされ、ダイバーシティアン
テナモジュール１１４に入力され、次いで、ミッドバンドクロススイッチ３２０に受け渡
される。クロススイッチ３２０から、２次アンテナ３３２によって受信されたミッドバン
ド信号は、デュプレクサ３１８に入力され、トランシーバ３０４に流れる。
【００３１】
　ミッドバンド信号のダイバーシティ受信（Diversity Reception of Mid Band Signals
）
　[0038]　フロントエンド３００は、１次アンテナ３１４または２次アンテナ３３２を使
用してミッドバンド信号のダイバーシティ受信を行う。たとえば、１次アンテナ３１４に
よって受信されたダイバーシティミッドバンド信号が、フィルタ３１２によってフィルタ
され、クロススイッチ３２０に入力される。クロススイッチ３２０から出力されたダイバ
ーシティミッドバンド信号（ＤM）は、ＤＲｘ３２６に入力され、そこで、それらの信号
が、トランシーバ３０４に入力される選択されたダイバーシティミッドバンド信号を生成
するために、フィルタされ、スイッチングされる。
【００３２】
　[0039]　別の実施形態では、２次アンテナ３３２は、ダイバーシティアンテナモジュー
ル１１４にルーティングされるダイバーシティミッドバンド信号を受信する。ダイバーシ
ティアンテナモジュール１１４は、ＤＲｘ３２６に入力される、ミッドバンドダイバーシ
ティ信号（ＤMB）を生成するために、ミッドバンドのうちの１つまたは複数をフィルタし
、選択し、ＤＲｘ３２６は、追加のフィルタすることなしにトランシーバ３０４にこれら
の信号を選択的に入力する。
【００３３】
　１次アンテナを使用したハイバンド通信（High Band Communications Using Primary A
ntenna）
　[0040]　フロントエンド３００は、ハイバンド中の信号を送信および受信するために、
ハイバンド通信を行う。例示的な実施形態では、フロントエンド３００は、トランシーバ
３０４からハイバンドＲＦ信号を受信するハイバンド電力増幅器（ＰＡH）３２２を含む
。ＰＡH３２２は、増幅された信号をデュプレクサ３２４に出力し、デュプレクサ３２４
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に受け渡す。クロススイッチ３２０は、ハイバンド信号中の信号をフィルタ３１２に出力
し、フィルタ３１２は、フィルタを行い、その後、ハイバンド信号は１次アンテナ３１４
によって送信される。１次アンテナ３１４によって受信されたハイバンド信号が、フィル
タ３１２によってフィルタされ、クロススイッチ３２０に入力される。クロススイッチ３
２０から出力されたハイバンド信号は、デュプレクサ３２４に入力され、そこで、それら
の信号がフィルタされ、トランシーバ３０４に受け渡される。
【００３４】
　２次アンテナを使用したハイバンド通信（High Band Communications Using Primary A
ntenna）
　[0041]　クロススイッチ３２０は、２次アンテナ３３２を使用してハイバンド中の信号
を送信および受信するために、ダイバーシティアンテナモジュール１１４とも通信する。
たとえば、クロススイッチ３２０から出力されたハイバンド信号が、ダイバーシティアン
テナモジュール１１４に受け渡され、フィルタ３３０に受け渡され、２次アンテナ３３２
を使用して送信される。２次アンテナ３３２によって受信されたハイバンド信号が、フィ
ルタ３３０によってフィルタされ、ダイバーシティアンテナモジュール１１４に入力され
、次いで、クロススイッチ３２０に受け渡される。クロススイッチ３２０から、ハイバン
ド信号は、デュプレクサ３２４に入力され、トランシーバ３０４に流れる。
【００３５】
　ハイバンド信号のダイバーシティ受信（Diversity Reception of High Band Signals）
　[0042]　フロントエンド３００は、１次アンテナ３１４と２次アンテナ３３２とを使用
してハイバンド信号のダイバーシティ受信を行う。たとえば、１次アンテナ３１４によっ
て受信されたハイバンド信号が、フィルタ３１２によってフィルタされ、クロススイッチ
３２０に入力される。クロススイッチ３２０から出力されたハイバンド信号は、ハイバン
ドダイバーシティ信号（ＤH）としてＤＲｘ３２６に入力され、そこで、トランシーバ３
０４に受け渡される前に、それらの信号がフィルタされ、スイッチングされる。
【００３６】
　[0043]　別の実施形態では、２次アンテナ３３２は、ダイバーシティアンテナモジュー
ル１１４にルーティングされるハイバンド信号を受信する。ダイバーシティアンテナモジ
ュール１１４は、ハイバンドダイバーシティ信号のうちの１つまたは複数のバンドを選択
し、選択されたハイバンドダイバーシティ信号（ＤHB）をＤＲｘ３２６に出力する。ＤＲ
ｘ３２６は、追加のフィルタすることなしに、トランシーバ３０４にハイバンドダイバー
シティ信号を選択的に出力する。
【００３７】
　ウルトラハイバンド信号のダイバーシティ受信（Diversity Reception of Ultra High 
Band Signals）
　[0044]　フロントエンド３００は、２次アンテナ３３６とともに動作するダイバーシテ
ィアンテナモジュール１１４を使用して、ウルトラハイバンド信号の送信および受信を行
う。たとえば、２次アンテナ３３６は、ダイバーシティアンテナモジュール１１４にルー
ティングされるウルトラハイバンド信号を受信する。ダイバーシティアンテナモジュール
１１４は、ウルトラハイバンドダイバーシティ信号のうちの１つまたは複数のバンドを選
択し、選択されたハイバンドダイバーシティ信号（ＤUHB）をＤＲｘ３２６に出力する。
ＤＲｘ３２６は、追加のフィルタすることなしに、トランシーバ３０４にウルトラハイバ
ンドダイバーシティ信号を出力する。
【００３８】
　[0045]　以下の表は、ＦＤＤ　ＬＴＥ通信バンドのためのバンド割当て、アップリンク
周波数、ダウンリンク周波数およびバンドグループを与える。
【００３９】
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【表１】

【００４０】
　[0046]　以下の表は、ＴＤＤ　ＬＴＥ通信バンドのためのバンド割当て、周波数割振り
、バンド幅、およびバンドグループを与える。
【００４１】
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【表２】

【００４２】
　[0047]　図４に、図３に示されているＤＲｘ３２６の詳細な例示的な実施形態を示す。
ＤＲｘ３２６は、トランシーバ３０４にダイバーシティ信号を通信する。たとえば、ダイ
バーシティ信号は、ＤＲｘ３２６とトランシーバ３０４との間で通信される、入力端子４
０４におけるローバンド出力（ＬＢＯ：low band output）信号と、入力端子４０６にお
けるロー／ミッドバンド出力（ＬＭＢＯ：low/mid band output）信号と、入力端子４０
８におけるミッドバンド出力（ＭＢＯ：mid band output）信号と、入力端子４１０にお
ける第１のハイバンド出力（ＨＢＯ１：first high band output）信号と、入力端子４１
２における第２のハイバンド出力（ＨＢＯ２：second high band output）と、入力端子
４１４における第１のウルトラハイバンド出力（ＵＨＢＯ１：first ultra high band ou
tput）と、入力端子４１６における第２のウルトラハイバンド出力（ＵＨＢＯ２：second
 ultra high band output）信号と、を備える。
【００４３】
　[0048]　例示的な実施形態では、ＤＲｘ３２６は、図示のように、ローバンド入力４３
２と、ミッド／ハイ／ウルトラハイバンド入力４３６と、ハイ／ウルトラハイバンド入力
４３８と、ミッド／ハイバンド入力４４０とを受信する。例示的な実施形態では、受信さ
れた信号は、スイッチ４４２と、スイッチ４４４と、スイッチ４４６とを含む、スイッチ
グループ４５２に流れる。スイッチグループ４５２は、受信された信号を、選択されたス
イッチ出力にスイッチングし、選択されたスイッチ出力は、スイッチングされた信号をバ
ンドパスフィルタに受け渡すか、またはスイッチングされた信号をＤＲｘ３２６に直接受
け渡す。
【００４４】
　[0049]　スイッチ４４２は、ローバンド入力信号４３２を受信し、この信号を９つの出
力端子のうちの１つに選択的に接続する単入力を含む、単極９投スイッチ（single pole 
nine throw switch）を備える。スイッチ４４２の第１の出力端子が、端子４０４におい
てＬＢＯに直接接続される。スイッチ４４２の第２の出力端子が、多重（multiplexing）
ＬＮＡ４１８の別個のスイッチに接続され、そのスイッチの出力が端子４０６においてＬ
ＭＢＯに接続される。
【００４５】
　[0050]　スイッチ４５２の第３～第８の出力端子が、４５４において概略的に示されて
いる、フィルタを含む信号経路に接続される。フィルタは、選択されたローバンドを多重
ＬＮＡ４１８に受け渡すために、ローバンド入力信号４３２をフィルタするように動作す
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る。たとえば、フィルタ４５６は、多重ＬＮＡ４１８にバンド２７「Ｂ２７」を受け渡す
ために、ローバンド入力信号４３２をフィルタする。したがって、フィルタ４５４は、バ
ンドＢ１２／Ｂ１３、Ｂ２６、Ｂ２０、Ｂ８、Ｂ２７、およびＢ２８を多重ＬＮＡ４１８
に受け渡すために、端子４３２においてローバンド入力信号をフィルタする。スイッチ４
４２の第９の出力端子が、インピーダンス「Ｚ」を通して信号接地に接続される。
【００４６】
　[0051]　スイッチ４４４は、ミッド／ハイ／ウルトラハイバンド入力信号４３６を受信
する第１の入力端子と、スイッチ４４６の出力端子に接続された第２の入力端子とを含む
双極７投スイッチ（double pole seven throw switch）を備える。スイッチ４４４の第１
および第２の入力端子は、出力端子のいずれかに接続され得るが、同じ出力端子には接続
され得ない。
【００４７】
　[0052]　スイッチ４４４の第１の２つの出力端子が、４５８において概略的に示されて
いるフィルタに接続される。フィルタ４５８は、選択されたミッドバンドおよびハイバン
ドを多重ＬＮＡ４１８に受け渡すために、スイッチ４４４の第１の２つの出力端子から出
力された信号をフィルタするように動作する。したがって、フィルタ４５８は、ミッドバ
ンドＢ１、Ｂ３＋ＤＧＳＭ、Ｂ２５＋ＰＧＳＭ、およびＢ４、ならびにハイバンドＢ７お
よびＢ３０を多重ＬＮＡ４１８に受け渡すために、スイッチ４４４の第１の２つの出力端
子から出力された信号をフィルタする。
【００４８】
　[0053]　スイッチ４４４は、未使用である第３の出力端子と、インピーダンス「Ｚ」を
通して信号接地に接続される第７の出力端子とを含む。スイッチ４４４の第３、第４、お
よび第５の出力端子が、ＤＲｘ３２６の出力端子に直接接続される。たとえば、第４の出
力端子は、ミッドバンド（ＭＢ－Ｂ）信号をトランシーバ３０４に直接受け渡すために、
ＬＭＢＯ端子４０６に直接接続される。第５の出力端子は、ハイバンド（ＨＢ－Ｂ）信号
をトランシーバ３０４に直接受け渡すために、ＨＢＯ２端子４１２に直接接続される。第
６の出力端子は、ウルトラハイバンド信号（ＵＨＢ－Ｂ）をトランシーバ３０４に直接受
け渡すために、ＵＨＢＯ２端子４１６に直接接続される。
【００４９】
　[0054]　スイッチ４４６は、ハイ／ウルトラハイバンド入力信号４３８とミッド／ハイ
バンド入力信号４４０とを受信する２つの入力端子を含む双極５投スイッチ（double pol
e five throw switch）を備える。スイッチ４４６は、選択された信号をＤＲｘ３２６の
選択された出力端子に直接受け渡すために、それの入力端子における入力信号４３８およ
び４４０を５つの出力端子のうちのいずれかに選択的に接続する。たとえば、スイッチ４
４６の第１の出力端子が、スイッチ４４４の第２の入力端子に接続される。したがって、
スイッチ４４４は、端子４３８におけるＨＵＨＢ信号または端子４４０におけるＭＨＢ信
号を、スイッチ４４４への入力として受信することができる。スイッチ４４６の第２の出
力端子が、ミッドバンド（ＭＢ－Ａ）信号をトランシーバ３０４に直接受け渡すために、
ＭＢＯ端子４０８に直接接続される。スイッチ４４６の第３の出力端子が、ハイバンド（
ＨＢ－Ａ）信号をトランシーバ３０４に直接受け渡すために、ＨＢＯ２端子４１２に直接
接続される。スイッチ４４６の第４の出力端子が、ウルトラハイバンド（ＵＨＢ－Ａ）信
号をトランシーバ３０４に直接受け渡すために、ＵＨＢＯ１端子４１４に直接接続される
。スイッチ４４６の第６の出力端子が、インピーダンス「Ｚ」を通して信号接地に接続さ
れる。
【００５０】
　[0055]　例示的な実施形態では、モバイルインダストリープロセッサインターフェース
（ＭＩＰＩ：mobile industry processor interface）４４８が、スイッチグループ４５
２のスイッチ４４２、４４４および４４６の動作を制御するように動作する。たとえば、
ＭＩＰＩ４４８は、ベースバンドプロセッサ３０２などのデバイスにおける別のエンティ
ティからの受信されたコマンドおよび制御情報に基づいて、スイッチ４４２、４４４およ



(14) JP 6622230 B2 2019.12.18

10

20

30

40

50

び４４６の入力端子を選択された出力端子に接続するように、それらのスイッチの動作を
制御する。
【００５１】
　[0056]　多重ＬＮＡ４１８は、増幅器（Ａ１～Ａ１３）を含む。多重ＬＮＡ４１８の選
択された増幅器は、合成信号を生成するために、それらの出力が互いに接続される。たと
えば、増幅器の第１のグループ（Ａ１～Ａ４）の出力は、ＬＢＯ端子４０４に接続された
ノード４２０において、選択されたローバンドを備える信号を与えるために、それらの出
力が互いに接続される。増幅器の第２のグループ（Ａ１～Ａ１０）は、ＬＭＢＯ端子４０
６に接続されたノード４２２において、選択されたローバンドまたはミッドバンドを備え
る信号を与えるために、それらの出力が互いに接続される。増幅器の第３のグループ（Ａ
５～Ａ１０）は、ＭＢＯ端子４０８に接続されたノード４２４において、選択されたミッ
ドバンドを備える信号を与えるために、それらの出力が互いに接続される。増幅器の第４
のグループ（Ａ１２～Ａ１３）は、ＨＢＯ１端子４１０に接続されたノード４２６におい
て、選択されたハイバンドを備える信号を与えるために、それらの出力が互いに接続され
る。増幅器の第５のグループ（Ａ１２～Ａ１３）は、ＨＢＯ２端子４１２に接続されたノ
ード４２８において、選択されたハイバンドを備える信号を与えるために、それらの出力
が互いに接続される。
【００５２】
　[0057]　増幅器（Ａ１～Ａ１３）を有効および無効にすることは、入力信号バンドのい
ずれが増幅され、出力ノードに受け渡されるかを制御する。例示的な実施形態では、ＭＩ
ＰＩ４３０は、選択された信号バンドを増幅し、出力端子４０４、４０６、４０８、４１
０、および４１２に受け渡すように多重ＬＮＡ４１８の動作を制御するために、増幅器（
Ａ１～Ａ１３）を有効および無効にするように動作する。したがって、ＤＲｘ３２６は、
１次および２次アンテナのうちの１つまたは複数から取得されたダイバーシティ信号を受
信し、選択されたバンドを受け渡すために、選択された信号をフィルタし、選択されたバ
ンドを増幅し、増幅されたバンドをトランシーバ３０４に入力する。例示的な実施形態で
は、ＤＲｘ３２６によって受信された選択されたダイバーシティ信号は、スイッチグルー
プ４５２中のスイッチのうちの１つまたは複数を通って流れた後に、トランシーバ３０４
に直接入力される。たとえば、信号ＭＢ－Ａ、ＭＢ－Ｂ、ＨＢ－Ａ、ＨＢ－Ｂ、ＵＨＢ－
Ａ、およびＵＨＢ－Ｂは、追加のフィルタを行うことまたは増幅なしに、スイッチ４４４
および４４６からトランシーバ３０４に直接流れる。
【００５３】
　[0058]　図５に、図３に示されているダイバーシティアンテナモジュール１１４の詳細
な例示的な実施形態を示す。例示的な実施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール
１１４は、２次アンテナから信号を受信し、選択された受信された信号を、ダイバーシテ
ィ信号としてトランシーバ３０４への入力のために出力する。たとえば、モジュール１１
４は、端子５０２においてアンテナ３３２からのローバンド入力を、端子５０４において
アンテナ３３２からのミッド／ハイバンド入力を、端子５０６においてアンテナ３３２か
らのミッド／ローバンド入力を、および端子５０８においてアンテナ３３６からのウルト
ラハイバンド入力を受信する。
【００５４】
　[0059]　端子５０２におけるローバンド入力信号は、ローバンドモジュール５３０のス
イッチ５２０の入力端子に入力される。スイッチ５２０は、ローバンド信号を関連する信
号経路に受け渡すために、それの入力端子を６つの出力端子のうちの１つに接続する。フ
ィルタバンク（filter bank）５６０は、選択されたローバンド信号をスイッチ５２２お
よび５２４に受け渡すために、スイッチ５２０の出力をフィルタする。たとえば、例示的
な実施形態では、フィルタバンク５６０は、信号バンドＢ１２／Ｂ１３、Ｂ２６、Ｂ２０
、Ｂ８、Ｂ２９、Ｂ２７、およびＢ２８Ｆｕｌｌをスイッチ５２２および５２４に受け渡
すために、ローバンド入力信号をフィルタする。
【００５５】
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　[0060]　フィルタの出力は、スイッチ５２２および５２４の対応する入力端子に流れる
。スイッチ５２２は、ローバンド信号の選択されたバンドを多重ＬＮＡ５３２への第１の
ローバンド入力（ＬＢ１）として受け渡すために、それの入力端子のうちの１つを出力端
子に接続する。また、スイッチ５２４は、それの入力端子においてローバンド信号の様々
なバンドを受信し、選択されたローバンド信号を第２のローバンド入力（ＬＢ２）として
多重ＬＮＡ５３２に受け渡すために、それの入力端子のうちの１つを１つの出力端子に接
続する。
【００５６】
　[0061]　スイッチ５２６は、ローバンド信号をクロススイッチ３１０と送信および受信
するための端子５５８に接続される入力端子を有する。たとえば、クロススイッチ３１０
からローバンド送信信号を受信すると、スイッチ５２６は、スイッチ５２０の第５の端子
にローバンド送信信号を受け渡すために、それの入力端子を第１の出力端子に接続する。
スイッチ５２０は、送信のために、端子５０２に、したがってアンテナ３３２にローバン
ド送信信号を受け渡すために、それの入力端子に第５の端子を接続するように制御される
。アンテナ３３２からローバンド信号を受信すると、スイッチ５２６は、多重ＬＮＡ５３
２のノード５４４からローバンド信号出力を受信するために、それの入力端子を第２の出
力端子に接続する。この信号は、次いで、端子５５８に流れ、その後、クロススイッチ３
１０に流れる。
【００５７】
　[0062]　スイッチグループ５１０は、スイッチ５１２とスイッチ５１４とを含む。スイ
ッチ５１２は、入力端子において、端子５０４におけるミッド／ハイバンド信号を受信し
、この入力端子を１０個の出力端子のうちの１つに選択的に接続する。スイッチ５１２の
出力端子は、５１８において概略的に示されている、フィルタを含む信号経路に接続され
る。フィルタは、選択されたバンドを多重ＬＮＡ５３２に受け渡すために、端子５０４に
おけるＭＨＢ入力信号をフィルタするように動作する。たとえば、フィルタ５１８は、ミ
ッドバンドＢ１、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ２５、Ｂ３４およびＢ３９を多重ＬＮＡ５３２に受け渡
すために、ミッド／ハイバンド入力信号をフィルタする。フィルタ５１８はまた、ハイバ
ンドＢ７、Ｂ３０、Ｂ４０Ａ、およびＢ４１ｂ／Ｂ３８を多重ＬＮＡ５３２に受け渡すた
めに、ミッド／ハイバンド入力信号をフィルタする。
【００５８】
　[0063]　送信モード中に、スイッチ５４８の第１の端子が、ミッド／ハイバンドＴｘバ
イパス信号を受け渡すために、スイッチ５１２の第１の端子に接続され、ミッド／ハイバ
ンドＴｘバイパス信号は、ミッド／ハイＴｘバイパス信号をアンテナ３３２に受け渡すた
めに、スイッチ５１２の端子に選択的に接続され得る。スイッチ５４８の第２の端子が、
ミッドバンドＴｘバイパス信号を受け渡すために、スイッチ５６８の第１のスイッチセク
ションに接続され、ミッドバンドＴｘバイパス信号は、フィルタ５６６を通ってスイッチ
５１２の第４の端子に流れる。スイッチ５４８の第５の端子が、ハイバンドＴｘ信号を受
け渡すために、スイッチ５６８の第２のスイッチ部分に接続され、ハイバンドＴｘ信号は
、フィルタ５６６を通ってスイッチ５１２の第４の端子に流れる。スイッチ５４８の第７
の端子が、ウルトラハイバンドＴｘバイパス信号をスイッチ５１４に受け渡すために、ス
イッチ５１４の第２の端子に接続される。
【００５９】
　[0064]　スイッチ５１４は、モジュール１１４と２次アンテナ３３６との間でウルトラ
ハイバンド信号５０８を通信する。２次アンテナ３３６から端子５０８においてウルトラ
ハイバンド信号を受信すると、スイッチ５１４は、ウルトラハイバンド信号をフィルタに
受け渡すために、それの入力端子を第１の出力端子に接続し、フィルタは、ウルトラハイ
バンド「Ｂ４２」を出力するために、この信号をフィルタし、ウルトラハイバンド「Ｂ４
２」が多重ＬＮＡ５３２に入力される。ウルトラハイバンド信号を送信するとき、スイッ
チ５１４は、ウルトラハイバンド送信信号を受信するために、それの入力端子を第２の出
力端子に接続し、ウルトラハイバンド送信信号は、２次アンテナ３３６に受け渡される。
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ＭＩＰＩ５１６は、スイッチグループ５１０のスイッチ５１２、５７０、および５１４の
動作と、スイッチ５６８の動作とを制御する。
【００６０】
　[0065]　スイッチ５７０は、端子５０６におけるミッド／ローバンド信号を受信するた
めに接続された入力端子を有する。スイッチ５７０は、ミッド／ローバンド信号をフィル
タ５１８に受け渡すために、入力端子に選択的に接続され得る、第１および第２の端子を
有し、フィルタは、ミッドバンド信号バンド（Ｂ１１＋Ｂ２１）およびＢ３２を多重ＬＮ
Ａ５３２に出力するために、この信号をフィルタする。
【００６１】
　[0066]　多重ＬＮＡ５３２は、増幅器（Ｄ１～Ｄ１７）を含む。多重ＬＮＡ５３２の選
択された増幅器は、選択されたバンドを備える信号を生成するために、それらの出力が互
いに接続される。たとえば、増幅器の第１のグループ（Ｄ１～Ｄ４、Ｄ７～Ｄ１１および
Ｄ１３）の出力は、ノード５４６において、選択されたロー／ミッドバンド出力（ＬＭＢ
Ｏ）信号を備える信号を与えるために、それらの出力が互いに接続される。増幅器の第２
のグループ（Ｄ１～Ｄ２）は、ノード５４４において、選択されたローバンド（ＬＢＯ）
信号を与えるために、それらの出力が互いに接続される。増幅器の第３のグループ（Ｄ３
～Ｄ８）は、ノード５４２において、選択された第１のミッド／ハイバンド（ＭＨＢＯ１
）信号を与えるために、それらの出力が互いに接続される。増幅器の第４のグループ（Ｄ
３～Ｄ１３）は、ノード５４０において、選択された第２のミッド／ハイバンド（ＭＨＢ
Ｏ２）信号を与えるために、それらの出力が互いに接続される。増幅器の第５のグループ
（Ｄ５、Ｄ６、Ｄ１２、Ｄ１４、Ｄ１５、およびＤ１７）は、ノード５３８において、選
択された第１のハイ／ウルトラハイバンド（ＨＵＨＢＯ１）信号を与えるために、それら
の出力が互いに接続される。増幅器の第６のグループ（Ｄ５、Ｄ６、Ｄ１２、Ｄ１４、Ｄ
１５、およびＤ１７）は、ノード５３６において、選択された第２のハイ／ウルトラハイ
バンド（ＨＵＨＢＯ２）信号を与えるために、それらの出力が互いに接続される。
【００６２】
　[0067]　増幅器（Ｄ１～Ｄ１７）を有効および無効にすることは、入力バンド信号のい
ずれが増幅され、出力ノードに受け渡されるかを制御する。例示的な実施形態では、ＭＩ
ＰＩ５３４は、選択された信号バンドを出力するように多重ＬＮＡ５３２の動作を制御す
るために、増幅器（Ｄ１～Ｄ１７）を有効および無効にするように動作する。したがって
、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、２次アンテナ（３３２、３３６）のうち
の１つまたは複数から取得されたダイバーシティ信号を受信し、選択されたバンドを受け
渡すために、これらの信号をフィルタし、選択されたバンドは、増幅され、トランシーバ
３０４への入力のために、クロススイッチ３１０（たとえば、ＬＢ－ｏｕｔ－ＣＳ）、ク
ロススイッチ３２０、または直接ＤＲｘ３２６に出力される。
【００６３】
　[0068]　図６に、図３に示されているフロントエンド３００とともに、より詳細には図
５に示されているダイバーシティモジュール１１４とともに使用するためのアンテナ構成
を示す。１次アンテナ３１４は、受信信号および送信信号をフィルタ３１２と通信する。
フィルタ３１２は、ローバンド送信信号および受信信号をフィルタする第１の段６０２を
含む。たとえば、第１の段６０２は、信号経路６１８を使用してアンテナ３１４とクロス
スイッチ３１０との間でローバンド信号を通信する。フィルタ３１２は、ミッドバンドお
よびハイバンド送信信号および受信信号をフィルタする第２の段６０４を含む。たとえば
、第２の段６０４は、その信号経路を使用してアンテナ３１４とクロススイッチ３２０と
の間でミッドおよびハイバンド信号を通信する。
【００６４】
　[0069]　２次アンテナ３３２は、受信信号および送信信号をフィルタ３３０と通信する
。フィルタ３３０は、ローバンド送信信号および受信信号をフィルタする第１の段６０６
を含む。たとえば、第１の段６０６は、端子５０２に接続する信号経路６２２を使用して
、アンテナ３３２とダイバーシティアンテナモジュール１１４との間でローバンド信号を
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通信する。フィルタ３３０は、ミッドバンド送信信号および受信信号をフィルタする第２
の段６０８を含む。たとえば、第２の段６０８は、端子５０４に接続する信号経路６２４
を使用して、アンテナ３３２とダイバーシティアンテナモジュール１１４との間でミッド
バンド信号を通信する。フィルタ３３０は、ハイバンド送信信号および受信信号をフィル
タする第３の段６１０を含む。たとえば、第３の段６１０は、端子５０６に接続する信号
経路６２６を使用して、アンテナ３３２とダイバーシティアンテナモジュール１１４との
間でハイバンド信号を通信する。フィルタ３３０は、ＷｉＦｉ送信信号および受信信号を
フィルタする第４の段６１２を含む。たとえば、第４の段６１２は、信号経路６２８を使
用してアンテナ３３２とＷｉＦｉモデム３３８との間で２．４ＧＨｚ　ＷｉＦｉ信号を通
信する。
【００６５】
　[0070]　２次アンテナ３３６は、受信信号および送信信号をフィルタ３３４と通信する
。フィルタ３３４は、ＷｉＦｉ送信信号および受信信号をフィルタする第１の段６１４を
含む。たとえば、第１の段６１４は、信号経路６３０を使用してアンテナ３３６とＷｉＦ
ｉモデム３３８との間で５ＧＨｚ　ＷｉＦｉ信号を通信する。フィルタ３３４は、ウルト
ラハイバンド送信信号および受信信号をフィルタする第２の段６１６を含む。たとえば、
第２の段６１６は、端子５０８に接続する信号経路６３２を使用して、アンテナ３３６と
ダイバーシティアンテナモジュール１１４との間でウルトラハイバンド信号を通信する。
【００６６】
　[0071]　図７に、フロントエンド３００のダイバーシティ受信信号経路を示す図を示す
。例示的な実施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、トランシーバ３
０４に直接入力されるミッド、ハイおよびウルトラハイバンドダイバーシティ信号を出力
するために、２次アンテナ信号を処理する。たとえば、ミッド、ハイ、およびウルトラハ
イ信号は、ＤＲｘ３２６のスイッチグループ４５２の閉じられたスイッチを通ってトラン
シーバ３０４に流れる。
【００６７】
　[0072]　１次アンテナ３１４によって受信されたローバンド信号は、経路６１８に沿っ
てクロススイッチ３１０のバンドセレクタ７０２に流れる。２次アンテナ３３２によって
受信されたローバンド信号は、ローバンド回路５３０を流れ、バンドセレクタ７０２に出
力され（ＬＢ－ｏｕｔ）、バンドセレクタ７０２は、ＤＲｘ３２６の端子４３２において
、受信された選択されたローバンド（ＬＢ－ｉｎ）を出力する。クロススイッチ３１０の
バンドセレクタ７０２は、それが受信するローバンドから選択し、ローバンドダイバーシ
ティ信号（ＬＢ－ｉｎ）をＤＲｘ３２６に出力する。
【００６８】
　[0073]　１次アンテナ３１４によって受信されたミッドおよびハイバンド信号は、経路
６２０に沿ってクロススイッチ３２０のバンドセレクタ７０４に流れる。２次アンテナ３
３２および３３６によって受信されたミッド、ハイおよびウルトラハイバンド信号は、経
路７０６に沿って多重ＬＮＡ５３２を通ってクロススイッチ３２０のバンドセレクタ７０
４に流れる。バンドセレクタ７０４は、ミッド、ハイ、およびウルトラハイバンドダイバ
ーシティ信号（ＭＨＵＨＢ－ｉｎ）を出力し、それらの信号は、ＤＲｘ３２６の端子４３
６において受信される。
【００６９】
　[0074]　ダイバーシティ受信機３２６は、スイッチグループ４５２と、バンド選択フィ
ルタ（band selection filter）４５４および４５８と、多重ＬＮＡ４１８とを含む。ス
イッチグループ４５２は、選択された受信された信号をバンド選択フィルタ４５４および
４５８に出力し、バンド選択フィルタ４５４および４５８は、多重ＬＮＡ４１８への入力
のためにバンドを選択するために、それらの信号をフィルタする。多重ＬＮＡ４１８は、
トランシーバ３０４入力される信号ＬＢＯ、ＬＭＢＯ、ＭＢＯ、ＨＢＯ１、およびＨＢＯ
２信号を生成するために、信号バンドを組み合わせ、増幅する。
【００７０】
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　[0075]　２次アンテナ３３２によって受信されたミッドおよびハイバンド信号は、ダイ
バーシティアンテナモジュール１１４のスイッチグループ５１０に流れる。２次アンテナ
３３６によって受信されたウルトラハイバンド信号は、ダイバーシティアンテナモジュー
ル１１４のスイッチグループ５１０にも流れる。スイッチグループ５１０は、選択された
ミッド、ハイ、およびウルトラハイバンド信号をフィルタ５１８に出力し、フィルタ５１
８は、受信された信号からの選択されたバンドをフィルタし、これらのバンドを多重ＬＮ
Ａ５３２に入力する。多重ＬＮＡ５３２は、それが受信する選択された信号バンドを組み
合わせ、端子５５６におけるミッド／ハイ／ウルトラハイバンド信号（ＭＨＵＨＢ－ｏｕ
ｔ）を経路７０６（ＤM／ＤH／ＤUH）に沿ってクロススイッチ３２０に出力する。クロス
スイッチ３２０のセレクタ７０４は、それが受信する信号から、選択されたミッド／ハイ
／ウルトラハイバンドを出力し、ＤＲｘ３２６にＭＨＵＨＢ－ｉｎ信号を出力し、その信
号は、端子４３６において受信される。
【００７１】
　[0076]　多重ＬＮＡ５３２はまた、端子５６４においてハイ／ウルトラハイバンドダイ
バーシティ信号（ＨＵＨＢ－ｏｕｔ）を、端子５５４においてミッド／ハイバンドダイバ
ーシティ信号（ＭＨＢ－ｏｕｔ）を出力する。これらの信号は、それぞれ、端子４３８お
よび４４０において、ＤＲｘ３２６によって受信される。これらの信号はＤＲｘ３２６の
スイッチグループ４５２に入力され、スイッチグループ４５２は、トランシーバ３０４に
直接入力されるべきこれらの信号のうちの１つまたは複数を選択する。したがって、これ
らの信号は、選択フィルタ４５４および４５８によって与えられるものなど、いかなる追
加のフィルタを行うこともなしにトランシーバ３０４に入力される。
【００７２】
　[0077]　例示的な実施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、従来の
システムと比較して、より大きいフレキシビリティと、より大きい数のダイバーシティ信
号組合せを処理する能力とを与える。たとえば、例示的な実施形態では、ダイバーシティ
アンテナモジュール１１４は、ダイバーシティアンテナ３３２を使用してハイバンドＴＤ
Ｄ信号を送信するための送信信号経路（transmit signal path）を与えるように構成され
る。たとえば、ＨＢ　Ｔｘ信号は、スイッチ５５６を通ってＨＢ　ＴＸバイパス信号経路
上に流れてスイッチ５６８に到り、スイッチ５６８は、ハイバンドＴｘ信号がデュプレク
サ５６６に流れることを可能にするように構成される。デュプレクサ５６６は、スイッチ
５１２の第４の端子に接続され、スイッチ５１２の第４の端子は、ＭＩＰＩ５１６によっ
て、スイッチ５０４の入出力端子に接続されるように構成され、それにより、２次アンテ
ナ３３２による送信のためにフィルタ３３０にハイバンドＴｘ信号を入力する。
【００７３】
　[0078]　ハイバンド信号の送信と同時に、２次アンテナ３３２は、ＦＤＤミッドバンド
およびローバンド信号を受信し、それらの信号が、ダイバーシティアンテナモジュール１
１４に入力される。たとえば、ローバンド信号は、端子５０２に入力され、ミッドバンド
信号は、端子５０４および５０６に入力される。受信されたローバンドダイバーシティ信
号が、選択されたローバンド信号が端子５５８から出力されるように、端子５０２からモ
ジュール５３０を通ってルーティングされる。端子５０４において受信されたミッドバン
ドダイバーシティ信号は、デュプレクサ５６６を通ってルートバックされ、バンド選択フ
ィルタ５１８に入力される。たとえば、デュプレクサ５６６の出力は、スイッチ５６８に
入力され、スイッチ５６８は、受信されたダイバーシティ信号を選択されたバンド選択フ
ィルタに出力するように構成される。端子５０６において受信されたミッドバンドダイバ
ーシティ信号は、スイッチ５７０に入力され、スイッチ５７０は、受信されたダイバーシ
ティ信号をバンド選択フィルタ５１８に受け渡すように構成される。
【００７４】
　[0079]　バンド選択フィルタ５１８は、多重ＬＮＡ５３２に入力されるミッドバンド信
号を生成するために、受信ダイバーシティ信号をフィルタする。たとえば、ミッドバンド
信号は、信号バンド（Ｂ１、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ２５、Ｂ１１＋Ｂ２１、およびＢ３２）を含
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み得る。多重ＬＮＡ５３２は、増幅器（Ｄ１～Ｄ１７）のうちの選択されたものを有効に
することによって、選択されたミッドバンド信号を増幅し、端子５５４に接続されたポー
ト５４０において、増幅されたミッドバンド信号を出力する。端子５５４は、ＤＲｘ３２
６の入力ポート４４０に接続される。ＤＲｘ３２６の入力ポート４４０において受信され
た増幅されたミッドバンド信号は、スイッチ４４６によってトランシーバ３０４にルーテ
ィングされる。また、ローバンドダイバーシティ信号は、端子４３２においてＤＲｘ３２
６によって受信され、トランシーバ３０４にルーティングされる。したがって、この例で
は、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、１つのハイバンドＴＤＤ信号を送信す
るための送信信号経路を確立するように構成される。ダイバーシティアンテナモジュール
１１４は、３つのダウンリンクＦＤＤダイバーシティ信号（たとえば、１つのローバンド
信号および２つのミッドバンド信号）を受信するようにも構成される。３つのダウンリン
クダイバーシティ信号（downlink diversity signals）は、ＤＲｘ３２６のスイッチング
機能を使用してトランシーバ３０４に入力される。ＤＲｘ３２６は、それが受信するミッ
ドバンド信号の追加のフィルタを行わず、したがって、これらの信号は、追加のフィルタ
を行うことなしにダイバーシティアンテナモジュール１１４から受信されたものとしてト
ランシーバ３０４に入力されることに留意されたい。また、例示的な実施形態では、ダイ
バーシティアンテナモジュール１１４から出力されたミッドバンド信号は、図３および図
７に示されている随意の信号経路３４０を使用してトランシーバ３０４に直接入力され得
ることに留意されたい。
【００７５】
　[0080]　別の例示的な実施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、ダ
イバーシティアンテナ３３２を使用してミッドバンドＦＤＤ信号を送信するための送信信
号経路を与えるように構成される。たとえば、ミッドバンドＴｘ信号は、スイッチ５５６
を通ってＭＢ　ＴＸバイパス信号経路上に流れてスイッチ５６８に到り、スイッチ５６８
は、ミッドバンドＴｘ信号がデュプレクサ５６６に流れることを可能にするように構成さ
れる。デュプレクサ５６６は、スイッチ５１２の第４の端子に接続され、スイッチ５１２
の第４の端子は、ＭＩＰＩ５１６によって、スイッチ５０４の入出力端子に接続されるよ
うに構成され、それにより、２次アンテナ３３２による送信のためにフィルタ３３０にミ
ッドバンドＴｘ信号を入力する。
【００７６】
　[0081]　ＦＤＤミッドバンド信号の送信と同時に、２次アンテナ３３２は、２つのＴＤ
Ｄハイバンド信号およびＦＤＤローおよびミッドバンド信号を受信し、それらの信号が、
ダイバーシティアンテナモジュール１１４に入力される。たとえば、ローバンド信号は、
端子５０２に入力され、ハイおよびミッドバンド信号は、端子５０４および５０６に入力
される。受信されたローバンドダイバーシティ信号は、選択されたローバンド信号が端子
５５８から出力されるように、端子５０２からモジュール５３０を通ってルーティングさ
れる。端子５０４において受信されたミッドおよびハイバンドダイバーシティ信号が、デ
ュプレクサ５６６を通ってルートバックされ、バンド選択フィルタ５１８に入力される。
たとえば、デュプレクサ５６６の出力は、スイッチ５６８に入力され、スイッチ５６８は
、受信されたダイバーシティ信号を選択されたバンド選択フィルタに出力するように構成
される。端子５０６において受信されたミッドバンドダイバーシティ信号は、スイッチ５
７０に入力され、スイッチ５７０は、受信されたダイバーシティ信号をバンド選択フィル
タ５１８に受け渡すように構成される。
【００７７】
　[0082]　バンド選択フィルタ５１８は、多重ＬＮＡ５３２に入力されるハイミッドバン
ド信号を生成するために、受信ダイバーシティ信号をフィルタする。たとえば、ミッドバ
ンド信号は、信号バンド（Ｂ１、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ２５、Ｂ１１＋Ｂ２１、およびＢ３２）
を含み得、ハイバンド信号は、（Ｂ７、Ｂ３０）を含み得る。多重ＬＮＡ５３２は、増幅
器（Ｄ１～Ｄ１７）のうちの選択されたものを有効にすることによって、選択されたハイ
およびミッドバンド信号を増幅し、端子５５４および５６４に接続されたポート５４０お
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よびポート５３８において、ハイおよびミッドバンド信号を出力する。端子５５４は、Ｄ
Ｒｘ３２６の入力ポート４４０に接続され、端子５６４は、ＤＲｘ３２６の端子４３８に
接続される。ＤＲｘ３２６の入力ポート４４０において受信された増幅されたミッドバン
ド信号は、スイッチ４４６によってトランシーバ３０４にルーティングされる。入力ポー
ト４３８において受信された増幅されたハイバンド信号も、スイッチ４４６によってトラ
ンシーバ３０４にルーティングされる。さらに、ローバンドダイバーシティ信号は、端子
４３２においてＤＲｘ３２６によって受信され、トランシーバ３０４にルーティングされ
る。したがって、この例では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、１つのミッ
ドバンドＦＤＤ信号を送信するための送信信号経路を確立するように構成される。ダイバ
ーシティアンテナモジュール１１４は、４つのダウンリンクＦＤＤダイバーシティ信号（
たとえば、１つのローバンド信号、２つのハイバンド信号（イントラＣＡ）、および１つ
のミッドバンド信号）を受信するようにも構成される。４つのダウンリンクダイバーシテ
ィ信号は、ＤＲｘ３２６のスイッチング機能を使用してトランシーバ３０４に入力される
。ＤＲｘ３２６は、それが受信するハイおよびミッドバンド信号の追加のフィルタを行わ
ず、したがって、これらの信号は、追加のフィルタを行うことなしにダイバーシティアン
テナモジュール１１４から受信されたものとしてトランシーバ３０４に入力されることに
留意されたい。また、例示的な実施形態では、ダイバーシティアンテナモジュール１１４
から出力されたハイおよびミッドバンド信号は、図３および図７に示されている随意の信
号経路３４０を使用してトランシーバ３０４に直接入力され得ることに留意されたい。
【００７８】
　[0083]　したがって、ダイバーシティアンテナ３３２によって受信されたローバンドダ
イバーシティ信号は、端子４３２においてＤＲｘ３２６に入力され、トランシーバ３０４
に選択的に入力され得る。ローバンドダイバーシティ信号を受信することに加えて、ダイ
バーシティアンテナモジュール１１４は、アンテナ３３２および３３６からミッド、ハイ
、およびウルトラハイバンドダイバーシティ信号を同時に受信する。ダイバーシティアン
テナモジュール１１４の多重ＬＮＡ５３２は、次いで、選択されたミッド、ハイ、および
ウルトラハイバンド信号を（端子５５６において）クロススイッチ３２０に出力し、選択
されたミッド、ハイおよびウルトラハイ信号バンドを（端子５６４、５５４において）Ｄ
Ｒｘ３２６に出力する。ＤＲｘ３２６は、トランシーバ３０４に入力すべきロー、ミッド
、ハイ、およびウルトラハイバンドダイバーシティ信号を決定するために、端子４３２、
４３６、４３８および４４０において受信された信号バンドから選択することができる。
【００７９】
　[0084]　さらに、例示的な実施形態では、多重ＬＮＡ５３２から出力されたミッド、ハ
イ、およびウルトラハイ信号バンドは、ＤＲｘ３２６に直接入力され、スイッチグループ
４５２において受信される。スイッチグループ４５２は、いずれが追加のフィルタ行うこ
となしにトランシーバ３０４に直接入力されるかを決定するために、これらの受信された
信号から選択する。したがって、トランシーバ３０４が最高４つのダイバーシティ信号を
同時に受信することが可能である。たとえば、トランシーバ３０４は、１次アンテナ３１
４からローバンドダイバーシティ信号を受信することができ、２次アンテナ３３２および
３３６から３つの追加のダイバーシティ信号を受信することができる。たとえば、３つの
追加のダイバーシティ信号は、ミッド、ハイおよびウルトラハイバンドから選択され得る
。したがって、トランシーバ３０４によって同時に受信され得るダイバーシティ信号のバ
ンドグループ組合せは、（Ｌ／Ｍ／Ｍ／Ｈ、Ｌ／Ｍ／Ｈ／Ｈ、Ｌ／Ｍ／Ｈ／ＵＨ、Ｌ／Ｌ
／Ｍ／Ｈ、Ｌ／Ｌ／Ｍ／ＵＨ、Ｍ／Ｍ／Ｈ／Ｈ、およびＭ／Ｍ／ＵＨ／ＵＨ）を含む。ま
た、他のバンドグループ組合せが可能であり、図面に示されている様々なモジュールおよ
びスイッチのスイッチ選択から決定され得ることに留意されたい。
【００８０】
　[0085]　したがって、ダイバーシティアンテナモジュール１１４は、２次アンテナ（３
３２および３３６）から受信されたダイバーシティ信号を処理し、選択されたダイバーシ
ティ信号をダイバーシティ受信機３２６および／またはクロススイッチ３１０、３２０に
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直接与える。ＤＲｘ３２６に与えられたダイバーシティ信号は、追加の増幅および／また
はフィルタを行うことしにトランシーバ３０４に直接入力される。例示的な実施形態では
、それらの信号は、スイッチグループ４５２の閉じられたスイッチを流れるが、追加のフ
ィルタを行うことが回避される。例示的な実施形態では、随意の信号経路３４０が、トラ
ンシーバ３０４にダイバーシティ信号を直接入力するために使用され得る。様々な実施形
態は、従来のフロントエンド（front end）よりも部品、空間およびコストを低減させな
がら、より大きいフレキシブルなおよびダイバーシティ信号受信組合せを与える。
【００８１】
　[0086]　図８に、ダイバーシティ受信機装置８００の例示的な実施形態を示す。例示的
な実施形態では、装置８００は、図５に示されているダイバーシティ受信機モジュール１
１４として使用するのに好適である。
【００８２】
　[0087]　装置８００は、少なくとも１つのダイバーシティアンテナからアップリンク信
号（uplink signal）を送信するために、送信信号経路（transmit signal path）を確立
するように構成され、少なくとも１つのダイバーシティアンテナからダウンリンクダイバ
ーシティ信号を受信するために、受信信号経路（receive signal path）を確立するよう
に構成されたスイッチングのための第１の手段（８０２）を含み、これは、例示的な実施
形態ではスイッチグループ５１０を備える。装置８００はまた、少なくとも３つのダイバ
ーシティバンド信号（diversity band signal）を生成するために、ダウンリンクダイバ
ーシティ信号をフィルタするように構成されたバンド選択のための第２の手段（８０４）
を備え、これは、例示的な実施形態ではフィルタ５１８を備える。装置８００はまた、ト
ランシーバに出力される少なくとも３つの増幅されたダイバーシティバンド信号を生成す
るために、ダイバーシティバンド信号を増幅するように構成された増幅するための第３の
手段（８０６）を備え、これは、例示的な実施形態では多重ＬＮＡ５３２を備える。
【００８３】
　[0088]　本明細書で説明した複数の例示的な実施形態は、ＩＣ、アナログＩＣ、ＲＦＩ
Ｃ、混合信号ＩＣ、ＡＳＩＣ、プリント回路板（ＰＣＢ）、電子デバイスなどの上に実装
され得る。例示的な実施形態はまた、相補型金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）、Ｎチャネル
ＭＯＳ（ＮＭＯＳ）、ＰチャネルＭＯＳ（ＰＭＯＳ）、バイポーラ接合トランジスタ（Ｂ
ＪＴ）、バイポーラＣＭＯＳ（ＢｉＣＭＯＳ）、シリコンゲルマニウム（ＳｉＧｅ）、ガ
リウムヒ素（ＧａＡｓ）、ヘテロ接合バイポーラトランジスタ（ＨＢＴ）、高電子移動度
トランジスタ（ＨＥＭＴ）、シリコンオンインシュレータ（ＳＯＩ）など、様々なＩＣプ
ロセス技術を用いて作製され得る。
【００８４】
　[0089]　本明細書で説明した例示的な実施形態を実装する装置は、スタンドアロンデバ
イスであり得るか、またはより大きいデバイスの一部であり得る。デバイスは、（ｉ）ス
タンドアロンＩＣ、（ｉｉ）データおよび／または命令を記憶するためのメモリＩＣを含
み得る１つまたは複数のＩＣのセット、（ｉｉｉ）ＲＦ受信機（ＲＦＲ）またはＲＦ送信
機／受信機（ＲＴＲ）などのＲＦＩＣ、（ｉｖ）移動局モデム（ＭＳＭ）などのＡＳＩＣ
、（ｖ）他のデバイス内に埋め込まれ得るモジュール、（ｖｉ）受信機、セルラーフォン
、ワイヤレスデバイス、ハンドセット、またはモバイルユニット、（ｖｉｉ）その他であ
り得る。
【００８５】
　[0090]　本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用す
ることができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明ら
かとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形
形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定さ
れるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を
与えられるべきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
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［Ｃ１］　少なくとも１つのダイバーシティアンテナからアップリンク信号を送信するた
めに、送信信号経路を確立することと、前記少なくとも１つのダイバーシティアンテナか
らダウンリンクダイバーシティ信号を受信するために、受信信号経路を確立することとを
行うように構成された少なくとも１つのスイッチと、
　少なくとも３つのダイバーシティバンド信号を生成するために、前記ダウンリンクダイ
バーシティ信号をフィルタするように構成されたバンド選択フィルタと、
　トランシーバに出力される少なくとも３つの増幅されたダイバーシティバンド信号を生
成するために、前記ダイバーシティバンド信号を増幅するように構成された多重増幅器と
を備える装置。
［Ｃ２］　前記送信信号経路が、アップリンク時分割複信（ＴＤＤ）信号を送信するよう
に構成され、前記バンド選択フィルタが、少なくとも３つのダウンリンク周波数分割複信
（ＦＤＤ）ダイバーシティバンド信号を生成するために、前記受信されたダウンリンクダ
イバーシティ信号をフィルタするように構成された、Ｃ１に記載の装置。
［Ｃ３］　前記アップリンクＴＤＤ信号が、ハイバンドグループ中に存在し、前記少なく
とも３つのダウンリンクＦＤＤダイバーシティバンド信号が、ローバンドグループおよび
ミッドバンドグループのうちの少なくとも１つ中に存在する、Ｃ２に記載の装置。
［Ｃ４］　前記多重増幅器が、前記少なくとも３つのダウンリンクＦＤＤダイバーシティ
バンド信号の増幅されたバージョンを生成するために、前記少なくとも３つのダウンリン
クＦＤＤダイバーシティバンド信号を増幅し、前記ミッドバンドグループ中にある、前記
少なくとも３つのダウンリンクＦＤＤダイバーシティバンド信号の前記増幅されたバージ
ョンが、前記トランシーバに出力される、Ｃ３に記載の装置。
［Ｃ５］　前記送信信号経路が、アップリンクＦＤＤ信号を送信するように構成され、前
記バンド選択フィルタが、４つのダウンリンクダイバーシティバンド信号を生成するため
に、前記受信されたダイバーシティ信号をフィルタするように構成された、Ｃ１に記載の
装置。
［Ｃ６］　前記アップリンクＦＤＤ信号が、ミッドバンドグループ中に存在し、第１およ
び第２のダウンリンクダイバーシティバンド信号が、ハイバンド中に存在するＴＤＤ信号
を備え、第３および第４のダウンリンクダイバーシティバンド信号が、ローバンドおよび
ミッドバンドのうちの少なくとも１つ中に存在するＦＤＤ信号を備える、Ｃ５に記載の装
置。
［Ｃ７］　前記多重増幅器が、前記４つのダウンリンクダイバーシティバンド信号の増幅
されたバージョンを生成するために、前記４つのダウンリンクダイバーシティバンド信号
を増幅し、前記ハイバンドおよび前記ミッドバンド中にある、前記４つのダウンリンクダ
イバーシティバンド信号の前記増幅されたバージョンが、前記トランシーバに出力される
、Ｃ６に記載の装置。
［Ｃ８］　前記多重増幅器が、前記ダイバーシティバンド信号を受信し、前記増幅された
ダイバーシティバンド信号を生成するために前記ダイバーシティバンド信号を選択的に増
幅する、複数の増幅器を備え、各増幅器が、その増幅器から出力された前記増幅されたダ
イバーシティバンド信号の周波数バンドに基づいて前記多重増幅器の出力ポートに接続さ
れた出力を有する、Ｃ１に記載の装置。
［Ｃ９］　前記出力ポートが、ミッドバンドおよびハイバンド中にある増幅されたダイバ
ーシティバンド信号を出力するための第１の出力ポートと、ミッドバンドおよびハイバン
ド中にある前記増幅されたダイバーシティバンド信号の第２の部分を出力するための第２
の出力ポートと、ハイバンドおよびウルトラハイバンド中にある前記増幅されたダイバー
シティバンド信号の第３の部分を出力するための第３の出力ポートと、ハイバンドおよび
ウルトラハイバンド中にある前記増幅されたダイバーシティバンド信号の第４の部分を出
力するための第４の出力ポートとを備える、Ｃ８に記載の装置。
［Ｃ１０］　前記第１の出力ポート、前記第２の出力ポート、前記第３の出力ポート、お
よび前記第４の出力ポートのうちの少なくとも１つが、前記トランシーバに直接接続され
た、Ｃ９に記載の装置。



(23) JP 6622230 B2 2019.12.18

10

20

30

40

［Ｃ１１］　前記第１の出力ポート、前記第２の出力ポート、前記第３の出力ポート、お
よび前記第４の出力ポートのうちの少なくとも１つが、選択された増幅されたダイバーシ
ティバンド信号を前記トランシーバに出力する少なくとも１つの中間構成要素に接続され
た、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１２］　前記受信されたダイバーシティ信号を前記バンド選択フィルタのうちの１つ
または複数に選択的に出力するために、前記少なくとも１つのスイッチを制御するように
構成された第１のコントローラをさらに備える、Ｃ１に記載の装置。
［Ｃ１３］　第１の出力ポート、第２の出力ポート、第３の出力ポート、および第４の出
力ポートから選択された増幅されたダイバーシティバンド信号を出力するために、前記多
重増幅器を制御するように構成されたコントローラをさらに備える、Ｃ８に記載の装置。
［Ｃ１４］　前記装置が、前記増幅器ダイバーシティバンド信号を前記トランシーバにル
ーティングするために、ワイヤレスデバイスのフロントエンドにおいて構成された、Ｃ１
に記載の装置。
［Ｃ１５］　少なくとも１つのダイバーシティアンテナからアップリンク信号を送信する
ために、送信信号経路を確立するように構成され、前記少なくとも１つのダイバーシティ
アンテナからダウンリンクダイバーシティ信号を受信するために、受信信号経路を確立す
るように構成されたスイッチングのための手段と、
　少なくとも３つのダイバーシティバンド信号を生成するために、前記ダウンリンクダイ
バーシティ信号をフィルタするように構成された、バンド選択のための手段と、
　トランシーバに出力される少なくとも３つの増幅されたダイバーシティバンド信号を生
成するために、前記ダイバーシティバンド信号を増幅するように構成された増幅するため
の手段と
を備える、装置。
［Ｃ１６］　前記送信信号経路が、前記少なくとも１つのダイバーシティアンテナからア
ップリンク時分割複信（ＴＤＤ）信号を送信するように構成され、バンド選択のための前
記手段が、増幅するための前記手段に入力される少なくとも３つのダウンリンク周波数分
割複信（ＦＤＤ）ダイバーシティバンド信号を生成するために、前記ダウンリンクダイバ
ーシティ信号をフィルタするように構成された、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１７］　前記アップリンクＴＤＤ信号が、ハイバンドグループ中に存在し、前記少な
くとも３つのダウンリンクＦＤＤダイバーシティバンド信号が、ローバンドグループおよ
びミッドバンドグループのうちの少なくとも１つ中に存在する、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］　増幅するための前記手段が、前記少なくとも３つのダウンリンクＦＤＤダイ
バーシティバンド信号の増幅されたバージョンを生成するために、前記少なくとも３つの
ダウンリンクＦＤＤダイバーシティバンド信号を増幅し、前記ミッドバンドグループ中の
前記増幅されたダイバーシティバンド信号が、前記トランシーバに出力される、Ｃ１７に
記載の装置。
［Ｃ１９］　前記送信信号経路が、前記少なくとも１つのダイバーシティアンテナにミッ
ドバンドアップリンクＦＤＤ信号を送信するように構成され、バンド選択のための前記手
段が、ハイバンド中に存在するＴＤＤ信号を備える第１および第２のダウンリンクダイバ
ーシティバンド信号と、ローバンドおよびミッドバンドのうちの少なくとも１つ中に存在
するＦＤＤ信号を備える第３および第４のダウンリンクダイバーシティバンド信号とを生
成するために、前記ダウンリンクダイバーシティ信号をフィルタするように構成された、
Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２０］　増幅するための前記手段が、前記４つのダウンリンクダイバーシティバンド
信号の増幅されたバージョンを生成するために、前記４つのダウンリンクダイバーシティ
バンド信号を増幅し、前記ハイバンドおよび前記ミッドバンド中にある、前記４つのダウ
ンリンクダイバーシティバンド信号の前記増幅されたバージョンが、前記トランシーバに
出力される、Ｃ１９に記載の装置。
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