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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】同相/直交相（I/Q）成分の間のインバランスと
混合生成変調影像とによって持ち込まれる歪みの較正技
術を円滑化するシステムおよび方法を提供する。
【解決手段】送信機２００では同相（I）信号および直
交相（Q）信号が生成されＩＦ混合器２０８および２０
９に供給され、さらに加算器２１０によって加算された
ＩＦ信号は、混合器２１４に供給され、結果のＲＦ信号
は、つぎにアンテナ２１６によって送信される。混合生
成変調影像の影響を補償するためのＲＦベースの較正を
可能にするために、ＲＦフィードバック信号２１８を検
査し、不要な信号成分を補償すべく調節（例えば、Ｉお
よび/またはＱの信号経路の利得および/または位相に対
する調節）を行う。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加算された信号を生成するために同相（I）のIF信号を直交相（Q）のIF信号と加算する
こと、
　RF信号を生成するために、RF局部発振器信号を前記加算された信号と混合すること、こ
こにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、少
なくとも前記検出されたパラメータを使用し、前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの
少なくとも1つを調節すること
　を具備する方法。
【請求項２】
　前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節するための値をダイナ
ミックに生成するために、前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り
返すこと
　をさらに具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すことは、前記加算す
ること、混合すること、および検出することを周期的に繰り返す、
　請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すことは、前記加算す
ること、混合すること、および検出することをトリガーイベントの検出を契機として繰り
返す、
　請求項2に記載の方法。
【請求項５】
　前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの前記少なくとも1つを調節するために使用さ
れる値を格納すること
　をさらに具備する、請求項2に記載の方法。
【請求項６】
　前記I IF信号、前記Q IF信号、および前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成するた
めに使用される回路のための複数の利得設定について、前記I IF信号および前記Q IF信号
のうちの少なくとも1つを調節するための値を生成するために、前記加算すること、混合
することおよび検出することを繰り返すこと
　をさらに具備する、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出することは、前記RF信号の平均電力を
検出することを具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出することは、前記加算することおよび
混合することのための論理回路を含むデバイスの外部のデバイスを用いて前記少なくとも
1つのパラメータを検出することを具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　較正モードの間、前記加算することおよび混合することのための論理回路を含むデバイ
スの上に含まれる受信回路に前記RF信号を供給するように多重化装置を制御すること、お
よび
　操作モードの間、外部的に受信されたRF信号を前記受信回路に供給するように前記多重
化装置を制御すること
　をさらに具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを前記調節することは、
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号のう
ちの少なくとも1つの利得を調節すること、および
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号のう
ちの少なくとも1つの振幅を調節すること
　のうちの少なくとも1つを具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも1つの調節は、デジタルドメイン中で行なわれる、請求項10に記載の方
法。
【請求項１２】
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号のう
ちの少なくとも1つの利得を調節することは、
　前記Q IF信号を調節する第1のI/Q設定を既知のDCオフセット値に適用し、および前記I 
IF信号を既知の帯域内トーンに適用すること、
　前記第1のI/Q設定において前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
　前記Q IF信号を調節する第2のI/Q設定を既知の帯域内トーンに適用し、および前記I IF
信号を既知のDCオフセット値に適用すること、
　前記第2のI/Q設定において前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
および
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号のう
ちの少なくとも1つを調節するために前記第1および第2の設定において検出された前記パ
ラメータを使用すること
　を具備する、請求項10に記載の方法。
【請求項１３】
　I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号のうち
の少なくとも1つの位相を調節することは、
　トーンKおよび－Kのエネルギーを使用する第1の既知のコンテンツを備えるRF信号を生
成するために第1のI/Q設定を適用すること、
　前記第1のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
　トーンKおよび－Kのエネルギーを使用する第2の既知のコンテンツを備えるRF信号を生
成するために第2のI/Q設定を適用すること
　前記第2のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
および
　I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号のうち
の少なくとも1つを調節するために前記第1および第2の設定において検出された前記パラ
メータを使用すること
　を具備する、請求項10に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第1のI/Q設定において、前記RF信号は、前記Kトーンにおいてコンテンツ1＋ｊを、
および－Kトーンにおいてコンテンツ1＋ｊを有し、および
　前記第2のI/Q設定において、前記RF信号は、前記Kトーンにおいてコンテンツ1＋ｊを、
および－Kトーンにおいてコンテンツ－1－ｊを有する、
　請求項10に記載の方法。
【請求項１５】
　RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合することは、RF
局部発振器信号とのRF混合のマルチプルステージを利用することを具備する、請求項1に
記載の方法。
【請求項１６】
　ワイアレス通信のための変調を行なうデバイスであって、
加算された信号を生成するために同相(I)IF信号を直交相(Q)IF信号と加算するコンポーネ
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ントと、
　RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合するコンポーネ
ント、ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する
、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出するコンポーネントと、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために前記I
 IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調節するために前記検出されたパラメー
タを使用するコンポーネントと
　を具備するデバイス。
【請求項１７】
　前記デバイスのコンポーネントは、前記I IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1
つを調節するための値をダイナミックに生成するために、前記加算すること、混合するこ
と、および検出することを繰り返すように構成されていて、および
　前記デバイスは、前記I IF信号およびQ IF信号のうちの前記少なくとも1つを調節する
ために使用される値を格納するコンポーネントを具備する、
　請求項16に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記デバイスのコンポーネントは、前記I IF信号、前記Q IF信号、および前記RF信号の
うちの少なくとも1つを生成するために使用される回路のための複数の利得設定について
、前記I IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調節するための値を生成するた
めに、前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すように構成され
ている、
　請求項17に記載のデバイス。
【請求項１９】
　較正モードの間に、前記RF信号の前記少なくとも1つのパラメータを検出する前記コン
ポーネントを含む受信回路に前記RF信号を供給し、および操作モードの間に、外部的に受
信されたRF信号を前記受信回路に供給するように制御可能な多重化装置
　をさらに具備する、請求項16に記載のデバイス。
【請求項２０】
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために前記I IF信号およびQ IF信号の少なくと
も1つの利得を調節して、I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響
を低減するために前記I IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調節するために
前記検出されたパラメータを使用する前記コンポーネントは、以下のことをするように構
成されている、請求項16に記載のデバイス：
　第1の既知のコンテンツおよびKおよび－Kのトーンを備えるRF信号を生成するために第1
のI/Q設定を適用する、
　第1のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する、
　第2の既知のコンテンツおよびKおよび－Kのトーンを備えるRF信号を生成するために第2
のI/Q設定を適用する、
　第2のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する、および
　I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記I IF信号およびQ IF信号のうちの少
なくとも1つを調節するために前記第1および第2の設定における検出された前記パラメー
タを使用する。
【請求項２１】
　前記RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合する前記コ
ンポーネントは、RF局部発振器信号とのRF混合のマルチプルステージを利用する、請求項
16に記載のデバイス。
【請求項２２】
　ワイアレス通信のための変調を行なう装置であって、
　加算された信号を生成するために同相（I）のIF信号を直交相（Q）のIF信号を加算する
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手段と、
　RF信号を生成するために、RF局部発振器信号を前記加算された信号と混合する手段と、
ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する手段、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、前
記検出されたパラメータに基づいて、前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくと
も1つを調節する手段と
　を具備する装置。
【請求項２３】
　加算し、混合し、検出、および調節する前記手段は、前記I IF信号、前記Q IF信号、お
よび前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成するために使用される回路のための複数の
利得設定について、前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節する
ための値を生成するために、加算すること、混合すること、および検出することを繰り返
すように構成されている、
　請求項22に記載の装置。
【請求項２４】
　較正モードの間に、前記RF信号の前記少なくとも1つのパラメータを検出するための前
記手段を含む受信機手段に前記RF信号を供給し、および操作モードの間に、外部的に受信
されたRF信号を前記受信回路に供給するための手段
　をさらに具備する、請求項22に記載の装置。
【請求項２５】
　ワイアレス通信のための変調を行なうコンピュータプログラムプロダクトであって、前
記コンピュータプログラムプロダクトは、命令を内蔵するコンピュータ可読媒体を具備し
、前記命令は、以下のコードを具備することを特徴とするコンピュータプログラムプロダ
クト：
　加算された信号を生成するために同相(I)のIF信号を直交相信号と加算することとRF信
号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合することとによって生
成されたRF信号の少なくとも1つのパラメータを検出するためのコード、ここにおいて、
前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、前
記RF信号の少なくとも1つの前記検出されたパラメータに基づいて、前記I IF信号および
前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節するためのコード。
【請求項２６】
　前記I IF 信号、前記Q IF信号、および前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成するた
めに使用される回路のための複数の利得設定について、前記I IF信号および前記Q IF信号
のうちの少なくとも1つを調節する値を生成するために、前記検出することおよび調節す
ることを繰り返すコード
　を具備する、請求項25に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項２７】
　既知の周波数帯域において送信されるべき既知の同相（I）のIF信号および直交相（Q）
のIF信号を選択すること、
　加算されたIF信号を生成するために前記I IF信号を前記Q IF信号に加算すること、
　RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算されたIF信号と混合すること、こ
こにおいて、前記RF信号は、前記既知の周波数帯域内に混合生成変調影像成分を有する、
および
　前記混合生成変調影像成分の影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号の
うちの少なくとも1つを調節するために前記RF信号の検出された平均電力を使用すること
　を具備する方法。
【請求項２８】
　既知の周波数帯域において送信されるべき既知の同相（I）のIF信号および直交相（Q）
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のIF信号を選択する手段、
　加算されたIF信号を生成するために前記I IF信号を前記Q IF信号に加算する手段、
RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算されたIF信号と混合する手段、ここ
において、前記RF信号は、前記既知の周波数帯域内に混合生成変調影像成分を有する、お
よび
　前記混合生成変調影像成分の影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号の
うちの少なくとも1つを調節するために前記RF信号の検出された平均電力を使用する手段
　を具備するシステム。
【発明の詳細な説明】
【関連する出願】
【０００１】
　本件出願は、2007年1月5日付の「I/Q Calibration for Walking-IF Front-End Archite
ctures」という名称の米国仮特許出願第60/883,736号に基づいて優先権を主張するもので
あって、その出願の全体は、参照によって本件明細書に組込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　本件開示の主題は、一般にワイアレス通信に関係し、より詳細には、ワイアレス通信シ
ステム内で動作するデバイスのための較正（calibration）技術に関係する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイアレス通信システムは、様々な通信サービスを提供するために広く展開されている
。例えば、音声、ビデオ、パケットデータ、放送およびメッセージングサービスは、その
ようなワイアレス通信システムによって提供されることができる。これらのシステムは、
利用可能なシステム資源の共有により、多数の端末のための通信をサポートすることがで
きる多元接続システムであってよい。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元
接続（CDMA）システム、時分割多元接続（TDMA）システム、周波数分割多元接続（FDMA）
システムおよび直交周波数分割多元接続（OFDM）システムを含んでいる。
【０００４】
　デジタル通信技術の発達にともなって、ユーザは、より厳しい状態に直面して、より高
速の処理能力を期待するようになってきた。結果として、デジタル通信システムに対する
要求は、実装するのがますます困難になってきた。同様に、より新しいシステムは、以前
にリリースされたシステムに比べて、より厳格な制御およびより高い忠実度（fidelity）
が提供されることを一般に要求する。この要求を達成するため、これらのシステムは、デ
ジタル/アナログ変換、周波数変換、増幅等々において高い忠実度のような特色を実装し
ている。加えて、それを必要としないほど正確にコンポーネントを作ることができない場
合は、不正確さおよび不精密さをあとで訂正するために、較正および訂正の回路、方法お
よびプロセスを使用する。
【０００５】
　いくつかのデジタル通信システムは、高周波（RF）でデータを送信し、I/Q（同相およ
び直交相）変調および/または復調のフロントエンドを有している。そのようなシステム
においては、I/Q変調器および復調器のI成分（同相成分）とQ成分（直交相成分）の間の
利得および位相のインバランス（不均衡）が帯域内歪みを持ち込む可能性がある。それゆ
え、そのようなシステムにおいては、かかるインバランスの影響を低減するために、較正
を行なう必要がある。
【発明の概要】
【０００６】
　ある実施形態は、I/Q送信機回路を較正する技術を提供する。本技術は、加算された信
号を生成するために同相（I）中間周波数（IF）信号を直交相（Q）IF信号と加算すること
、RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合すること－ここ
において、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分（the mixing-produ
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ct modulated image components）（混合によって生じる所望以外の信号の成分）を有す
る－、前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、およびI/Qインバランス
および前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、前記同相IF信号および
前記直交相IF信号のうちの少なくとも一つを調節するために、前記検出されたパラメータ
を使用することを一般に含んでいる。
【０００７】
　ある実施形態は、ワイアレス通信のための変調を行なうデバイスを提供する。本デバイ
スは、加算された信号を生成するために同相（I）IF信号を直交相（Q）IF信号と加算する
コンポーネント、RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合
するコンポーネント－ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影
像成分を有する－、前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出するコンポーネント
、およびI/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するため
に前記同相IF信号および前記直交相IF信号のうちの少なくとも一つを調節するために前記
検出されたパラメータを使用するコンポーネントを一般に含んでいる。
【０００８】
　ある実施形態は、ワイアレス通信のための変調を行なう装置を提供する。本装置は、加
算された信号を生成するために同相（I）IF信号を直交相（Q）IF信号と加算する手段、RF
信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合する手段－ここにお
いて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する－、前記RF信号
の少なくとも1つのパラメータを検出する手段、およびI/Qインバランスおよび前記混合生
成変調影像成分の両方の影響を低減するために、前記検出されたパラメータに基づいて、
前記同相IF信号および前記直交相IF信号のうちの少なくとも一つを調節する手段を一般に
含んでいる。
【０００９】
　本発明のある実施形態は、ワイアレス通信のための変調を行なうためのコンピュータプ
ログラムプロダクトであって、命令を内蔵するコンピュータ可読媒体を具備するコンピュ
ータプログラムプロダクトを提供する。本命令は、加算された信号を生成するために同相
（I）IF信号を直交相（Q）IF信号と加算することとRF信号を生成するためにRF局部発振器
信号を前記加算された信号と混合することとによって生成されたRF信号の少なくとも1つ
のパラメータを検出するコード－ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合
生成変調影像成分を有する－、およびI/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分
の両方の影響を低減するために、前記RF信号の前記検出された少なくとも1つのパラメー
タに基づいて、前記同相IF信号および前記直交相IF信号のうちの少なくとも一つを調節す
るコードを一般に含んでいる。
【００１０】
　本発明のある実施形態が提供する方法は、知られている周波数帯域内で送信される同相
（I）IF信号および直交相（Q）IF信号を選択すること、加算されたIF信号を生成するため
に前記同相IF信号を前記直交相IF信号と加算すること、RF信号を生成するためにRF局部発
振器信号を前記加算された信号と混合すること－ここにおいて、前記RF信号は、前記既知
の周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する－、および前記混合生成変調影像成分の
影響を低減するために前記同相IF信号および前記直交相IF信号のうちの少なくとも一つを
調節するために前記RF信号の検出された平均電力を用いることを少なくとも含んでいる。
【００１１】
　本発明のある実施形態が提供するシステムは、既知の周波数帯域内で送信されるべき同
相（I）IF信号および直交相（Q）IF信号を選択する手段、加算されたIF信号を生成するた
めに前記同相IF信号を前記直交相IF信号と加算する手段、RF信号を生成するためにRF局部
発振器信号を前記加算された信号と混合する手段－ここにおいて、前記RF信号は、前記既
知の周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する－、および前記混合生成変調影像成分
の影響を低減するために前記同相IF信号および前記直交相IF信号のうちの少なくとも一つ
を調節するために前記RF信号の検出された平均電力を用いる手段を少なくとも含んでいる
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。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図1は、本件明細書において記述される様々な態様に準拠するワイアレス多元接
続通信システムを例示する。
【図２Ａ】図2Aは、本発明のある実施形態に準拠する送信機の一例を示す。
【図２Ｂ】図2Bは、本発明のある実施形態に準拠する受信機の一例を示す。
【図３Ａ】図3Aは、本発明のある実施形態に準拠する較正論理回路の一例を示す。
【図３Ｂ】図3Bは、本発明のある実施形態に準拠する較正論理回路の一例を示す。
【図４】図4は、本発明のある実施形態に準拠する送信機較正のための動作の一例を示す
。
【図４Ａ】図4Aは、本発明のある実施形態に準拠する送信機較正のための動作の一例を示
す。
【図５】図5は、本発明のある実施形態に準拠する搬送波抑圧のための動作の一例を示す
。
【図６Ａ】図6Aは、本発明のある実施形態に準拠する搬送波抑圧動作の間の送信機の一例
を示す。
【図６Ｂ】図6Bは、本発明のある実施形態に準拠する搬送波抑圧動作の間の送信機の一例
を示す。
【図７】図7は、本発明のある実施形態に準拠するI/Q振幅インバランス較正のための動作
の一例を示す。
【図８Ａ】図8Aは、I/Q振幅インバランス較正中の送信機の一例を示す。
【図８Ｂ】図8Bは、I/Q振幅インバランス較正中の送信機の一例を示す。
【図８Ｃ】図8Cは、I/Q振幅インバランス較正中の送信機の一例を示す。
【図９】図9は、本発明のある実施形態に準拠するI/Q位相インバランス較正のための動作
の一例を示す。
【図１０Ａ】図10Aは、I/Q位相インバランス較正中の送信機の一例を示す。
【図１０Ｂ】図10Bは、I/Q位相インバランス較正中の送信機の一例を示す。
【図１０Ｃ】図10Cは、I/Q位相インバランス較正中の送信機の一例を示す。
【図１１】図11は、本発明のある実施形態に準拠する受信機較正のための動作の一例を示
す。
【図１１Ａ】図11Aは、本発明のある実施形態に準拠する受信機較正のための動作の一例
を示す。
【図１２】図12は、本発明のある実施形態に準拠する受信機のためのI/Q振幅および位相
インバランス較正のための動作の一例を示す。
【図１３】図13は、本発明のある実施形態に準拠する1つのIF混合ステージおよびN個の混
合ステージを有するシステムを例示する。
【発明の詳細な説明】
【００１３】
　次に特許請求の範囲に記載されている主題の様々な態様が、図面を参照しながら説明さ
れる。なお、明細書全体を通じ、類似の要素を指すために類似の参照数字が使用されてい
る。以下の記述において、説明の目的上、1つまたは複数の態様についての完全な理解の
提供のために多数の特定の詳細が述べられる。しかしながら、本件明細書における教示を
学んだ後には、これらの特定の詳細が無くても、これらの態様が実施可能であることが明
白となろう。他の実施例において、周知の構造およびデバイスは、1つまたは複数の態様
を説明することを簡単にするために、ブロック図で示される。
【００１４】
　本件出願中で使用されているように、「コンポーネント」、「モジュール」、「システ
ム」、および同様の語は、コンピュータ関連の実体―すなわちハードウェア、ファームウ
ェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフ
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トウェアのいずれか－を指すよう意図されている。例えば、コンポーネントは、プロセッ
サ上で実行中のプロセス、集積回路、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、
プログラム、および/または、コンピュータであってもよい。しかし、これらに限られる
ものではない。実例として、計算デバイス上で実行中のアプリケーションおよび当該計算
デバイスは、ともにコンポーネントであり得る。1つまたは複数のコンポーネントは、プ
ロセスおよび/または実行スレッドの中に在ることができ、またコンポーネントは、1つの
コンピュータの中に局所化されてもよく、および/または2つ以上のコンピュータの間に分
散化されてもよい。さらに、これらのコンポーネントは、各種データ構造を内蔵する様々
なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これらのコンポーネントは、1つま
たは複数のデータパケット(例えば、ローカルシステム、分散システム、および/またはシ
グナルを用いて他のシステムと通信するインターネットのようなネットワーク上で他のコ
ンポーネントと相互作用するコンポーネントからのデータ)を有するシグナルにしたがっ
ているようなローカルプロセスおよび/またはリモートプロセスを用いて通信をすること
ができる。
【００１５】
　さらに、ワイアレス端末および/または基地局に関連して、様々な実施形態が説明され
る。ワイアレス端末は、音声および/またはデータの接続性をユーザに提供するデバイス
を指す場合もある。ワイアレス端末は、ラップトップコンピュータまたはデスクトップコ
ンピュータのようなコンピューティングデバイスに接続されてもよく、またはそれは、携
帯情報端末（ＰＤＡ）のような自己内蔵型デバイスであってもよい。ワイアレス端末は、
システム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、リモート局、アクセスポ
イント、リモート端末、アクセス端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイ
ス、またはユーザ設備と呼ばれることもある。ワイアレス端末は、加入者局、ワイアレス
デバイス、セルラ電話、PCS電話、コードレス電話、SIP(セッション・イニシエーション
・プロトコル)電話、WLL(ワイアレス・ローカル・ループ)局、PDA(携帯情報端末)、ワイ
アレス接続能力のある携帯デバイス、またはワイアレスモデムに接続される処理デバイス
であってもよい。基地局（例えばアクセスポイント）は、1つまたは複数のセクタを通っ
てエアー・インターフェース上でワイアレス端末と通信するアクセスネットワーク中のデ
バイスを指すことがある。基地局は、受信したエアー・インターフェース・フレームをIP
（インターネット・プロトコル）パケットに変換することによって、アクセスネットワー
ク（IPネットワークを含んでもよい）におけるワイアレス端末とそれ以外のものとの間の
ルータとして作用することができる。基地局は、エアー・インターフェースのためのアト
リビュートの管理を調整することもできる。
【００１６】
　さらに、本件明細書において説明される様々な態様または特徴は、標準的なプログラミ
ングおよび/または工学的技術を使用して、方法、装置、または製造品として実装される
ことができる。本件明細書において使用されているような「製造品」という語は、任意の
コンピュータ可読なデバイス、搬送波、または媒体からアクセス可能なコンピュータプロ
グラムを含むことが意図されている。例えば、コンピュータ可読媒体は、磁気記憶デバイ
ス（例えば、ハードディスク、フレキシブルディスク、磁気ストリップなど)、光ディス
ク(例えば、コンパクトディスク(CD)、デジタル・バーサタイル・ディスク（DVD）など)
、スマートカード、およびフラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キ
ードライブなど)を含むことができる。ただし、これらのものに限られるものではない。
【００１７】
　多数のデバイス、コンポーネント、モジュール、および同様のものを含んでもよいシス
テムの観点から、様々な実施形態または特徴が提示されるであろう。様々なシステムは、
追加的なデバイス、コンポーネント、モジュールを含んでもよいこと、および/または、
図面に関連して議論されるデバイス、コンポーネント、モジュールのすべてを含む必要は
ないこと、が理解されるべきである。これらのアプローチの組み合わせが使用されてもよ
い。
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【００１８】
システムの一例
　次に図面を参照するに、図1は、様々な態様に準拠するワイアレス多元接続通信システ
ム100の例示である。一例において、アクセスポイント100（AP）は、複数のアンテナグル
ープを含んでいる。図1に例示されているように、1つのアンテナグループは、アンテナ10
4および106を含み、他のアンテナグループは、アンテナ108および110を含み、さらに他の
アンテナグループは、アンテナ112および114を含むことができる。図1では2本のアンテナ
しか図示されていないけれど、より多くのまたはより少ないアンテナが各アンテナグルー
プのために利用可能であることが認識されるべきである。他の一例において、アクセス端
末116（AT）は、アンテナ112および114と通信可能であって、アンテナ112および114は、
順方向リンク120を通ってアクセス端末116へ情報を送信し、また逆方向リンク118を通っ
てアクセス端末116から情報を得ることができる。追加的または代替的に、アクセス端末1
22（AT）は、アンテナ106および108と通信可能であって、アンテナ106および108は、順方
向リンク126を通ってアクセス端末122へ情報を送信し、また逆方向リンク124を通ってア
クセス端末122から情報を得ることができる。周波数分割二重（FDD）システムにおいて、
通信リンク118、120、124および126は、通信のために異なる周波数を使用することができ
る。例えば、前方向リンク120は、逆方向リンク118によって使用される周波数とは異なる
周波数を使用することができる。
【００１９】
　相互に通信をすることができるように設計されている各々のアンテナグループおよび/
またはエリアは、アクセスポイントのセクタと呼ぶことができる。ある態様に準拠して、
アンテナグループは、アクセスポイント100によってカバーされたエリアのセクタにおい
てアクセス端末と通信をすることができるように設計されている。順方向リンク120およ
び126上の通信において、アクセスポイント100の送信アンテナは、異なるアクセス端末11
6および122のための2つの順方向リンクのSN比を改善するために、ビームフォーミングを
利用することができる。さらに、カバレッジの中にランダムに散らばっているアクセス端
末への送信のためにビームフォーミングを使用するアクセスポイントは、ただ1つのアン
テナですべてのアクセス端末に送信をするアクセスポイントに比較して、近隣セルのアク
セス端末との干渉の発生がより少なくなる。
【００２０】
　アクセスポイント（例えばアクセスポイント100）は、端末と通信するために使用され
る固定局であってよく、これは基地局、ノードＢ、アクセスネットワーク、および/また
は、他の適切な用語で呼ばれることもできる。さらに、アクセス端末（例えば、アクセス
端末116または122）は、アクセスポイントと通信するための固定局またはモバイル局であ
ってよく、これはモバイル端末、ユーザ設備（UE）、ワイアレス通信デバイス、端末、ワ
イアレス端末および/または他の適切な用語で呼ばれることもできる。
【００２１】
送信機/受信機の一例
　図2Ａおよび2Ｂは、それぞれ、同相および直交相（I/Q）信号の変調および復調のフロ
ントエンドのアーキテクチャを使用する送信機200および受信機250の一例である。
【００２２】
　送信機200をまず参照すると、互いに位相が90度ずれている信号である同相（I）信号お
よび直交相（Q）信号が生成される。初期の信号の振幅は、デジタル・アナログ変換器202
によって制御されてもよい。I/Q信号の相対的な位相は、調節可能な位相回転器204によっ
て制御されてもよく、またI/Q信号は、調節可能な利得ステージ206によって増幅されても
よい。
【００２３】
　I/Q信号は、中間周波数局部発振器信号（IFLO-I、IFLO-Q）によって駆動されるIF混合
器208および209に供給されてもよく、また結果のIF信号は、加算器210によって加算され
てもよい。加算されたIF信号は、高周波局部発振器（RFLO）信号によって駆動される混合
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器214に供給される前に、他の調節可能な利得ステージ212によって増幅されてもよい（ま
たは、代替的に、利得212および混合器214の順番は逆転可能である）。結果のRF信号は、
つぎにアンテナ216によって送信されることができる。
【００２４】
　他方、受信機250は、アンテナ216によってRF信号を受信し（アンテナ216は、送信機200
によって使用されるアンテナと同一のものでもよく、または別個のアンテナであってもよ
い）、その受信信号からI信号成分およびQ信号成分を抽出する。受信されたRF信号は、利
得ステージ252によって増幅され（例えば、低雑音増幅器によって）、その後、RF混合器2
54および分離器256を通って渡され、I信号成分およびQ信号成分に分離される。I/Q信号は
、IF混合器258、259によってダウンコンバートされ、デジタル信号処理のために転送され
る。IF混合器259は、90度位相シフトエレメントを含むことができる（ここでは明示的に
は図示されていないが）ことに注意せよ。
【００２５】
　図2Aおよび2Bの送信機および受信機は、別々に例示されているが、1つの送受信機ユニ
ットに結合されることもできる。さらに、さらなる一般化として、図示されているデュア
ル・ステージの送信機および受信機は、より多くのまたはより少ないステージを含むこと
も可能である。例えば、ある実施形態において、直接またはゼロ中間周波数（ZIF）無線
復調技術を使用することができる。ZIFとは、中間周波数を使用するのではなくて、ただ1
つの混合器ステージのみを利用することによって、IFステージを用いないで所望の信号を
ベースバンドへおよびベースバンドからダイレクトに変換する変換方式である。
【００２６】
　当業者は、不要な信号成分を除去するために設計されている様々なローパスフィルタ、
ハイパスフィルタ、およびバンドパスフィルタのような図示されていないあるコンポーネ
ントがIチェーンおよびQチェーンの中に組み込み可能であることを認識するであろう。こ
うしたフィルタリングにもかかわらず、変調器（TX）および復調器（RX）のIおよびQの信
号経路において、位相および振幅の差（インバランス）が、信号スペクトル帯域に在る決
定的かつ有害なスプリアス信号成分（帯域内歪み）を持ち込む可能性がある。
【００２７】
　これらの信号成分の影響は、補償すべき送信/受信された波形を修正するために、利得
および/または位相の設定を調節することにより、最小限にすることができる。この特徴
づけは、I IF信号の出力とQ IF信号の出力との加算（加算器210の出力）により生成され
たIF信号を検査することによって、較正作業の間に行なうことができる。
【００２８】
RFループバックによるI/Q較正
　不運なことに、I/Qアーキテクチャにおいては、RF混合器に持ち込まれる混合生成変調
影像（これはより高次の混合生成変調影像を含んでもよい）は、IF信号ベースのI/Q較正
によっては除去されない。これは、中間周波（IF）が高周波（RF）と整数関係を有する場
合、スーパーヘテロダインのフロントエンドのアーキテクチャではよくあることである。
【００２９】
　そのようなシステムでは、RF周波数は、一般にIF周波数に整数倍数Mを乗じた値に等し
い（例えば、RF＝4＊IFである）。これは、ウォーキングIFシステムと呼ばれることがで
きる。2つの（IFおよびRF）混合ステージにおけるハイサイド対ローサイドのインジェク
ション（high versus low side injection）の慎重な選択と倍数Ｍの慎重な選択とによっ
て、スーパーヘテロダインのフロンエンドに共通する混合スプリアスの大多数は、関心の
ある信号と同じ周波数帯域に着地する。このことは、スプリアス信号が非常に低いレベル
にあることが要求される制限された周波数帯域に隣接するスペクトル位置における高電力
送信を可能にする。
【００３０】
　しかしながら、不運なことに、混合生成変調影像は、関心のある信号を歪曲する可能性
のある前記信号帯域に着地するスプリアス・エネルギーに帰着する。帯域内に着地するス
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プリアス・エネルギーは、少なくとも次の3つのクラスに分けることができる。第1に、IF
 LO 信号および/またはRF LO信号またはそれらの高調波に起因する離散的スプリアス、第
2に、所望の信号と同じ周波数方位を有する帯域に着地する変調スプリアス（異なる位相
および振幅の応答を有する信号の単純コピー）、および第3に、所望の信号の周波数方位
から反転された周波数方位を有する帯域内に着地する変調スプリアスである。
【００３１】
　変調スプリアス信号成分は、上で説明されたI/Q振幅インバランスおよびI/Q位相インバ
ランスによって持ち込まれる歪みと同じ特性を持っている可能性がある。したがって、本
発明のある実施形態は、I/Q振幅インバランスおよびI/Q位相インバランスを補償するため
に使用される技術と同様の技術を用いることによって、その影響を低減することができる
。しかしながら、IF信号を検査するのではなく、RF混合器の下流でRF信号を検査するべき
である。
【００３２】
　RF信号に基づいてI/Q較正を実行することによって、混合生成変調影像の影響を補償す
ることができる。さらなる利益として、本件明細書において示される技術は、I/Q振幅イ
ンバランスおよびI/Q位相インバランスを補償することもできる。
【００３３】
　図2Aに戻って、RFベースの較正を可能にするために、RFフィードバック信号218が提供
されてもよい。図3Ａに例示されるように、較正論理回路300は、このRFフィードバック21
8を検査し、不要な信号成分を補償すべく調節（例えば、Iおよび/またはQの信号経路の利
得および/または位相に対する調節）を行なうことができる。
【００３４】
　後でより詳細に説明されるように、較正論理回路300は、較正操作の間に送信機内のコ
ンポーネントを制御するために、RFループバック信号を入力として受信し、1つまたは複
数の出力信号を生成する。較正論理回路は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの
任意の適切な組み合わせ（例えば、プロセッサ、DSPおよび/またはASICとして）の中で実
装されることができる。
【００３５】
　ある実施形態の場合、信号を測定し、測定値を提供するために、RF信号の測定を提供す
るオンボード（オンチップ）の信号分析器（または電力検出器等）を利用するかわりに、
外部の検査装置を利用することができる。さらに、受信機回路を較正するために被較正TX
信号を与えるために較正ループを使用してもよいが、外部ソースによって既知の良質の信
号が提供されてもよい。
【００３６】
　さらに、ある実施形態の場合、較正論理回路300は、較正目的のために、既存のオンチ
ップ回路類を利用することもできる。例えば、図3Bで例示されているように、ある実施形
態の場合、RFループバック信号を検査するのを助けるために、受信機AD変換器（ADC）340
のような受信機のコンポーネントを利用することもできる。図示されているように、較正
論理回路は、実際に受信した信号（RX）またはRFループバック信号が最終的にADC340に供
給されるかどうか判定するために、多重化装置330を制御することができる。このように
して、ADC340は、RF信号電力、電圧レベル等々を示す値を較正論理回路300に供給するこ
とができる。明瞭さのために、一部のコンポーネント、モジュールまたはエレメントは、
多重化装置330とADC340の間の経路から便宜上省略されていることに注意せよ。これは、
本件明細書における1つまたは複数の図面(例えば、図2B)において描かれているように、
ある利得ステージ、混合器、分離器等々を含んでいる。
【００３７】
　帯域内スプリアス成分の相対的エネルギーレベルはI/Qフロントエンドにわたる利得分
布の関数でもあるので、RFおよびIFのステージが変化するにつれ、スプリアスのレベルも
変化する。それゆえ、較正訂正係数は、様々な利得の組み合わせに対して補償を行なえる
ようダイナミックに制御可能であることが好ましい。それゆえ、較正論理回路300は、異
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なる利得の組み合わせに対して較正操作を繰り返すよう構成されてもよい。各々の利得の
組み合わせについての較正の結果（例えば、最適な利得および/または位相の設定）は、
ルックアップテーブル310（例えば、EEPROMのような不揮発性メモリの中）に格納されて
いてもよい。動作中、特定の利得の組み合わせが用いられるとき、対応する較正の設定が
検索され適用されてもよい。
【００３８】
　訂正係数は、温度変化、RF中央周波数の変化など、帯域内信号のエネルギーレベルに影
響を与えうるその他の変化に対しても補償することができるようダイナミックに制御可能
であってもよい。そのような変化を補償するために、トリガーとなるあるイベント（例え
ば、電源のリセット、温度の変化、信号品質、ビットエラーレートなど）の発生を検出す
ることを契機として、またはその他のスケジュールに基づいて、較正操作が周期的（例え
ば、毎時間、毎日、またはもっと高頻度に）に行なわれてもよい。
【００３９】
　さらに、ウォーキングIF方式のための全体の訂正レンジは、従来のスーパーヘテロダイ
ンシステムの場合より大きなものであることができる。一般に、スーパーヘテロダイン方
式は、少なくとも1つのIF局部発振器および少なくとも1つのRF局部発振器の両方を利用す
る何らかの周波数変換技術を含んでいる。ウォーキングIF方式は、IF周波数がRF周波数に
追随する（follow）または歩調を合わせる（walk along）ことができるようにRF局部発振
器がIF局部発振器の整数の倍数となっているスーパーヘテロダインのカテゴリーの部分集
合である。
【００４０】
RF信号ベースのI/Q較正操作の一例
　図4は、I/Qインバランスによって持ち込まれる歪みおよびウォーキングIFフロントエン
ドと関係する「反転された」帯域内スプリアス・エネルギーを同時評価するために行なわ
れうる操作400の一例を示すものである。前記操作は、例えば、先に説明された較正論理
回路300によって行なわれてもよい。ある実施形態の場合、前記操作は、すべてのチャネ
ル（RF周波数）について、およびすべての利得設定について、行なわれてもよい。さらに
、先に議論されたように、前記操作はまた、異なる時に、例えば周期的に、またはトリガ
ーとなるあるイベントの検出を契機として、行なわれてもよい。
【００４１】
搬送波抑圧較正
　操作400は、410において搬送波抑圧較正を行なうことにより始まる。図5は、あるアル
ゴリズムに準拠する搬送波抑圧操作410を例示する。操作410は、様々な較正状態にある送
信機の一例を示している図6Aおよび6Bに関連して説明されることができる。
【００４２】
　操作410は、412において送信I DAC出力および送信Q DAC出力をゼロにセットし、414に
おいてRF出力をサンプリングすることにより始まる。図6Aで例示されているように、どの
RF出力も搬送波漏洩（carrier leakage）に起因する。この漏洩は、オンチップRF TX電力
検出器、またはRF TX出力上のピーク検出器からのフィードバックによって測定されても
よい。上で説明されたように、MUX論理回路は、RF出力がRX ADCによってサンプリングさ
れることを可能にする。検波器のダイナミックレンジが較正にとって十分であれば、オン
チップ論理回路の使用は、チップの実効面積（real estate）に関する要求を小さくする
ことができる。
【００４３】
　416および418において、IおよびQ のDACのDC(直流)オフセットは、RF出力が所望の閾値
未満になるまで、繰り返して調節されることができる。図6Ｂで例示されているように、I
およびQの DACオフセットを適切なレベルにセットすることにより、漏洩によるRF出力を
最小にすることができる。
【００４４】
I/Q振幅インバランスの較正
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　図4に戻り、搬送波抑圧較正の後、430においてI/Q振幅インバランス較正が行なわれる
。図7は、あるアルゴリズムに準拠するI/Q振幅インバランス較正のための操作430を示す
。操作430は、様々な較正状態にある送信機の一例を示す図8Ａ－8Ｃを参照しながら説明
されることができる。
【００４５】
　操作430は、432において、送信QチャネルをDCヌルオフセット値（上で決定）にセット
し、Iチャネルを名目上の帯域内トーンにセットすることにより始まる。ある実施形態の
場合、このことは、Iチャネル上の既知の信号XAのN点IFFTの実数部分を送信することによ
り遂行されることができる。ここで、XAはトーンKを除いてすべてゼロであり、Qチャネル
はゼロである。図8Aで例示されているように、これは、RF出力が主としてIチャネルに起
因するという結果に帰着する。このIチャネル出力は、434においてサンプリングされる。
【００４６】
　436において、送信Iチャネルは、DCヌルオフセット値にセットされ、Qチャネルは、名
目上の帯域内トーンにセットされる。ある実施形態の場合、このことは、Qチャネル上の
既知の信号XAのN点IFFTの虚数部分を送信することにより、遂行されることができる。こ
の間、I/Qチャネルはゼロである。図8Bに例示されているように、このことは、RF出力が
主としてQチャネルに起因することに帰着する。このQチャネル出力は、438においてサン
プリングされる。
【００４７】
　サンプリングされたIチャネル出力とQチャネル出力は、440において比較される。もし2
つの出力が一致しなければ、両者の振幅は、インバランスであると考えられ、442におい
てIチャネル利得とQチャネル利得のうちの少なくとも一方が調節され、この操作が繰り返
される。ある実施形態の場合、アルゴリズムを単純にするために、ただ1つのチャネルの
利得が調節される。例えば、図8Cは、調節されているIチャネル利得を例示する。振幅は
、サンプリングされたRF電力測定値の平方根の比Sqrt(PowerI/PowerQ)に基づくTX I/Q振
幅訂正値にしたがって調節されてもよい。いかなる場合においても、サンプリングされた
IチャネルRF出力とQチャネルRF出力がいったん一致すると、振幅は十分均衡していると考
えられて、操作は終了する。ある実施形態の場合、TX I/Qインバランス（位相または振幅
のいずれか）は、デジタルドメイン（例えば、適用可能な場合、DACの前および/またはAD
Cの後）において二者択一的に訂正されることができる。
【００４８】
I/Q位相インバランス較正
　図4に戻り、I/Q振幅較正の後に（または前に）、450において、I/Q位相インバランスの
較正が行なわれてもよい。本操作は、位相はずれているがI位相とQ位相が均衡していたら
等しいRF出力に帰着するはずの既知の信号を送信することを基本的に含んでいる。
【００４９】
　図9は、あるアルゴリズムに準拠するI/Q位相インバランス較正のための操作450の一例
を示すものである。操作450は、様々な較正状態にある送信機の一例を示す図10Ａ－10Ｃ
を参照しながら説明されることができる。
【００５０】
　操作450は、452において、トーンKおよびトーン－K（両者とも1+jを使用する）を除い
てすべてのトーンにおいてゼロを備える既知の信号を送信することにより始まる。454に
おいて、この設定における平均RF出力（PHS_Aとラベル付けされている）が測定される。
この設定は、図10Aに例示されている。
【００５１】
　456において、異なる（例えば、相補的な）既知の信号は、トーンK’および－K’（こ
れらは1+j および－1－jにセットされている）を除くすべてのトーンにおいてゼロを備え
ている。458において、この設定における平均RF出力（PHS_Bとラベル付けされている）が
測定される。この設定は、図10Bに例示されている。
【００５２】
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　2つの信号KおよびK’は、I位相とQ位相が均衡していたら、平均電力が同じになってい
たように選択されていてもよい。したがって、460において、電力測定値が比較され、電
力測定値に基づいてTX位相訂正値が更新される。例えば、TX I/Q位相訂正値は、信号Kお
よびK’の間の既知の関係から計算される推定に基づいて更新されることができる。ある
実施形態の場合、この訂正因子は、次のように計算されてもよい。Phi' = －0.5 * arcta
n(D/S)である。ただし、D = PHS_A － PHS_B 、およびS = PHS_A + PHS_Bである。arctan
のために小さな信号近似が使用されてもよい。図10Cに例示されているように、検出され
たインバランスを補償するために、複数の位相のうちの単一の1つが調節されてもよい。
【００５３】
　図11に例示されているように、較正操作1100は、受信機側で行なわれてもよい。1110に
おいて、例えば、受信機の中のRXアナログコンポーネント（例えば、混合器、増幅器、能
動フィルタ、ADCなど）によって持ち込まれるオフセットを調節するために、DCオフセッ
ト較正が行なわれてもよい。1120において、受信機のために、I/Q振幅およびI/Q位相の較
正が行なわれてもよい。
【００５４】
　図12は、RX I/Qの振幅および位相の較正のための操作1120の一例を示している。操作11
20は、1122において、IチャネルADCおよびQチャネルADCをDCオフセット値（1110において
決定）にセットすることにより始まる。その間、本操作は、RFにおける受信機入力を短絡
している（ゼロ入力を生成するため）。1124において、較正下にある選択されたチャネル
（RF周波数）のための選択された利得がセットされる。
【００５５】
　1126において、選択されたRF周波数のトーンが受信機入力に送信される。前に説明した
ように、ある実施形態の場合、前記トーンは、前述の技術を使用して較正されたTXチャネ
ルの上のRFループバックを使用して送信されてもよい。1128において、I/Q利得および位
相のインバランスが評価されることができる。利得および位相は、予期された受信信号と
実際に測定された受信信号とに基づいて、既知の技術により評価されることができる。
【００５６】
　1130において、Iチャネルおよび/またはQチャネルの利得および/または位相は、利得/
位相補償値を用いて1128における測定値に基づいて調節されることができる。1132におい
て、現在のチャネル/利得の組み合わせに関する利得/位相補償値は、将来の使用のために
格納される。上で説明されたように、RX較正操作は、異なるチャネル利得組み合わせにつ
いて繰り返されることができる。
【００５７】
　RF信号検出を利用することによって、本発明のある実施形態は、混合生成変調影像成分
とI/Q振幅および位相インバランス補償の両方によって持ち込まれる歪みを補償すること
を可能とする。IF信号検出のみを利用する（RF混合の前に利用する）技術は、I/Qインバ
ランスを補償することができるが、RF混合生成変調影像成分についてはそうではない。
【００５８】
　本技術は、2より少ない（直接またはZIF無線に関連して前に述べたように）または2よ
り多い混合位相（例えば、ただ1つの混合ステージおよび1つのRF混合ステージより多い）
を利用するシステムに対しても適用可能である。例えば、図13は、1つのIF混合ステージ
およびN個のRF混合ステージを備えるシステム1300を例示する。このような例示的システ
ムにおいて、IF局部発振器およびN個のRF局部発振器は、整数値によって関連づけられる
ことができる。図示されているように、各々のRF混合ステージは、対応するRF局部発振器
信号（RFLO1 からRFLON）によって駆動されることができる。図示されているように、あ
る実施形態の場合、最終的な送信されたRF信号は、RFLO周波数の特定の選択に依存して、
60GHZのように相対的に高くてよい。
【００５９】
　上で説明された方法の様々な操作は、図において例示されているミーンズ・プラス・フ
ァンクション・ブロックに対応する様々なハードウェアおよび/またはソフトウェアのコ
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ンポーネントおよび/またはモジュールによって実行されることもできる。例えば、図4に
例示されているブロック410－450は、図4Aに例示されているミーンズ・プラス・ファンク
ション・ブロック410A-450Aに対応し、図11に例示されているブロック1110および1120は
、図11Ａに例示されているミーンズ・プラス・ファンクション・ブロック1110Ａおよび11
20Ａに対応する。より一般的には、対応するカウンターパートのミーンズ・プラス・ファ
ンクションの図面を有する図面に例示されている方法がある場合、操作ブロックは、同じ
番号を備えるミーンズ・プラス・ファンクション・ブロックに対応する。
【００６０】
　本件明細書において使用されているように、「決定」（determining）という語は、広
く多様なアクションを包含している。例えば、「決定」は、計算、演算、処理、導出、調
査、参照（テーブル、データベースまたはその他のデータ構造の参照）、確認などを含む
ことができる。また、「決定」は、受信（例えば、情報の受信）、アクセス（例えば、メ
モリ中のデータへのアクセス）などを含むこともできる。さらに、「決定」は、解決、選
択、選定、確立などを含むこともできる。
【００６１】
　情報および信号は、多様な異なる技術および技法のうちのいずれかを用いて表わされる
ことができる。例えば、上記説明全体を通じて参照されることができるデータ、命令、コ
マンド、情報、信号等々は、電圧、電流、電磁波、磁場または磁粒子、光波動場または光
粒子、またはこれらのものの任意の組み合わせによって表わされることができる。
【００６２】
　本明細書における開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール
、および回路は、汎用目的プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（DSP）、用途特定集積
回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ・シグナル（FPGA）または他の
プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたは半導体論理、ディスクリート
ハードウェアコンポーネントまたはこれらのものの組み合わせであって本件明細書記載の
機能を実現するように設計されたものを用いて実装または実行されることができる。汎用
目的プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替的に任意の通常のプロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械（ステートマシン）であっ
てもよい。プロセッサは、計算装置の組み合わせとして、例えば、DSPとマイクロプロセ
ッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと結合した１つまたは複数の
マイクロプロセッサ、または他の任意の同様の機器構成として、実装されることもできる
。
【００６３】
　本明細書における開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、ハ
ードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール、またはその2つの
組み合わせにおいて、直接具体化されることができる。ソフトウェアモジュールは、当該
技術分野において知られている任意の形式の記憶媒体の中に存在するものであってもよい
。使用されてもよい記憶媒体の例は、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROM
メモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD-ROMなど
を含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令、または複数の命令を含むことができ、
またいくつかの異なるコードセグメント上に、異なるプログラムの間で、および多数の記
憶媒体にわたって分散されてもよい。記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み
取る、および記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサと結合されても
よい。もしくは、記憶媒体がプロセッサと一体化されていてもよい。
【００６４】
　本件明細書開示の方法は、説明された方法を達成するための1つまたは複数のステップ
またはアクションを含んでいる。本方法のステップおよび/またはアクションは、特許請
求の範囲から逸脱することなく、入れ換え可能である。言い換えれば、ステップまたはア
クションの特定の順序が明示されている場合を除いて、特定のステップおよび/またはア
クションの順序および/または使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく、修正可能
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【００６５】
　説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアまたはこれらのもの
の任意の組み合わせにおいて実装されてもよい。ソフトウェアの中で実装される場合、当
該機能は、１つまたは複数の命令として、コンピュータ可読媒体上に記憶または伝送され
ることができる。記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能な媒
体であってよい。実例として、かつ非制限的列挙として、そのようなコンピュータ可読媒
体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMまたは他の光ディスク記憶、磁気ディスク記憶または他
の磁気記憶デバイス、もしくは、任意の他の媒体であって、命令またはデータ構造の形式
において所望のプログラムコード手段を伝達または記憶するために使用可能で、かつ汎用
目的コンピュータまたは特殊目的コンピュータもしくは汎用目的プロセッサまたは特殊目
的プロセッサによってアクセス可能な媒体を含むことができる。本明細書において使用さ
れるようなディスク（disk and disc）は、コンパクトディスク（CD）、レーザーディス
ク（登録商標）、オプティカルディスク、ディジタルバーサタイルディスク(DVD)、フレ
キシブルディスクおよびブルーレイ（登録商標）ディスクを含む。ここで、diskは、通常
、データを磁気的に再生するものをいい、discは、レーザを用いてデータを光学的に再生
するものをいう。
【００６６】
　ソフトウェアまたは命令は、送信媒体を通って送信されてもよい。例えば、もしソフト
ウェアがウェブサイト、サーバ、または他の離れた情報源から、同軸ケーブル、光ファイ
バケーブル、ツイストペアケーブル、デジタル加入者線(DSL)またはワイアレス技術（例
えば、赤外線、無線およびマイクロ波など）を使用して送信されるのであれば、そうした
同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペアケーブル、DSLまたはワイアレス技術
（例えば、赤外線、無線およびマイクロ波など)もまた、媒体の定義に含まれる。
【００６７】
　さらに、図面において例示された方法および技術のような、本件明細書において説明さ
れた方法および技術を実行するためのモジュールおよびまたは他の適切な手段は、モバイ
ルデバイスおよびまたは適用可能な場合は基地局によってダウンロードされるおよびまた
はそうでなければ取得されることができるということが正しく認識されるべきであろう。
例えば、そのようなデバイスは、本件明細書において説明された方法を実行するための手
段の転送を円滑に行なうために、サーバに接続されることもできる。もしくは、本件明細
書に説明された様々な方法は、モバイルデバイスおよびまたは基地局が記憶手段のデバイ
スへの接続または提供を契機として様々な方法を取得することができるように、記憶手段
（例えば、ランダムアクセスメモリ（RAM）、読み出し専用メモリ（ROM）、コンパクトデ
ィスク（CD）またはフレキシブルディスク等の物理的記憶媒体など）によって提供される
こともできる。さらに、本件明細書において説明された方法および技術をデバイスに提供
するための他の適切な技術を利用することもできる。
【００６８】
　特許請求の範囲は、上に例示された正確な構成および構成要素に限られるものではない
ことが理解されるべきである。様々な修正、変化、変形は、特許請求の範囲から逸脱する
ことなく、上で開示された実施形態の配置、操作、詳細の中にあることができる。
【００６９】
　以上の説明は本件発明のある実施形態に向けられてはいるものの、本件発明の基本的範
囲から離れることなく、その他のおよびさらなるある実施形態が工夫されてもよいもので
あって、本件発明の範囲は、以下に続く請求項によって決定されるものである。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年4月16日(2012.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加算された信号を生成するために、送信機において、別々の同相（I）のIF信号および
直交相（Q）のIF信号を加算すること、ここにおいて、前記送信機は少なくとも１つのIF
ステージを具備する、
　RF信号を生成するために、RF局部発振器信号を前記加算された信号と混合すること、こ
こにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、少
なくとも前記検出されたパラメータを使用し、前記別々のI IF信号および前記Q IF信号の
うちの少なくとも1つを調節すること
　を具備する方法。
【請求項２】
　前記別々のI IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節するための値を
生成するために、前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すこと
　をさらに具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すことは、前記加算す
ること、混合すること、および検出することを周期的に繰り返す、
　請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すことは、前記加算す
ること、混合すること、および検出することをトリガーとなるイベントの検出を契機とし
て繰り返す、
　請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記別々のI IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節するために使用
される値を格納すること
　をさらに具備する、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記別々のI IF信号、前記Q IF信号、および前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成
するために使用される回路のための複数の利得設定について、前記I IF信号および前記Q 
IF信号のうちの少なくとも1つを調整するための値を生成するために、前記加算すること
、混合することおよび検出することを繰り返すこと
　をさらに具備する請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出することは、前記RF信号の平均電力を
検出することを具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出することは、前記加算することおよび
混合することのための論理回路を含むデバイスの、外部にあるデバイスを用いて前記少な
くとも1つのパラメータを検出することを具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
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　較正する間、前記加算することおよび混合することのための論理回路を含むデバイスの
上に含まれる受信回路に前記RF信号を供給するようにマルチプレクサを制御すること、お
よび
　操作する間、外部的に受信されたRF信号を前記受信回路に供給するように前記マルチプ
レクサを制御すること
　をさらに具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記別々のI IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを前記調節することは
、
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記別々のI IF信号および前記Q IF信
号のうちの少なくとも1つの利得を調節すること、および
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記別々のI IF信号および前記Q IF信
号のうちの少なくとも1つの振幅を調節すること
　のうちの少なくとも1つを具備する、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも1つの調節は、デジタルドメイン中で行なわれる、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記別々のI IF信号および前記Q IF信
号のうちの少なくとも1つの利得を調節することは、
　前記Q IF信号を調節する第1のI/Q設定を既知のDCオフセット値に適用し、および前記I 
IF信号を既知の帯域内トーンに適用すること、
　前記第1のI/Q設定において前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
　前記Q IF信号を調節する第2のI/Q設定を既知の帯域内トーンに適用し、および前記I IF
信号を既知のDCオフセット値に適用すること、
　前記第2のI/Q設定において前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
および
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号のう
ちの少なくとも1つを調節するために前記第1および第2の設定において検出された前記パ
ラメータを使用すること
　を具備する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記別々のI IF信号および前記Q IF信号
のうちの少なくとも1つの位相を調節することは、
　選択されたRF周波数のトーンKおよび－Kのエネルギーを使用する第1の既知のコンテン
ツを備えるRF信号を生成するために第1のI/Q設定を適用すること、
　前記第1のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
　選択されたRF周波数のトーンKおよび－Kのエネルギーを使用する第2の既知のコンテン
ツを備えるRF信号を生成するために第2のI/Q設定を適用すること
　前記第2のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
および
　I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号のうち
の少なくとも1つを調節するために前記別々の第1および第2の設定において検出された前
記パラメータを使用すること
　を具備する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第1のI/Q設定において、前記RF信号は、前記Kトーンにおいてコンテンツ1＋ｊを、
および－Kトーンにおいて同一のコンテンツ1＋ｊを有し、および
　前記第2のI/Q設定において、前記RF信号は、前記Kトーンにおいてコンテンツ1＋ｊを、
および－Kトーンにおいて相補的なコンテンツ－1－ｊを有する、
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　請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合することは、前
記RF局部発振器信号とのRF混合が、複数個の混合ステージを利用することを具備する、請
求項1に記載の方法。
【請求項１６】
　ワイアレス通信のための変調を行なうデバイスであって、
加算された信号を生成するために、送信機において、別々の同相(I)IF信号を直交相(Q)IF
信号と加算するコンポーネントと、ここにおいて、前記送信機は少なくとも１つのIFステ
ージを具備する、
　RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合するコンポーネ
ント、ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内に在る混合生成変調影像成分を有
する、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出するコンポーネントと、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために前記
別々のI IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調節するために前記検出された
パラメータを使用するコンポーネントと
　を具備するデバイス。
【請求項１７】
　前記デバイスのコンポーネントは、前記別々のI IF信号およびQ IF信号のうちの少なく
とも1つを調節するための値を生成するために、前記加算すること、混合すること、およ
び検出することを繰り返すように構成されていて、および
　前記デバイスは、前記別々のI IF信号およびQ IF信号のうちの前記少なくとも1つを調
節するために使用される値を格納するコンポーネントを具備する、
　請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記デバイスのコンポーネントは、前記I IF信号、前記Q IF信号、および前記RF信号の
うちの少なくとも1つを生成するために使用される回路のための複数の利得設定について
、前記別々のI IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調節するための値を生成
するために、前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すように構
成されている、
　請求項１７に記載のデバイス。
【請求項１９】
　較正する間に、前記RF信号の前記少なくとも1つのパラメータを検出する前記コンポー
ネントを含む受信回路に前記RF信号を供給し、および操作する間に、外部的に受信された
RF信号を前記受信回路に供給するように制御可能なマルチプレクサ
　をさらに具備する、請求項16に記載のデバイス。
【請求項２０】
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために前記別々のI IF信号およびQ IF信号の少
なくとも1つの利得を調節して、I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方
の影響を低減するために前記別々のI IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調
節するために前記検出されたパラメータを使用する前記コンポーネントは、以下のことを
するように構成されている、請求項16に記載のデバイス：
　第1の既知のコンテンツおよびKおよび－Kのトーンを備えるRF信号を生成するために第1
のI/Q設定を適用する、
　第1のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する、
　第2の既知のコンテンツおよびKおよび－Kのトーンを備えるRF信号を生成するために第2
のI/Q設定を適用する、
　第2のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する、および
　I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記別々のI IF信号およびQ IF信号のう
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ちの少なくとも1つを調節するために前記第1および第2の設定における検出された前記パ
ラメータを使用する。
【請求項２１】
　前記RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合する前記コ
ンポーネントは、RF局部発振器信号とのRF混合の複数個の混合ステージを利用する、請求
項１６に記載のデバイス。
【請求項２２】
　ワイアレス通信のための変調を行なう装置であって、
　加算された信号を生成するために、送信機において、別々の同相（I）のIF信号および
直交相（Q）のIF信号を加算する手段と、ここにおいて、前記送信機は少なくとも１つのI
Fステージを具備する、
　RF信号を生成するために、RF局部発振器信号を前記加算された信号と混合する手段と、
ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する手段、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、前
記検出されたパラメータに基づいて、前記別々のI IF信号および前記Q IF信号のうちの少
なくとも1つを調節する手段と
　を具備する装置。
【請求項２３】
　加算し、混合し、検出、および調節する前記手段は、前記I IF信号、前記Q IF信号、お
よび前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成するために使用される回路のための複数の
利得設定について、前記別々のI IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調
節するための値を生成するために、加算すること、混合すること、および検出することを
繰り返すように構成されている、
　請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　較正する間に、前記RF信号の前記少なくとも1つのパラメータを検出するための前記手
段を含む受信機手段に前記RF信号を供給し、および操作する間に、外部的に受信されたRF
信号を前記受信回路に供給するための手段
　をさらに具備する、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　ワイアレス通信のための変調を行なうコンピュータ可読記憶媒体であって、前記可読記
憶媒体は、命令を内蔵し、前記命令は、以下のプログラムを具備することを特徴とするコ
ンピュータ可読記憶媒体：
　加算された信号を生成するために、送信機において、別々の同相（I）のIF信号および
直交相（Q）のIF信号を加算することと、ここにおいて、前記送信機は少なくとも１つのI
Fステージを具備する、RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号
と混合することとによって生成されたRF信号の少なくとも1つのパラメータを検出するた
めのプログラム、ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成
分を有する、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、前
記RF信号の少なくとも1つの前記検出されたパラメータに基づいて、前記別々のI IF信号
および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節するためのプログラム。
【請求項２６】
　前記I IF 信号、前記Q IF信号、および前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成するた
めに使用される回路のための複数の利得設定について、前記別々のI IF信号および前記Q 
IF信号のうちの少なくとも1つを調節するために使用される値を生成するために、前記検
出することおよび調節することを繰り返すプログラム
　を具備する、請求項２５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
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　既知の周波数帯域において送信されるべき既知の同相（I）のIF信号および直交相（Q）
のIF信号を選択すること、
　加算されたIF信号を生成するために、送信機において、前記別々のI IF信号を前記Q IF
信号に加算すること、ここにおいて、前記送信機は少なくとも１つのIFステージを具備す
る、
　RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算されたIF信号と混合すること、こ
こにおいて、前記RF信号は、前記既知の周波数帯域内に在る混合生成変調影像成分を有す
る、および
　前記混合生成変調影像成分の影響を低減するために前記別々のI IF信号および前記Q IF
信号のうちの少なくとも1つを調節するために前記RF信号の検出された平均電力を使用す
ること
　を具備する方法。
【請求項２８】
　既知の周波数帯域において送信されるべき既知の別々の同相（I）のIF信号および直交
相（Q）のIF信号を選択する手段、
　加算されたIF信号を生成するために、送信機において、前記別々のI IF信号を前記Q IF
信号に加算する手段、ここにおいて、前記送信機は少なくとも１つのIFステージを具備す
る、
RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算されたIF信号と混合する手段、ここ
において、前記RF信号は、前記既知の周波数帯域内に在る混合生成変調影像成分を有する
、および
　前記混合生成変調影像成分の影響を低減するために前記別々のI IF信号および前記Q IF
信号のうちの少なくとも1つを、前記RF信号の検出された平均電力に基づいて調節する手
段
　を具備するシステム。
【請求項２９】
　前記別々のI IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを前記調節することは
、
　（Ｄ／Ｓ）のアークタンジェントを決定することを具備する、ここで、Ｄは前記第１の
設定において検出されたパラメータと前記第２の設定において検出されたパラメータとの
差であり、Ｓは、前記第１の設定において検出されたパラメータと前記第２の設定におい
て検出されたパラメータの和である、
　請求項１０に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　以上の説明は本件発明のある実施形態に向けられてはいるものの、本件発明の基本的範
囲から離れることなく、その他のおよびさらなるある実施形態が工夫されてもよいもので
あって、本件発明の範囲は、以下に続く請求項によって決定されるものである。
　以下に、本願出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［1］加算された信号を生成するために同相（I）のIF信号を直交相（Q）のIF信号と加算
すること、
　RF信号を生成するために、RF局部発振器信号を前記加算された信号と混合すること、こ
こにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、少
なくとも前記検出されたパラメータを使用し、前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの
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少なくとも1つを調節すること
　を具備する方法。
［2］前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節するための値をダイ
ナミックに生成するために、前記加算すること、混合すること、および検出することを繰
り返すこと
　をさらに具備する、前記［1］に記載の方法。
［3］前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すことは、前記加
算すること、混合すること、および検出することを周期的に繰り返す、
　前記［2］に記載の方法。
［4］前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すことは、前記加
算すること、混合すること、および検出することをトリガーイベントの検出を契機として
繰り返す、
　前記［2］に記載の方法。
［5］前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの前記少なくとも1つを調節するために使用
される値を格納すること
　をさらに具備する、前記［2］に記載の方法。
［6］前記I IF信号、前記Q IF信号、および前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成する
ために使用される回路のための複数の利得設定について、前記I IF信号および前記Q IF信
号のうちの少なくとも1つを調節するための値を生成するために、前記加算すること、混
合することおよび検出することを繰り返すこと
　をさらに具備する、前記［5］に記載の方法。
［7］前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出することは、前記RF信号の平均電力
を検出することを具備する、前記［1］に記載の方法。
［8］前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出することは、前記加算することおよ
び混合することのための論理回路を含むデバイスの外部のデバイスを用いて前記少なくと
も1つのパラメータを検出することを具備する、前記［1］に記載の方法。
［9］較正モードの間、前記加算することおよび混合することのための論理回路を含むデ
バイスの上に含まれる受信回路に前記RF信号を供給するように多重化装置を制御すること
、および
　操作モードの間、外部的に受信されたRF信号を前記受信回路に供給するように前記多重
化装置を制御すること
　をさらに具備する、前記［1］に記載の方法。
［10］前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを前記調節することは、
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号のう
ちの少なくとも1つの利得を調節すること、および
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号のう
ちの少なくとも1つの振幅を調節すること
　のうちの少なくとも1つを具備する、前記［1］に記載の方法。
［11］前記少なくとも1つの調節は、デジタルドメイン中で行なわれる、前記［10］に記
載の方法。
［12］I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号
のうちの少なくとも1つの利得を調節することは、
　前記Q IF信号を調節する第1のI/Q設定を既知のDCオフセット値に適用し、および前記I 
IF信号を既知の帯域内トーンに適用すること、
　前記第1のI/Q設定において前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
　前記Q IF信号を調節する第2のI/Q設定を既知の帯域内トーンに適用し、および前記I IF
信号を既知のDCオフセット値に適用すること、
　前記第2のI/Q設定において前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
および
　I/Q振幅インバランスの影響を低減するために、前記I IF信号および前記Q IF信号のう
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ちの少なくとも1つを調節するために前記第1および第2の設定において検出された前記パ
ラメータを使用すること
　を具備する、前記［10］に記載の方法。
［13］I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号の
うちの少なくとも1つの位相を調節することは、
　トーンKおよび－Kのエネルギーを使用する第1の既知のコンテンツを備えるRF信号を生
成するために第1のI/Q設定を適用すること、
　前記第1のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
　トーンKおよび－Kのエネルギーを使用する第2の既知のコンテンツを備えるRF信号を生
成するために第2のI/Q設定を適用すること
　前記第2のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出すること、
および
　I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号のうち
の少なくとも1つを調節するために前記第1および第2の設定において検出された前記パラ
メータを使用すること
　を具備する、前記［10］に記載の方法。
［14］前記第1のI/Q設定において、前記RF信号は、前記Kトーンにおいてコンテンツ1＋ｊ
を、および－Kトーンにおいてコンテンツ1＋ｊを有し、および
　前記第2のI/Q設定において、前記RF信号は、前記Kトーンにおいてコンテンツ1＋ｊを、
および－Kトーンにおいてコンテンツ－1－ｊを有する、
　前記［10］に記載の方法。
［15］RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合することは
、RF局部発振器信号とのRF混合のマルチプルステージを利用することを具備する、前記［
1］に記載の方法。
［16］ワイアレス通信のための変調を行なうデバイスであって、
加算された信号を生成するために同相(I)IF信号を直交相(Q)IF信号と加算するコンポーネ
ントと、
　RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合するコンポーネ
ント、ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する
、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出するコンポーネントと、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために前記I
 IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調節するために前記検出されたパラメー
タを使用するコンポーネントと
　を具備するデバイス。
［17］前記デバイスのコンポーネントは、前記I IF信号およびQ IF信号のうちの少なくと
も1つを調節するための値をダイナミックに生成するために、前記加算すること、混合す
ること、および検出することを繰り返すように構成されていて、および
　前記デバイスは、前記I IF信号およびQ IF信号のうちの前記少なくとも1つを調節する
ために使用される値を格納するコンポーネントを具備する、
　前記［16］に記載のデバイス。
［18］前記デバイスのコンポーネントは、前記I IF信号、前記Q IF信号、および前記RF信
号のうちの少なくとも1つを生成するために使用される回路のための複数の利得設定につ
いて、前記I IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調節するための値を生成す
るために、前記加算すること、混合すること、および検出することを繰り返すように構成
されている、
　前記［17］に記載のデバイス。
［19］較正モードの間に、前記RF信号の前記少なくとも1つのパラメータを検出する前記
コンポーネントを含む受信回路に前記RF信号を供給し、および操作モードの間に、外部的
に受信されたRF信号を前記受信回路に供給するように制御可能な多重化装置
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　をさらに具備する、前記［16］に記載のデバイス。
［20］I/Q振幅インバランスの影響を低減するために前記I IF信号およびQ IF信号の少な
くとも1つの利得を調節して、I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の
影響を低減するために前記I IF信号およびQ IF信号のうちの少なくとも1つを調節するた
めに前記検出されたパラメータを使用する前記コンポーネントは、以下のことをするよう
に構成されている、前記［16］に記載のデバイス：
　第1の既知のコンテンツおよびKおよび－Kのトーンを備えるRF信号を生成するために第1
のI/Q設定を適用する、
　第1のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する、
　第2の既知のコンテンツおよびKおよび－Kのトーンを備えるRF信号を生成するために第2
のI/Q設定を適用する、
　第2のI/Q設定における前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する、および
　I/Q位相インバランスの影響を低減するために前記I IF信号およびQ IF信号のうちの少
なくとも1つを調節するために前記第1および第2の設定における検出された前記パラメー
タを使用する。
［21］前記RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合する前
記コンポーネントは、RF局部発振器信号とのRF混合のマルチプルステージを利用する、前
記［16］に記載のデバイス。
［22］ワイアレス通信のための変調を行なう装置であって、
　加算された信号を生成するために同相（I）のIF信号を直交相（Q）のIF信号を加算する
手段と、
　RF信号を生成するために、RF局部発振器信号を前記加算された信号と混合する手段と、
ここにおいて、前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する、
　前記RF信号の少なくとも1つのパラメータを検出する手段、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、前
記検出されたパラメータに基づいて、前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくと
も1つを調節する手段と
　を具備する装置。
［23］加算し、混合し、検出、および調節する前記手段は、前記I IF信号、前記Q IF信号
、および前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成するために使用される回路のための複
数の利得設定について、前記I IF信号および前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節
するための値を生成するために、加算すること、混合すること、および検出することを繰
り返すように構成されている、
　前記［22］に記載の装置。
［24］較正モードの間に、前記RF信号の前記少なくとも1つのパラメータを検出するため
の前記手段を含む受信機手段に前記RF信号を供給し、および操作モードの間に、外部的に
受信されたRF信号を前記受信回路に供給するための手段
　をさらに具備する、前記［22］に記載の装置。
［25］ワイアレス通信のための変調を行なうコンピュータプログラムプロダクトであって
、前記コンピュータプログラムプロダクトは、命令を内蔵するコンピュータ可読媒体を具
備し、前記命令は、以下のコードを具備することを特徴とするコンピュータプログラムプ
ロダクト：
　加算された信号を生成するために同相(I)のIF信号を直交相信号と加算することとRF信
号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算された信号と混合することとによって生
成されたRF信号の少なくとも1つのパラメータを検出するためのコード、ここにおいて、
前記RF信号は、ある周波数帯域内の混合生成変調影像成分を有する、および
　I/Qインバランスおよび前記混合生成変調影像成分の両方の影響を低減するために、前
記RF信号の少なくとも1つの前記検出されたパラメータに基づいて、前記I IF信号および
前記Q IF信号のうちの少なくとも1つを調節するためのコード。
［26］前記I IF 信号、前記Q IF信号、および前記RF信号のうちの少なくとも1つを生成す
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るために使用される回路のための複数の利得設定について、前記I IF信号および前記Q IF
信号のうちの少なくとも1つを調節する値を生成するために、前記検出することおよび調
節することを繰り返すコード
　を具備する、前記［25］に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
［27］既知の周波数帯域において送信されるべき既知の同相（I）のIF信号および直交相
（Q）のIF信号を選択すること、
　加算されたIF信号を生成するために前記I IF信号を前記Q IF信号に加算すること、
　RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算されたIF信号と混合すること、こ
こにおいて、前記RF信号は、前記既知の周波数帯域内に混合生成変調影像成分を有する、
および
　前記混合生成変調影像成分の影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号の
うちの少なくとも1つを調節するために前記RF信号の検出された平均電力を使用すること
　を具備する方法。
［28］既知の周波数帯域において送信されるべき既知の同相（I）のIF信号および直交相
（Q）のIF信号を選択する手段、
　加算されたIF信号を生成するために前記I IF信号を前記Q IF信号に加算する手段、
RF信号を生成するためにRF局部発振器信号を前記加算されたIF信号と混合する手段、ここ
において、前記RF信号は、前記既知の周波数帯域内に混合生成変調影像成分を有する、お
よび
　前記混合生成変調影像成分の影響を低減するために前記I IF信号および前記Q IF信号の
うちの少なくとも1つを調節するために前記RF信号の検出された平均電力を使用する手段
　を具備するシステム。
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