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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチバンド／マルチモード伝送システムを伴うコミュニケーション機器用のフロント
エンド回路であって、
　入力側にアンテナ端子（Ａ）が設けられており、
　当該アンテナ端子（Ａ）にダイプレクサが後置接続されており、当該ダイプレクサは高
域フィルタ（ＨＤ）と低域フィルタ（ＬＤ）から成り、当該高域フィルタ（ＨＤ）と低域
フィルタ（ＬＤ）にはそれぞれ１つのスイッチ（Ｓ１，Ｓ２）が後置接続されており、当
該２つのスイッチ（Ｓ１，Ｓ２）の少なくとも１つのスイッチ（Ｓ１；Ｓ２）に、相互に
並列に延在する複数の受信信号経路（ＲＸ２２，ＲＸ２１，ＲＸ１２，ＲＸ１１）および
送信信号経路（ＴＸ２，ＴＸ１）が当該スイッチ（Ｓ１；Ｓ２）によって切り換え可能に
接続されており、
・当該各信号経路内には１つのフィルタ（Ｆ１１，Ｆ１２，Ｆ２１，Ｆ２２，ＬＴＸ１，
ＬＴＸ２）が配置されており、
・前記複数の受信信号経路（ＲＸ２２，ＲＸ２１，ＲＸ１２，ＲＸ１１）のうちの２つの
受信信号経路が出力側で、出力側終端部である、前記アンテナ端子から離れていく方を指
す終端部で、１つの共通の出力側受信信号経路にまとめられており、
・インピーダンスが整合された接続が次のことによって実現される、すなわち終端部でま
とめられた前記受信信号経路の一方の受信信号経路内のフィルタが、終端部でまとめられ
た前記受信信号経路の他方の受信信号経路内のフィルタの通過領域において高い出力イン
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ピーダンスを有しているか、または出力側のインピーダンス整合部（ＡＮ）が、前記終端
部より後段側で、前記共通の出力側受信信号経路内に配置されることによって実現され、
・フロントエンド回路の上述した全てのコンポーネントが１つのモジュール内に集積され
ており、
　前記受信信号経路（ＲＸ２２，ＲＸ２１，ＲＸ１２，ＲＸ１１）は、異なる規格および
異なる移動無線システムのうち少なくとも一つに相応する、種々異なる移動無線周波数帯
域に割当てられた受信信号経路であり、
　前記受信信号経路（ＲＸ２２，ＲＸ２１，ＲＸ１２，ＲＸ１１）および前記送信信号経
路（ＴＸ２，ＴＸ１）のうち少なくとも一つに、信号経路の絶縁を高めるために直列接続
されたダイオードまたは分路ダイオードが設けられており、当該ダイオードは相応する信
号経路を周波数遮断帯域において遮断し、
　前記周波数遮断帯域とは、その周波数領域内では、受信信号経路として構成された少な
くとも１つの信号経路の受信領域の周波数が、少なくとも部分的に、送信信号経路として
構成された別の信号経路の送信領域の周波数と重畳するような周波数領域のことである、
ことを特徴とするフロントエンド回路。
【請求項２】
　付加的なスイッチ（Ｓ３）が設けられており、当該付加的なスイッチは少なくとも１つ
の受信信号経路において、
・前記フィルタ（Ｆ１１，Ｆ１２，Ｆ２１，Ｆ２２）と前記共通の出力側受信信号経路と
の間に設けられているか、または
・前記共通の出力側受信信号経路内に設けられている、請求項１記載のフロントエンド回
路。
【請求項３】
　少なくとも１つの受信信号経路内に配置された前記ダイオードは前記スイッチと前記受
信信号経路内のフィルタ（Ｆ１１，Ｆ１２，Ｆ２１，Ｆ２２）との間、または受信信号経
路内の当該フィルタの他方の側に接続されている、請求項１記載のフロントエンド回路。
【請求項４】
　マルチバンド伝送システムまたはマルチバンド／マルチモード伝送システムを伴うコミ
ュニケーション機器用のフロントエンド回路であって、
　当該フロントエンド回路は、並列に延在する、入力側に接続された複数の受信信号経路
（ＲＸ２１，ＲＸ２２）を有しており、
　当該各受信信号経路（ＲＸ２１，ＲＸ２２）内には入力側には１つのインピーダンス変
換ネットワーク（ＩＴ１，ＩＴ２）が配置されており、出力側には１つのフィルタ（Ｆ２
１，Ｆ２２）が配置されており、
　入力側に１つのアンテナ端子（Ａ１）が設けられており、
　前記インピーダンス変換ネットワーク（ＩＴ１，ＩＴ２）と前記フィルタ（Ｆ２１，Ｆ
２２）の間の受信信号経路（ＲＸ２１，ＲＸ２２）のうちの少なくとも１つにおいて、並
列分岐部が接続されており、当該並列分岐部内には、当該受信信号経路（ＲＸ２１，ＲＸ
２２）を周波数遮断帯域において遮断するためのスイッチが設けられており、当該スイッ
チはＰＩＮダイオード（Ｄ１，Ｄ２）とインダクタンス（Ｌ１，Ｌ２）とキャパシタンス
（Ｃ１，Ｃ２）から成り、
　前記周波数遮断帯域とは、その周波数領域内では、受信信号経路として構成された少な
くとも１つの信号経路の受信領域の周波数が、少なくとも部分的に、送信信号経路として
構成された別の信号経路の送信領域の周波数と重畳するような周波数領域のことであり、
　前記各並列分岐部内では前記ＰＩＮダイオード（Ｄ１，Ｄ２）と直列にインダクタンス
（Ｌ１，Ｌ２）が接続されており、当該インダクタンスは、ＰＩＮダイオードとともに直
流電流経路を構成し、ここで当該インダクタンスと並列に、かつ前記ＰＩＮダイオードと
直列にキャパシタンス（Ｃ１，Ｃ２）が接続されており、当該キャパシタンスはスイッチ
オンされているＰＩＮダイオードとともに直列共振回路を構成し、ここで当該直列共振回
路の共振周波数は、少なくとも前記周波数遮断帯域内の周波数と一致する、
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ことを特徴とするフロントエンド回路。
【請求項５】
　前記並列分岐部と前記受信信号経路内のフィルタ（Ｆ２１，Ｆ２２）の間の少なくとも
１つの信号経路内には整合ネットワーク（ＩＴ１ａ，ＩＴ２ａ）が設けられている、請求
項４記載のフロントエンド回路。
【請求項６】
　担体基板（ＴＳ）上に構成されている、請求項１から５までのいずれか１項記載のフロ
ントエンド回路。
【請求項７】
　前記担体基板は複数の金属化面を含み、当該金属化面は誘電層によって相互に別個にさ
れており、当該金属化面内にはインピーダンス変換ネットワーク（ＩＴ１，ＩＴ２）、整
合ネットワーク（ＩＴ１ａ，ＩＴ２ａ）、インダクタンス（Ｌ１，Ｌ２）およびキャパシ
タンス（Ｃ１，Ｃ２）のうち少なくとも一つが少なくとも部分的に実現されている、請求
項６記載のフロントエンド回路。
【請求項８】
　前記各信号経路内のフィルタ（Ｆ１１，Ｆ１２，Ｆ２１，Ｆ２２，ＬＴＸ１，ＬＴＸ２
）は、音響表面波によって作動する構成要素、体積波によって作動する構成要素、マイク
ロウェーブセラミックス構成素子およびチップ－ＬＣ素子のうちの少なくとも一つから、
相互に依存しないで選択される、請求項１から７までのいずれか１項記載のフロントエン
ド回路。
【請求項９】
　前記スイッチ（Ｓ１，Ｓ２）はＧａＡｓスイッチまたはＭＥＭＳスイッチである、請求
項１記載のフロントエンド回路。
【請求項１０】
　フロントエンド回路の直接的に相互に接続されたコンポーネントは伝送線路（１１～１
８）によって電気的に接続されており、
　フロントエンド回路の全てのコンポーネントおよび当該伝送線路（１１～１８）は１つ
のモジュール内に集積されている、請求項７から９までのいずれか１項記載のフロントエ
ンド回路。
【請求項１１】
　前記伝送線路（１１～１８）は、担体基板の少なくとも１つの金属化面内の線路区間と
して構成されている、請求項１０記載のフロントエンド回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動無線システムの複数の周波数帯域をカバーする、または複数の移動無線
システムに用いられる無線伝送システム用のフロントエンド回路に関する。
【０００２】
　簡単な移動無線端末機器（携帯電話）は１つの規格（移動無線システムの周波数帯域）
でしか用いられない。従って無条件で、この規格に対してネットワークが充分にカバーさ
れている地域内での作動にのみ適している。ネットワークカバーが不完全である地域内へ
の到達をより良好にする、ないしは多くのユーザを有する領域内でキャパシティーを高め
るために、（移動無線システムの）複数の周波数帯域をカバーすることができる、マルチ
バンド移動無線端末が適している。これはいわゆるデュアルバンドおよびトリプルバンド
ハンディは同じ伝送方法（例えばＧＳＭ）に従って機能するが、異なる周波数帯域で送受
信することができるので、複数の規格用に構成される。例えば同時にＧＳＭ１８００（Ｄ
ＣＳ，デジタルセルラーシステム，１８００ＭＨｚ）およびＧＳＭ９００（ＥＧＳＭ，９
００ＭＨｚ）または付加的にさらにＧＳＭ１９００（ＰＣＳ、パーソナルコミュニケーシ
ョンシステム、１９００ＭＨｚ）および／またはＧＳＭ８５０（８５０ＭＨｚ）に用いら
れるように構成される。
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【０００３】
　現在では、マルチモード伝送システムを有するコミュニケーション機器も開発されてい
る。このようなコミュニケーション機器は同世代または異なる世代（例えばＧＳＭとＵＭ
ＴＳとの組み合わせ）の複数の移動無線システムにおける作動に適している。ここでは入
力側ないしはアンテナ側にスイッチが設けられている。このスイッチはアンテナを、種々
異なる移動無線システムに割り当てられた信号経路と交替して接続する。ＵＭＴＳ伝送方
法（連続波信号伝送の意味を含む）に従った作動用にも構成されている、マルチモード伝
送システムを有するこれまでに公知のコミュニケーション機器では、ＵＭＴＳコンポーネ
ント（殊に２０００ＭＨｚ用の帯域フィルタ）は通常、マイクロ波セラミックス構成素子
に基づいて構成されている。これらはフロントエンド回路に後置接続されている。ここで
相応のインターフェースは整合問題のための電位源を構成するので信号損失も生じる。な
ぜなら、例えば信号経路の長さは定められていないからである。
【０００４】
　フロントエンド回路とはここではコミュニケーション機器のアンテナ側部分のことであ
る。これは共通のアンテナをフィルタと接続させ、異なる作動モードおよびアクセス方式
のための場合によっては異なる信号処理経路、殊に受信経路のためのＬＮＡ（Low Noise 
Amplifier）または送信経路のためのＰＡ（Power Amplifier）と接続させ、さらにアクセ
ス方式間および作動方法間を切り換えるのに必要なスイッチを有している。
【０００５】
　存在する多数の無線伝送システム（殊に移動無線システム）は、伝送規格に関しても、
使用されている周波数帯域に関しても異なっている（マルチモード／マルチバンドシステ
ム）。ここで１つの通信チャネル内で種々異なるデータを伝送するために、種々異なるア
クセス方式（マルチプレックス方法）、例えばＣＤＭＡ（符号分割多元接続），ＷＣＤＭ
Ａ（ワイドバンドＣＤＭＡ），ＴＤＭＡ（時分割多元接続）またはＦＤＭＡ（周波数分割
多元接続）が使用される。アクセス方式を組み合わせることも公知である。これは例えば
、ＵＭＴＳデータの伝送時のＴＤ－ＣＤＭＡ（時分割符号分割多元接続）である。
【０００６】
　このような種々異なるアクセス方式はさらに、送信データおよび受信データを分け、同
時の送信作動および受信作動をコミュニケーション機器で可能にするために種々異なる複
信方式を含む。複信方式としてはＦＤＤ（周波数分割複信）およびＴＤＤ（時分割複信）
が公知である。幾つかの規格は、混合されたＦＤＤ／ＴＤＤモードを伴う複信方式も使用
する。ここでは異なる周波数帯域が送信動作および受信動作用に設けられているが、送信
信号および受信信号は付加的に時間的に相互に分けられ、いわゆる異なるタイムスロット
で送信ないし受信される。
【０００７】
　混合されたＦＤＤ／ＴＤＤデュプレックス作動を伴う規格用の公知のマルチバンド－移
動無線機器では、送信（ＴＸ）および受信（ＲＸ）のための共通のアンテナへのアクセス
が通常はＨＦ切り換えスイッチを介して実現される。ここで伝送システムはそれぞれ１つ
の（周波数）帯域組を使用する。この帯域組内で周波数は送信および受信のために配置さ
れている。システムの帯域組が充分に（他のシステムの）他の周波数帯域組から離れてい
る場合（典型的には約１オクターブ）、フィルタおよび信号処理経路がこの帯域組のため
に、残りの部分から、インピーダンスが整合されて（impedanzneutral）（例えばダイプ
レクサを介して）相互接続され、共通のアンテナによって接続される。一般的に、周波数
帯域の選択および／または異なるシステムの事前選択のためにダイプレクサを使用するの
は、周波数帯域間の周波数間隔が約１オクターブである場合には常に適している。１オク
ターブの周波数間隔はここでは周波数の倍増を意味している。例えば１ＧＨｚ帯域におけ
るシステムと２ＧＨｚ帯域におけるシステムは相互に１オクターブ離れている。しかし１
ＧＨｚ領域とはここでは、８００～１０００ＭＨｚの間に配置されている全体的な周波数
帯域のことであり、２ＧＨｚシステムは１７００～２２００ＭＨｚの間にある全ての帯域
を含む。
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【０００８】
　第１の帯域組の近傍に位置する他の規格の帯域組は、公知のマルチバンド端末機器にお
いて通常は別のダイプレクサ回路を介して相互に分割され、このダイプレクサ回路の前に
接続された能動スイッチを介して、フロントエンド回路の残りの部分から別個にされる。
これによって殊に帯域組の送信領域が他の帯域組の受信領域と重畳した時に、該当する受
信側が前者の信号経路における送信出力から保護される。
【０００９】
　移動無線機器内で使用される周波数帯域の数を増やすことは、通常、新たなチップセッ
トを開発することに関連する。チップセットは、１つまたは複数のＨＦ　ＩＣから構成さ
れ、相応する数の周波数帯域のための信号処理（例えば送信信号生成、変調／復調、混合
、増幅／出力増幅）に適している。
【００１０】
　本発明の課題は、重畳している周波数帯域を伴う無線マルチバンド伝送システムまたは
マルチバンド／マルチモード伝送システム用に構成されており、既に存在しているチップ
セットとコンパチブルなフロントエンド回路を提供することである。
【００１１】
　上述の課題は本発明に相応して、請求項１、６または１０に記載されたフロントエンド
回路によって解決される。本発明の有利な構成は従属請求項に記載されている。
【００１２】
　本発明は、コミュニケーション端末機器用のフロントエンド回路を提案する。このフロ
ントエンド回路は、マルチバンドおよび／またはマルチモード動作用に構成されている。
このフロントエンド回路は、並列に延在する、アンテナ側に配置されたスイッチに接続さ
れている信号経路を有している。ここで各信号経路内には、混合されたＦＤＤ／ＴＤＤモ
ードまたは純粋なＴＤＤモードを有する伝送システム用のフィルタが設けられている。有
利には受信経路である、これらの信号経路内の少なくとも２つの信号経路は、出力側でイ
ンピーダンスが整合されて１つの出力側信号経路にまとめられる。インピーダンスが整合
されるとは、出力側のインピーダンス整合が少なくとも１つの信号経路内に、または出力
側に配置された並列分岐部内で行われることを意味している。インピーダンス整合は通過
領域における信号経路の容量的な負荷を、これに対して並列に配置されている、別の１つ
の信号経路または複数の信号経路によって補償する。２つの信号経路のインピーダンスが
整合された相互接続は例えば分路インダクタンス（Shunt-Induktivitaet）によって、ま
たは信号経路のうちの１つに配置されたストリップ線路によって行われる。
【００１３】
　本発明によるフロントエンド回路は、完全に１つの構成素子内ないしはモジュール内に
配置される。これは、入力側でアンテナ端子を介して共通のアンテナと相互接続可能であ
り、出力側で１つのＨＦ－ＩＣまたは複数のＨＦ－ＩＣ（チップセット）と相互接続可能
である。本発明によるフロントエンド回路を有する構成素子は有利な実施形態では、アン
テナ端子側にダイプレクサ含む。このダイプレクサは低域フィルタと高域フィルタを有し
ており、例えば１ＧＨｚおよび２ＧＨｚ信号を受動的に相互に分ける。（隣りの）周波数
帯域組のさらなる分割並びに（ＴＤＤのみの場合の）周波数帯域の送信信号および受信信
号の分割または（混合されたＴＤＤ／ＦＤＤ方法の場合の）周波数帯域組の送信信号と受
信信号の分割は、能動回路素子を含むＨＦスイッチによって行われる。
【００１４】
　本発明によるフロントエンド回路は公知のフロントエンド回路に対して、所定の周波数
遮断領域における信号経路の絶縁が特に良好であることを特徴とする。ここでは同時に、
種々異なる周波数帯域で受信された信号のさらなる処理が共通の出力側信号経路内で可能
である。これによって、移動無線機器内で使用される周波数帯域の数が増えた場合にも、
既に存在しているチップセットを使用することができる。さらに信号経路を集約すること
は、フロントエンド回路と後置接続されたチップセットの間にあるインターフェースに対
する、特に省スペースの解決方法である。
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【００１５】
　本発明のフロントエンド回路は、異なる周波数帯域が重畳した場合にも、信号経路、殊
に受信経路と送信経路相互の必要な分離を保証する。
【００１６】
　本発明の別の形態は、マルチモードまたはマルチバンド／マルチモード伝送システムを
有するコミュニケーション端末機器用のフロントエンド回路を示す。このフロントエンド
回路は並列に延在する、入力側に配置されたスイッチに接続されている信号経路を有する
。ここで各信号経路内にはフィルタが配置されている。入力側にはアンテナ端子が設けら
れている。スイッチの前または後にはダイプレクサが接続されている。信号経路のうちの
１つの信号経路は、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）マルチプレックス方式および周波数
分割複信方式（ＦＤＤ）を有する第１の移動無線システムに割り当てられている。ここで
この第１の移動無線システムは連続波伝送用に構成されている。この信号経路内には送受
切換器が配置されており、この送受切換器は受信部分と、スイッチの後に配置された送信
部分を有している。上述の信号経路と一致しない信号経路のうちの少なくとも２つの信号
経路は、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）マルチプレックス方式と時分割複信方式（ＴＤＤ）
を有する第２の移動無線システムに割り当てられている。信号経路は、本発明の他の形態
に相応して、混合されたＴＤＤ／ＦＤＤ方式を有する移動無線システムにも割り当てられ
る。フロントエンド回路の全ての上述したコンポーネントは１つのモジュール内に集積さ
れる。
【００１７】
　フロントエンド回路の全てのコンポーネントを１つのモジュール内に組み込むことによ
って、高い程度で安定した回路の伝送特性が得られる。これは、これまでに既知のマルチ
モードおよびマルチバンド／マルチモードコミュニケーション機器では条件付きでのみ可
能であった。
【００１８】
　別の有利な形態では本発明のフロントエンド回路は、並列に延在する、入力側に接続さ
れている信号経路を有している。ここで各信号経路内には入力側にインピーダンス変換ネ
ットワークが配置されており、出力側にフィルタが配置されている。入力側にはアンテナ
端子が設けられている。ここでアンテナ端子は、アンテナと直接的にまたはアンテナ側の
部分回路を介して相互接続可能である。インピーダンス変換ネットワークとフィルタの間
の少なくとも１つの信号経路内には並列分岐部が接続されており、この並列分岐部内には
、周波数遮断領域においてこの信号経路を遮断するためのスイッチが設けられている。
【００１９】
　この信号経路は有利には、フロントエンド回路の相互に依存しない受信経路である。周
波数遮断領域は例えば、第１の周波数帯域の受信領域と第２の周波数帯域の送信領域との
間の重畳領域である。
【００２０】
　このような実施形態は、フロントエンド回路の既知の機能ブロックに対して次のような
利点を有している。すなわちスイッチを共通の受信経路内に入力側に配置する代わりに、
信号経路内に配置することによって、インピーダンス変換ネットワークが特に省スペース
で構成されるという利点を有している。これを以下でより詳細に説明する。
【００２１】
　以下で本発明を、実施例および実施例に属する図面に基づいてより詳細に説明する。図
１～図１１は、完全にまたは部分的に異なる本発明のフロントエンド回路を示している。
【００２２】
　図１には、二重帯域チップセットと相互接続可能な、三重帯域伝送システム用の回路が
示されている。
図２には、二重帯域チップセットと組み合わせ可能な、四重帯域伝送システム用の回路が
示されている。
図３、４ａには、三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、四重帯域伝送システム用の
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回路が示されている。
図４ｂ、４ｃには、図４ａに示された回路の受信部分の例示的な実現形態が部分的に示さ
れている。
図５ａには、三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、対称に構成されたＲＸ出力側を
有する四重帯域伝送システム用の回路が示されている。
図５ｂには、図５ａに示された回路の受信部分の例示的な実現形態が部分的に示されてい
る。
図５ｃ，ｄ，ｅには、三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、対称に構成されたＲＸ
出力側を有する四重帯域伝送システム用の別の回路が示されている。
図６には、２つの信号経路と、前置接続されたＰＩＮダイオードスイッチを有する公知の
回路が示されている。
図７には、２つの信号経路と、信号経路内に集積されたＰＩＮダイオードスイッチを有す
る回路が示されている。
図８には、２つの信号経路とこの信号経路内に集積されたＰＩＮダイオードスイッチを有
する回路が示されている。
図９，図１０ａ，図１０ｂには、四重帯域／デュアルモード伝送システム用の回路がそれ
ぞれ示されている。
図１１には、三重帯域／デュアルモード伝送システム用の回路が示されている。
【００２３】
　図１には、三重帯域システム（例えばＥＧＳＭ／ＤＣＳ／ＰＣＳ）用の本発明に相応す
る回路が示されている。この回路は、二重帯域チップセットと相互接続可能である。電気
信号はアンテナ端子Ａに接続されているアンテナによって伝送される。アンテナ端子には
、周波数切換ポイント（ダイプレクサ）が配置されている。この周波数切換ポイントはこ
の実施例において、高域フィルタＨＤと低域フィルタＬＤから成る。フィルタＨＤおよび
ＬＤは、約１オクターブ異なる信号（例えば一方はＥＧＳＭ信号、他方はＤＣＳおよびＰ
ＣＳ信号）ないし相応する周波数帯域を分ける。
【００２４】
　フィルタＨＤおよびＬＤには、それぞれＨＦスイッチＳ１，Ｓ２が後置接続されている
。スイッチＳ１，Ｓ２を介して信号経路ＴＸ１（ここでは、例えばＤＣＳおよびＰＣＳ周
波数帯域における送信用の送信経路），ＲＸ１１およびＲＸ１２（ここではＤＣＳないし
ＰＣＳ周波数帯域における受信用の受信経路）が交替して、単なるＴＤＤ方式または混合
されたＴＤＤ／ＦＤＤ方式において、アンテナダイプレクサと、さらにアンテナと接続さ
れる。２つまたは２つより多くの帯域における送信に適している送信経路ＴＸ１内には送
信フィルタＬＴＸ１が配置されている。スイッチＳ１のスイッチ位置３では、信号経路Ｔ
Ｘ１は低域フィルタを介して、アンテナダイプレクサの高域フィルタＨＤと接続される。
内部に帯域フィルタＦ１１が配置されている受信経路ＲＸ１１は、スイッチＳ１のスイッ
チ位置２を介してアンテナダイプレクサの高域フィルタＨＤと接続され、内部に受信フィ
ルタＦ１２を有している受信経路ＲＸ１２は、スイッチ位置１を介してアンテナダイプレ
クサの高域フィルタＨＤと接続されている。スイッチＳ２は、アンテナダイプレクサの低
域フィルタＬＤを交替に、スイッチ位置２’において、内部に送信フィルタＬＴＸ２が配
置されている送信経路ＴＸ２と接続させ、スイッチ位置１’において、内部に受信フィル
タＦ２が配置されている受信経路ＲＸ２と接続させる。信号経路ＴＸ２とＲＸ２は例えば
ＥＧＳＭ周波数帯域における信号伝送のために構成される。
【００２５】
　ダイプレクサを介して周波数的に相互に分割された信号経路は、基本的に、相応する周
波数帯域における同時の信号伝送のために使用される。これに対して能動スイッチは、種
々異なる信号経路間の種々異なる位置で切り替わる。従って共通のアンテナを介した同時
の信号伝送は不可能である。
【００２６】
　信号経路ＲＸ１１，ＲＸ１２は出力側で共通の受信経路ＲＸ１にインピーダンスが整合
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されてまとめられる。従って受信フィルタＦ１１とＦ１２は相互に通過領域において負荷
をかけない。２つより多くの受信経路が出力側でインピーダンスが整合されてまとめられ
てもよい。ここでそれらのインピーダンスは通過領域において、例えば整合ネットワーク
によって相互に整合される。整合ネットワークを、受信経路ＲＸ１１，ＲＸ１２またはＲ
Ｘ１のうちの少なくとも１つに、またはＲＸ１に接続された並列分岐部内に配置すること
が可能である。より多くのフィルタ（例えば図２に示されているように整合エレメントを
伴うフィルタＦ２１およびＦ２２）を、１つの構成素子（モジュール）内に集積して実現
することも可能である。
【００２７】
　図１に示された回路は、三重帯域フロントエンド回路である。受信経路（ここでは受信
経路ＲＸ１２とＲＸ１２）を本発明と相応にまとめたことによって、この回路を二重帯域
チップセットと相互接続することができる。これによって、信号処理する回路素子の数が
低減され、場所および増幅器の電流供給用のエネルギー消費が節約される。
【００２８】
　送信フィルタＬＴＸ１、ＬＴＸ２は低域フィルタとして構成されており、送信信号を、
自身の不所望な上方波と分ける。低域フィルタは殊に送信経路において次のような利点を
有している。すなわち帯域フィルタまたはダイプレクサより僅かな挿入損失で作動すると
いう利点を有している。受信フィルタＦ１１，Ｆ１２およびＦ２は有利には帯域フィルタ
として構成されている。これは少なくとも、相応の受信帯域に必要な帯域幅を有している
。
【００２９】
　送信フィルタおよび受信フィルタは任意のフィルタ技術で構成される。回路内で種々異
なるフィルタ技術が使用されてもよい。回路は例えば表面波フィルタ、マイクロ波セラミ
ックフィルタ、ＦＢＡＲフィルタ（ＦＢＡＲ＝Thin Film Bulk Acoustic Wave Resonator
：圧電薄膜共振器）、ストリップ線路フィルタ、チップＬＣフィルタまたはこれらのフィ
ルタ技術の組み合わせによっても実現される。
【００３０】
　ＦＢＡＲに基づくフィルタは、小さいサイズで、殊に少ない挿入損失と高い出力協調性
を有している。従ってこの種のフィルタは、フロントエンドモジュール内への集積に特に
良好に適している。
【００３１】
　印加する高周波信号をノイズ無しに、有利にはタイムスロットに必要な速度（例えば５
μｓよりも短いスイッチング時間）で切り換えることができる全てのスイッチがＨＦスイ
ッチＳ１，Ｓ２として適している。スイッチＳ１，Ｓ２は例えばＰＩＮダイオードを含む
、または択一的にＭＥＭＳ（microelectromechanical system）スイッチまたはＧａＡｓ
スイッチとして構成される。
【００３２】
　ダイオードスイッチは、自身の機能のために、１０ｍＡまでのスイッチング電流を必要
とする。これは、このために必要な蓄電池出力によって主に携帯電話の最大会話持続時間
にネガティブな影響を与えてしまう。しかし適切な回路トポロジーによって、このような
電流消費は主に送信モードにおいてのみ生じる。択一的に使用可能なＧａＡｓスイッチは
次のような利点を有している。すなわち電圧制御式スイッチであり、電流によってではな
く、電圧によって切り換えられるので、電流消費が非常に少ないという利点を有している
。
【００３３】
　１つのモジュール内に全フロントエンド回路を集積することが可能である。ここで受動
的な回路素子（例えばインダクタンス、キャパシタンスおよび／または線路区間）は、複
数の層から成る担体基板のメタライゼーションレベル内に構成され得る。主に受動的なコ
ンポーネントから構成されるダイプレクサは、担体基板内に集積されてもよい。担体基板
は、メタライゼーションレベル間に配置された複数の誘電層（これは有利には低温焼成多
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層セラミックから成る）を含む。ダイオード、フィルタ、場合によっては能動的回路素子
または場合によっては受動的な回路素子は別個の素子として構成され、担体基板の表面上
に配置され得る。
【００３４】
　スイッチＳ１，Ｓ２、送信経路内に配置された低域フィルタＬＴＸ１，ＬＴＸ２、受信
経路内に配置された帯域フィルタＦ２１，Ｆ２２およびアンテナダイプレクサ（ＬＤ，Ｈ
Ｄ）は有利にはそれぞれ別個の構成エレメントとして構成されている。これらのコンポー
ネント、例えばアンテナダイプレクサおよびスイッチ、複数のスイッチおよび／または複
数のフィルタを別個の構成素子内に任意に組み合わせることも可能である。個々のフィル
タをチップ－ＬＣ－フィルタとして構成し、直接的にセラミック基板（例えばモジュール
用に使用される担体基板）の誘電層内に集積することも可能である。択一的に受動的な回
路コンポーネント、例えばフィルタＬＴＸ１，ＬＴＸ２およびアンテナダイプレクサＬＤ
，ＨＤが担体基板内に集積されてもよい。
【００３５】
　別個の構成エレメントは、表面実装技術（例えばワイヤーボンディング、表面実装デバ
イス取り付け、フリップチップ取り付け、ベアー・ダイ・モンタージュ）によって担体基
板と電気的および機械的に接続される。
【００３６】
　この明細書に記載した受信経路および送信経路は、一般的に信号伝送ないしはデータ伝
送用の信号経路でもある。
【００３７】
　図２には、本発明による回路の別の実施例が示されている。この場合には、アンテナダ
イプレクサによって別個にされた２つの信号経路は実質的に同じ構成である。スイッチＳ
２は、スイッチ位置１’、２’、３’において、経路ＲＸ２２（ＧＳＭ８５０－受信経路
）、ＲＸ２１（ＥＧＳＭ－受信経路）およびＴＸ２（ＧＳＭ８５０／ＥＧＳＭ－送信経路
）間を切り換える。例えばＧＳＭ８５０帯域用に構成されている受信経路ＲＸ２１内に受
信フィルタＦ２１が配置されている。例えばＥＧＳＭバンド用に構成されている別の受信
経路ＲＸ２２内には受信フィルタＦ２２が配置されている。信号経路ＲＸ２１およびＲＸ
２２は、出力側でインピーダンスが整合されて相互接続されており、共通の信号経路ＲＸ
２を構成する。相応に、スイッチＳ１はスイッチ位置１，２，３において、信号経路ＲＸ
１１（ＤＣＳ－受信経路）、ＲＸ１２（ＰＣＳ－受信経路）およびＴＸ１（ＤＣＳ／ＰＣ
Ｓ－送信経路）間を切り換える。信号経路ＲＸ１１およびＲＸ１２は、出力側でインピー
ダンスが整合されて相互接続され、共通の信号経路ＲＸ１を構成する。
【００３８】
　受信経路として構成された信号経路ＲＸ１１，ＲＸ１２，ＲＸ２１，ＲＸ２２を異なる
移動無線システム（例えばＧＳＭ／ＵＭＴＳ）に割り当てることが可能である。ここで、
送信経路として構成された信号経路ＴＸ１およびＴＸ２のそれぞれ１つを介して、作動モ
ードに応じて複数の移動無線システム（例えばＤＣＳ／ＵＭＴＳ送信信号）から送信信号
が伝送される。
【００３９】
　周波数帯域が相互にそれ程遠く配置されていない限りは（例えば１９００ＭＨｚを伴う
ＰＣＳおよび２０００ＭＨｚを伴うＵＭＴＳ）、それぞれ異なる移動無線システムに割り
当てられている複数の受信経路をまとめることが可能である。
【００４０】
　図２に示されている回路は、ＧＳＭシステムのＧＳＭ８５０／ＥＧＳＭ／ＤＣＳ／ＰＣ
Ｓ帯域用の四重帯域フロントエンド回路である。本発明に相応して受信経路をまとめるこ
とによって、この回路を二重帯域チップセットと相互接続することができる。
【００４１】
　図３に示された本発明のさらなる実施形態において、スイッチＳ１は２つのスイッチ位
置しか有しておらず、（共通のＤＣＳ／ＰＣＳ）送信経路ＴＸ１と入力側でまとめられて
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いる受信経路ＲＸ１ａ（例えばＤＣＳ）とＲＸ１ｂの間を切り換える。スイッチＳ２は、
図２に記載された実施形態のスイッチＳ２と同じように信号経路ＲＸ２およびＴＸ２と接
続されている。このような四重帯域回路は三重帯域チップセットと相互接続される。
【００４２】
　受信経路ＲＸ１ｂ、ＲＸ１ｂ内に配置されているフィルタＦ１１、Ｆ１２は共同して、
２つの周波数帯域を高域フィルタＨＤから到達する受信信号から受動的に分割するための
周波数切換ポイントを構成する。スイッチの変換は、以降で図６～図８と関連して説明す
る。
【００４３】
　アンテナ側からの信号を経路ＲＸ１ａ，ＲＸ１ｂで分けることは、フィルタの通過領域
において、この周波数領域内で生じるフィルタの遮断効果によって、並列に配置されてい
る信号経路内で行われる。
【００４４】
　図４ａに示された回路は、信号経路ＲＸ２内にスイッチＳ３が設けられている点で図３
に示された回路と異なる。このスイッチは例えば相応の周波数帯域と接続されている送信
モードにおいて受信経路ＲＸ２１、ＲＸ２２をアースと短絡させ、送信モードにおけるＴ
Ｘ／ＲＸ絶縁を、殊に次に位置する周波数帯域の送信領域と周波数帯域の受信領域との重
畳時にさらに改善する。
【００４５】
　図４ａに概略的に示された回路の例示的な実現形態は、部分的に図４ｂ内の点Ａ１（ア
ンテナ接続）と受信経路（ＲＸ２）の間に示されている。スイッチＳ２の相応する部分は
ここでは、ダイオードＤ１およびＤ２によって、エレメントＣ１，Ｌ１およびＣ２，Ｌ２
によって構成された振動回路と組み合わせて実現される。ダイオードＤ１と直列接続され
たインダクタンスＬ１は、ＨＦ信号の同時遮断時に後者での制御電圧の印加時にダイオー
ドＤ１に電流を流すために使用される。
【００４６】
　スイッチＳ３はダイオードＤ３およびエレメントＬ３，Ｃ３を含む。送信モードでは、
ダイオードＤ３に制御電圧Ｖｃｌが印加される。エレメントＤ３のリード線インダクタン
スと、Ｌ３とＣ３から成る並列回路からの残りのキャパシタンスは共同で、直列振動回路
を構成する。この振動回路の共振周波数は相応の送信周波数と一致する。エレメントＬ６
およびＲ２は、直流経路のＨＦ分離のために用いられる。あるいはダイオードに必要な直
流作動点の調整に使用される。この送信モードにおいて、有利には同時にダイオードＤ１
にも電流が流され、受信フィルタＦ２２は、高い出力レベルを有する送信信号から保護さ
れる。受信フィルタＦ２２の前のアースに対する短絡は遅延線路ＴＬ、有利にはλ／４ス
トリップ線路によって、点Ａ１において開放端部へ変換される。しかし遅延線路ＴＬが、
上述のインピーダンス変換を満たす同等の回路によって置き換えられてもよい。
【００４７】
　ダイオードＤ２は受信フィルタＦ２１の保護のために、全ての作動状態において（信号
経路ＲＸ２１における受信作動を除いて）スイッチオフ状態であり、経路ＴＸ２における
送信作動において並びに経路ＲＸ２２における受信作動において、Ｌ２およびＣ２ととも
に遮断回路を形成する。受信経路ＲＸ２１（例えばＧＳＭ８５０）に相応する周波数帯域
における受信モードでは、制御電圧Ｖｃが、エレメントＬ４，Ｃ４およびＲ１によって構
成された振動回路を介してダイオードＤ２に印加される。ここでダイオードＤ１にも電流
が流され、これによって受信経路ＲＸ２２は受信経路ＲＸ２１の通過領域において遮断さ
れる。エレメントＣ４およびＬ４によって構成された振動回路は、直流制御経路のＨＦ分
離に用いられる。Ｒ１は直流作動点の調整のために用いられる。
【００４８】
　インダクタンスＬ５は、フィルタＦ２１の通過領域におけるフィルタ２２の出力インピ
ーダンスの整合のために使用される。ストリップ線路ＴＬ２は、インダクタンスＬ５とと
もに、フィルタＦ２２の通過領域におけるＦ２１の出力インピーダンスの整合に用いられ
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る。線路ＴＬ２は、フィルタＦ２１から出た信号の相回転が生じる。線路ＴＬ２の長さは
次のように選択される。すなわち、フィルタＦ２１の出力インピーダンスがフィルタＦ２
２の通過領域においてできるだけ空転において回転されるように選択される。
【００４９】
　図４ｃに示された本発明の実施形態では次のことが示されている。すなわちダイオード
Ｄ３およびエレメントＬ３およびＣ３を含むスイッチが択一的に信号経路（ここでは受信
経路ＲＸ２１）内に配置され得るということが示されている。この場合には受信経路ＲＸ
２１は経路ＴＸ２と重畳する部分周波数領域を有することが可能であり、経路ＲＸ２２は
他の帯域と重畳する部分周波数領域を有していない。信号経路ＲＸ２２のＤＣ分離は、制
御電圧Ｖｃ１によるダイオードＤ３の切り換え時に、キャパシタンスＣ５によって実現さ
れる。線路ＴＬ２は、キャパシタンスＣ５とともにフィルタＦ２１の出力側で整合ネット
ワークを構成する。インダクタンスＬ５およびキャパシタンスＣ６は、同じように信号経
路の出力インピーダンスの整合のために用いられる。
【００５０】
　図５ａには、本発明の別の有利な実施形態が示されている。ここでは受信経路ＲＸ２１
、ＲＸ２２の間の絶縁を高めるために、受信経路ＲＸ２１内に配置されたスイッチＳ３が
設けられている。共通の信号経路はここでは対称的に構成されている。ここで共通の信号
経路内には、信号経路ＲＸ２１，２２をまとめた直後に、整合ネットワークＡＮが配置さ
れている。この整合ネットワークは出力インピーダンスの整合に用いられ、信号経路内で
直列または並列接続されたＩＣエレメントおよび／または線路区間を含む。整合ネットワ
ークＡＮの後にはバランＢＡが接続される。このバランは信号を対称にする。バランＢＡ
は同時に、（例えば５０Ｏｈｍから１５０Ｏｈｍへの）インピーダンス変換を実行する。
バランにはさらなるエレメントを後置接続することが可能である。これは例えば、出力信
号のＤＣ分離に用いられる直列キャパシタンスである。
【００５１】
　図５ｂには、図５ａに記載された回路の実現例が部分的に示されている。経路ＲＸ２１
およびＲＸ２２とスイッチＳ２の接続は、図４ｂに既に示されているようにエレメントＤ
１，Ｃ１，Ｌ１ないしＤ２，Ｌ２，Ｃ２によって実現される。線路ＴＬの機能も図４ｂに
説明されている。ダイオードＤ２およびＤ１に対する制御電圧は、制御電圧Ｖｃ、抵抗Ｒ
１およびインダクタンスＬ４によって調整され、ダイオードＤ２およびＤ１を同時に導通
接続する。ここでダイオードＤ１はアースに対して短絡を生じさせ、フィルタＦ２２をフ
ィルタＦ２１の通過方向において遮断する。エレメントＥ４およびＣ４は、共振遮断回路
を構成する。この共振遮断回路は例えばフィルタＦ２１の通過領域に遮断する。ダイオー
ド３に対する制御電圧は、抵抗Ｒ２によって調整される。インダクタンスＬ６は、ＨＦ信
号に対する信号経路を遮断する。ダイオードＤ３は、信号を次の場合にのみ通過させる。
すなわち、制御電圧Ｖｃが受信経路ＲＸ２１の受信モードにおいて印加される場合である
（フィルタＦ２１の通過流域）。
【００５２】
　フィルタＦ２１の出力側に配置されたインダクタンスＬ７は、エレメントＤ３，Ｃ３お
よびＬ３とともに、出力側で信号経路ＲＸ２１内に配置された出力側ネットワークを構成
する。この出力側ネットワークは、フィルタＦ２２の通過領域において（殊にダイオード
Ｄ３がスイッチオフされている場合の受信経路ＲＸ２２における動作モードにおいて、信
号経路ＲＸ２１ないしフィルタＦ２１の高い出力インピーダンスを保証する。インダクタ
ンスＬ５は出力側信号経路において並列分岐部内に配置されており、整合ネットワークＡ
Ｎに相応する。これは同時に、制御電圧ＶｃをダイオードＤ３に印加したときに、アース
への直流帰路として用いられる。バランＢＡ前に配置されたキャパシタンスＣ５は、出力
信号のＤＣ成分を分離する。バランＢＡは、並列接続された２つのＬＣ素子によって構成
されている。
【００５３】
　図５ｃ、５ｄは、対称に構成されたＲＸ出力側ＲＸ２を有する四重帯域システム用のそ
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れぞれ別の回路を示している。これは、三重帯域チップセットと組み合わせ可能である。
この形態においてフィルタＦ２１、Ｆ２２は元来のフィルタ機能の他に、バラン機能も満
たす。これによって、経路をまとめる前に信号の対称化が行われる。
【００５４】
　図５ｃでは、整合ネットワークＡＮが、信号経路ＲＸ２の信号線路間に配置され得るこ
とが示されている（微分整合ネットワーク）。
【００５５】
　図５ｄでは、それぞれ１つの整合ネットワークＡＮ１およびＡＮ２が信号経路ＲＸ２の
２つの信号線路内に配置されている。整合ネットワークＡＮ１およびＡＮ２は、それぞれ
、アースに関する整合ネットワークとして構成されており、共同して、いわゆる対称的な
整合ネットワークを構成する。
【００５６】
　整合ネットワークは択一的に、対称に構成された信号経路ＲＸ２１およびＲＸ２２の信
号線路内でも、出力側で、このような信号経路の集約前に配置され得る。ここで挙げられ
た可能性を任意に組み合わせることも可能である。図５ｄの下方には、整合ネットワーク
ＡＮ１および／またはＡＮ２が信号線路に対して並列に接続された、有利にはアースに関
するインダクタンスとして構成可能であり、並びに整合ネットワークＡＮ，ＡＮ１および
／またはＡＮ２が、信号線路内に直列接続されたインダクタンスとして構成可能であるこ
とが示されている。ここに示されたインダクタンスの代わりに、整合ネットワークはイン
ダクタンス、キャパシタンスおよび／または線路区間の任意の相互接続を含み得る。ここ
では対称的なπ素子またはＴ素子が有利である。
【００５７】
　図５ｅは、本発明の別の実施形態を部分的に示している。アンテナ端子Ａ１には、受信
経路ＲＸ２１、ＲＸ２２に対して並列に、この実施形態では送信経路ＴＸ２も配置されて
いる。送信経路ＴＸ２は、受信作動モードではダイオードＤ４によって遮断される。この
ダイオードは、ダイオードＤ１およびＤ２の隣で、スイッチＳ２の部分を実現している。
送信モードでは、ダイオードＤ４は、制御電圧Ｖｃ１によってスイッチオンされる（これ
は、図２に記載されたスイッチＳ２の位置３’に相応する）。インダクタンスＬ９は、Ｈ
Ｆ信号経路ＴＸ２から直流電流経路を分離させる。エレメントＣ５，Ｃ６，Ｌ８およびＣ
８は、低域フィルタＬＴＸ２の可能な実施形態である。これは、送信信号の上方波を抑圧
するために用いられる。抵抗Ｒ３は、制御電圧の調整に用いられる。キャパシタンスＣ３
はここで一方では、ダイオードＤ２からの制御電圧Ｖｃ１のＤＣ分離のために用いられ、
他方ではダイオードＤ３からの制御電圧ＶｃのＤＣ分離のために用いられる。
【００５８】
　信号経路ＲＸ２２の対称的な終端部に配置されたインダクタンスＬ５およびＬ６は、整
合ネットワークＡＮ１およびＡＮ２に相応する。
【００５９】
　周波数帯域は部分的に重畳する。ここで例えば周波数帯の送信領域は、次に位置する周
波数帯の受信領域と部分的に重畳する（これは例えば１８５０～１９１０ＭＨｚのＰＣＳ
送信領域および１８０５～１８８０ＭＨｚのＤＣＳ受信領域に関する）。この場合には、
受信領域内の（ＤＣＳ受信経路内に配置された）受信フィルタは、他の周波数帯域の送信
線路に対して絶縁されないので、相応する受信経路（ＤＣＳ）はクリチカルな重畳領域に
おいて能動的に遮断されるべきである。ＤＣＳ送信信号用の１７１０～１７８５ＭＨｚま
での送信領域も、２つの受信経路に対して周波数遮断領域として構成されなければならな
い。共通の送信経路内でのＧＳＭ（８５０ＭＨｚ）およびＥＧＳＭ信号の伝送時にも重畳
領域が存在する。不所望な干渉が同じように、例えばＧＳＭ，ＵＭＴＳおよびＷＬＡＮの
信号を相互に別個にすべきであるマルチバンド伝送システムの場合に生じる。
【００６０】
　特定の周波数領域において（例えば送信領域において）、入力側で点Ｂで集約さている
２つまたは２つより多い受信経路（例えば図３に記載された受信経路ＲＸ１ａ，ＲＸ１ｂ
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の構成に相応する）を遮断する、それ自体公知の方法が図６に示されている。
【００６１】
　図６には、入力側で点Ｂで集約さている２つの並列の信号経路ＣおよびＤが示されてい
る。ここでは各信号経路内に出力側にフィルタＦ２１，Ｆ２２が接続されており、入力側
にインピーダンス変換ワットワークＩＴ１，ＩＴ２が接続されている。インピーダンス変
換ワットワークＩＴ１，ＩＴ２はそれぞれ次のことに用いられる。すなわち、後置接続さ
れているフィルタの入力インピーダンスを、高抵抗領域内の他のフィルタの通過領域に対
して変換し、この周波数領域内の相応の信号経路を遮断することに用いられる。インピー
ダンス変換ネットワークはインダクタンス、キャパシタンスおよび線路区間の適切な組み
合わせを含む。
【００６２】
　信号経路の分割前に点Ｂで、並列分岐部において（アクティブな）スイッチが設けられ
ている。このスイッチは、ダイオードＤ１、キャパシタンスＣ１、インダクタンスＬ１お
よびインピーダンス変換ネットワークＩＴ３によって構成されている。（例えば送信領域
における）ダイオードＤ１への制御電圧の印加時にはこれが導通接続され、これによって
点Ｂでアースに対する短絡が生じる。この短絡は信号経路Ｃ，Ｄを遮断し、インピーダン
ス変換ネットワークＩＴ３によって点Ａ１で、開放端部への相応の周波数遮断領域に変換
される。
【００６３】
　インピーダンス変換ネットワークＩＴ３は有利には、λ／４線路として構成されている
。ここで送信周波数の場合のλ／４の線路長が考えられている。インピーダンス変換ネッ
トワークＩＴ１は通常は、その長さが波長において測定されてλ／４を僅かに上回ってい
る線路を含む。従って図６に示された機能ブロックは次のような欠点を有している。すな
わち信号経路毎の全体の線路長が少なくともλ／２であるという欠点を有している。これ
によって信号損失は高くなり、多くの場所が要求される。
【００６４】
　本発明に相応して、択一的な解決方法は、このようなスイッチを有する並列分岐部を１
つの信号経路（図７における信号経路Ｄ）または複数の信号経路Ｃ，Ｄ（図８）において
、それぞれ遮断されるべきフィルタＦ２２，Ｆ２１の前に、点Ｂ１，Ｂ２に配置するない
しはここで分岐させることである。
【００６５】
　並列分岐部におけるダイオードＤ１または２つのダイオードＤ１，Ｄ２では同時に（図
８において）、送信モードにおいて制御電圧が印加される。ここで点Ｂ１または点Ｂ２で
は、アースに対する短絡が生じる。ＰＩＮダイオードＤ１と直列に、インダクタンスＬ１
が接続されている。ここでこのインダクタンスはＰＩＮダイオードＤ１とともに直流電流
経路を構成する。インダクタンスＬ１と並列にかつＰＩＮダイオードＤ１と直列にキャパ
シタンスＣ１が接続されている。短絡時に導通接続されたダイオードＤ１（このダイオー
ドは制御電圧の印加時には実質的に小さいインダクタンスとして作用する）とキャパシタ
ンスＣ１は直列回路または吸引回路（Saugkreis）を構成する。この回路の共振周波数は
、少なくとも、周波数遮断領域（例えば送信周波数）からの周波数と一致する。ここで上
述の吸引回路は特に良好に伝導性である。インピーダンス変換ネットワークＩＴ１，ＩＴ
２は点Ａ１での開放端部における短絡の変換に用いられる。
【００６６】
　図８に示された回路では、並列分岐とフィルタＦ２１，Ｆ２２の間にそれぞれ付加的な
整合ネットワークＩＴ１ａ，ＩＴ２ａが配置されている。ここではフィルタの入力インピ
ーダンスが整合される。整合ネットワークは例えば、フィルタＦ２１またはＦ２２に前置
接続された直列インダクタンスまたは分路インダクタンスまたはＬＣエレメントの任意の
組み合わせである。図８におけるエレメントＬ２とＣ２の機能は、実質的にはエレメント
Ｌ１およびＣ１の機能に相応する。
【００６７】
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　信号経路ＣおよびＤは、それぞれ有利には受信経路として構成されている。
【００６８】
　導通接続されたダイオードＤ１は例えば、フィルタＦ２２の通過領域におけるフィルタ
Ｆ２１も遮断する。導通接続されたダイオードＤ２は同じように、フィルタＦ２１の通過
領域におけるフィルタＦ２２を遮断する。有利な実施形態では、２つのダイオードは周波
数遮断領域において（殊に周波数帯域の送信領域において）スイッチオンされ、フィルタ
Ｆ２１，Ｆ２２を例えば送信信号から保護する。
【００６９】
　図７または図８に従ったスイッチの実施例では、図６で示された、入力側に配置された
インピーダンス変換ネットワークＩＴ３が省かれている。従って信号経路毎の全体的な線
路長は、図６に比べて最大で半分の長さであり、これは殊に省スペースかつ損失の少ない
解決方法である。
【００７０】
　信号経路の分割前の入力側で配置する代わりに、スイッチＳ１を信号経路の並列分岐部
内に配置することは次のことを前提条件にする。すなわちフィルタが、並列に延在する信
号経路において、その中に配置されたインピーダンス変換ネットワークとともに、遮断領
域において良好な絶縁を保証するということを前提条件にする。
【００７１】
　図６～８に示された回路は、共通のボード上の種々異なる技術に基づいて実現された別
個の構成要素から構成されてもよい。
【００７２】
　図９には四重バンド／デュアルモードシステムに対するフロントエンド回路が示されて
いる。これは例えば３バンドＧＳＭ（ＥＧＳＭ，ＤＣＳ，ＰＣＳ）およびＵＭＴＳモード
で作動される。
【００７３】
　アンテナ側に配置され、図１に既に示されているダイプレクサは、アンテナから到来す
る信号を周波数に応じて分ける。
【００７４】
　信号経路ＴＸ１／ＲＸ１は周波数分割多重アクセスマルチプレックス方式および周波数
分割複信方式、有利には連続波モード伝送システム（例えばＵＭＴＳシステム）（２００
０ＭＨｚ）を有する移動無線システムに割当られる。ここで第１の移動無線システムは殊
に連続波伝送用に設計されている。この信号経路内にはデュプレクサ（送受切換器）ＤＵ
が配置されている。これは受信部分と送信部分を有しており、送信部分と受信部分は本発
明のこの実施形態ではスイッチＳ１に応じて切り換えられる。デュプレクサの送信部分お
よび受信部分内にはそれぞれ帯域通過フィルタＦ１２ないしＦ１１が配置されている。こ
こでこれらのフィルタの周波数帯域は重畳せずに隣合って配置されている。
【００７５】
　信号経路ＴＸ２，ＲＸ２ａ，ＲＸ２ｂ，ＲＸ３およびＴＸ３は、時分割多重アクセスマ
ルチプレックス方式および時分割複信方式、例えば３つの周波数帯域を有するＧＳＭシス
テムを伴う移動無線システムに割り当てられている。信号経路ＴＸ２はここで、第１の周
波数帯域（ＰＣＳ，１９００ＭＨｚ）にも、第２の周波数帯域（ＤＣＳ，１８００ＭＨｚ
）にも対応する送信経路として用いられる。信号経路ＴＸ３は第３の周波数帯域（ＥＧＳ
Ｍ，９００ＭＨｚ）に対応する信号経路として用いられる。信号経路ＲＸ２ａ、ＲＸ２ｂ
およびＲＸ３はそれぞれ、第１、第２ないしは第３の周波数帯域に対応する受信経路とし
て設計されている。
【００７６】
　ダイプレクサは、第２の移動無線システムの第３の周波数帯域の信号（ＥＧＳＭ信号）
を他の周波数帯域の信号と分ける。低域フィルタＬＤの後に接続されたスイッチＳ２は、
信号経路ＲＸ３とＴＸ３の間でＴＤＤを実行する。スイッチＳ１は動作モードに応じて、
第１の移動無線システム（ＵＭＴＳ経路）の信号経路ＴＸ１，ＲＸ１、または第２の移動
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無線システム（ＧＳＭ経路）の信号経路ＴＸ２，ＲＸ２ａ，ＲＸ２ｂを、アンテナダイプ
レクサの高域フィルタＨＤと接続する。スイッチＳ１はＧＳＭ作動モードの１つにおいて
、送信経路ＴＸ２と相応する受信経路ＲＸ２ａまたはＲＸ２ｂを切り換える。
【００７７】
　ここで挙げた全ての回路コンポーネントは、本発明では１つの担体基板ＴＳ上に配置さ
れる。
【００７８】
　異なる移動無線システムを介した同時データ伝送が基本的に可能である。図９に示され
た回路は、ダイプレクサを介して集約され、周波数的に受動的に相互に別個にされた情報
チャネルにおける（例えば一方ではＦＤＤ／ＴＤＤシステムの情報チャネルＴＸ３／ＲＸ
３および他方では連続波モードにおいて伝送するＦＤＤシステムの情報チャネルＴＸ１／
ＲＸ３における）同時データ伝送を可能にする。
【００７９】
　さらにフロントエンドモジュールにおいて、隣り合う周波数帯域における並列な信号伝
送を、端末機器の相応する調整によって（例えばタイムスロットにおいて）作動させるこ
とが可能である。ここでこれらの周波数帯域は異なる移動無線システム、例えば一方では
ＵＭＴＳおよび他方ではＧＳＭ１８００（またはＧＳＭ１９００）に属する。
【００８０】
　マルチバンド／デュアルモードシステムを実現させる別の手法が図１０ａに示されてい
る。図９とは異なって、第１の移動無線システムの信号経路ＲＸ１はスイッチＳ１の後ろ
ではなく、ダイプレクサとスイッチＳ１の間に配置されている。このような実施形態は次
のような利点を有している。すなわち、第１の移動無線システムの受信信号の監視が第２
の移動無線システムの動作モードにおいても可能であるという利点を有している。第１の
移動無線システムを介して到来する呼出は、会話の間、第２の移動無線システムを介して
「打診される（angeklopft）」。この場合にユーザは、この呼出を受け入れるか否かを判
断する。ユーザが切り換えを決めると、スイッチＳ１は位置１に切り換えられる。これに
よって、第１の移動無線システムを介した送信が可能になる。端末機器を相応に調整する
ことによって、第１の移動無線システム（ＵＭＴＳ）のデータと、第２の移動無線システ
ムの近傍に位置する周波数帯域（ＧＳＭ１８００，ＧＳＭ１９００）のデータを並行して
処理することが可能である。ここでスイッチＳ１は交替に、２つの相応する送信経路をタ
イムスロットにおけるアンテナ端子Ａ１と接続させる。
【００８１】
　図１０ｂには、図１０ｂで既に説明された本発明の実施形態の有利な形態が示されてい
る。ここでは信号経路ＴＸ１，ＲＸ１，ＴＸ２，ＲＸ２ａおよびＲＸ２ｂへの信号の分割
のために、スイッチＳ１の代わりに２つのスイッチＳ１’およびＳ１’’が使用されてい
る。スイッチＳ１’は２つのスイッチ位置を有しており、アンテナ端子Ａ１ないしアンテ
ナを端末機器の設定に応じて、第１の移動無線システムの送信経路ＴＸ１または－スイッ
チＳ１’’のスイッチ位置に応じて－信号経路ＴＸ２，ＲＸ２ａおよびＲＸ２ｂと接続さ
せる。スイッチＳ１’’は相応に３つのスイッチ位置を有している。
【００８２】
　経路ＴＸ３，ＲＸ３は図９に示されたように構成されている。
【００８３】
　信号経路ＴＸ２内で出力側で（低域フィルタＬＴＸ１後に）、ノッチフィルタＮＦが接
続されている。このノッチフィルタは例えば送信信号の上波の選択的な抑圧のために使用
される。ノッチフィルタは、担体基板ＴＳ上に配置されているチップ上に構成されていて
もよい。
【００８４】
　この明細書内で挙げられたフィルタ（Ｆ１１～Ｆ２２，ＬＴＸ１，ＬＴＸ２，ＮＦ）を
まとめてまたは個々に、１つのチップ上に構成し、このチップを担体基板ＴＳ上に配置し
、これと電気的に接続することができる。構成要素のこのような装置はフロントエンドモ
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ジュールと称される。
【００８５】
　このような送信経路ＴＸ１，ＴＸ２を介して伝送される高い送信出力が原因で、通過領
域における送信信号の良好な抑圧が用意されなければならない。
【００８６】
　隣り合って配置された異なる周波数帯域を介して伝送されるべき信号をきれいに相互に
別個にするために、関連する信号経路（ここではＴＸ１，ＲＸ１，ＴＸ２，ＲＸ２ａおよ
びＲＸ２ｂ）における固定された位相関係が、殊にダイプレクサの高域フィルタＨＤから
出力側に配置された相応するフィルタ（Ｆ１１～Ｆ２２，ＬＴＸ２，ＮＦ）までの信号経
路上での位相関係が重要である。従ってフロントエンド回路内の位相関係が外部から影響
されないこと、かつ端末機器の種類に依存しないことが望まれる。
【００８７】
　位相関係はまず第１に、伝送線路の長さによって定められる。この伝送線路は、回路コ
ンポーネントＨＤとＳ１’、Ｓ１’とＴＸ１、Ｓ１’とＳ１’’、Ｓ１’’とＬＴＸ１，
Ｓ１’’とＲＸ２ａ並びにＳ１’’とＲＸ２ｂを接続する。相応する線路区間は図１０ｂ
に、参照番号１１～１８で示されている。
【００８８】
　本発明は、伝送線路１１～１８の間の固定された位相関係を、相応する線路区間を上述
したフロントエンドモジュール内に集積することによって実現することを提案する。伝送
線路１１～１８は有利には、担体基板ＴＳの少なくとも１つの金属化面内に構成される。
線路区間はここでは有利には、担体基板内部に隠されている。
【００８９】
　本発明に相応してフロントエンドモジュール内へ伝送線路を集積することは、次のよう
な利点を有している。すなわちモジュールが使用されている端末機器の種類が、フロント
エンド回路の電気的特性、殊に、選択された信号経路（例えばＵＭＴＳ受信経路，ＲＸ１
）の通過領域における隣り合う対象帯域（例えばＧＳＭ１８００，ＧＳＭ１９００）の抑
圧に影響を与えないという利点を有している。
【００９０】
　図１１には、３重帯域／デュアルバンドモード伝送システム用の回路が示されている。
上述した形態とは異なって、ここではスイッチＳ１は直接的にアンテナに接続されている
。信号経路ＲＸ１およびＴＸ１は第１の移動無線システム（ＵＭＴＳ）に割り当てられて
いる。受信経路ＲＸ１内に配置されたフィルタＦ１１と、送信経路ＴＸ１内に配置された
フィルタＦ１２は有利にはダイプレクサを構成する。
【００９１】
　信号経路ＲＸ２，ＲＸ３，ＴＸ２およびＴＸ３は、第２の移動無線システム（ＧＳＭ）
の第１（ＲＸ２／ＴＸ２）および第２（ＲＸ３／ＴＸ３）の周波数帯域に割当られている
。第１の周波数帯域は例えばＥＧＳＭ帯域である。第２の周波数帯域は例えばＤＣＳ帯域
である。第１の移動無線システムの集約された送信／受信経路ＴＸ１／ＲＸ１は入力側で
、ダイプレクサＬＤ，ＨＤを介してインピーダンスが整合されて、第２の移動無線システ
ムの受信経路ＲＸ２と相互接続される。ダイプレクサは、スイッチとは異なり、受動的な
信号分割を行うので、同時に第１の移動無線システムを介した伝送と、第２のシステムの
第１の周波数帯域のモニタリングを同時に行うことができる。
【００９２】
　このような信号経路のインピーダンスが整合された相互接続が可能である場合には、ダ
イプレクサは基本的に、信号経路の集約時に省かれる。
【００９３】
　本発明のフロントエンド回路内に、複数のスイッチおよび複数の周波数切換ポイント（
ダイプレクサおよびデュプレクサ）を組み込むことも可能である。
【００９４】
　上述したように、ＨＦフィルタおよびダイプレクサは、種々異なる技術で構成されてい
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することができる。例えば、スイッチはガリウムひ素ＦＥＴトランジスタとして構成され
得る。スイッチを、付加的な変換線路または他の整合スイッチエレメントと共にＰＩＮダ
イオードとして実現することも可能である。これは位相シフトを生じさせる。可能な実施
例はここでは、λ／４ストリップ線路である。これは担体基板内に集積される。
【００９５】
　受信経路の出力側はコミュニケーション機器の必要に応じて、対称にまたは異なって構
成される。ここで出力側のインピーダンス成端（Impedanzabschluss）はアンテナ端子と
同じようにそれぞれ５０Ωであり得る。出力側のインピーダンス成端をインピーダンス変
換を用いてアンテナ端子に対して上昇、または低下させてもよい。
【００９６】
　信号経路をそれぞれ移動無線システムの他に、任意のデータ伝送システムに割り当てる
こともできる。
【００９７】
　実施例内、およびそれに属する図面内で示された本発明の実現形態の他に、多数の別の
組み合わせが可能である。これは上述した実施例の個々のコンポーネントをなくすことに
よって、または個々のコンポーネントを組み合わせることによって得られる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】二重帯域チップセットと相互接続可能な、三重帯域伝送システム用の回路
【図２】二重帯域チップセットと組み合わせ可能な、四重帯域伝送システム用の回路
【図３】三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、四重帯域伝送システム用の回路
【図４Ａ】三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、四重帯域伝送システム用の回路
【図４Ｂ】図４Ａに示された回路の受信部分の、例示的な実現形態を部分的に示した図
【図４Ｃ】図４Ａに示された回路の受信部分の、例示的な実現形態を部分的に示した図
【図５Ａ】三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、対称に構成されたＲＸ出力側を有
する四重帯域伝送システム用の回路
【図５Ｂ】図５Ａに示された回路の受信部分の例示的な実現形態を部分的に示した図
【図５Ｃ】三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、対称に構成されたＲＸ出力側を有
する四重帯域伝送システム用の別の回路
【図５Ｄ】三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、対称に構成されたＲＸ出力側を有
する四重帯域伝送システム用の別の回路
【図５Ｅ】三重帯域チップセットと組み合わせ可能な、対称に構成されたＲＸ出力側を有
する四重帯域伝送システム用の別の回路
【図６】２つの信号経路と、前置接続されたＰＩＮダイオードスイッチを有する公知の回
路
【図７】２つの信号経路と、信号経路内に集積されたＰＩＮダイオードスイッチを有する
回路
【図８】２つの信号経路とこの信号経路内に集積されたＰＩＮダイオードスイッチを有す
る回路
【図９】四重帯域／デュアルモード伝送システム用の回路
【図１０Ａ】四重帯域／デュアルモード伝送システム用の回路
【図１０Ｂ】四重帯域／デュアルモード伝送システム用の回路
【図１１】三重帯域／デュアルモード伝送システム用の回路
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【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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【図５Ｂ】
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【図７】
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【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】
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