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(57)【要約】
【課題】複数の周波数帯域を用いた場合に通信品質を高
めることができる。
【解決手段】無線装置１は、発振回路３１と、検出回路
１１２２，２１２２と、制御回路１４，２４と、を備え
る。発振回路３１は、クロック信号を生成する。検出回
路１１２２，２１２２は、受信した、複数の周波数帯域
の無線信号の基準位相からの位相差を検出する。制御回
路１４，２４は、複数の周波数帯域のそれぞれに対して
、上記位相差を補償するように上記クロック信号に基づ
く上記無線信号の受信処理及び送信処理の一方又は両方
を制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロック信号を生成する発振回路と、
　受信した、複数の周波数帯域の無線信号の基準位相からの位相差を検出する検出回路と
、
　複数の周波数帯域のそれぞれに対して、前記位相差を補償するように前記クロック信号
に基づく前記無線信号の受信処理及び送信処理の一方又は両方を制御する制御回路と、
　を備える、無線装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線装置であって、
　前記クロック信号に従って動作するとともに、前記複数の周波数帯域のうちの第１の周
波数帯域の前記無線信号に対する、受信処理及び送信処理の一方又は両方を含む第１の無
線処理を行なう第１の無線回路と、
　前記クロック信号に従って動作するとともに、前記複数の周波数帯域のうちの第２の周
波数帯域の前記無線信号に対する、受信処理及び送信処理の一方又は両方を含む第２の無
線処理を行なう第２の無線回路と、
　を備え、
　前記制御回路は、
　前記第１の周波数帯域に対して、前記位相差を補償するように前記第１の無線処理を制
御する第１の制御回路と、
　前記第２の周波数帯域に対して、前記位相差を補償するように前記第２の無線処理を制
御する第２の制御回路と、
　を備える、無線装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の無線回路に供給される前記クロック信号の周波数を
補正することにより、前記第１の無線処理の制御を行ない、
　前記第２の制御回路は、前記第２の無線回路に供給される前記クロック信号の周波数を
補正することにより、前記第２の無線処理の制御を行なう、無線装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記発
振回路により生成される前記クロック信号の周波数を補正するように前記発振回路を制御
し、
　前記第２の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差と前記第２の周波数
帯域に対する前記位相差とに基づいて、前記発振回路により出力された前記クロック信号
の周波数を補正し、前記補正したクロック信号を前記第２の無線回路へ供給する、無線装
置。
【請求項５】
　請求項３に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記発
振回路により出力された前記クロック信号の周波数を補正し、前記補正したクロック信号
を前記第１の無線回路へ供給し、
　前記第２の制御回路は、前記第２の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記発
振回路により出力された前記クロック信号の周波数を補正し、前記補正したクロック信号
を前記第２の無線回路へ供給する、無線装置。
【請求項６】
　請求項２に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の無線回路に供給される前記クロック信号の周波数を
補正することにより、前記第１の無線処理の制御を行ない、
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　前記第２の制御回路は、前記第２の無線回路が生成する搬送波信号の周波数を補正する
ことにより、前記第２の無線処理の制御を行なう、無線装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記発
振回路により生成される前記クロック信号の周波数を補正するように前記発振回路を制御
し、
　前記第２の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差と前記第２の周波数
帯域に対する前記位相差とに基づいて、前記第２の無線回路が生成する搬送波信号の周波
数を補正するように前記第２の無線回路を制御する、無線装置。
【請求項８】
　請求項２に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の無線回路が生成する第１の搬送波信号の周波数を補
正することにより、前記第１の無線処理の制御を行ない、
　前記第２の制御回路は、前記第２の無線回路が生成する第２の搬送波信号の周波数を補
正することにより、前記第２の無線処理の制御を行なう、無線装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記第
１の搬送波信号の周波数を補正するように前記第１の無線回路を制御し、
　前記第２の制御回路は、前記第２の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記第
２の搬送波信号の周波数を補正するように前記第２の無線回路を制御する、無線装置。
【請求項１０】
　請求項２に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の無線回路に供給される前記クロック信号の周波数を
補正することにより、前記第１の無線処理の制御を行ない、
　前記第２の制御回路は、前記第２の無線回路における変調信号の位相を補正することに
より、前記第２の無線処理の制御を行なう、無線装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記発
振回路により生成される前記クロック信号の周波数を補正するように前記発振回路を制御
し、
　前記第２の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差と前記第２の周波数
帯域に対する前記位相差とに基づいて、前記変調信号の位相を補正するように前記第２の
無線回路を制御する、無線装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の無線装置であって、
　前記第２の無線回路は、無線送信処理及び復調処理の一方又は両方に同期したクロック
信号の第１の周波数よりも高い第２の周波数を有するタイミングにおける値を含む信号を
前記変調信号として生成するとともに、前記生成した変調信号のうちの、前記第１の周波
数を有するタイミングにおける値を処理し、
　前記第２の制御回路は、前記第２の無線回路により処理される前記値に対応するタイミ
ングを変更することにより、前記変調信号の位相を補正する、無線装置。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の無線装置であって、
　前記第２の制御回路は、前記第２の無線回路における前記変調信号を演算処理すること
により、前記変調信号の位相を補正する、無線装置。
【請求項１４】
　請求項２に記載の無線装置であって、



(4) JP 2015-233192 A 2015.12.24

10

20

30

40

50

　前記第１の制御回路は、前記第１の無線回路における第１の変調信号の位相を補正する
ことにより、前記第１の無線処理の制御を行ない、
　前記第２の制御回路は、前記第２の無線回路における第２の変調信号の位相を補正する
ことにより、前記第２の無線処理の制御を行なう、無線装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記第
１の変調信号の位相を補正するように前記第１の無線回路を制御し、
　前記第２の制御回路は、前記第２の周波数帯域に対する前記位相差に基づいて、前記第
２の変調信号の位相を補正するように前記第２の無線回路を制御する、無線装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の無線装置であって、
　前記第１の無線回路は、無線送信処理及び復調処理の一方又は両方に同期したクロック
信号の第１の周波数よりも高い第２の周波数を有するタイミングにおける値を含む信号を
前記第１の変調信号として生成するとともに、前記生成した第１の変調信号のうちの、前
記第１の周波数を有するタイミングにおける値を処理し、
　前記第２の無線回路は、無線送信処理及び復調処理の一方又は両方に同期したクロック
信号の第３の周波数よりも高い第４の周波数を有するタイミングにおける値を含む信号を
前記第２の変調信号として生成するとともに、前記生成した第２の変調信号のうちの、前
記第３の周波数を有するタイミングにおける値を処理し、
　前記第１の制御回路は、前記第１の無線回路により処理される前記値に対応するタイミ
ングを変更することにより、前記第１の変調信号の位相を補正し、
　前記第２の制御回路は、前記第２の無線回路により処理される前記値に対応するタイミ
ングを変更することにより、前記第２の変調信号の位相を補正する、無線装置。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の無線装置であって、
　前記第１の制御回路は、前記第１の変調信号を演算処理することにより、前記第１の変
調信号の位相を補正し、
　前記第２の制御回路は、前記第２の変調信号を演算処理することにより、前記第２の変
調信号の位相を補正する、無線装置。
【請求項１８】
　クロック信号を生成する発振回路を備える無線装置の制御方法であって、
　前期無線装置が受信した、複数の周波数帯域の無線信号の基準位相からの位相差を検出
し、
　複数の周波数帯域のそれぞれに対して、前記位相差を補償するように前記クロック信号
に基づく前記無線信号の受信処理及び送信処理の一方又は両方を制御する、無線装置の制
御方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の無線装置の制御方法であって、
　前記制御は、
　前記複数の周波数帯域のうちの第１の周波数帯域の前記無線信号に対する、受信処理及
び送信処理の一方又は両方を含むとともに、前記クロック信号に従って動作する第１の無
線回路により行なわれる第１の無線処理を、前記第１の周波数帯域に対して、前記位相差
を補償するように制御することと、
　前記複数の周波数帯域のうちの第２の周波数帯域の前記無線信号に対する、受信処理及
び送信処理の一方又は両方を含むとともに、前記クロック信号に従って動作する第２の無
線回路により行なわれる第２の無線処理を、前記第２の周波数帯域に対して、前記位相差
を補償するように制御することと、
　を含む、無線装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線装置、及び、無線装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動局と基地局とを備える無線通信システムが知られている（例えば、特許文献１及び
非特許文献１等）。無線通信システムは、移動局の周波数を基地局の周波数に近づける自
動周波数制御（ＡＦＣ；Ａｕｔｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）を行なう。
【０００３】
　例えば、移動局は、基地局から送信された信号を受信し、受信した信号の、所定の基準
位相からの位相差を補償するように、発振回路が生成するクロック信号の周波数を補正す
ることにより、ＡＦＣを行なう。
【０００４】
　ところで、３ＧＰＰは、移動局の周波数の、基地局の周波数に対する許容誤差を、０．
１ｐｐｍとするように規定する。３ＧＰＰは、Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａ
ｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔの略記である。ｐｐｍは、Ｐａｒｔｓ　Ｐｅｒ　Ｍ
ｉｌｌｉｏｎの略記である。
【０００５】
　従って、搬送波周波数が２ＧＨｚである場合、０．１ｐｐｍに対応する周波数帯域は、
２００Ｈｚである。また、搬送波周波数が８００ＭＨｚである場合、０．１ｐｐｍに対応
する周波数帯域は、８０Ｈｚである。このように、移動局の周波数の、基地局の周波数に
対する許容誤差は、通信に用いられる周波数帯域毎に異なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１４５２７６号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．１０１　Ｖ１２．３．０、”Ｔｅｃｈｎｉｃａ
ｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ；　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　（ＵＥ）　ｒａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　（ＦＤＤ）　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１２）”、［onli
ne］、２０１４年３月、［平成２６年５月１４日検索］、インターネット〈URL：http://
www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/25_series/25.101/25101-c30.zip〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　例えば、ＭＩＭＯ方式に従った通信のように、１つの周波数帯域を用いて、複数のデー
タ系列を並列に通信する場合、移動局の周波数の、基地局の周波数に対する誤差は、デー
タ系列間でほぼ等しい。ＭＩＭＯは、Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｉｎｐｕｔ　ａｎｄ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ－Ｏｕｔｐｕｔの略記である。例えば、周波数帯域は、バンド、メインバンド、
サブバンド、又は、チャネルである。従って、ＡＦＣによって、１つのデータ系列に対す
る誤差を許容誤差内に制御できれば、他のデータ系列に対する誤差も同様に許容誤差内に
制御できる。
【０００９】
　しかしながら、複数の周波数帯域を用いる場合、１つの周波数帯域に対してＡＦＣを実
行すると、他の周波数帯域に対する誤差が許容誤差を超えることがある。従って、通信品
質が低下することがある。
【００１０】
　一つの側面として、本発明の目的の一つは、複数の周波数帯域を用いた場合に通信品質
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を高めることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一つの側面では、無線装置は、発振回路と、検出回路と、制御回路と、を備える。発振
回路は、クロック信号を生成する。検出回路は、受信した、複数の周波数帯域の無線信号
の基準位相からの位相差を検出する。制御回路は、複数の周波数帯域のそれぞれに対して
、上記位相差を補償するように上記クロック信号に基づく上記無線信号の受信処理及び送
信処理の一方又は両方を制御する。
【発明の効果】
【００１２】
　複数の周波数帯域を用いた場合に通信品質を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】無線装置の構成例を表すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る無線装置の構成例を表すブロック図である。
【図３】図２の受信器の構成例を表すブロック図である。
【図４】図２の送信器の構成例を表すブロック図である。
【図５】搬送波信号の乗算の前後における送信信号の一例を概念的に示した説明図である
。
【図６】受信信号の位相と基準位相との関係の一例を概念的に示した説明図である。
【図７】図２の第２の制御回路の構成例を表すブロック図である。
【図８】図２の無線装置の動作の一例を表すシーケンス図である。
【図９】第１実施形態の第１変形例に係る第２の制御回路の構成例を表すブロック図であ
る。
【図１０】第１実施形態の第２変形例に係る無線装置の構成例を表すブロック図である。
【図１１】図１０の第２の制御回路の構成例を表すブロック図である。
【図１２】図１０の無線装置の動作の一例を表すシーケンス図である。
【図１３】第２実施形態に係る無線装置の構成例を表すブロック図である。
【図１４】図１３の受信器の構成例を表すブロック図である。
【図１５】図１３の送信器の構成例を表すブロック図である。
【図１６】図１３の無線装置の動作の一例を表すシーケンス図である。
【図１７】第２実施形態の第１変形例に係る受信器の構成例を表すブロック図である。
【図１８】第２実施形態の第２変形例に係る受信器の構成例を表すブロック図である。
【図１９】第２実施形態の第３変形例に係る無線装置の構成例を表すブロック図である。
【図２０】図１９の無線装置の動作の一例を表すシーケンス図である。
【図２１】第３実施形態に係る無線装置の構成例を表すブロック図である。
【図２２】図２１のＲＦ部及びＤＢＢ部の構成例を表すブロック図である。
【図２３】図２２の受信タイミング調整回路の構成例を表すブロック図である。
【図２４】２つのクロック信号の周期の関係の一例を概念的に示した説明図である。
【図２５】図２３の受信タイミング調整回路の動作の一例を表すタイムチャートである。
【図２６】図２２の送信タイミング調整回路の構成例を表すブロック図である。
【図２７】図２１の無線装置の動作の一例を表すシーケンス図である。
【図２８】図２３の受信タイミング調整回路の変形例を表すブロック図である。
【図２９】第３実施形態の第１変形例に係る無線装置の構成例を表すブロック図である。
【図３０】図２９の無線装置の動作の一例を表すシーケンス図である。
【図３１】第４実施形態に係る無線装置の構成例を表すブロック図である。
【図３２】図３１のＲＦ部及びＤＢＢ部の構成例を表すブロック図である。
【図３３】図３２の受信位相補正回路の変形例を表すブロック図である。
【図３４】第４実施形態の第１変形例に係る無線装置の構成例を表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ただし、以下に説明される実施形
態は例示である。従って、以下に明示しない種々の変形や技術が実施形態に適用されるこ
とは排除されない。なお、以下の実施形態で用いる図面において、同一の符号を付した部
分は、変更又は変形が明示されない限り、同一若しくは同様の部分を表す。
【００１５】
＜第１実施形態＞
　複数の周波数帯域を用いる場合、複数の周波数帯域に対して、それぞれＡＦＣを行なう
ことが考えられる。例えば、図１に示すように、無線装置９００は、第１及び第２の周波
数帯域に対して、第１及び第２の無線回路９１２及び９２２と、第１及び第２の制御回路
９１３及び９２３と、第１及び第２の発振回路９１１及び９２１と、をそれぞれ備える。
第１及び第２の制御回路９１３及び９２３は、第１及び第２の周波数帯域に対して、受信
信号の位相差を補償するように、第１及び第２の発振回路９１１及び９２１が生成するク
ロック信号の周波数をそれぞれ補正する。
【００１６】
　しかしながら、無線装置９００は、複数の発振回路９１１及び９２１を備えるので、発
振回路を１つだけ備える場合よりも大型化してしまう。また、無線装置９００は、複数の
発振回路９１１及び９２１を備えるので、発振回路を１つだけ備える場合よりも、製造に
要するコストが高くなってしまう。
【００１７】
　これに対し、第１実施形態に係る無線装置は、発振回路と、検出回路と、制御回路と、
を備える。発振回路は、クロック信号を生成する。検出回路は、受信した、複数の周波数
帯域の無線信号の基準位相からの位相差を検出する。制御回路は、複数の周波数帯域のそ
れぞれに対して、上記位相差を補償するように上記クロック信号に基づく上記無線信号の
受信処理及び送信処理の一方又は両方を制御する。
【００１８】
　これによれば、複数の周波数帯域のそれぞれに対して、無線信号の位相差を補償するこ
とができる。この結果、各周波数帯域における通信品質を高めることができる。また、複
数の発振回路を設ける場合よりも、無線装置を小型化できる。また、複数の発振回路を設
ける場合よりも、無線装置の製造に要するコストを低減できる。
【００１９】
　以下、第１実施形態に係る無線装置について詳細に説明する。
（構成）
　図２に示すように、第１実施形態に係る無線装置１は、他の無線装置との間で無線信号
を送信及び受信する。例えば、無線装置は、移動局、基地局、又は、中継局であってよい
。移動局は、無線端末、端末装置、又は、ユーザ端末（ＵＥ；Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ）と呼ばれてもよい。本例では、無線装置１は、移動局であり、他の無線装置として
の基地局との間で無線信号を送受信する。無線装置１は、移動局又は中継局との間で無線
信号を送受信してもよい。
【００２０】
　無線装置１は、例示的に、第１の無線回路１１と、第１のアンテナ１２と、第１の共用
器１３と、第１の制御回路１４と、を備える。更に、無線装置１は、例示的に、第２の無
線回路２１と、第２のアンテナ２２と、第２の共用器２３と、第２の制御回路２４と、発
振回路３１と、データ結合回路３２と、を備える。
【００２１】
　本例では、無線装置１は、第１の周波数帯域の無線信号の通信と、第１の周波数帯域と
異なる第２の周波数帯域の無線信号の通信と、を並列に行なう。例えば、周波数帯域は、
バンド、メインバンド、サブバンド、又は、チャネルと呼ばれてもよい。
【００２２】
　本例では、第１の無線回路１１及び第２の無線回路２１は、第１及び第２の周波数帯域
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の無線信号に対する第１及び第２の無線処理をそれぞれ行なう。
　例えば、第１の無線回路１１及び第２の無線回路２１は、ＨＳＰＡ（Ｈｉｇｈ－ｓｐｅ
ｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）における、ＤＣ－ＨＳＤＰＡ、ＤＣ－ＨＳＰＡ、又
は、ＤＢ－ＨＳＤＰＡ方式に従った無線処理を行なってよい。ＤＣは、Ｄｕａｌ　Ｃｅｌ
ｌの略記である。ＨＳＤＰＡは、Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ａｃｃｅｓｓの略記である。ＤＢは、Ｄｕａｌ　Ｂａｎｄの略記である。
【００２３】
　また、例えば、第１の無線回路１１及び第２の無線回路２１は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃ
ｅｄにおけるＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）を行なうための無線処理
を実行してもよい。ＬＴＥは、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎの略記である。
【００２４】
　また、例えば、第１の無線回路１１及び第２の無線回路２１は、互いに異なる無線通信
方式（換言すると、ＲＡＴ）に従った通信を行なうための無線処理を実行してもよい。Ｒ
ＡＴは、Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの略記である。例えば、第１
の無線回路１１は、ＬＴＥ方式に従った無線処理を実行し、第２の無線回路２１は、Ｗ－
ＣＤＭＡ方式又はＷｉ－Ｆｉ方式に従った無線処理を実行してもよい。Ｗ－ＣＤＭＡは、
Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓの略
記である。Ｗｉ－Ｆｉは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙの略記である。
　また、第１の無線回路１１及び第２の無線回路２１は、互いに異なる通信キャリアによ
る通信を行なうための無線処理を実行してもよい。
【００２５】
　発振回路３１は、所定の周波数を有するクロック信号を生成する。本例では、発振回路
３１は、印加される電圧に応じて、生成するクロック信号の周波数を制御可能な水晶発振
器を含む。例えば、発振器は、ＶＣ－ＴＣＸＯ（Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ
　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｏｓｃｉｌｌａ
ｔｏｒ）である。
【００２６】
　第１の無線回路１１は、発振回路３１により生成されたクロック信号に従って動作する
。第１の無線回路１１は、第１の周波数帯域の無線信号に対する第１の無線処理を行なう
。本例では、第１の無線処理は、無線信号を受信する処理である受信処理、及び、無線信
号を送信する処理である送信処理、の両方を含む。なお、第１の無線処理は、受信処理、
又は、送信処理の一方を含んでよい。また、第１の無線処理は、受信処理、又は、送信処
理の一方を含むとともに他方を含まなくてもよい。
【００２７】
　第１の無線回路１１は、例示的に、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部１１１
と、ＤＢＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂａｓｅｂａｎｄ）部１１２と、を備える。
　ＲＦ部１１１は、アナログ信号を処理する。ＲＦ部１１１は、ＤＢＢ部１１２から入力
される信号をデジタル信号からアナログ信号へ変換する（換言すると、ＤＡ変換を行なう
）とともに、ＤＢＢ部１１２へ出力する信号をアナログ信号からデジタル信号へ変換する
（換言すると、ＡＤ変換を行なう）。
【００２８】
　ＲＦ部１１１は、例示的に、受信器１１１１と、送信器１１１２と、を備える。
　受信器１１１１及び送信器１１１２のそれぞれは、第１の共用器１３を介して第１のア
ンテナ１２と接続される。受信器１１１１及び送信器１１１２は、第１の共用器１３を用
いることにより第１のアンテナ１２を共用する。
【００２９】
　図３に示すように、受信器１１１１は、例示的に、受信シンセサイザ１１１３と、乗算
器１１１４と、を備える。本例では、受信器１１１１により実行される処理は、無線受信
処理とも表される。
【００３０】
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　受信シンセサイザ１１１３は、発振回路３１により生成されたクロック信号に基づいて
、クロック信号の周波数と異なる周波数の搬送波信号を生成する。本例では、受信シンセ
サイザ１１１３により生成される搬送波信号の周波数は、第１の周波数帯域に含まれる。
例えば、受信シンセサイザ１１１３は、ＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）
周波数シンセサイザである。例えば、ＰＬＬ周波数シンセサイザは、デジタルＰＬＬであ
る。
【００３１】
　乗算器１１１４は、第１のアンテナ１２により受信された無線信号に、受信シンセサイ
ザ１１１３により生成された搬送波信号を乗算する。乗算は、混合と表されてもよい。乗
算器１１１４は、乗算後の信号を、後述する復調器１１２１へ出力する。乗算器１１１４
により出力される信号は、受信信号と表されてよい。
【００３２】
　図４に示すように、送信器１１１２は、例示的に、送信シンセサイザ１１１５と、乗算
器１１１６と、を備える。本例では、送信器１１１２により実行される処理は、無線送信
処理とも表される。
【００３３】
　送信シンセサイザ１１１５は、受信シンセサイザ１１１３と同様に、発振回路３１によ
り生成されたクロック信号に基づいて搬送波信号を生成する。本例では、送信シンセサイ
ザ１１１５は、受信シンセサイザ１１１３が生成する搬送波信号の周波数と同じ周波数の
搬送波信号を生成する。
【００３４】
　乗算器１１１６は、後述する変調器１１２３により出力された送信信号に、送信シンセ
サイザ１１１５により生成された搬送波信号を乗算する。乗算器１１１６は、乗算後の信
号を第１の共用器１３を介して第１のアンテナ１２へ出力する。図５に例示するように、
第１のアンテナ１２から、送信信号Ｓ０に、周波数Ｆｃの搬送波信号が乗算された信号Ｓ
１が送信される。
【００３５】
　図２に示すＤＢＢ部１１２は、デジタル信号を処理する。
　ＤＢＢ部１１２は、例示的に、復調器１１２１と、検出器１１２２と、変調器１１２３
と、を備える。
【００３６】
　復調器１１２１は、発振回路３１により生成されたクロック信号に基づいて、受信器１
１１１により出力された受信信号を所定の変調方式に従って復調する。例えば、変調方式
は、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、又は、６４ＱＡＭ等の多値変調方式であってよい。ＱＰＳＫ
は、Ｑｕａｄｒｉｐｈａｓｅ　Ｐｈａｓｅ－Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇの略記である。Ｑ
ＡＭは、Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎの略記であ
る。本例では、復調器１１２１により実行される処理は、復調処理とも表される。
【００３７】
　検出器１１２２は、受信器１１１１により出力された受信信号の位相の、所定の基準位
相からの差である第１の位相差Δｆ１を検出する。位相差は、位相シフト量、又は、位相
ずれ量と表されてもよい。本例では、位相差は、受信信号の周波数の、所定の基準周波数
からの差である周波数差に対応する。例えば、位相差又は周波数差は、無線装置１の通信
相手である他の無線装置が生成する信号の第１の周波数と、当該第１の周波数と周波数が
一致するように無線装置１が生成する信号の第２の周波数と、の差に対応する。
【００３８】
　本例では、位相差の検出には、既知信号が用いられる。既知信号は、無線装置１と、無
線装置１の通信相手である他の無線装置と、のそれぞれにより予め知られている信号であ
る。例えば、既知信号は、同期信号、パイロット信号、又は、参照信号等である。
　本例では、検出器１１２２は、受信器１１１１により出力された受信信号と、予め記憶
している既知信号と、の相関に基づいて第１の位相差Δｆ１を検出する。



(10) JP 2015-233192 A 2015.12.24

10

20

30

40

50

　検出器１１２２と、後述する検出器２１２２と、は、第１及び第２の周波数帯域の無線
信号の基準位相からの位相差を検出する検出回路の一例である。
【００３９】
　変調器１１２３は、発振回路３１により生成されたクロック信号に基づいて、送信信号
を所定の変調方式に従って変調する。例えば、変調方式は、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、又は
、６４ＱＡＭ等の多値変調方式であってよい。変調器１１２３は、変調後の送信信号を送
信器１１１２へ出力する。本例では、変調器１１２３により実行される処理は、変調処理
とも表される。
【００４０】
　第１の制御回路１４は、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１に基づい
て、発振回路３１により生成されるクロック信号の周波数を補正するように発振回路３１
を制御する。本例では、第１の制御回路１４は、発振回路３１に含まれる水晶発振器に印
加される電圧を調整することにより、クロック信号の周波数を補正する。
【００４１】
　本例では、第１の制御回路１４は、受信信号の位相が基準位相よりも進んでいることを
、検出された第１の位相差Δｆ１が示す場合、クロック信号の周波数を増加するように電
圧の調整量を決定する。更に、本例では、第１の制御回路１４は、受信信号の位相が基準
位相よりも遅れていることを、検出された第１の位相差Δｆ１が示す場合、クロック信号
の周波数を減少するように電圧の調整量を決定する。
【００４２】
　なお、第１の制御回路１４は、位相差と電圧の調整量との関係を予め記憶し、記憶して
いる関係と、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１と、に基づいて、電圧
の調整量を決定してもよい。
【００４３】
　図６に例示するように、受信信号の位相Ｐ１が基準位相Ｐ０よりも進んでいる場合、ク
ロック信号の周波数が増加される。従って、受信信号の位相が基準位相Ｐ０に近づく方向
Ａ１へ、受信信号の位相が補正されるように、第１の無線処理が制御される。
【００４４】
　一方、受信信号の位相Ｐ２が基準位相Ｐ０よりも遅れている場合、クロック信号の周波
数が減少される。従って、受信信号の位相が基準位相Ｐ０に近づく方向Ａ２へ、受信信号
の位相が補正されるように、第１の無線処理が制御される。このようにして、第１の制御
回路１４は、第１の位相差Δｆ１を補償するように第１の無線処理を制御する。
【００４５】
　図７に示すように、第２の制御回路２４は、例示的に、周波数制御信号生成器２４１と
、プログラマブル分周器２４２と、位相比較器２４３と、ループフィルタ２４４と、ＶＣ
Ｏ２４５と、を備える。ＶＣＯは、Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌ
ｌａｔｏｒの略記である。第２の制御回路２４のうちの、プログラマブル分周器２４２、
位相比較器２４３、ループフィルタ２４４及びＶＣＯ２４５を含む部分は、デジタルＰＬ
Ｌと呼ばれてもよい。
【００４６】
　周波数制御信号生成器２４１は、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１

と、後述する検出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ２と、に基づいて分周比
Ｍを決定し、決定した分周比Ｍを表す周波数制御信号を出力する。本例では、Ｍは整数を
表す。
【００４７】
　本例では、周波数制御信号生成器２４１は、第２の位相差Δｆ２から第１の位相差Δｆ

１を減じた値Δｆ２－Δｆ１に基づいて分周比Ｍを決定する。なお、本例では、位相差が
正の値を有することは、受信信号の位相が基準位相よりも進んでいることを表す。例えば
、周波数制御信号生成器２４１は、値Δｆ２－Δｆ１が増加するほど分周比Ｍが増加する
ように分周比Ｍを決定する。
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【００４８】
　なお、周波数制御信号生成器２４１は、値Δｆ２－Δｆ１と分周比Ｍとの関係を予め記
憶し、記憶している関係と、検出された、第１の位相差Δｆ１及び第２の位相差Δｆ２か
ら算出された値Δｆ２－Δｆ１と、に基づいて、分周比Ｍを決定してもよい。
【００４９】
　また、周波数制御信号生成器２４１は、値Δｆ２－Δｆ１に代えて、値Δｆ２－ｋΔｆ

１を、分周比Ｍを決定するために用いてもよい。ここで、ｋは、予め定められた係数を表
す。係数ｋは、第１の周波数帯域に含まれる周波数と、第２の周波数帯域に含まれる周波
数と、に基づいて決定されてよい。例えば、係数ｋは、第１の周波数帯域に対する搬送波
信号の周波数と、第２の周波数帯域に対する搬送波信号の周波数と、の比に基づく値であ
ってよい。
【００５０】
　プログラマブル分周器２４２は、ＶＣＯ２４５により出力されたクロック信号の周波数
Ｆ２を、周波数制御信号生成器２４１により出力された周波数制御信号が表す分周比Ｍに
より除した周波数ＦＭ（＝Ｆ２／Ｍ）の分周信号を出力する。
【００５１】
　位相比較器２４３は、発振回路３１により出力されたクロック信号と、プログラマブル
分周器２４２により出力された分周信号と、の間の位相差に応じた信号である位相差信号
を出力する。
【００５２】
　本例では、位相差信号は、プログラマブル分周器２４２により出力された分周信号が、
発振回路３１により出力されたクロック信号よりも進んでいる場合、ＶＣＯ２４５により
生成されるクロック信号の周波数を減少させる値を有する。更に、本例では、位相差信号
は、プログラマブル分周器２４２により出力された分周信号が、発振回路３１により出力
されたクロック信号よりも遅れている場合、ＶＣＯ２４５により生成されるクロック信号
の周波数を増加させる値を有する。
　例えば、位相比較器２４３は、排他的論理和及びチャージポンプを用いて実現されてよ
い。
【００５３】
　ループフィルタ２４４は、位相差信号を平滑化する。本例では、ループフィルタ２４４
は、ローパスフィルタである。
【００５４】
　ＶＣＯ２４５は、印加される電圧に応じて、生成する信号の周波数を制御可能な発振器
を含む。ＶＣＯ２４５は、ループフィルタ２４４により平滑化された位相差信号に応じた
周波数のクロック信号を生成する。ＶＣＯ２４５は、生成したクロック信号を第２の無線
回路２１へ出力する。クロック信号の出力は、クロック信号の供給と表されてよい。
【００５５】
　このようにして、第２の制御回路２４は、発振回路３１により出力されたクロック信号
の周波数を補正し、補正したクロック信号を第２の無線回路２１へ供給する。これにより
、第２の制御回路２４は、第２の無線回路２１に供給されるクロック信号の周波数を補正
することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【００５６】
　図２に示す第２の無線回路２１は、第２の制御回路２４により出力されたクロック信号
に従って動作する。第２の無線回路２１は、第１の周波数帯域と異なる第２の周波数帯域
の無線信号に対する第２の無線処理を行なう。
【００５７】
　本例では、第２の無線処理は、無線信号を受信する処理である受信処理、及び、無線信
号を送信する処理である送信処理、の両方を含む。なお、第２の無線処理は、受信処理、
又は、送信処理の一方を含んでよい。また、第２の無線処理は、受信処理、又は、送信処
理の一方を含むとともに他方を含まなくてもよい。
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【００５８】
　第２の無線回路２１は、例示的に、ＲＦ部２１１と、ＤＢＢ部２１２と、を備える。Ｒ
Ｆ部２１１及びＤＢＢ部２１２は、第１及び第２の相違点を除いて、ＲＦ部１１１及びＤ
ＢＢ部１１２とそれぞれ同様の機能を有する。第１の相違点は、発振回路３１により出力
されたクロック信号に代えて、第２の制御回路２４により出力されたクロック信号に従っ
て動作する点である。第２の相違点は、第１の周波数帯域に代えて第２の周波数帯域に対
する処理を実行する点である。
【００５９】
　ＲＦ部２１１は、例示的に、受信器２１１１と、送信器２１１２と、を備える。受信器
２１１１及び送信器２１１２は、第１及び第２の相違点を除いて、受信器１１１１及び送
信器１１１２とそれぞれ同様の機能を有する。
【００６０】
　ＤＢＢ部２１２は、例示的に、復調器２１２１と、検出器２１２２と、変調器２１２３
と、を備える。復調器２１２１、検出器２１２２及び変調器２１２３は、第１及び第２の
相違点を除いて、復調器１１２１、検出器１１２２及び変調器１１２３とそれぞれ同様の
機能を有する。従って、上述したように、検出器２１２２は、受信器２１１１により出力
された受信信号の位相の基準位相からの差である第２の位相差Δｆ２を検出する。
【００６１】
　データ結合回路３２は、復調器１１２１による復調後の受信信号と、復調器２１２１に
よる復調後の受信信号と、を結合する。
【００６２】
（動作）
　無線装置１の動作の一例について図２及び図８を参照しながら説明する。
　第１の無線回路１１において、受信器１１１１は、第１のアンテナ１２を介して、他の
無線装置により送信された第１の周波数帯域の無線信号を受信し、受信した無線信号であ
る受信信号を出力する。検出器１１２２は、受信器１１１１により出力された受信信号の
位相の基準位相からの差である第１の位相差Δｆ１を検出する（図８のステップＳ１０１
）。
【００６３】
　同様に、第２の無線回路２１において、受信器２１１１は、第２のアンテナ２２を介し
て、他の無線装置により送信された第２の周波数帯域の無線信号を受信し、受信した無線
信号である受信信号を出力する。検出器２１２２は、受信器２１１１により出力された受
信信号の位相の基準位相からの差である第２の位相差Δｆ２を検出する（図８のステップ
Ｓ１０２）。
【００６４】
　本例では、位相差の検出に用いられる既知信号は、第１の無線回路１１及び第２の無線
回路２１に共通するタイムスロットにて受信される。なお、位相差の検出に用いられる既
知信号は、第１の無線回路１１及び第２の無線回路２１に共通するサブフレーム又はフレ
ームにて受信されてもよい。また、第１の無線回路１１において位相差の検出に用いられ
る既知信号は、第２の無線回路２１において位相差の検出に用いられる既知信号が受信さ
れるタイミングから所定の時間内に受信されてもよい。
【００６５】
　検出器１１２２は、検出した第１の位相差Δｆ１を、第１の制御回路１４及び第２の制
御回路２４のそれぞれへ出力する（図８のステップＳ１０３）。
　第１の制御回路１４は、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１に基づい
て、発振回路３１により生成されるクロック信号の周波数を補正するように発振回路３１
を制御する（図８のステップＳ１０４）。
【００６６】
　第２の制御回路２４は、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１と、検出
器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ２と、に基づいて、発振回路３１により出
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力されたクロック信号の周波数を補正する（図８のステップＳ１０５）。例えば、図８の
ステップＳ１０４及びＳ１０５の処理は、同時に、又は、略同時に実行されてよい。
　第２の制御回路２４は、補正したクロック信号を第２の無線回路２１へ供給する。この
ように、第２の制御回路２４は、第２の無線回路２１に供給されるクロック信号の周波数
を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【００６７】
　以上、説明したように、第１実施形態に係る無線装置１は、発振回路３１と、検出器１
１２２及び検出器２１２２と、第１の制御回路１４及び第２の制御回路２４と、を備える
。発振回路３１は、クロック信号を生成する。検出器１１２２は、第１の周波数帯域の無
線信号の基準位相からの第１の位相差Δｆ１を検出する。検出器２１２２は、第２の周波
数帯域の無線信号の基準位相からの第２の位相差Δｆ２を検出する。第１の制御回路１４
は、第１の周波数帯域に対して、第１の位相差Δｆ１を補償するように第１の無線処理を
制御する。第２の制御回路２４は、第２の周波数帯域に対して、第２の位相差Δｆ２を補
償するように第２の無線処理を制御する。
【００６８】
　これによれば、第１及び第２の周波数帯域のそれぞれに対して、無線信号の位相差を補
償することができる。この結果、各周波数帯域における通信品質を高めることができる。
また、複数のＶＣ－ＴＣＸＯを設ける場合よりも、無線装置１を小型化できる。また、複
数のＶＣ－ＴＣＸＯを設ける場合よりも、無線装置１の製造に要するコストを低減できる
。
【００６９】
　更に、第１実施形態に係る無線装置１において、第１の制御回路１４は、第１の無線回
路１１に供給されるクロック信号の周波数を補正することにより、第１の無線処理の制御
を行なう。加えて、第２の制御回路２４は、第２の無線回路２１に供給されるクロック信
号の周波数を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【００７０】
　これによれば、第１及び第２の周波数帯域のそれぞれに対する、受信された無線信号の
位相差を補償することができる。
【００７１】
　更に、第１実施形態に係る無線装置１において、第１の制御回路１４は、第１の周波数
帯域に対する第１の位相差Δｆ１に基づいて、発振回路３１により生成されるクロック信
号の周波数を補正するように発振回路３１を制御する。加えて、第２の制御回路２４は、
第１の周波数帯域に対する第１の位相差Δｆ１と第２の周波数帯域に対する第２の位相差
Δｆ２とに基づいて、発振回路３１により出力されたクロック信号の周波数を補正する。
第２の制御回路２４は、補正したクロック信号を第２の無線回路２１へ供給する。
【００７２】
　これによれば、発振回路３１により生成されるクロック信号の周波数は、第１の周波数
帯域に対する第１の位相差Δｆ１に基づいて補正される。従って、第１の周波数帯域に対
する第１の位相差Δｆ１を補償することができる。更に、発振回路３１により出力された
クロック信号の周波数は、第１及び第２の周波数帯域に対する位相差Δｆ１及びΔｆ２に
基づいて補正される。従って、第２の無線回路２１に供給されるクロック信号の周波数に
、第１及び第２の周波数帯域に対する位相差Δｆ１及びΔｆ２の両方を反映できる。この
結果、第２の周波数帯域に対する第２の位相差Δｆ２を補償することができる。
【００７３】
＜第１実施形態の第１変形例＞
　次に、本発明の第１実施形態の第１変形例に係る無線装置について説明する。第１実施
形態の第１変形例に係る無線装置は、第１実施形態に係る無線装置に対して、デジタルＰ
ＬＬに代えて、ＡＤＰＬＬを用いる点において相違している。ＡＤＰＬＬは、Ａｌｌ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　ＰＬＬの略記である。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、
第１実施形態の第１変形例の説明において、第１実施形態にて使用した符号と同じ符号を
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付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
【００７４】
　図９に示すように、第１実施形態の第１変形例に係る無線装置１は、例示的に、図２の
第２の制御回路２４に代えて、第２の制御回路２４Ａを備える。
【００７５】
　第２の制御回路２４Ａは、例示的に、周波数制御信号生成器２４１と、ＰＦＤ２４６と
、デジタル演算部２４７と、ＤＣＯ２４８と、を備える。ＰＦＤは、Ｐｈａｓｅ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒの略記である。ＤＣＯは、Ｄｉｇｉｔａｌｌｙ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒの略記である。
【００７６】
　第２の制御回路２４Ａのうちの、ＰＦＤ２４６、デジタル演算部２４７及びＤＣＯ２４
８を含む部分は、ＡＤＰＬＬと呼ばれてもよい。第２の制御回路２４Ａのうちの、ＰＦＤ
２４６、デジタル演算部２４７及びＤＣＯ２４８を含む部分は、例えば、標準ＣＭＯＳプ
ロセスによって形成されるＣＭＯＳデジタル回路により実現されてよい。ＣＭＯＳは、Ｃ
ｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒの略
記である。
【００７７】
　周波数制御信号生成器２４１は、図７に示す周波数制御信号生成器２４１と同様の機能
を有する。
　ＰＦＤ２４６は、分周信号と、発振回路３１により出力されたクロック信号と、の間の
位相差に応じた信号である位相差信号を出力する。本例では、分周信号は、ＤＣＯ２４８
により出力されたクロック信号の周波数Ｆ２を、周波数制御信号生成器２４１により出力
された周波数制御信号が表す分周比Ｍにより除した周波数ＦＭ（＝Ｆ２／Ｍ）の信号であ
る。
【００７８】
　本例では、ＰＦＤ２４６は、ＴＤＣ（Ｔｉｍｅ　ｔｏ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒ
ｔｅｒ）と、カウンタと、を備える。ＰＦＤ２４６は、分周信号の周波数と、発振回路３
１により出力されたクロック信号の周波数と、の比の整数部分をカウンタにより検出する
。更に、ＰＦＤ２４６は、分周信号の周波数と、発振回路３１により出力されたクロック
信号の周波数と、の比の小数部分をＴＤＣにより検出する。
【００７９】
　ＰＦＤ２４６は、カウンタ及びＴＤＣによる検出結果に基づいて位相差信号を出力する
。本例では、位相差信号は、分周信号が、発振回路３１により出力されたクロック信号よ
りも進んでいる場合、ＤＣＯ２４８により生成されるクロック信号の周波数を減少させる
値を有する。更に、本例では、位相差信号は、分周信号が、発振回路３１により出力され
たクロック信号よりも遅れている場合、ＤＣＯ２４８により生成されるクロック信号の周
波数を増加させる値を有する。
【００８０】
　デジタル演算部２４７は、位相差信号を平滑化する。本例では、デジタル演算部２４７
は、ローパスフィルタを含む。デジタル演算部２４７は、平滑化された位相差信号に応じ
た周波数を表す周波数制御信号を出力する。
【００８１】
　ＤＣＯ２４８は、入力される周波数制御信号が表す周波数の信号を生成可能な発振器を
含む。例えば、発振器は、ＬＣ発振回路を含んでよい。本例では、ＤＣＯ２４８は、デジ
タル演算部２４７により出力された周波数制御信号が表す周波数のクロック信号を生成す
る。ＤＣＯ２４８は、生成したクロック信号を第２の無線回路２１へ出力する。
【００８２】
　このようにして、第２の制御回路２４Ａは、発振回路３１により出力されたクロック信
号の周波数を補正し、補正したクロック信号を第２の無線回路２１へ供給する。これによ
り、第２の制御回路２４Ａは、第２の無線回路２１に供給されるクロック信号の周波数を
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補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【００８３】
　第１実施形態の第１変形例に係る無線装置１は、第１実施形態に係る無線装置１と同様
に動作する。これにより、第１実施形態の第１変形例に係る無線装置１は、第１実施形態
に係る無線装置１と同様の作用及び効果を奏することができる。
【００８４】
＜第１実施形態の第２変形例＞
　次に、本発明の第１実施形態の第２変形例に係る無線装置について説明する。第１実施
形態の第２変形例に係る無線装置は、第１実施形態に係る無線装置に対して、発振回路に
より出力されたクロック信号の周波数を第１及び第２の周波数帯域に対して並列に補正す
る点において相違している。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第１実施
形態の第２変形例の説明において、第１実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したも
のは、同一又はほぼ同様のものである。
【００８５】
（構成）
　図１０に示すように、第１実施形態の第２変形例に係る無線装置１Ｂは、例示的に、図
２の第１の制御回路１４、第２の制御回路２４及び発振回路３１に代えて、第１の制御回
路１４Ｂ、第２の制御回路２４Ｂ及び発振回路３１Ｂを備える。
【００８６】
　発振回路３１Ｂは、所定の周波数を有するクロック信号を生成する。本例では、発振回
路３１Ｂは、水晶発振器を含む。例えば、発振器は、ＴＣＸＯである。なお、発振器は、
ＶＣ－ＴＣＸＯであってもよい。
【００８７】
　第２の制御回路２４Ｂは、第１の位相差Δｆ１に基づかずに、第２の位相差Δｆ２に基
づいて、発振回路３１により出力されたクロック信号の周波数を補正する点において、図
２の第２の制御回路２４と相違する。
【００８８】
　図１１に示すように、第１実施形態の第２変形例に係る第２の制御回路２４Ｂは、図７
の周波数制御信号生成器２４１に代えて周波数制御信号生成器２４１Ｂを備える。
　周波数制御信号生成器２４１Ｂは、検出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ

２に基づいて分周比Ｍを決定し、決定した分周比Ｍを表す周波数制御信号を出力する。
【００８９】
　本例では、周波数制御信号生成器２４１Ｂは、第２の位相差Δｆ２が増加するほど分周
比Ｍが増加するように分周比Ｍを決定する。なお、本例では、位相差が正の値を有するこ
とは、受信信号の位相が基準位相よりも進んでいることを表す。
　なお、周波数制御信号生成器２４１Ｂは、第２の位相差Δｆ２と分周比Ｍとの関係を予
め記憶し、記憶している関係と、検出された、第２の位相差Δｆ２と、に基づいて、分周
比Ｍを決定してもよい。
【００９０】
　第２の制御回路２４Ｂは、発振回路３１Ｂにより出力されたクロック信号の周波数を補
正し、補正したクロック信号を第２の無線回路２１へ供給する。これにより、第２の制御
回路２４Ｂは、第２の無線回路２１に供給されるクロック信号の周波数を補正することに
より、第２の無線処理の制御を行なう。
【００９１】
　第１の制御回路１４Ｂは、第２の位相差Δｆ２に代えて第１の位相差Δｆ１を用いる点
、及び、第２の無線回路２１に代えて第１の無線回路１１へクロック信号を供給する点を
除いて、第２の制御回路２４Ｂと同様の機能を有する。
【００９２】
　従って、第１の制御回路１４Ｂは、発振回路３１Ｂにより出力されたクロック信号の周
波数を補正し、補正したクロック信号を第１の無線回路１１へ供給する。これにより、第
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１の制御回路１４Ｂは、第１の無線回路１１に供給されるクロック信号の周波数を補正す
ることにより、第１の無線処理の制御を行なう。
【００９３】
　なお、第１の制御回路１４Ｂ及び第２の制御回路２４Ｂのそれぞれは、デジタルＰＬＬ
に代えて、ＡＤＰＬＬを備えていてもよい。
【００９４】
（動作）
　無線装置１Ｂの動作の一例について図１０及び図１２を参照しながら説明する。
　第１の無線回路１１において、受信器１１１１は、第１のアンテナ１２を介して、他の
無線装置により送信された第１の周波数帯域の無線信号を受信し、受信した無線信号であ
る受信信号を出力する。検出器１１２２は、受信器１１１１により出力された受信信号の
位相の基準位相からの差である第１の位相差Δｆ１を検出する（図１２のステップＳ２０
１）。
【００９５】
　同様に、第２の無線回路２１において、受信器２１１１は、第２のアンテナ２２を介し
て、他の無線装置により送信された第２の周波数帯域の無線信号を受信し、受信した無線
信号である受信信号を出力する。検出器２１２２は、受信器２１１１により出力された受
信信号の位相の基準位相からの差である第２の位相差Δｆ２を検出する（図１２のステッ
プＳ２０２）。
【００９６】
　本例では、位相差の検出に用いられる既知信号は、第１の無線回路１１及び第２の無線
回路２１に共通するタイムスロットにて受信されてもよく、互いに異なるタイムスロット
にて受信されてもよい。
【００９７】
　第１の制御回路１４Ｂは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１に基づ
いて、発振回路３１により出力されたクロック信号の周波数を補正する（図１２のステッ
プＳ２０３）。第１の制御回路１４Ｂは、補正したクロック信号を第１の無線回路１１へ
供給する。このように、第１の制御回路１４Ｂは、第１の無線回路１１に供給されるクロ
ック信号の周波数を補正することにより、第１の無線処理の制御を行なう。
【００９８】
　同様に、第２の制御回路２４Ｂは、検出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ

２に基づいて、発振回路３１により出力されたクロック信号の周波数を補正する（図１２
のステップＳ２０４）。第２の制御回路２４Ｂは、補正したクロック信号を第２の無線回
路２１へ供給する。このように、第２の制御回路２４Ｂは、第２の無線回路２１に供給さ
れるクロック信号の周波数を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【００９９】
　これにより、第１実施形態の第２変形例に係る無線装置１Ｂは、第１実施形態に係る無
線装置１と同様の作用及び効果を奏することができる。
　更に、第１実施形態の第２変形例に係る無線装置１Ｂによれば、第１及び第２の周波数
帯域のそれぞれに対する、受信された無線信号の位相差を高い精度にて補償することがで
きる。
【０１００】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明の第２実施形態に係る無線装置について説明する。第２実施形態に係る無
線装置は、第１実施形態に係る無線装置に対して、第２の無線回路が生成する搬送波信号
の周波数を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう点において相違している
。以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第２実施形態の説明において、第１
実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
【０１０１】
（構成）
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　図１３に示すように、第２実施形態に係る無線装置１Ｃは、図２の第２の制御回路２４
及びＲＦ部２１１に代えて、例示的に、ＲＦ部２１１Ｃを備える。ＲＦ部２１１Ｃは、図
２の受信器２１１１及び送信器２１１２に代えて、例示的に、第２の制御回路２４Ｃ、受
信器２１１１Ｃ及び送信器２１１２Ｃを備える。
【０１０２】
　第２実施形態に係る第２の無線回路２１は、発振回路３１により生成されたクロック信
号に従って動作する。
【０１０３】
　第２の制御回路２４Ｃは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１と、検
出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ２と、に基づいて分周比Ｍを決定し、決
定した分周比Ｍを表す周波数制御信号を出力する。
【０１０４】
　本例では、第２の制御回路２４Ｃは、第２の位相差Δｆ２から第１の位相差Δｆ１を減
じた値Δｆ２－Δｆ１に基づいて分周比Ｍを決定する。なお、本例では、位相差が正の値
を有することは、受信信号の位相が基準位相よりも進んでいることを表す。例えば、第２
の制御回路２４Ｃは、値Δｆ２－Δｆ１が増加するほど分周比Ｍが増加するように分周比
Ｍを決定する。
【０１０５】
　なお、第２の制御回路２４Ｃは、値Δｆ２－Δｆ１と分周比Ｍとの関係を予め記憶し、
記憶している関係と、検出された、第１の位相差Δｆ１及び第２の位相差Δｆ２から算出
された値Δｆ２－Δｆ１と、に基づいて、分周比Ｍを決定してもよい。
【０１０６】
　また、第２の制御回路２４Ｃは、値Δｆ２－Δｆ１に代えて、値Δｆ２－ｋΔｆ１を、
分周比Ｍを決定するために用いてもよい。ここで、ｋは、予め定められた係数を表す。係
数ｋは、第１の周波数帯域に含まれる周波数と、第２の周波数帯域に含まれる周波数と、
に基づいて決定されてよい。例えば、係数ｋは、第１の周波数帯域に対する搬送波信号の
周波数と、第２の周波数帯域に対する搬送波信号の周波数と、の比に基づく値であってよ
い。
【０１０７】
　図１４に示すように、受信器２１１１Ｃは、例示的に、受信シンセサイザ２１１３Ｃと
、乗算器２１１４Ｃと、を備える。
　受信シンセサイザ２１１３Ｃは、第２の制御回路２４Ｃにより出力された周波数制御信
号が表す分周比Ｍに基づく周波数の搬送波信号を、発振回路３１により生成されたクロッ
ク信号に基づいて生成する。本例では、搬送波信号の周波数は、発振回路３１により生成
されたクロック信号の周波数Ｆ２に、分周比Ｍを乗じた値Ｍ・Ｆ２を有する。
【０１０８】
　例えば、クロック信号の周波数Ｆ２が１ＭＨｚであり、分周比Ｍが１００である場合、
搬送波信号の周波数は、１００ＭＨｚである。また、例えば、クロック信号の周波数Ｆ２

が１ＭＨｚであり、分周比Ｍが１０１である場合、搬送波信号の周波数は、１０１ＭＨｚ
である。このように、本例では、搬送波信号の周波数の補正量の最小値は、クロック信号
の周波数Ｆ２である。
　本例では、受信シンセサイザ２１１３Ｃにより生成される搬送波信号の周波数は、第２
の周波数帯域に含まれる。
【０１０９】
　受信シンセサイザ２１１３Ｃは、例示的に、プログラマブル分周器４１と、位相比較器
４２と、ループフィルタ４３と、ＶＣＯ４４と、を備える。受信シンセサイザ２１１３Ｃ
は、デジタルＰＬＬと呼ばれてもよい。プログラマブル分周器４１、位相比較器４２、ル
ープフィルタ４３、及び、ＶＣＯ４４は、図７のプログラマブル分周器２４２、位相比較
器２４３、ループフィルタ２４４、及び、ＶＣＯ２４５と同様の機能をそれぞれ有する。
【０１１０】
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　このようにして、第２の制御回路２４Ｃは、第１の位相差Δｆ１と第２の位相差Δｆ２

とに基づいて、受信シンセサイザ２１１３Ｃが生成する搬送波信号の周波数を補正する。
これにより、第２の制御回路２４Ｃは、第２の無線処理の制御を行なう。
【０１１１】
　乗算器２１１４Ｃは、第２のアンテナ２２により受信された無線信号に、受信シンセサ
イザ２１１３Ｃにより生成された搬送波信号を乗算する。乗算器２１１４Ｃは、乗算後の
信号を復調器２１２１へ出力する。乗算器２１１４Ｃにより出力される信号は、受信信号
と表されてよい。
【０１１２】
　図１５に示すように、送信器２１１２Ｃは、例示的に、送信シンセサイザ２１１５Ｃと
、乗算器２１１６Ｃと、を備える。
　送信シンセサイザ２１１５Ｃは、受信シンセサイザ２１１３Ｃと同様に、第２の制御回
路２４Ｃにより出力された周波数制御信号が表す分周比Ｍに基づく周波数の搬送波信号を
、発振回路３１により生成されたクロック信号に基づいて生成する。本例では、送信シン
セサイザ２１１５Ｃは、受信シンセサイザ２１１３Ｃが生成する搬送波信号の周波数と同
じ周波数の搬送波信号を生成する。
【０１１３】
　送信シンセサイザ２１１５Ｃは、例示的に、受信シンセサイザ２１１３Ｃと同様に、プ
ログラマブル分周器４５と、位相比較器４６と、ループフィルタ４７と、ＶＣＯ４８と、
を備える。
【０１１４】
　乗算器２１１６Ｃは、変調器２１２３により出力された送信信号に、送信シンセサイザ
２１１５Ｃにより生成された搬送波信号を乗算する。乗算器２１１６Ｃは、乗算後の信号
を第２の共用器２３を介して第２のアンテナ２２へ出力する。
【０１１５】
　このようにして、第２の制御回路２４Ｃは、第１の位相差Δｆ１と第２の位相差Δｆ２

とに基づいて、送信シンセサイザ２１１５Ｃが生成する搬送波信号の周波数を補正する。
これにより、第２の制御回路２４Ｃは、第２の無線処理の制御を行なう。
【０１１６】
　なお、受信シンセサイザ２１１３Ｃ及び送信シンセサイザ２１１５Ｃのそれぞれは、Ａ
ＤＰＬＬであってもよい。
【０１１７】
（動作）
　無線装置１Ｃの動作の一例について図１３及び図１６を参照しながら説明する。
　無線装置１Ｃは、図８のステップＳ１０１～Ｓ１０４と同様に動作する（図１６のステ
ップＳ１０１～Ｓ１０４）。
　第２の制御回路２４Ｃは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１と、検
出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ２と、に基づいて、ＲＦ部２１１Ｃが生
成する搬送波信号の周波数を補正する（図１６のステップＳ３０５）。例えば、図１６の
ステップＳ１０４及びＳ３０５の処理は、同時に、又は、略同時に実行されてよい。
　このようにして、第２の制御回路２４Ｃは、第２の無線回路２１が生成する搬送波信号
の周波数を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【０１１８】
　以上、説明したように、第２実施形態に係る無線装置１Ｃは、第１実施形態に係る無線
装置１と同様の作用及び効果を奏することができる。
【０１１９】
　更に、第２実施形態に係る無線装置１Ｃにおいて、第１の制御回路１４は、第１の無線
回路１１に供給されるクロック信号の周波数を補正することにより、第１の無線処理の制
御を行なう。更に、第２の制御回路２４Ｃは、第２の無線回路２１が生成する搬送波信号
の周波数を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
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　これにより、第１及び第２の周波数帯域のそれぞれに対する、受信された無線信号の位
相差を高い精度にて補償することができる。
【０１２０】
　加えて、第２実施形態に係る無線装置１Ｃにおいて、第１の制御回路１４は、第１の周
波数帯域に対する第１の位相差Δｆ１に基づいて、発振回路３１により生成されるクロッ
ク信号の周波数を補正するように発振回路３１を制御する。更に、第２の制御回路２４Ｃ
は、第１の周波数帯域に対する第１の位相差Δｆ１と第２の周波数帯域に対する第２の位
相差Δｆ２とに基づいて、第２の無線回路２１が生成する搬送波信号の周波数を補正する
ように第２の無線回路２１を制御する。
【０１２１】
　これによれば、発振回路３１により生成されるクロック信号の周波数は、第１の周波数
帯域に対する第１の位相差Δｆ１に基づいて補正される。従って、第１の周波数帯域に対
する、受信された無線信号の位相差を補償することができる。更に、第２の無線回路２１
が生成する搬送波信号の周波数は、第１及び第２の周波数帯域に対する位相差Δｆ１及び
Δｆ２に基づいて補正される。従って、第２の無線回路２１が生成する搬送波信号の周波
数に、第１及び第２の周波数帯域に対する位相差Δｆ１及びΔｆ２の両方を反映できる。
この結果、第２の周波数帯域に対する、受信された無線信号の位相差を補償することがで
きる。
【０１２２】
　なお、第２の制御回路２４Ｃは、受信シンセサイザ２１１３Ｃ及び送信シンセサイザ２
１１５Ｃの一方が生成する搬送波信号の周波数を補正せずに、他方が生成する搬送波信号
の周波数を補正してもよい。
【０１２３】
＜第２実施形態の第１変形例＞
　次に、本発明の第２実施形態の第１変形例に係る無線装置について説明する。第２実施
形態の第１変形例に係る無線装置は、第２実施形態に係る無線装置に対して、受信シンセ
サイザが２つのプログラマブル分周器を備える点において相違している。以下、かかる相
違点を中心として説明する。なお、第２実施形態の第１変形例の説明において、第２実施
形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
【０１２４】
　第２実施形態の第１変形例に係る受信シンセサイザ２１１３Ｄは、図１７に示すように
、図１４の受信シンセサイザ２１１３Ｃの構成に加えて、プログラマブル分周器４９Ｄを
備える。
　第２実施形態の第１変形例に係る第２の制御回路２４Ｄは、第１の位相差Δｆ１と第２
の位相差Δｆ２とに基づいて、第１の分周比Ｍ及び第２の分周比Ｎを決定する。第２の制
御回路２４Ｄは、決定した第１の分周比Ｍを表す周波数制御信号をプログラマブル分周器
４１へ出力するとともに、決定した第２の分周比Ｎを表す周波数制御信号をプログラマブ
ル分周器４９Ｄへ出力する。本例では、Ｎは整数を表す。
【０１２５】
　これによれば、受信シンセサイザ２１１３Ｄにより生成される搬送波信号の周波数は、
発振回路３１により生成されたクロック信号の周波数Ｆ２に、第１の分周比Ｍを乗じた値
Ｍ・Ｆ２を、第２の分周比Ｎにより除した値Ｍ・Ｆ２／Ｎを有する。従って、搬送波信号
の周波数をより高い精度にて補正することができる。
　なお、図１５の送信シンセサイザ２１１５Ｃも、図１７の受信シンセサイザ２１１３Ｄ
と同様に、２つのプログラマブル分周器を備えてよい。
【０１２６】
＜第２実施形態の第２変形例＞
　次に、本発明の第２実施形態の第２変形例に係る無線装置について説明する。第２実施
形態の第２変形例に係る無線装置は、第２実施形態の第１変形例に係る無線装置に対して
、受信シンセサイザがプリスケーラを備える点において相違している。以下、かかる相違
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点を中心として説明する。なお、第２実施形態の第２変形例の説明において、第２実施形
態の第１変形例にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のもので
ある。
【０１２７】
　第２実施形態の第２変形例に係る受信シンセサイザ２１１３Ｅは、図１８に示すように
、図１７の受信シンセサイザ２１１３Ｄの構成に加えて、プリスケーラ５１Ｅを備える。
　プリスケーラ５１Ｅは、ＶＣＯ２４５により出力されたクロック信号の周波数Ｆ２を、
予め定められた第３の分周比Ｐにより除した周波数Ｆ２／Ｐの分周信号を出力する。本例
では、Ｐは整数を表す。
【０１２８】
　これによれば、受信シンセサイザ２１１３Ｅにより生成される搬送波信号の周波数は、
生成されたクロック信号の周波数Ｆ２に、第３の分周比Ｐ及び第１の分周比Ｍをそれぞれ
乗じた値Ｐ・Ｍ・Ｆ２を、第２の分周比Ｎにより除した値Ｐ・Ｍ・Ｆ２／Ｎを有する。従
って、搬送波信号の周波数をより高い精度にて補正することができる。
　なお、図１５の送信シンセサイザ２１１５Ｃも、図１８の受信シンセサイザ２１１３Ｅ
と同様に、２つのプログラマブル分周器及びプリスケーラを備えてよい。
【０１２９】
＜第２実施形態の第３変形例＞
　次に、本発明の第２実施形態の第３変形例に係る無線装置について説明する。第２実施
形態の第３変形例に係る無線装置は、第２実施形態に係る無線装置に対して、搬送波信号
の周波数を第１及び第２の周波数帯域に対して並列に補正する点において相違している。
以下、かかる相違点を中心として説明する。なお、第２実施形態の第３変形例の説明にお
いて、第２実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のも
のである。
【０１３０】
　図１９に示すように、第２実施形態の第３変形例に係る無線装置１Ｆは、例示的に、図
１３の第１の制御回路１４、ＲＦ部１１１、第２の制御回路２４Ｃ及び発振回路３１に代
えて、ＲＦ部１１１Ｆ、第２の制御回路２４Ｆ及び発振回路３１Ｆを備える。
【０１３１】
　発振回路３１Ｆは、所定の周波数を有するクロック信号を生成する。本例では、発振回
路３１Ｆは、水晶発振器を含む。例えば、発振器は、ＴＣＸＯである。なお、発振器は、
ＶＣ－ＴＣＸＯであってもよい。
【０１３２】
　第２実施形態の第３変形例に係る第１の無線回路１１は、発振回路３１Ｆにより生成さ
れたクロック信号に従って動作する。
　ＲＦ部１１１Ｆは、図１３の受信器１１１１及び送信器１１１２に代えて、例示的に、
第１の制御回路１４Ｆ、受信器１１１１Ｆ及び送信器１１１２Ｆを備える。
【０１３３】
　第１の制御回路１４Ｆは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１に基づ
いて分周比Ｍ１を決定し、決定した分周比Ｍ１を表す周波数制御信号を出力する。本例で
は、位相差が正の値を有することは、受信信号の位相が基準位相よりも進んでいることを
表す。例えば、第１の制御回路１４Ｆは、値Δｆ１が増加するほど分周比Ｍ１が増加する
ように分周比Ｍ１を決定する。
　なお、第１の制御回路１４Ｆは、値Δｆ１と分周比Ｍ１との関係を予め記憶し、記憶し
ている関係と、検出された、第１の位相差Δｆ１と、に基づいて、分周比Ｍ１を決定して
もよい。
【０１３４】
　受信器１１１１Ｆは、図１４の受信器２１１１Ｃと同様に、受信シンセサイザと、乗算
器と、を備え、受信器２１１１Ｃと同様の機能を有する。送信器１１１２Ｆは、図１５の
送信器２１１２Ｃと同様に、送信シンセサイザと、乗算器と、を備え、送信器２１１２Ｃ
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と同様の機能を有する。
【０１３５】
　第２の制御回路２４Ｆは、検出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ２に基づ
いて分周比Ｍ２を決定し、決定した分周比Ｍ２を表す周波数制御信号を出力する。例えば
、第２の制御回路２４Ｆは、値Δｆ２が増加するほど分周比Ｍ２が増加するように分周比
Ｍ２を決定する。
　なお、第２の制御回路２４Ｆは、値Δｆ２と分周比Ｍ２との関係を予め記憶し、記憶し
ている関係と、検出された、第２の位相差Δｆ２と、に基づいて、分周比Ｍ２を決定して
もよい。
【０１３６】
（動作）
　無線装置１Ｆの動作の一例について図１９及び図２０を参照しながら説明する。
　無線装置１Ｆは、図１２のステップＳ２０１～Ｓ２０２と同様に動作する（図２０のス
テップＳ２０１～Ｓ２０２）。
【０１３７】
　第１の制御回路１４Ｆは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１に基づ
いて、ＲＦ部１１１Ｆが生成する搬送波信号の周波数を補正する（図２０のステップＳ４
０３）。このように、第１の制御回路１４Ｆは、第１の無線回路１１が生成する搬送波信
号の周波数を補正することにより、第１の無線処理の制御を行なう。
【０１３８】
　同様に、第２の制御回路２４Ｆは、検出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ

２に基づいて、ＲＦ部２１１Ｃが生成する搬送波信号の周波数を補正する（図２０のステ
ップＳ４０４）。このように、第２の制御回路２４Ｆは、第２の無線回路２１が生成する
搬送波信号の周波数を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【０１３９】
　これにより、第２実施形態の第３変形例に係る無線装置１Ｆは、第２実施形態に係る無
線装置１と同様の作用及び効果を奏することができる。
　更に、第２実施形態の第３変形例に係る無線装置１Ｆによれば、第１及び第２の周波数
帯域のそれぞれに対する、受信された無線信号の位相差を高い精度にて補償することがで
きる。
【０１４０】
＜第３実施形態＞
　次に、本発明の第３実施形態に係る無線装置について説明する。第３実施形態に係る無
線装置は、第１実施形態に係る無線装置に対して、第２の無線回路における変調信号の位
相を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう点において相違している。以下
、かかる相違点を中心として説明する。なお、第３実施形態の説明において、第１実施形
態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
【０１４１】
（構成）
　図２１に示すように、第３実施形態に係る無線装置１Ｇは、図２の第２の制御回路２４
、ＲＦ部２１１及びＤＢＢ部２１２に代えて、例示的に、ＲＦ部２１１Ｇ及びＤＢＢ部２
１２Ｇを備える。
　第３実施形態に係る第２の無線回路２１は、発振回路３１により生成されたクロック信
号に従って動作する。
【０１４２】
　ＲＦ部２１１Ｇは、復調器２１２１による復調処理に同期したクロック信号の周波数よ
りも高いサンプリング周波数にて、受信器２１１１により出力される受信信号に対するＡ
Ｄ変換を行なう点を除いて、図２のＲＦ部２１１と同様の機能を有する。本例では、復調
処理に同期したクロック信号は、ＰＳ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚｅｄ）ク
ロック信号とも表される。ＰＳクロック信号の周波数よりも高いサンプリング周波数にて
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ＡＤ変換を行なうことは、オーバーサンプリング（ＯＳ；Ｏｖｅｒ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ）
と呼ばれてもよい。
【０１４３】
　本例では、ＡＤ変換後の受信信号は、受信データとも表される。本例では、ＡＤ変換後
の受信信号は、復調前の信号であるため、変調信号とも表される。復調処理に同期したク
ロック信号の周波数は、第１の周波数の一例である。サンプリング周波数は、第２の周波
数の一例である。
【０１４４】
　本例では、サンプリング周波数は、ＰＳクロック信号の周波数を所定の係数Ｊ倍した値
を有する。本例では、Ｊは、８を表す。例えば、復調処理に同期したクロック信号の周波
数は、チップレート又はシンボルレートに対応する周波数である。例えば、復調処理に同
期したクロック信号の周期は、シンボル周期であってよい。
【０１４５】
　チップレートは、例えば、第２の無線回路２１がＷ－ＣＤＭＡ方式に従った通信を行な
う場合、３．８４Ｍｃｐｓであってよい。ｃｐｓは、ｃｈｉｐ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄの
略記である。例えば、この場合、ＰＳクロック信号の周波数は、３．８４ＭＨｚであって
よい。
【０１４６】
　シンボルレートは、例えば、第２の無線回路２１がＬＴＥ方式に従うとともに２０ＭＨ
ｚの周波数帯域幅を用いた通信を行なう場合、３０．７２Ｍｓｐｓであってよい。ｓｐｓ
は、ｓｙｍｂｏｌ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄの略記である。例えば、この場合、ＰＳクロッ
ク信号の周波数は、３０．７２ＭＨｚであってよい。
【０１４７】
　ＤＢＢ部２１２Ｇは、図２のＤＢＢ部２１２の構成に加えて、例示的に、第２の制御回
路２４Ｇを備える。
　図２２に示すように、第２の制御回路２４Ｇは、例示的に、受信タイミング調整回路２
４１Ｇと、送信タイミング調整回路２４２Ｇと、を備える。
【０１４８】
　図２３に示すように、受信タイミング調整回路２４１Ｇは、例示的に、選択回路２４１
１Ｇと、Ｊ（本例では、８）個のＦＦ（Ｆｌｉｐ　Ｆｌｏｐ）回路２４１２－１～２４１
２－Ｊと、を備える。
【０１４９】
　Ｊ個のＦＦ回路２４１２－１～２４１２－Ｊは、直列に接続される。ＦＦ回路２４１２
－１には、受信器２１１１から受信データＸ（ｔ）が入力される。Ｘ（ｔ）は、時刻ｔに
おける受信データを表す。各ＦＦ回路２４１２－ｉには、ＦＦ回路２４１２－ｐから出力
された受信データが入力される。ｉは、２からＪまでの整数を表す。ｐは、ｉ－１を表す
。
【０１５０】
　各ＦＦ回路２４１２－ｊには、ＯＳクロック信号が入力される。ｊは、１からＪまでの
整数を表す。各ＦＦ回路２４１２－ｊは、入力された受信データを、入力されたＯＳクロ
ック信号の周期Δｔｏｓだけ遅延させてから出力する。本例では、ＯＳクロック信号の周
波数は、サンプリング周波数と等しい。
　本例では、ＯＳクロック信号は、第２の制御回路２４Ｇにより生成される。ＯＳクロッ
ク信号は、ＲＦ部２１１Ｇから供給されてもよい。
【０１５１】
　本例では、ＦＦ回路２４１２－ｉから出力される受信データは、ＦＦ回路２４１２－ｉ
よりも１段だけ前段側（本例では、ＦＦ回路２４１２－１側）のＦＦ回路２４１２－ｐか
ら出力される受信データよりも、ＯＳクロック信号の周期Δｔｏｓだけ遅延する。従って
、ＦＦ回路２４１２－ｊから出力される受信データは、ｊが大きくなるほど大きく遅延す
る。換言すると、ＦＦ回路２４１２－ｊから出力される受信データは、より後段側（本例
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では、ＦＦ回路２４１２－Ｊ側）のＦＦ回路２４１２－１～２４１２－Ｊほど大きく遅延
する。Ｊ個のＦＦ回路２４１２－１～２４１２－Ｊは、シフトレジスタと呼ばれてよい。
【０１５２】
　第２の制御回路２４Ｇは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１と、検
出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ２と、に基づいて、Ｊ個のＦＦ回路２４
１２－１～２４１２－Ｊのうちの１つを識別する選択情報を生成する。
【０１５３】
　本例では、第２の制御回路２４Ｇは、第２の位相差Δｆ２から第１の位相差Δｆ１を減
じた値Δｆ２－Δｆ１に基づいて選択情報を生成する。
　なお、本例では、位相差が正の値を有することは、受信信号の位相が基準位相よりも進
んでいることを表す。
【０１５４】
　本例では、第２の制御回路２４Ｇは、値Δｆ２－Δｆ１の絶対値が所定の閾値以下であ
る場合、予め定められたＦＦ回路２４１２－ｊを識別する選択情報を生成する。本例では
、予め定められたＦＦ回路２４１２－ｊは、Ｊ個のＦＦ回路２４１２－１～２４１２－Ｊ
の中間に配置されたＦＦ回路２４１２－４である。
【０１５５】
　更に、本例では、第２の制御回路２４Ｇは、値Δｆ２－Δｆ１の絶対値が閾値よりも大
きく且つ値Δｆ２－Δｆ１が正の値を有する場合、値Δｆ２－Δｆ１が増加するほど、よ
り後段側のＦＦ回路２４１２－１～２４１２－Ｊを識別する選択情報を生成する。加えて
、本例では、第２の制御回路２４Ｇは、値Δｆ２－Δｆ１の絶対値が閾値よりも大きく且
つ値Δｆ２－Δｆ１が負の値を有する場合、値Δｆ２－Δｆ１が減少するほど、より前段
側のＦＦ回路２４１２－１～２４１２－Ｊを識別する選択情報を生成する。
【０１５６】
　なお、第２の制御回路２４Ｇは、値Δｆ２－Δｆ１と選択情報との関係を予め記憶し、
記憶している関係と、検出された、第１の位相差Δｆ１及び第２の位相差Δｆ２から算出
された値Δｆ２－Δｆ１と、に基づいて、選択情報を生成してもよい。
【０１５７】
　また、第２の制御回路２４Ｇは、値Δｆ２－Δｆ１に代えて、値Δｆ２－ｋΔｆ１を、
選択情報を生成するために用いてもよい。ここで、ｋは、予め定められた係数を表す。係
数ｋは、第１の周波数帯域に含まれる周波数と、第２の周波数帯域に含まれる周波数と、
に基づいて決定されてよい。例えば、係数ｋは、第１の周波数帯域に対する搬送波信号の
周波数と、第２の周波数帯域に対する搬送波信号の周波数と、の比に基づく値であってよ
い。
【０１５８】
　選択回路２４１１Ｇには、各ＦＦ回路２４１２－ｊから出力された受信データが入力さ
れる。選択回路２４１１Ｇは、Ｊ個のＦＦ回路２４１２－１～２４１２－Ｊのうちの、第
２の制御回路２４Ｇにより生成された選択情報により識別されるＦＦ回路２４１２－ｊを
選択する。選択回路２４１１Ｇは、選択したＦＦ回路２４１２－ｊにより出力された受信
データを復調器２１２１へ出力する。
【０１５９】
　選択回路２４１１Ｇは、ＰＳクロック信号に同期して、ＦＦ回路２４１２－ｊの選択と
、受信データの出力と、を行なう。本例では、ＰＳクロック信号は、復調器２１２１から
供給される。ＰＳクロック信号は、第２の制御回路２４Ｇにより生成されてもよい。
【０１６０】
　第３実施形態に係る復調器２１２１は、ＰＳクロック信号を生成するとともに、生成し
たＰＳクロック信号に同期して、受信タイミング調整回路２４１Ｇにより出力された受信
データに対する復調処理を実行する。
【０１６１】
　第２の制御回路２４Ｇは、値Δｆ２－Δｆ１の絶対値が所定の閾値よりも大きい場合、
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復調器２１２１により供給されるＰＳクロック信号の位相を、生成した選択情報に対応す
る量だけ変更する。例えば、変更量は、選択情報によりＦＦ回路２４１２－ｊが識別され
る場合、（ｊ－Ｊ／２）・２π／Ｊであってよい。
【０１６２】
　図２４に示すように、本例では、ＰＳクロック信号の周期Δｔｐｓは、ＯＳクロック信
号の周期ΔｔｏｓのＪ（本例では、８）倍である。
　例えば、値Δｆ２－Δｆ１の絶対値が所定の閾値以下である状態が維持されている場合
を想定する。この場合、受信タイミング調整回路２４１Ｇは、ＰＳクロック信号の周期Δ
ｔｐｓが経過する毎に、ＦＦ回路２４１２－４により出力された受信データを出力する。
【０１６３】
　従って、図２５の（Ａ）～（Ｄ）に例示するように、受信タイミング調整回路２４１Ｇ
は、入力された受信データのうちの、ＰＳクロック信号の周期Δｔｐｓを有するタイミン
グにて入力された受信データＤ（－８）、Ｄ（０）及びＤ（８）を出力する。
【０１６４】
　図２５において、入力データは、受信タイミング調整回路２４１Ｇに入力された受信デ
ータを表す。図２５において、出力データは、受信タイミング調整回路２４１Ｇから出力
された受信データを表す。図２５において、Ｄ（ｑ）は、時点ｔａから、ＯＳクロック信
号の周期Δｔｏｓをｑ倍した時間ｑ・Δｔｏｓ後の時点にて、受信タイミング調整回路２
４１Ｇに入力された受信データを表す。ｑは、整数を表す。
【０１６５】
　この場合、復調器２１２１は、受信タイミング調整回路２４１Ｇに入力された受信デー
タのうちの、ＰＳクロック信号の周期Δｔｐｓを有するタイミングにおける値を復調処理
する。
【０１６６】
　例えば、時点ｔａにおいて、値Δｆ２－Δｆ１の絶対値が所定の閾値よりも大きくなり
、これにより、第２の制御回路２４ＧがＦＦ回路２４１２－５を識別する選択情報を生成
した場合を想定する。この場合、図２５の（Ｅ）及び（Ｆ）に例示するように、時点ｔａ

にて、受信タイミング調整回路２４１Ｇは、ＦＦ回路２４１２－５により出力された受信
データＤ（－１）を出力する。
【０１６７】
　更に、第２の制御回路２４Ｇは、復調器２１２１により供給されるＰＳクロック信号の
位相を、生成した選択情報に対応する量だけ変更する。本例では、変更量は、－２π／８
である。これにより、受信タイミング調整回路２４１Ｇは、時点ｔａから、ＰＳクロック
信号の周期ΔｔｐｓよりもＯＳクロック信号の周期Δｔｏｓだけ短い時間Δｔｐｓ－Δｔ

ｏｓ後の時点ｔｂにて入力された受信データＤ（７）を時点ｔｂにて出力する。
【０１６８】
　このようにして、受信タイミング調整回路２４１Ｇは、入力された受信データのうちの
、復調器２１２１により復調処理される値に対応するタイミングを変更することにより、
変調信号の位相を補正する。
【０１６９】
　第３実施形態に係る変調器２１２３は、ＯＳクロック信号を生成するとともに、生成し
たＯＳクロック信号に同期して、変調処理を実行する。これにより、変調器２１２３は、
送信器２１１２による無線送信処理に同期したクロック信号の周波数よりも高い、ＯＳク
ロック信号の周波数を有するタイミングにおける値を含む送信信号を出力する。例えば、
無線送信処理に同期したクロック信号の周波数は、チップレート又はシンボルレートに対
応する周波数である。例えば、無線送信処理に同期したクロック信号の周期は、シンボル
周期であってよい。
【０１７０】
　変調器２１２３により出力される送信信号は、送信データとも表される。本例では、変
調器２１２３により出力される送信信号は、変調信号とも表される。本例では、無線送信
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処理に同期したクロック信号は、ＰＳクロック信号とも表される。
【０１７１】
　本例では、変調器２１２３におけるＯＳクロック信号の周波数は、ＲＦ部２１１Ｇにお
けるサンプリング周波数と一致する。無線送信処理に同期したクロック信号の周波数は、
第１の周波数の一例である。ＯＳクロック信号の周波数は、第２の周波数の一例である。
【０１７２】
　図２６に示すように、送信タイミング調整回路２４２Ｇは、例示的に、選択回路２４２
１Ｇと、Ｊ個のＦＦ回路２４２２－１～２４２２－Ｊと、を備える。
　送信タイミング調整回路２４２Ｇは、下記の第１及び第２の相違点を除いて、受信タイ
ミング調整回路２４１Ｇと同様に機能する。
【０１７３】
　第１の相違点は、受信データＸ（ｔ）に代えて送信データＹ（ｔ）が変調器２１２３か
ら入力される点である。Ｙ（ｔ）は、時刻ｔにおける送信データを表す。第２の相違点は
、復調器２１２１に代えて送信器２１１２へ送信データを出力する点である。
【０１７４】
　このようにして、送信タイミング調整回路２４２Ｇは、入力された送信データのうちの
、送信器２１１２により無線送信処理される値に対応するタイミングを変更することによ
り、変調信号の位相を補正する。
【０１７５】
（動作）
　無線装置１Ｇの動作の一例について図２１及び図２７を参照しながら説明する。
　無線装置１Ｇは、図８のステップＳ１０１～Ｓ１０４と同様に動作する（図２７のステ
ップＳ１０１～Ｓ１０４）。
　第２の制御回路２４Ｇは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１と、検
出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ２と、に基づいて、第２の無線回路２１
における変調信号の位相を補正する（図２７のステップＳ５０５）。例えば、図２７のス
テップＳ１０４及びＳ５０５の処理は、同時に、又は、略同時に実行されてよい。
　このようにして、第２の制御回路２４Ｇは、第２の無線回路２１における変調信号の位
相を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【０１７６】
　以上、説明したように、第３実施形態に係る無線装置１Ｇは、第１実施形態に係る無線
装置１と同様の作用及び効果を奏することができる。
【０１７７】
　更に、第３実施形態に係る無線装置１Ｇにおいて、第１の制御回路１４は、第１の無線
回路１１に供給されるクロック信号の周波数を補正することにより、第１の無線処理の制
御を行なう。加えて、第２の制御回路２４Ｇは、第２の無線回路２１における変調信号の
位相を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【０１７８】
　これによれば、第１及び第２の周波数帯域に対する、受信された無線信号の位相差を補
償することができる。
【０１７９】
　更に、第３実施形態に係る無線装置１Ｇにおいて、第１の制御回路１４は、第１の周波
数帯域に対する第１の位相差Δｆ１に基づいて、発振回路３１により生成されるクロック
信号の周波数を補正するように発振回路３１を制御する。加えて、第２の制御回路２４Ｇ
は、第１の周波数帯域に対する第１の位相差Δｆ１と第２の周波数帯域に対する第２の位
相差Δｆ２とに基づいて、変調信号の位相を補正するように第２の無線回路２１を制御す
る。
【０１８０】
　これによれば、発振回路３１により生成されるクロック信号の周波数は、第１の周波数
帯域に対する第１の位相差Δｆ１に基づいて補正される。従って、第１の周波数帯域に対
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する、受信された無線信号の位相差を補償することができる。更に、第２の無線回路２１
における変調信号の位相は、第１及び第２の周波数帯域に対する位相差Δｆ１及びΔｆ２

に基づいて補正される。従って、第２の無線回路２１における変調信号の位相に、第１及
び第２の周波数帯域に対する位相差Δｆ１及びΔｆ２の両方を反映できる。この結果、第
２の周波数帯域に対する、受信された無線信号の位相差を補償することができる。
【０１８１】
　更に、第３実施形態に係る無線装置１Ｇにおいて、第２の無線回路２１は、無線送信処
理及び復調処理の両方に同期したクロック信号の第１の周波数よりも高い第２の周波数を
有するタイミングにおける値を含む信号を変調信号として生成する。本例では、第１の周
波数は、ＰＳクロック信号の周波数である。本例では、第２の周波数は、ＯＳクロック信
号の周波数である。
【０１８２】
　更に、第２の無線回路２１は、生成した変調信号のうちの、第１の周波数を有するタイ
ミングにおける値を処理する。加えて、第２の制御回路２４Ｇは、第２の無線回路２１に
より処理される値に対応するタイミングを変更することにより、変調信号の位相を補正す
る。
【０１８３】
　これによれば、第２の周波数帯域に対する、受信された無線信号の位相差を高い精度に
て補償することができる。
【０１８４】
　なお、第２の制御回路２４Ｇは、受信データ及び送信データの一方の位相を補正せずに
、他方の位相を補正してもよい。
【０１８５】
　また、受信タイミング調整回路２４１Ｇは、図２８に例示するように、Ｊ個のＦＦ回路
２４１２－１～２４１２－Ｊに代えて、Ｊ個の遅延素子２４１３－１～２４１３－Ｊを備
えていてもよい。各遅延素子２４１３－ｊは、入力された受信データを所定の遅延時間だ
け遅延させてから出力する。本例では、遅延時間は、ＯＳクロック信号の周期Δｔｏｓと
一致する。同様に、送信タイミング調整回路２４２Ｇも、Ｊ個のＦＦ回路２４２２－１～
２４２２－Ｊに代えて、Ｊ個の遅延素子を備えていてよい。
【０１８６】
＜第３実施形態の第１変形例＞
　次に、本発明の第３実施形態の第１変形例に係る無線装置について説明する。第３実施
形態の第１変形例に係る無線装置は、第３実施形態に係る無線装置に対して、変調信号の
位相を第１及び第２の周波数帯域に対して並列に補正する点において相違している。以下
、かかる相違点を中心として説明する。なお、第３実施形態の第１変形例の説明において
、第３実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のもので
ある。
【０１８７】
　図２９に示すように、第３実施形態の第１変形例に係る無線装置１Ｈは、例示的に、図
２１の第１の制御回路１４、ＲＦ部１１１及びＤＢＢ部１１２に代えて、ＲＦ部１１１Ｈ
及びＤＢＢ部１１２Ｈを備える。更に、無線装置１Ｈは、例示的に、図２１の第２の制御
回路２４Ｇ及び発振回路３１に代えて、第２の制御回路２４Ｈ及び発振回路３１Ｈを備え
る。
【０１８８】
　発振回路３１Ｈは、所定の周波数を有するクロック信号を生成する。本例では、発振回
路３１Ｈは、水晶発振器を含む。例えば、発振器は、ＴＣＸＯである。なお、発振器は、
ＶＣ－ＴＣＸＯであってもよい。
　第３実施形態の第１変形例に係る第１の無線回路１１は、発振回路３１Ｈにより生成さ
れたクロック信号に従って動作する。
【０１８９】
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　ＲＦ部１１１Ｈは、復調器１１２１による復調処理に同期したクロック信号の周波数よ
りも高いサンプリング周波数にて、受信器１１１１により出力される受信信号に対するＡ
Ｄ変換を行なう点を除いて、図２１のＲＦ部１１１と同様の機能を有する。
　ＤＢＢ部１１２Ｈは、図２１のＤＢＢ部１１２の構成に加えて、例示的に、第１の制御
回路１４Ｈを備える。
【０１９０】
　第１の制御回路１４Ｈは、図２２の第２の制御回路２４Ｇと同様に、受信タイミング調
整回路と、送信タイミング調整回路と、を備える。第１の制御回路１４Ｈは、第２の位相
差Δｆ２に基づかずに、第１の位相差Δｆ１に基づいて選択情報を生成する点を除いて、
第２の制御回路２４Ｇと同様の機能を有する。なお、本例では、位相差が正の値を有する
ことは、受信信号の位相が基準位相よりも進んでいることを表す。
【０１９１】
　本例では、第１の制御回路１４Ｈは、値Δｆ１の絶対値が所定の閾値以下である場合、
予め定められたＦＦ回路（例えば、Ｊ個のＦＦ回路の中間に配置されたＦＦ回路）を識別
する選択情報を生成する。更に、本例では、第１の制御回路１４Ｈは、値Δｆ１の絶対値
が閾値よりも大きく且つ値Δｆ１が正の値を有する場合、値Δｆ１が増加するほど、より
後段側のＦＦ回路を識別する選択情報を生成する。加えて、本例では、第１の制御回路１
４Ｈは、値Δｆ１の絶対値が閾値よりも大きく且つ値Δｆ１が負の値を有する場合、値Δ
ｆ１が減少するほど、より前段側のＦＦ回路を識別する選択情報を生成する。
【０１９２】
　なお、第１の制御回路１４Ｈは、値Δｆ１と選択情報との関係を予め記憶し、記憶して
いる関係と、検出された、第１の位相差Δｆ１と、に基づいて、選択情報を生成してもよ
い。
【０１９３】
　第２の制御回路２４Ｈは、第１の位相差Δｆ１に代えて、第２の位相差Δｆ２を用いる
点を除いて、第１の制御回路１４Ｈと同様の機能を有する。
【０１９４】
（動作）
　無線装置１Ｈの動作の一例について図２９及び図３０を参照しながら説明する。
　無線装置１Ｈは、図１２のステップＳ２０１～Ｓ２０２と同様に動作する（図３０のス
テップＳ２０１～Ｓ２０２）。
【０１９５】
　第１の制御回路１４Ｈは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１に基づ
いて、第１の無線回路１１における変調信号の位相を補正する（図３０のステップＳ６０
３）。このように、第１の制御回路１４Ｈは、第１の無線回路１１における変調信号の位
相を補正することにより、第１の無線処理の制御を行なう。
【０１９６】
　同様に、第２の制御回路２４Ｈは、検出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ

２に基づいて、第２の無線回路２１における変調信号の位相を補正する（図３０のステッ
プＳ６０４）。このように、第２の制御回路２４Ｈは、第２の無線回路２１における変調
信号の位相を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう。
【０１９７】
　これにより、第３実施形態の第１変形例に係る無線装置１Ｈは、第３実施形態に係る無
線装置１Ｇと同様の作用及び効果を奏することができる。
　更に、第３実施形態の第１変形例に係る無線装置１Ｈによれば、第１及び第２の周波数
帯域のそれぞれに対する、受信された無線信号の位相差を高い精度にて補償することがで
きる。
【０１９８】
＜第４実施形態＞
　次に、本発明の第４実施形態に係る無線装置について説明する。第４実施形態に係る無
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線装置は、第１実施形態に係る無線装置に対して、第２の無線回路における変調信号の位
相を補正することにより、第２の無線処理の制御を行なう点において相違している。以下
、かかる相違点を中心として説明する。なお、第４実施形態の説明において、第１実施形
態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のものである。
【０１９９】
（構成）
　図３１に示すように、第４実施形態に係る無線装置１Ｉは、図２の第２の制御回路２４
及びＤＢＢ部２１２に代えて、例示的に、ＤＢＢ部２１２Ｉを備える。
　第４実施形態に係る第２の無線回路２１は、発振回路３１により生成されたクロック信
号に従って動作する。
【０２００】
　ＤＢＢ部２１２Ｉは、図２のＤＢＢ部２１２の構成に加えて、例示的に、第２の制御回
路２４Ｉを備える。
　図３２に示すように、第２の制御回路２４Ｉは、例示的に、受信位相補正回路２４３Ｉ
と、送信位相補正回路２４４Ｉと、を備える。
【０２０１】
　第２の制御回路２４Ｉは、検出器１１２２により検出された第１の位相差Δｆ１と、検
出器２１２２により検出された第２の位相差Δｆ２と、に基づいて、変調信号の位相に対
する補正量を表す補正情報を生成する。
【０２０２】
　本例では、第２の制御回路２４Ｉは、第２の位相差Δｆ２から第１の位相差Δｆ１を減
じた値Δｆ２－Δｆ１に基づいて補正情報を生成する。
　なお、本例では、位相差が正の値を有することは、受信信号の位相が基準位相よりも進
んでいることを表す。
【０２０３】
　本例では、第２の制御回路２４Ｉは、値Δｆ２－Δｆ１が増加するほど増加する補正量
を表す補正情報を生成する。補正量は、例えば、０から２πの値を有する。
　なお、第２の制御回路２４Ｉは、値Δｆ２－Δｆ１と補正情報との関係を予め記憶し、
記憶している関係と、検出された、第１の位相差Δｆ１及び第２の位相差Δｆ２から算出
された値Δｆ２－Δｆ１と、に基づいて、補正情報を生成してもよい。
【０２０４】
　また、第２の制御回路２４Ｉは、値Δｆ２－Δｆ１に代えて、値Δｆ２－ｋΔｆ１を、
補正情報を生成するために用いてもよい。ここで、ｋは、予め定められた係数を表す。係
数ｋは、第１の周波数帯域に含まれる周波数と、第２の周波数帯域に含まれる周波数と、
に基づいて決定されてよい。例えば、係数ｋは、第１の周波数帯域に対する搬送波信号の
周波数と、第２の周波数帯域に対する搬送波信号の周波数と、の比に基づく値であってよ
い。
【０２０５】
　受信位相補正回路２４３Ｉは、第２の制御回路２４Ｉにより生成された補正情報が表す
補正量Δθに対応する複素数ｅｘｐ（ξΔθ）を、受信器２１１１により出力された受信
データに乗算し、乗算後の受信データを復調器２１２１へ出力する。
【０２０６】
　本例では、受信データは、受信器２１１１により出力された、ＡＤ変換後の受信信号で
ある。本例では、受信データは、復調前の信号であるため、変調信号とも表される。ξは
、虚数単位を表す。本例では、受信位相補正回路２４３Ｉは、複素乗算器を備える。複素
数の乗算は、演算処理の一例である。
　このようにして、受信位相補正回路２４３Ｉは、受信データに複素数を乗算することに
より、変調信号の位相を補正する。
【０２０７】
　送信位相補正回路２４４Ｉは、下記の第１及び第２の相違点を除いて、受信位相補正回
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路２４３Ｉと同様に機能する。
【０２０８】
　第１の相違点は、受信データに代えて送信データが変調器２１２３から入力される点で
ある。本例では、送信データは、変調器２１２３により出力される送信信号である。本例
では、送信データは、変調信号とも表される。第２の相違点は、復調器２１２１に代えて
送信器２１１２へ送信データを出力する点である。
　このようにして、送信タイミング調整回路２４２Ｇは、送信データに複素数を乗算する
ことにより、変調信号の位相を補正する。
【０２０９】
　以上、説明したように、第４実施形態に係る無線装置１Ｉは、第３実施形態に係る無線
装置１Ｇと同様の作用及び効果を奏することができる。
　なお、第２の制御回路２４Ｉは、受信データ及び送信データの一方の位相を補正せずに
、他方の位相を補正してもよい。
【０２１０】
　また、受信位相補正回路２４３Ｉは、複素乗算器に代えて、デジタルフィルタを備えて
いてもよい。デジタルフィルタによる処理は、演算処理の一例である。デジタルフィルタ
は、図３３に例示するように、ＦＩＲフィルタであってよい。ＦＩＲは、Ｆｉｎｉｔｅ　
Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅの略記である。ＦＩＲフィルタは、例示的に、Ｒ個の
ＦＦ回路２４３１－１～２４３１－Ｒと、Ｒ個の乗算器２４３２－１～２４３２－Ｒと、
加算器２４３３と、を備える。Ｒは、２以上の整数を表す。
【０２１１】
　Ｒ個のＦＦ回路２４３１－１～２４３１－Ｒは、直列に接続される。ＦＦ回路２４１２
－１には、受信器２１１１から受信データが入力される。各ＦＦ回路２４３１－ｉには、
ＦＦ回路２４３１－ｐから出力された受信データが入力される。ｉは、２からＲまでの整
数を表す。ｐは、ｉ－１を表す。
【０２１２】
　各ＦＦ回路２４３１－ｒには、クロック信号が入力される。ｒは、１からＲまでの整数
を表す。各ＦＦ回路２４３１－ｒは、入力された受信データを、入力されたクロック信号
の周期だけ遅延させてから出力する。Ｒ個のＦＦ回路２４３１－１～２４３１－Ｒは、シ
フトレジスタと呼ばれてよい。
【０２１３】
　本例では、補正情報は、Ｒ個の乗算器２４３２－１～２４３２－Ｒのそれぞれにより用
いられるフィルタ係数を表す。
【０２１４】
　Ｒ個の乗算器２４３２－１～２４３２－Ｒは、Ｒ個のＦＦ回路２４３１－１～２４３１
－Ｒから出力された受信データに、補正情報が表すフィルタ係数を乗算する。
　加算器２４３３は、Ｒ個の乗算器２４３２－１～２４３２－Ｒによりフィルタ係数が乗
算された受信データを加算し、加算後の受信データを復調器２１２１へ出力する。
　このようにして、受信位相補正回路２４３Ｉは、受信データをＦＩＲフィルタにより処
理することにより、変調信号の位相を補正してもよい。
【０２１５】
＜第４実施形態の第１変形例＞
　次に、本発明の第４実施形態の第１変形例に係る無線装置について説明する。第４実施
形態の第１変形例に係る無線装置は、第４実施形態に係る無線装置に対して、変調信号の
位相を第１及び第２の周波数帯域に対して並列に補正する点において相違している。以下
、かかる相違点を中心として説明する。なお、第４実施形態の第１変形例の説明において
、第４実施形態にて使用した符号と同じ符号を付したものは、同一又はほぼ同様のもので
ある。
【０２１６】
　図３４に示すように、第４実施形態の第１変形例に係る無線装置１Ｊは、例示的に、図
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３１の第１の制御回路１４及びＤＢＢ部１１２に代えて、ＤＢＢ部１１２Ｊを備える。更
に、無線装置１Ｊは、例示的に、図３１の第２の制御回路２４Ｉ及び発振回路３１に代え
て、第２の制御回路２４Ｊ及び発振回路３１Ｊを備える。
【０２１７】
　発振回路３１Ｊは、所定の周波数を有するクロック信号を生成する。本例では、発振回
路３１Ｊは、水晶発振器を含む。例えば、発振器は、ＴＣＸＯである。なお、発振器は、
ＶＣ－ＴＣＸＯであってもよい。
【０２１８】
　第４実施形態の第１変形例に係る第１の無線回路１１は、発振回路３１Ｊにより生成さ
れたクロック信号に従って動作する。
　ＤＢＢ部１１２Ｊは、図３１のＤＢＢ部１１２の構成に加えて、例示的に、第１の制御
回路１４Ｊを備える。
【０２１９】
　第１の制御回路１４Ｊは、図３２の第２の制御回路２４Ｉと同様に、受信位相補正回路
と、送信位相補正回路と、を備える。第１の制御回路１４Ｊは、第２の位相差Δｆ２に基
づかずに、第１の位相差Δｆ１に基づいて補正情報を生成する点を除いて、第２の制御回
路２４Ｉと同様の機能を有する。なお、本例では、位相差が正の値を有することは、受信
信号の位相が基準位相よりも進んでいることを表す。
【０２２０】
　本例では、第１の制御回路１４Ｊは、値Δｆ１が増加するほど増加する補正量を表す補
正情報を生成する。なお、第１の制御回路１４Ｊは、値Δｆ１と補正情報との関係を予め
記憶し、記憶している関係と、検出された、第１の位相差Δｆ１と、に基づいて、補正情
報を生成してもよい。
【０２２１】
　第２の制御回路２４Ｊは、第１の位相差Δｆ１に代えて、第２の位相差Δｆ２を用いる
点を除いて、第１の制御回路１４Ｊと同様の機能を有する。
【０２２２】
　これにより、第４実施形態の第１変形例に係る無線装置１Ｊは、第４実施形態に係る無
線装置１Ｉと同様の作用及び効果を奏することができる。
　更に、第４実施形態の第１変形例に係る無線装置１Ｊによれば、第１及び第２の周波数
帯域のそれぞれに対する、受信された無線信号の位相差を高い精度にて補償することがで
きる。
【０２２３】
　上述した無線装置は、２つの周波数帯域のそれぞれに対して、位相差を補償するように
無線処理を制御するが、３つ以上の周波数帯域のそれぞれに対して、位相差を補償するよ
うに無線処理を制御してもよい。
　また、上述した無線装置の少なくとも１つは、複数の周波数帯域のそれぞれに対して、
位相差を補償するように受信処理及び送信処理の両方を制御するが、受信処理及び送信処
理の一方を制御してもよい。
【符号の説明】
【０２２４】
１，１Ｂ，１Ｃ，１Ｆ～１Ｊ　無線装置
１１　　第１の無線回路
１１１，１１１Ｆ，１１１Ｈ　ＲＦ部
１１１１，１１１１Ｆ　受信器
１１１２，１１１２Ｆ　送信器
１１１３　受信シンセサイザ
１１１４　乗算器
１１１５　送信シンセサイザ
１１１６　乗算器
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１１２，１１２Ｈ，１１２Ｊ　ＤＢＢ部
１１２１　復調器
１１２２　検出器
１１２３　変調器
１２　　第１のアンテナ
１３　　第１の共用器
１４，１４Ｂ，１４Ｆ，１４Ｈ，１４Ｊ　第１の制御回路
２１　　第２の無線回路
２１１，２１１Ｃ，２１１Ｇ　ＲＦ部
２１１１，２１１１Ｃ　受信器
２１１２，２１１２Ｃ　送信器
２１１３Ｃ～２１１３Ｅ　受信シンセサイザ
２１１４Ｃ　乗算器
２１１５Ｃ　送信シンセサイザ
２１１６Ｃ　乗算器
２１２，２１２Ｇ，２１２Ｉ　ＤＢＢ部
２１２１　復調器
２１２２　検出器
２１２３　変調器
２２　　第２のアンテナ
２３　　第２の共用器
２４，２４Ａ～２４Ｄ，２４Ｆ～２４Ｊ　第２の制御回路
２４１，２４１Ｂ　周波数制御信号生成器
２４１１Ｇ　選択回路
２４１２　ＦＦ回路
２４１３　遅延素子
２４１Ｇ　受信タイミング調整回路
２４２　プログラマブル分周器
２４２１Ｇ　選択回路
２４２２　ＦＦ回路
２４２Ｇ　送信タイミング調整回路
２４３　位相比較器
２４３１　ＦＦ回路
２４３２　乗算器
２４３３　加算器
２４３Ｉ　受信位相補正回路
２４４　ループフィルタ
２４４Ｉ　送信位相補正回路
２４５　ＶＣＯ
２４６　ＰＦＤ
２４７　デジタル演算部
２４８　ＤＣＯ
３１，３１Ｂ，３１Ｆ，３１Ｈ，３１Ｊ　発振回路
３２　　データ結合回路
４１　　プログラマブル分周器
４２　　位相比較器
４３　　ループフィルタ
４４　　ＶＣＯ
４５　　プログラマブル分周器
４６　　位相比較器
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４７　　ループフィルタ
４８　　ＶＣＯ
４９Ｄ　プログラマブル分周器
５１Ｅ　プリスケーラ
９００　無線装置
９１１　第１の発振回路
９１２　第１の無線回路
９１３　第１の制御回路
９２１　第２の発振回路
９２２　第２の無線回路
９２３　第２の制御回路

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】



(36) JP 2015-233192 A 2015.12.24
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(38) JP 2015-233192 A 2015.12.24

【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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【図３３】 【図３４】
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