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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリアアグリゲーション装置であって、第１送受信アンテナと、第２送受信アンテナ
と、第１無線周波数フロントエンドと、第２無線周波数フロントエンドと、無線周波数送
受信チップと、を備え、
　第１送受信アンテナによって受信された信号が第１無線周波数フロントエンドによって
１つの経路の高周波数信号、１つの経路の中間周波数信号、１つの経路の低周波数信号に
分けられた後、無線周波数送受信チップにそれぞれ入力され、
　第２送受信アンテナによって受信された信号が第２無線周波数フロントエンドによって
１つの経路の高周波数信号、１つの経路の中間周波数信号、１つの経路の低周波数信号に
分けられた後、無線周波数送受信チップにそれぞれ入力され、
　前記第１無線周波数フロントエンドは前記第１送受信アンテナと接続している第１デュ
プレクサを備え、前記第１デュプレクサは、第１送受信アンテナによって受信された信号
を、低周波数信号を含む第１経路の信号、中間周波数信号及び高周波数信号を含む第２経
路の信号に分けるように構成され、
　前記第２無線周波数フロントエンドは前記第２送受信アンテナと接続している第２デュ
プレクサを備え、前記第２デュプレクサは、第２送受信アンテナによって受信された信号
を、低周波数信号を含む第３経路の信号、中間周波数信号及び高周波数信号を含む第４経
路の信号に分けるように構成され、
　前記第１無線周波数フロントエンドは前記第１デュプレクサの中間周波数及び高周波数
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出力端と接続している第１エネルギーダイバーシティ装置を更に備え、前記第１エネルギ
ーダイバーシティ装置は、第１デュプレクサによって送信された第２経路の信号を受信し
、前記第２経路の信号に対して周波数分割処理を行い、中間周波数信号及び高周波数信号
に分割するように構成され、
　前記第２無線周波数フロントエンドは前記第２デュプレクサの中間周波数及び高周波数
出力端と接続している第２エネルギーダイバーシティ装置を更に備え、前記第２エネルギ
ーダイバーシティ装置は、第２デュプレクサによって送信された第４経路の信号を受信し
、前記第４経路の信号に対して周波数分割処理を行い、中間周波数信号及び高周波数信号
に分割するように構成される、
装置。
【請求項２】
　前記第１無線周波数フロントエンドは第１アンテナスイッチを更に備え、前記第１デュ
プレクサの低周波数出力端と第１アンテナスイッチの低周波数受信端が接続し、第１デュ
プレクサの中間周波数及び高周波数出力端が前記第１エネルギーダイバーシティ装置を介
して第１アンテナスイッチに接続され、前記第１エネルギーダイバーシティ装置は、周波
数分割処理後の２つの経路の信号を第１アンテナスイッチに送信するように構成され、
　前記第２無線周波数フロントエンドは第２アンテナスイッチを更に備え、前記第２デュ
プレクサの低周波数出力端と第２アンテナスイッチの低周波数受信端が接続し、第２デュ
プレクサの中間周波数及び高周波数出力端が前記第２エネルギーダイバーシティ装置を介
して第２アンテナスイッチに接続され、前記第２エネルギーダイバーシティ装置は、周波
数分割処理後の２つの経路の信号を第２アンテナスイッチに送信するように構成される
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１エネルギーダイバーシティ装置は、受信された第２経路の信号を、中間周波数
を含む第５経路の信号と高周波数を含む第６経路の信号に分けるように構成され、
　前記第２エネルギーダイバーシティ装置は、受信された第４経路の信号を、中間周波数
を含む第７経路の信号と高周波数を含む第８経路の信号に分けるように構成される
　請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１エネルギーダイバーシティ装置の高周波数出力端が第１アンテナスイッチの高
周波数入力端に接続され、前記第１エネルギーダイバーシティ装置の中間周波数出力端が
第１アンテナスイッチの中間数周波入力端に接続され、
　前記第２エネルギーダイバーシティ装置の高周波数出力端が第２アンテナスイッチの高
周波数入力端に接続され、前記第２エネルギーダイバーシティ装置の中間周波数出力端が
第２アンテナスイッチの中間周波数入力端に接続される
　請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１エネルギーダイバーシティ装置はダイプレクサー又は低雑音増幅器ＬＮＡ（Ｌ
ｏｗ　Ｎｏｉｓｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）であり、前記第２エネルギーダイバーシティ装
置はダイプレクサー又は低雑音増幅器ＬＮＡ（Ｌｏｗ　Ｎｏｉｓｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ
）である
　請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１無線周波数フロントエンドは、第１フィルタと、第２フィルタと、第３フィル
タを更に備え、
　前記第１経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第１フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第５経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第２フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第６経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第３フィルタによってクラ
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ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第２無線周波数フロントエンドは、第４フィルタと、第５フィルタと、第６フィル
タを更に備え、
　前記第３経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第４フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第７経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第５フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第８経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第６フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力される
　請求項３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマルチモードモバイル通信技術分野に関し、特にキャリアアグリゲーション装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　４Ｇ（第４世代移動通信システム）技術の発展に伴い、より高い速度をサポートするた
めに、第３世代の移動体通信システムの標準化プロジェクト（３ＧＰＰ：３ｒｄ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）は長期発展進化（ＬＴＥ－
Ａ：ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅ）を提出し、より多い帯域幅をサポートすることで、リソー
スの統合を実現して、データサービスの速度を向上させることができ、特に、周波数バン
ドリソースに対して制限がある場合、データの速度を向上するようにキャリアアグリゲー
ションは著しく改善できる。現在、一般的に、業界内に端末キャリアアグリゲーションに
係る従来技術は低周波数バンド（Ｌｏｗ　Ｂａｎｄ）と高周波数バンド（Ｈｉｇｈ　Ｂａ
ｎｄ）の組合に関し、バンド内に連続キャリアアグリゲーション（Ｉｎｔｒａ－ＣＡ）が
実現できる。低、中、高周波数バンドのキャリアアグリゲーションに係る従来技術案が４
つのアンテナ構造に基づく構成であるが、端末に対して、４つのアンテナを有するキャリ
アアグリゲーションがほぼ実現できない。
【発明の概要】
【０００３】
　従来の技術課題を解決するために、本発明の実施形態はキャリアアグリゲーション装置
を提供する。
【０００４】
　本発明の実施形態はキャリアアグリゲーション装置を提供し、前記装置は、第１送受信
アンテナと、第２送受信アンテナと、第１無線周波数フロントエンドと、第２無線周波数
フロントエンドと、無線周波数送受信チップと、を備え、
　第１送受信アンテナによって受信された信号が第１無線周波数フロントエンドによって
１つの経路の高周波数信号、１つの経路の中間周波数信号、１つの経路の低周波数信号に
分けられた後、無線周波数送受信チップにそれぞれ入力され、
　第２送受信アンテナによって受信された信号が第２無線周波数フロントエンドによって
１つの経路の高周波数信号、１つの経路の中間周波数信号、１つの経路の低周波数信号に
分けられた後、無線周波数送受信チップにそれぞれ入力される。
【０００５】
　上記の技術案において、前記第１無線周波数フロントエンドは前記第１送受信アンテナ
と接続している第１デュプレクサを備え、前記第１デュプレクサは、第１送受信アンテナ
によって受信された信号を、低周波数信号を含む第１経路の信号、中間周波数信号及び高
周波数信号を含む第２経路の信号に分けるように構成され、
　前記第２無線周波数フロントエンドは前記第２送受信アンテナと接続している第２デュ
プレクサを備え、前記第２デュプレクサは、第２送受信アンテナによって受信された信号
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を、低周波数信号を含む第３経路の信号、中間周波数信号及び高周波数信号を含む第４経
路の信号に分けるように構成される。
【０００６】
　上記の技術案において、前記第１無線周波数フロントエンドは第１エネルギーダイバー
シティ装置と第１アンテナスイッチを更に備え、前記第１デュプレクサの低周波数出力端
と第１アンテナスイッチの低周波数受信端が接続し、第１デュプレクサの中間周波数及び
高周波数出力端が前記第１エネルギーダイバーシティ装置を介して第１アンテナスイッチ
に接続され、前記第１エネルギーダイバーシティ装置は、第１デュプレクサによって送信
された第２経路の信号を受信し、前記第２経路の信号に対して周波数分割処理を行い、周
波数分割処理後の２つの経路の信号を第１アンテナスイッチに送信するように構成され、
　前記第２無線周波数フロントエンドは第２エネルギーダイバーシティ装置と第２アンテ
ナスイッチを更に備え、前記第２デュプレクサの低周波数出力端と第２アンテナスイッチ
の低周波数受信端が接続し、第２デュプレクサの中間周波数及び高周波数出力端が前記第
２エネルギーダイバーシティ装置を介して第２アンテナスイッチに接続され、前記第２エ
ネルギーダイバーシティ装置は、第２デュプレクサによって送信された第４経路の信号を
受信し、前記第４経路の信号に対して周波数分割処理を行い、周波数分割処理後の２つの
経路の信号を第２アンテナスイッチに送信するように構成される。
【０００７】
　上記の技術案において、前記第１エネルギーダイバーシティ装置は、受信された第２経
路の信号を、中間周波数を含む第５経路の信号と高周波数を含む第６経路の信号に分ける
ように構成され、前記第２エネルギーダイバーシティ装置は、受信された第４経路の信号
を、中間周波数を含む第７経路の信号と高周波数を含む第８経路の信号に分けるように構
成される。
【０００８】
　上記の技術案において、前記第１エネルギーダイバーシティ装置の高周波数出力端が第
１アンテナスイッチの高周波数入力端に接続され、前記第１エネルギーダイバーシティ装
置の中間周波数出力端が第１アンテナスイッチの中間周波数入力端に接続され、
　前記第２エネルギーダイバーシティ装置の高周波数出力端が第２アンテナスイッチの高
周波数入力端に接続され、前記第２エネルギーダイバーシティ装置の中間周波数出力端が
第２アンテナスイッチの中間周波数入力端に接続される。
【０００９】
　上記の技術案において、前記第１エネルギーダイバーシティ装置はダイプレクサー又は
低雑音増幅器ＬＮＡ（Ｌｏｗ　Ｎｏｉｓｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）であり、前記第２エネ
ルギーダイバーシティ装置はダイプレクサー又は低雑音増幅器ＬＮＡ（Ｌｏｗ　Ｎｏｉｓ
ｅ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）である。
【００１０】
　上記の技術案において、前記第１無線周波数フロントエンドは、第１フィルタと、第２
フィルタと、第３フィルタを更に備え、
　前記第１経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第１フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第５経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第２フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第６経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第３フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第２無線周波数フロントエンドは、第４フィルタと、第５フィルタと、第６フィル
タを更に備え、
　前記第３経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第４フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第７経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第５フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
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　前記第８経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第６フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力される。
【００１１】
　本発明の実施形態に記載のキャリアアグリゲーション装置は、第１送受信アンテナと、
第２送受信アンテナと、第１無線周波数フロントエンドと、第２無線周波数フロントエン
ドと、無線周波数送受信チップと、を備え、第１送受信アンテナによって受信された信号
が第１無線周波数フロントエンドによって１つの経路の高周波数信号、１つの経路の中間
周波数信号、１つの経路の低周波数信号に分けられた後、無線周波数送受信チップにそれ
ぞれ入力され、第２送受信アンテナによって受信された信号が第２無線周波数フロントエ
ンドによって１つの経路の高周波数信号、１つの経路の中間周波数信号、１つの経路の低
周波数信号に分けられた後、無線周波数送受信チップにそれぞれ送信される。これにより
、２つのアンテナを有するキャリアアグリゲーション装置を実現することができ、従来技
術に比較し、２つのアンテナを節約し、干渉を低減すると共に、プリント回路基板（ＰＣ
Ｂ：Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）の配置面積を減少し、製品の製造コ
ストも大幅に削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】従来技術におけるキャリアアグリゲーション装置の基本的構成図である。
【図２】本発明の実施形態におけるキャリアアグリゲーション装置の基本的構成図一であ
る。
【図３】本発明の実施形態におけるキャリアアグリゲーション装置の基本的構成図二であ
る。
【図４】本発明の実施形態におけるキャリアアグリゲーション装置の基本的構成図三であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　低周波数バンド、中間周波数バンド、高周波数バンドをカバーする伝統的なキャリアア
グリゲーション装置において、無線周波数フロントエンドは４つの経路のアンテナを備え
、キャリアアグリゲーションのプライマリキャリア及びセカンダリキャリアのメイン受信
とダイバーシチ受信をそれぞれ行うように用いられ、図１は４つアンテナを有する伝統的
なキャリアアグリゲーション装置の基本的構成図であり、以下、図１を参照して伝統的な
キャリアアグリゲーション装置の構造について説明する。
【００１４】
　信号が送受信アンテナポート（Ｍａｉｎ　ＡＮＴ１とＤＩＶ　ＡＮＴ１）によってキャ
リアアグリゲーション装置に入力され、無線周波数フロントエンド（フロント無線周波数
アンテナスイッチ、フィルタなどを含む）を経由してから無線周波数送受信チップ（Ｔｒ
ａｎｓｃｅｉｖｅｒ）に入力される。例示的に、図１におけるフロント無線周波数アンテ
ナスイッチが単一入力複数出力（ＳＰＮＴ：Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｕｓｈ　Ｎ　Ｔｈｒｏｗ）
送受信アレイを採用し、フィルタが表面弾性波フィルタ（ＳＡＷＦ：Ｓｕｒｆａｃｅ　Ａ
ｃｏｕｓｔｉｃ　Ｗａｖｅ　Ｆｉｌｔｅｒ）を採用し、Ｍａｉｎ　ＡＮＴ１（メインＡＮ
Ｔ１）とＤＩＶ　ＡＮＴ１（ダイバーシチＡＮＴ１）が主に高周波数バンド（Ｈ　Ｂａｎ
ｄ：Ｈｉｇｈ　Ｂａｎｄ）のメインとダイバーシチの受信を行うように用いられる。その
後、送受信チップによって出力された信号がアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ：Ａｎａｌｏｇ
／Ｄｉｇｉｔａｌ）変換などのデジタル処理によってベースバンドチップに出力されて高
周波数バンドの無線周波数信号の全部の受信と処理プロセスを完了する。
【００１５】
　同様に、信号がアンテナポート（ＭＡＩＮ　ＡＮＴ２とＤＩＶ　ＡＮＴ２）を経由して
からキャリアアグリゲーション装置に入力され、低周波数バンド及び中間周波数バンドの
ダイプレクサＤｉｐｌｅｘｅｒによって低周波数バンド、中間周波数バンドの２つの経路
の信号に分けられ、次に、該低周波数バンド、中間周波数バンドの２つの経路の信号が無
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線周波数フロントエンド（フロント無線周波数アンテナスイッチ、フィルタなどを含む）
をそれぞれ経由してから２つの無線周波数Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒに入力される。例示的
に、図１におけるプリ無線周波数アンテナスイッチがＳＰＮＴ送受信アレイを採用し、フ
ィルタがＳＡＷ　ｆｉｌｔｅｒを採用し、ＭＡＩＮ　ＡＮＴ２とＤＩＶ　ＡＮＴ２が主に
低周波数バンド、中間周波数バンドのメインとダイバーシチの受信を行うように用いられ
る。その後、Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒによって出力された信号がＡ／Ｄ変換などのデジタ
ル処理によってベースバンドチップに出力されて低周波数バンド、中間周波数バンドの無
線周波数信号の全部の受信と処理プロセスを完了する。
【００１６】
　本発明の実施形態はキャリアアグリゲーション装置を提供し、前記装置は、第１送受信
アンテナと、第２送受信アンテナと、第１無線周波数フロントエンドと、第２無線周波数
フロントエンドと、無線周波数送受信チップと、を備える。
【００１７】
　第１送受信アンテナによって受信された信号が第１無線周波数フロントエンドによって
１つの経路の高周波数信号、１つの経路の中間周波数信号、１つの経路の低周波数信号に
分けられ、無線周波数送受信チップにそれぞれ入力され、第２送受信アンテナによって受
信された信号が第２無線周波数フロントエンドによって１つの経路の高周波数信号、１つ
の経路の中間周波数信号、１つの経路の低周波数信号に分けられ、無線周波数送受信チッ
プにそれぞれ送信される。
【００１８】
　以下、図面及び具体的な実施形態を参照して本発明を更に詳しく説明する。
【００１９】
　本発明の実施形態一はキャリアアグリゲーション装置を提供し、図２に示すように、前
記装置は第１送受信アンテナ２１と、第２送受信アンテナ２２と、第１無線周波数フロン
トエンド２３と、第２無線周波数フロントエンド２４と、無線周波数送受信チップ２５と
、を備え、ここで、第１送受信アンテナ２１によって受信された信号が第１無線周波数フ
ロントエンド２３によって１つの経路の高周波数信号（図面におけるＨによって示された
信号）、１つの経路の中間周波数信号（図面におけるＭによって示された信号）、１つの
経路の低周波数信号（図面におけるＬによって示された信号）に分けられ、無線周波数送
受信チップ２５にそれぞれ入力される。第２送受信アンテナ２２によって受信された信号
が第２無線周波数フロントエンド２４によって１つの経路の高周波数信号（図面における
Ｈによって示された信号）、１つの経路の中間周波数信号（図面におけるＭによって示さ
れた信号）、１つの経路の低周波数信号（図面におけるＬによって示された信号）に分け
られ、無線周波数送受信チップにそれぞれ送信される。
【００２０】
　前記第１無線周波数フロントエンド２３は前記第１送受信アンテナ２１と接続している
第１デュプレクサを備え、前記第１デュプレクサは、第１送受信アンテナ２１によって受
信された信号を、低周波数信号を含む第１経路の信号、中間周波数信号と高周波数信号を
含む第２経路の信号に分けるように構成される。
【００２１】
　前記第２無線周波数フロントエンド２４は前記第２送受信アンテナ２２と接続している
第２デュプレクサを備え、前記第２デュプレクサは、第２送受信アンテナ２２によって受
信された信号を、低周波数信号を含む第３経路の信号、中間周波数信号と高周波数信号を
含む第４経路の信号に分けるように構成される。
【００２２】
　ここで、前記第１無線周波数フロントエンド２３は第１エネルギーダイバーシティ装置
と第１アンテナスイッチを更に備え、前記第１デュプレクサの低周波数出力端と第１アン
テナスイッチの低周波数受信端が直接に接続し、第１デュプレクサの中間周波数及び高周
波数出力端がエネルギーダイバーシティ装置を介して第１アンテナスイッチに接続され、
前記中間周波数及び高周波数出力端が中間周波数信号及び高周波数信号を出力するように
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用いられ、ここで、前記エネルギーダイバーシティ装置は、第１デュプレクサによって送
信された第２経路の信号を受信し、前記第２経路の信号に対して周波数分割処理を行い、
周波数分割処理後の２つの経路の信号を第１アンテナスイッチに送信するように構成され
る。
【００２３】
　前記第２無線周波数フロントエンド２４は第２エネルギーダイバーシティ装置と第２ア
ンテナスイッチを更に備え、前記第２デュプレクサの低周波数出力端と第２アンテナスイ
ッチの低周波数受信端が直接に接続し、第２デュプレクサの中間周波数及び高周波数出力
端がエネルギーダイバーシティ装置を介して第２アンテナスイッチに接続され、ここで、
前記エネルギーダイバーシティ装置は、第２デュプレクサによって送信された第４経路の
信号を受信し、前記第４経路の信号に対して周波数分割処理を行い、周波数分割処理後の
２つの経路の信号を第２アンテナスイッチに送信するように構成される。
【００２４】
　ここで、前記第１エネルギーダイバーシティ装置は、受信された第２経路の信号を、中
間周波数のみを含む第５経路の信号と高周波数のみを含む第６経路の信号に分けるように
構成され、前記第２エネルギーダイバーシティ装置は、受信された第４経路の信号を、中
間周波数のみを含む第７経路の信号と高周波数のみを含む第８経路の信号に分けるように
構成される。
【００２５】
　ここで、前記第１エネルギーダイバーシティ装置の高周波出力端が第１アンテナスイッ
チの高周波入力端に接続され、前記第１エネルギーダイバーシティ装置の中間周波数出力
端が第１アンテナスイッチの中間周波数入力端に接続される。
【００２６】
　前記第２エネルギーダイバーシティ装置の高周波数出力端が第２アンテナスイッチの高
周波数入力端に接続され、前記第２エネルギーダイバーシティ装置の中間周波数出力端が
第２アンテナスイッチの中間周波数入力端に接続される。
【００２７】
　ここで、前記第１エネルギーダイバーシティ装置はダイプレクサー又は低雑音増幅器Ｌ
ＮＡであり、前記第２エネルギーダイバーシティ装置はダイプレクサー又は低雑音増幅器
ＬＮＡである。
【００２８】
　ここで、前記第１無線周波数フロントエンドは、第１フィルタと、第２フィルタと、第
３フィルタを更に備え、
　前記第１経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第１フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第５経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第２フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第６経路の信号が第１アンテナスイッチを経由した後、第３フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力される。
【００２９】
　前記第２無線周波数フロントエンドは、第４フィルタと、第５フィルタと、第６フィル
タを更に備え、
　前記第３経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第４フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第７経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第５フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力され、
　前記第８経路の信号が第２アンテナスイッチを経由した後、第６フィルタによってクラ
ッターをフィルタ処理され、無線周波数送受信チップに出力される。
【００３０】
　当業者にとって、実際に実行するとき、上記の第１フィルタ、第２フィルタ、第３フィ
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ルタ、第４フィルタ、第５フィルタ及び第６フィルタは一台のフィルタに集積されてよく
、必要に応じて、二台、三台、更に四台、五台のフィルタにそれぞれ集積されてよいと理
解される。
【００３１】
　以下、２つの具体的な例によって本発明の実施形態に記載のキャリアアグリゲーション
装置について更に詳しく説明する。
【００３２】
　例一
　図３は本発明の実施形態におけるキャリアアグリゲーション装置の例示的構成図であり
、図３に示すように、信号が送受信アンテナポート（Ｍａｉｎ　ＡＮＴ１とＤＩＶ　ＡＮ
Ｔ１）によってキャリアアグリゲーション装置に入力され、無線周波数フロントエンドを
経由してから無線周波数送受信チップ（Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）に入力される。無線周
波数フロントエンドはダイプレクサー（Ｄｉｐｌｅｘｅｒ）、アンテナ及びフィルタを備
える。例示的に、図３におけるプリ無線周波数アンテナスイッチがＳＰＮＴ送受信アレイ
を採用し、フィルタがＳＡＷ　ｆｉｌｔｅｒを採用し、Ｍａｉｎ　ＡＮＴとＤＩＶ　ＡＮ
Ｔが主に高周波数バンド（Ｈ　Ｂａｎｄ）、中間周波数バンド（Ｍ　Ｂａｎｄ）及び低周
波数バンド（Ｌ　Ｂａｎｄ）のメインとダイバーシチの受信を行うように用いられる。図
３に示すように、信号がＭａｉｎ　ＡＮＴに入力された後、Ｄｉｐｌｅｘｅｒ　１によっ
て１つの経路の低周波数信号、１つの経路の中間周波数と高周波数のコンポジット信号に
分けられ、ここで、低周波数信号がＳＰＮＴ２の低周波数信号受信端（Ｌ端）に直接に接
続され、中間周波数と高周波数のコンポジット信号がＤｉｐｌｅｘｅｒ　３によって１つ
の経路の高周波数信号と１つの経路の低周波数信号に分けられ、その後、ＳＰＮＴ１の高
周波数受信端（Ｈ端）と低周波数受信端（Ｍ端）にそれぞれ接続され、これにより、Ｍａ
ｉｎ　ＡＮＴを経由した信号が最後に３つの経路（１つの経路の低周波数、１つの経路の
中間周波数、１つの経路の高周波数）に分けられ、３つの経路の信号がフィルタによって
クラッターをフィルタ処理されたあと、Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ１の高周波数受信端（Ｒ
ｘ１）、中間周波数受信端（Ｒｘ２）とＴｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ２の低周波数受信端（Ｒ
ｘ３）にそれぞれ入力される。
【００３３】
　同様に、信号がＤＩＶ　ＡＮＴによって入力された後、Ｄｉｐｌｅｘｅｒ　２によって
１つの経路の低周波数信号、１つの経路の中間周波数と高周波数のコンポジット信号に分
けられ、ここで、低周波数信号がＳＰＮＴ４の低周波数信号受信端（Ｌ端）に直接に接続
され、中間周波数と高周波数のコンポジット信号がＤｉｐｌｅｘｅｒ　３によって１つの
経路の高周波数信号と１つの経路の低周波数信号に分けられ、その後、ＳＰＮＴ３の高周
波数受信端（Ｈ端）と低周波数受信端（Ｍ端）にそれぞれ接続され、これにより、Ｍａｉ
ｎ　ＡＮＴを経由した信号が最後に３つの経路（１つの経路の低周波数、１つの経路の中
間周波数、１つの経路の高周波数）に分けられ、３つの経路の信号がフィルタによってク
ラッターをフィルタ処理されたあと、Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ１の高周波数受信端（Ｒｘ
１）、中間周波数受信端（Ｒｘ２）とＴｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ２の低周波数受信端（Ｒｘ
３）にそれぞれ入力される。
【００３４】
　該例において、前記Ｄｉｐｌｅｘｅｒ　３とＤｉｐｌｅｘｅｒ　４は中間周波数信号、
高周波数信号に対して単一入力二つ出力を行う特性を必ず有し、その目的として、中間周
波数信号と高周波数信号をさらに２つの経路の信号に分けられて２つの受信チャネルにそ
れぞれ入力されることで、中間周波数及び高周波数バンドが１つのチャネルを多重化して
低、中、高周波数バンドのキャリアアグリゲーション機能を実現することを確保し、従来
技術に比較し、本発明の実施形態に開示の技術案は２つのアンテナ及び２つのアンテナス
イッチを節約する。
【００３５】
　例二
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　図４は本発明の実施形態におけるキャリアアグリゲーション装置のその他の例示的構成
図であり、図４は図３に基づいて、Ｄｉｐｌｅｘｅｒ３とＤｉｐｌｅｘｅｒ４を代わりに
ＬＮＡ１とＬＮＡ２を使用し、他の部品を変わらないので、従って、同一の部品は同一の
番号を採用する。
【００３６】
　信号が送受信アンテナポート（Ｍａｉｎ　ＡＮＴとＤＩＶ　ＡＮＴ）によってキャリア
アグリゲーション装置に入力され、無線周波数フロントエンドを経由してから無線周波数
送受信チップ（Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）に入力される。無線周波数フロントエンドはダ
イプレクサー（Ｄｉｐｌｅｘｅｒ）、アンテナ及びフィルタを備える。図４に示すように
、信号がＭａｉｎ　ＡＮＴに入力された後、Ｄｉｐｌｅｘｅｒ　１によって１つの経路の
低周波数信号、１つの経路の中間周波数と高周波数のコンポジット信号に分けられ、ここ
で、低周波数信号がＳＰＮＴ２の低周波数信号受信端（Ｌ端）に直接に接続され、中間周
波数及び高周波数のコンポジット信号がＬＮＡ１によって１つの経路の高周波数信号と１
つの経路の低周波数信号に分けられ、その後、ＳＰＮＴ１の高周波数受信端（Ｈ端）と低
周波数受信端（Ｍ端）にそれぞれ接続され、これにより、Ｍａｉｎ　ＡＮＴを経由した信
号が最後に３つの経路（１つの経路の低周波数、１つの経路の中間周波数、１つの経路の
高周波数）に分けられ、３つの経路の信号がフィルタによってクラッターをフィルタ処理
されたあと、Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ１の高周波数受信端（Ｒｘ１）、中間周波数受信端
（Ｒｘ２）とＴｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ２の低周波数受信端（Ｒｘ３）にそれぞれ入力され
る。
【００３７】
　同様に、信号がＤＩＶ　ＡＮＴによって入力された後、Ｄｉｐｌｅｘｅｒ　２によって
１つの経路の低周波数信号、１つの経路の中間周波数と高周波のコンポジット信号に分け
られ、ここで、低周波数信号がＳＰＮＴ４の低周波数信号受信端（Ｌ端）に直接に接続さ
れ、中間周波数と高周波のコンポジット信号がＬＮＡ２によって１つの経路の高周波数信
号と１つの経路の低周波数信号に分けられ、その後、ＳＰＮＴ３の高周波数受信端（Ｈ端
）と低周波数受信端（Ｍ端）にそれぞれ接続され、これにより、Ｍａｉｎ　ＡＮＴを経由
した信号が最後に３つの経路（１つの経路の低周波数、１つの経路の中間周波数、１つの
経路の高周波数）に分けられ、３つの経路の信号がフィルタによってクラッターをフィル
タ処理されたあと、Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ１の高周波数受信端（Ｒｘ１）、中間周波数
受信端（Ｒｘ２）とＴｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ２の低周波数受信端（Ｒｘ３）にそれぞれ入
力される。
【００３８】
　該例において、前記ＬＮＡ１とＬＮＡ２は２つの経路の出力である特性を必ず有し、そ
の目的として、中間周波数信号と高周波数信号を２つの経路の信号に分けられて２つの受
信チャネルに入力されることで、中間周波数及び高周波数バンドが１つのチャネルを多重
化して低、中、高周波数バンドのキャリアアグリゲーション機能を実現することを確保し
、従来技術に比較し、本発明の実施形態に開示の技術案は２つのアンテナ及び２つのアン
テナスイッチを節約する。
【００３９】
　なお、上記の例一と例二において、４つのＳＰＮＴ送受信アレイを利用して送受信アン
テナとし、しかし、実際に実行する場合、ＳＰＮＴの個数を限定せず、２つの低周波数信
号受信端、２つの中間周波数信号受信端と２つの高周波数信号受信端を含めば、１つ又は
複数であってよい。同様に、無線周波数チップは対応の個数と対応の機能を有する受信端
があれば、無線周波数チップの個数を限定しない。
【００４０】
　上記の説明はただ本発明の好ましい実施形態を記載し、本発明の保護範囲を限定するわ
けではない。
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