
JP 4986314 B2 2012.7.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信用のトランシーバであって、
　第１アンテナと、第１周波数範囲の信号の送信と第２周波数範囲の信号の受信のために
これに接続された第１フィルタ手段と、
　第２アンテナと、トランシーバの作動モードに応じて異なる第２周波数範囲又は第３周
波数範囲の信号を受信するようにこれに接続された第２フィルタ手段とを備え、
　前記トランシーバが第１作動モードにある場合、
　前記第１のフィルタ手段の送信フィルタと前記第１のアンテナを介して、前記第１周波
数範囲で信号を送信するように、また、前記受信信号に空間ダイバーシティを与えるため
に前記第１アンテナと前記第１のフィルタ手段の受信フィルタ及び前記第２アンテナと前
記第２のフィルタ手段を介して前記第２周波数範囲の信号を同時に受信するように構成さ
れており、
　第２作動モードにある場合、
　前記第２アンテナと前記第２のフィルタ手段を介して前記第３周波数範囲の信号を受信
するように、また、前記第１のフィルタ手段の送信フィルタと前記第１アンテナを介して
信号を送信するように構成されているトランシーバ。
【請求項２】
　前記第１作動モードにおいて、空間ダイバーシティを提供するために、前記第１アンテ
ナと前記第２アンテナで受信された信号を処理する請求項１に記載のトランシーバ。
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【請求項３】
　前記第１フィルタ手段が前記第１周波数範囲に同調せしめられた前記送信フィルタと前
記第２周波数範囲に同調せしめられた前記受信フィルタとを有するデュプレックス・フィ
ルタを備え、使用の際に送信される信号が前記送信フィルタによって濾波され、受信信号
が前記受信フィルタによって濾波される請求項１又は請求項２に記載のトランシーバ。
【請求項４】
　前記第２フィルタ手段が、前記第３周波数範囲に同調せしめられた第１フィルタと、前
記第２周波数範囲に同調せしめられた第２フィルタとを備えている請求項１ないし３のい
ずれか１項に記載のトランシーバ。
【請求項５】
　スイッチが設けられて、前記第１作動モードにおいて前記第２アンテナを前記第２フィ
ルタに接続し、前記第２作動モードにおいて前記第２アンテナを前記第１フィルタに接続
する請求項４に記載のトランシーバ。
【請求項６】
　前記第２フィルタ手段が、第１作動モードにおいて前記第２周波数範囲に同調せしめら
れ、第２作動モードにおいて前記第３周波数範囲に同調せしめられるチューナブル・フィ
ルタを備えている請求項１ないし３のいずれか１項に記載のトランシーバ。
【請求項７】
　前記第１及び第２フィルタ手段の出力が、それぞれのミクサ手段に、それぞれの増幅器
を介して接続されている、請求項１ないし６のいずれか１項に記載のトランシーバ。
【請求項８】
　前記第１作動モードにおいて、同時に信号を受信し且つ送信するように構成されている
、請求項１ないし７のいずれか１項に記載のトランシーバ。
【請求項９】
　前記第２作動モードにおいて、前記トランシーバが前記第１周波数範囲で前記第１アン
テナを介して信号を送信し、前記第２作動モードにおいては、前記トランシーバは信号の
送信と受信を同時には行わない、請求項１ないし８のいずれか１項に記載のトランシーバ
。
【請求項１０】
　前記第１周波数範囲が、互いにオーバーラップしない第１部分と第２部分とを有し、該
第２部分が前記第３周波数範囲に含まれ、
　前記第１作動モードにおいて、前記第１アンテナは前記第１周波数範囲の第１部分で信
号を送信し、
　前記第２作動モードにおいて、前記第２アンテナは前記第１周波数範囲の第２部分で信
号を受信するように構成されている、請求項１ないし９のいずれか１項に記載のトランシ
ーバ。
【請求項１１】
　前記第１アンテナが、前記第２作動モードにおいて前記第１周波数範囲の第２部分で信
号を送信するように構成されている、請求項１０に記載のトランシーバ。
【請求項１２】
　符号分割多重アクセス・フォーマットで信号の送信と受信を行う請求項１ないし１１の
いずれか１項に記載のトランシーバ。
【請求項１３】
　請求項１ないし１２のいずれか１項に記載のトランシーバを具えた移動局。
【請求項１４】
　前記第１アンテナを介して信号を送信するのみの構成である請求項１に記載のトランシ
ーバ。
【請求項１５】
　前記第３周波数範囲が前記第１周波数範囲と同じか又はこれに含まれている請求項１に
記載のトランシーバ。
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【請求項１６】
　前記第３周波数範囲が前記第１及び第２周波数範囲と異なる請求項１に記載のトランシ
ーバ。
【請求項１７】
　前記第２作動モードにおいて、前記第１アンテナを介して前記第３周波数範囲で信号を
送信するように構成されている請求項１５又は１６に記載のトランシーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信に使用されるトランシーバに関する。特に、それに限定されるわけで
はないが本発明は、二つの作動モードを有するトランシーバに関し、第１の作動モードに
おいてはトランシーバに受信される信号とそれから送信される信号は異なる周波数範囲に
あり、第２の作動モードにおいては受信並びに送信信号は同じ周波数範囲にある。
【０００２】
【従来の技術】
多くのセルラー方式電気通信ネットワーク(cellular telecommunication networks) にお
いては、基地トランシーバ局と連携するセル内の移動局は第１周波数範囲を使用して基地
トランシーバ局に信号を送信している。基地トランシーバ局は第２の異なる周波数範囲を
使用してその基地トランシーバ局と連携するセル内の移動局に信号を送信している。これ
は、周波数分割二重化作動モード（ＦＤＤ）として知られており、アナログセルラー方式
電気通信システムに使用されていると共に、ＧＳＭ等の最近のデジタルセルラー方式電気
通信システムにも使用されている。
【０００３】
図１０（ａ）には、周波数分割多重アクセス方式におけるＦＤＤ作動の原理が示されてい
る。第１周波数範囲Ｆ１は移動局から基地局への信号の送信に使用され、第２周波数範囲
Ｆ２は基地局から移動局への信号の発信に使用されている。実際に、各周波数範囲Ｆ１と
Ｆ２は、更に小さい周波数範囲ｆ１とｆ２にそれぞれ分割されている。こうして、特定の
セル内の一つの移動局は小さな周波数範囲ｆ１の一つを割り当てられて、その移動局が位
置しているセルと連携する基地局との交信を行う。同じように、基地局は小さい周数範囲
ｆ２の一つを割り当てられて、移動局との交信を行う。
【０００４】
時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）を使用するＧＳＭシステム等のシステムにおいては、各
小さい周波数範囲は複数のフレーム１００に分割され、その一つが図１０（ｄ）に示され
ている。各フレーム１００は複数の時間スロット１０２を含んでいる。基地局は順次のフ
レーム中の特定の時間スロット１０２を割り当てられ、小さな周波数範囲ｆ２の一つにお
いて与えられた移動局と交信を行う。同じように、移動局は順次のフレームの特定の時間
スロットを割り当てられ、小さな周波数範囲ｆ１の一つにおいて基地局と交信を行う。
【０００５】
或るシステムにおいては、移動局が基地局との交信に使用するのと同じ周波数範囲を使用
して、基地トランシーバ局が移動局と交信を行ってもよいことが提案されている。これは
、時分割二重伝送（ＴＤＤ）モードとして知られ、例えばＤＥＣＴシステム等で使用され
ている。図１０（ｄ）に示したフレームとスロット構造も使用される。こうして、ＴＤＤ
モードにおいては、各フレーム中の特定の時間スロットが移動局による使用のために割り
当てられて基地局に信号を送信する。各フレーム中の残りのスロットは基地トランシーバ
局によって使用され、移動局に信号を送信する。
【０００６】
例えばＧＳＭ及びＤＥＣＴの両方の作動モードを使用することができる、二重モードの移
動局を持つことが提案されている。
前述した時分割多重アクセスを用いるシステムにおいては、移動局は信号を同時に受信し
且つ送信することはない。したがって、移動局によって受信・送信される信号の隔離に留
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意しなくてもよい。
【０００７】
もう一つの無線通信アクセス法は、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）方式であり、これ
も、移動局から基地トランシーバ局へ送信される信号のための第１周波数範囲Ｆ１と、基
地トランシーバ局から移動へ送信される信号のための第２周波数範囲Ｆ２を使用している
。上述のＦＤＭＡ／ＴＤＭＡシステムと同様に、このＣＤＭＡシステムは、図１０（ｂ）
に示すように小さな周波数範囲に分割された第１及び第２周波数範囲を有している。しか
し、同じフレーム及び時間スロット構造は使われていない。その代わりに、各信号は小さ
な周波数範囲の一つで送信され、同じ小さな周波数範囲の信号同士は、これらの信号に付
与された広がり符号によって区別される。このＣＤＭＡ方式においては、移動局は、信号
の受信と送信を同時に行うことができる。したがって、ＣＤＭＡ方式を使用している移動
局は、アンテナに接続されたデュプレックス・フィルタを具えている。このデュプレック
ス・フィルタは、受信信号と送信信号との間及びその逆において干渉が生じないようにす
るための充分な分離を有することが必要である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ＦＤＤモードとＴＤＤモードで作動し、ＦＤＤ作動モードでは信号を同時に受信・送信可
能な移動局を実現するために、本発明者等は三つの異なるトランシーバを考えた。両方の
作動モードにおいて、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、又はその他の適宜な方法が使用される。図１
～３に示されたこれら三つのトランシーバは、従来技術の一部を構成していないことに留
意すべきである。
【０００９】
これらの三つのトランシーバの第１のものは図１に示され、以下に詳細に説明されている
。信号を受信し且つ送信するためにアンテナ２が設けられている。このアンテナ２は周波
数範囲Ｆ１の信号を送信し、周波数範囲Ｆ１とＦ２の信号を受信するように構成されてい
る。このアンテナ２はスイッチ４に接続され、このスイッチはデュプレックス・フィルタ
６と帯域フィルタ８のいずれか一方を選択的にアンテナ２に接続する。このスイッチ４の
位置は作動モードに応じて決められ、後に詳述される。デュプレックス・フィルタ６は、
周波数範囲Ｆ２に同調せしめられている受信フィルタ部分６ａと周波数範囲Ｆ１に同調せ
しめられている送信フィルタ部分６ｂとを具えている。帯域フィルタ８は周波数Ｆ１に同
調せしめられている。スイッチ１０は、このフィルタ８又はデュプレックス・フィルタ６
の受信フィルタ部分６ａを選択的に低ノイズ増幅器１２に接続する。低ノイズ増幅器１２
の出力はミクサ１４に接続され、そこで受信信号は高周波シンセサイザ１６からの信号と
混合される。この高周波シンセサイザ１６は局部発振器として作動する。ミクサ１４の出
力は、通常はアンテナ２が受信した信号の周波数より低い中間周波数にある。トランシー
バの他の部分は当業者にとっては公知であるので、ここでの説明は省略する。
【００１０】
同じように、送信されるべき信号は中間周波数で第２のミクサ１８に入力される。この第
２ミクサ１８には、局部発振器として作動する第２の高周波シンセサイザ２０からの入力
もある。第２ミクサ１８の出力は無線周波数で送信されるべき信号を表し、これは周波数
範囲Ｆ１にある。この無線周波数は、信号がチャンネルを通って基地トランシーバ局に送
信される周波数である。第２ミクサ１８の出力は電力増幅器２２に入力され、そこで信号
が増幅される。この電力増幅器２２の出力はデュプレックス・フィルタ６の送信部分６ｂ
で受信され、そこで信号は濾波されて周波数範囲Ｆ１以外の望ましくない信号成分とノイ
ズが除去される。
【００１１】
図１に示すトランシーバは二つの作動モードを有す。ＦＤＤ作動モードの場合、スイッチ
４がアンテナ２をデュプレックス・フィルタ６の受信フィルタ部分６ａに接続する。アン
テナ２はフィルタ８には接続されない。第２のスイッチ１０はデュプレックス・フィルタ
６の受信部分６ａを低ノイズ増幅器１２に接続する。こうして、アンテナ２が受信した信
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号はデュプレックス・フィルタ６の受信部分６ａを経て低ノイズ増幅器１２に伝達される
。受信された信号は、低ノイズ増幅器１２からミクサ１４に伝達される。
【００１２】
ＦＤＤモードの場合、送信されるべき信号は第２ミクサ１８から電力増幅器２２に渡る。
送信されるべきこれらの信号は、次にデュプレックス・フィルタ６の送信部分６ｂによっ
て濾波され、アンテナ２に出力される。この作動モードでは、アンテナ２は信号の受信と
送信を同時に行うことができる。
ＴＤＤ作動モードの場合には、スイッチ４と１０は図１に示す位置にある。アンテナ２は
帯域フィルタ８に接続され、この帯域フィルタは順にスイッチ１０を介して低ノイズ増幅
器１２に接続されている。デュプレックス・フィルタ６はアンテナ２又は低ノイズ増幅器
１２には接続されていない。ＴＤＤモードの場合には、アンテナ２は信号の送信と受信を
同時には行わない。信号が送信されるべき時にはスイッチ４の位置を切り換える必要があ
る。送信信号及び受信信号は両者とも周波数範囲Ｆ１である。
【００１３】
このトランシーバは、二つのスイッチ４と１０が、両方とも充分に分離しなければならな
いという欠点がある。典型的な例としては、これらのスイッチに必要な分離の全体の程度
は、５０～６０デシベルの範囲にある。この分離は、スイッチ４がアンテナ２をデュプレ
ックス・フィルタ６に接続している場合であっても、ＦＤＤ作動モードで送信された信号
の一部が帯域フィルタ８を経て低ノイズ増幅器１２に供給されるのを防止するのに必要で
ある。第１、第２スイッチ４、１０が充分に分離されていないために、送信されるべき信
号が低ノイズ増幅器１２に到達することが防げられない場合には、周波数範囲Ｆ１で送信
されるべき信号と周波数範囲Ｆ２で受信されるべき信号との間で干渉が生じることがある
。低ノイズ増幅器１２に到達した送信されるべき信号の一部が、受信されるべき信号より
もはるかに高い電力レベルを有している場合には、受信されるべき信号はブロックされる
。そのため、この受信されるべき信号によって搬送されている情報が失われたり、誤った
ものとなる恐れがある。
【００１４】
この問題は、送信される信号が受信される信号よりもはるかに大きい強度を有していると
云う事実によって更に深刻なものとなる。この問題は、二つのスイッチ４と１０が充分に
分離して送信信号がフィードバックされることを防げれば回避することができる。この問
題を処理するための所望の程度に分離された無線周波数スイッチは高価であると共に、実
際に使用するのは難しい。
【００１５】
図１に示すトランシーバに関連するもう一つの問題は、アンテナ２によって送信されるべ
き信号の歪みを防ぐために、第１スイッチ４が良好な線形性を持たなければならないこと
である。これによって、第１スイッチ関連のコストが更に高価になると共に、このスイッ
チの使用が一層困難になる。特に、良好な分離と良好な線形性とを有するスイッチの使用
は難しい。
【００１６】
図２は、ＦＤＤ作動モードとＴＤＤ作動モードを有する第２の二重モード・トランシーバ
を示す。ＦＤＤ作動モードはＣＤＭＡを使用し、一方、ＴＤＤ作動モードはＴＤＭＡ又は
ＣＤＭＡ／ＴＤＭＡの混合作動モードを使用している。図１の構成部品と同じ構成部品は
同じ符号で示され、これらの説明は省略する。図２の構成と図１の構成との主たる差異は
、デュプレックス・フィルタ６が送信フィルタ部分６ｂと共にチューナブル受信フィルタ
部分６’ａを具えていることである。この送信フィルタ部分６ｂは、図１のデュプレック
ス・フィルタ６の送信フィルタ部分と同じである。
【００１７】
ＦＤＤ作動モードの場合、受信フィルタ部分６’ａは周波数範囲Ｆ２に同調せしめられて
いる。したがって、このトランシーバはＦ２の範囲の周波数を有する信号を受信可能であ
り、且つＦ１の範囲の周波数を有する信号を送信可能である。ＴＤＤ作動モードの場合、
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受信フィルタ部分６’ａは周波数Ｆ１に同調せしめられている。したがって、ＴＤＤ作動
モードでは、信号は、同時にではないが、周波数Ｆ１で受信され且つ送信される。しかし
、ＦＤＤモードで、送信されるべき信号の少なくとも一部が低ノイズ増幅器１２に到達す
るのを防ぐのに充分な程度に分離されているチューナブル・デュプレックス・フィルタを
使用することは難しく且つ高価である。例えば、５０～６０デシベルの分離が必要である
。分離は標準型のデュプレックス・フィルタに固有の問題であるが、この問題は、デュプ
レックス・フィルタがチューナブル・フィルタ部分を有している場合には更に深刻なもの
となる。
【００１８】
第３のトランシーバが図３に示されている。図１に示された構成部品と同じ構成部品は同
じ符号で示され、これらの構成部品についての説明は省略する。アンテナ２はデュプレッ
クス・フィルタ６に接続され、このデュプレックス・フィルタは周波数範囲Ｆ２に同調せ
しめられている受信フィルタ部分６ａと周波数範囲Ｆ１に同調せしめられている送信フィ
ルタ部分６ｂとを有する。一つのスイッチ２３が設けられている。ＦＤＤ作動モードでは
、このスイッチ２３は図３に示す位置にあり、受信フィルタ部分６ａを低ノイズ増幅器１
２に接続している。受信された信号は受信フィルタ部分６ａを通って、スイッチ２３を経
て低ノイズ増幅器１２に達する。送信されるべき信号は電力増幅器２２からデュプレック
ス・フィルタ６の送信フィルタ部分６ｂに達する。
【００１９】
ＴＤＤ作動モードでは、スイッチ２３はデュプレックス・フィルタ６の送信フィルタ部分
６ｂを低ノイズ増幅器１２に接続し、受信信号を送信フィルタ部分６ｂを経て低ノイズ増
幅器１２に送る。この構成に伴う欠点は、スイッチ２３が無線周波数信号を取り扱い且つ
５０～６０デシベルの良好な分離を提供しなければならない点にある。ＦＤＤ作動モード
の場合に、スイッチ２３によって充分な分離が提供されないと、送信されるべき信号は受
信信号との間で干渉が生じることがある。これは、図１に示す構成の場合に生じた問題と
類似の問題である。更に、このスイッチ２３は、図１に関して述べたのと同じ理由によっ
て、良好な線形性も必要とする。これらの必要な線形性と分離機能の両者を兼ね備えたス
イッチの使用は難しく且つ高価なものとなる。
【００２０】
公知のＣＤＭＡ及びＴＤＭＡシステムにおいては、性能を改善するために最大比合成空間
ダイバーシティ技術（the maximum ratio combining space diversity technique)を使用
することがある。この技術を使用したトランシーバを図４に示す。このトランシーバは単
一モードのシステム（ＦＤＤ又はＴＤＤ）に関してのみ使用され、このトランシーバを二
重モードの移動局に関して使用することは企図されていなかった。図１～３に示された構
成部品と同じ部品には同じ符号が使用されている。図４に示された構成は、周波数範囲Ｆ
２に同調せしめられている受信フィルタ部分６ａと周波数範囲Ｆ１に同調せしめられてい
る送信フィルタ部分６ｂとを有するデュプレックス・フィルタ６に接続されたアンテナ２
を具えている。デュプレックス・フィルタ６の受信フィルタ部分６ａの出力は低ノイズ増
幅器１２に入力され、この増幅器の出力は第１ミクサ１４に接続されている。この第１ミ
クサ１４は、その出力が中間周波数の受信信号を表すように高周波シンセサイザ１６から
の入力を受ける。
【００２１】
送信される信号の経路は、第１高周波シンセサイザ１６からの入力を受ける第２ミクサ１
８、電力増幅器２２及びデュプレックス・フィルタ６の送信フィルタ部分６ｂで構成され
ている。
図４のトランシーバは、第１アンテナ２から物理的に距離を隔てた第２アンテナ３０を具
えている。この第２アンテナ３０は信号を受けるためだけに使用され、周波数範囲Ｆ２に
同調せしめられている受信フィルタ３２に接続されている。このフィルタ３２の出力は第
２の低ノイズ増幅器３４に接続され、この増幅器の出力は第３のミクサ３６に接続されて
いる。この第３ミクサ３６は、その出力が中間周波数の受信信号を表すように、第２の高
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周波シンセサイザ３８からの入力を受ける。
【００２２】
第２アンテナ３０はダイバーシティ受信機として使用されている。例えば、基地局からの
信号がアンテナ２では強く受信されない場合でもアンテナ３０では強く受信されることが
あり、またはその逆の場合もある。これは、第１及び第２アンテナに受信される信号が基
地局から移動局まで異なる経路を通ることに起因する。アンテナ２と３０で受信される信
号は、改善された性能を与える最大比合成技術を使用して同相的(coherently)に組み合わ
され、又は最強の信号が選ばれる。この信号の組合せや最強信号の選択は、図４に示され
ていないトランシーバの部品によって行われる。
【００２３】
【発明を解決するための手段】
本発明の実施例の目的は、二つの作動モードで作動可能で、これまで述べた構成の問題を
少なくとも解消するトランシーバを提供するものである。好ましくは、この二つの作動モ
ードは、ＴＤＤ作動モードとＦＤＤ作動モードである。
本発明の一態様によれば、第１周波数範囲の信号を送信する第１アンテナ及びこれに接続
された第１フィルタ手段と、トランシーバの作動モードに応じて前記第１周波数範囲又は
これと異なる第２周波数範囲の信号を受信する第２アンテナ及びこれに接続された第２フ
ィルタ手段とを具え、これによって、トランシーバの第１作動モードの場合には、該トラ
ンシーバは前記第１アンテナを介して前記第１周波数範囲の信号を送信し、前記第２アン
テナを介して前記第２周波数範囲の信号を受信するように構成され、第２作動モードの場
合には、前記トランシーバは前記第２アンテナを介して前記第１周波数範囲の信号を受信
するように構成されている無線通信用トランシーバが提供される。
【００２４】
信号が別々のアンテナで受信されて送信されるので、分離の必要性が少なくなる。これは
、これらのアンテナ間に結合損失（Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ｌｏｓｓ）が存在し、分離を大き
くする必要がないからである。第１アンテナと第２アンテナが互いに物理的に離れている
ことによって、この結合損失が増大する。
本発明の実施例は、アップリンク及びダウンリンク通信用の異なる周波数範囲を使用する
すべてのシステムに使用可能である。
【００２５】
第１作動モードはＦＤＤ作動モードであり、第２作動モードはＴＤＤ作動モードである。
すべての信号を第２アンテナだけで受信し、すべての信号を第１アンテナだけで送信して
もよいが、第１作動モードにおいて第１アンテナと第１フィルタ手段が第２周波数範囲の
信号を受信するように構成することが望ましい。この構成では、信号は第１アンテナによ
ってだけ送信されることが望ましい。
【００２６】
好ましくは処理手段は、第１作動モードの場合に第１及び第２アンテナで受信された信号
を処理して空間ダイバーシティを提供し、性能を改善する。これらの信号は同相的に組合
せられ、或いは第１及び第２アンテナで受信された信号の中で強い方が選択される。この
組合せは最大比合成の同相的合成であってもよい。トランシーバで受信される信号は、異
なった数の経路を経由して伝わる。これは多重経路効果として知られている。信号の通る
経路に起因して信号が減衰することによって生じる、他方のアンテナに到達して別の経路
を経由して伝わる信号が充分に強いと云う問題は少なくすることができる。こうして、本
発明の実施例は、空間ダイバーシティを与えると共に、前述の構成の不利益をこうむるこ
となくＦＤＤ及びＴＤＤ作動モードで作動可能なトランシーバを提供することができる。
【００２７】
好ましくは第１フィルタ手段は、第１周波数範囲に同調せしめられた第１部分と第２周波
数範囲に同調せしめられた第２部分とを有するデュプレックス・フィルタを具え、使用の
際に、送信される信号は第１部分によって濾波され、受信信号は第２部分によって濾波さ
れる。



(8) JP 4986314 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

第２フィルタ手段は、第１周波数範囲に同調せしめられた第１フィルタ部分と第２周波数
範囲に同調せしめられた第２フィルタとを具えている。第１作動モードにおいてスイッチ
手段が第２アンテナを第２フィルタに接続し、第２作動モードにおいて第２アンテナを第
１フィルタに接続するように構成されていることが好ましい。第１、第２アンテナの間の
結合損失に起因して、このスイッチ手段は、前述の構成の場合に要したのと同じ程度の分
離は必要としない。したがって、スイッチ手段は容易且つ安価に使用可能である。
【００２８】
別の例では、第２フィルタ手段はチューナブル・フィルタを具え、これは第１作動モード
において第２周波数範囲に同調せしめられ、第１作動モードにおいて第１周波数範囲に同
調せしめられている。この場合にも、アンテナ同士の間の結合損失が大きいため、チュー
ナブル・フィルタによって提供される分離の程度は少なくてもよく、このチューナブル・
フィルタは、図２に示された公知の構成の場合に比して容易に使用可能である。
【００２９】
第１及び第２フィルタ手段の出力は、それぞれの増幅手段とミクサ手段に接続されている
ことが望ましい。第１作動モードにおいて、トランシーバは信号の受信と送信を同時に行
うように構成されていることが望ましい。しかし、第２作動モードにおいては、トランシ
ーバは信号の受信と送信を同時には行わないように構成されている。第２作動モードにお
いては、トランシーバは第１アンテナを介して第１周波数範囲の信号を送信し、信号の受
信と送信を同時には行わないように構成されることが望ましい。
【００３０】
第１周波数範囲は第１部分と第２部分とを有し、第１作動モードにおいては第１アンテナ
は第１周波数範囲の第１部分で信号を送信し、第２アンテナは第１周波数範囲の第２部分
で信号を受信するように構成されている。第１アンテナは第２作動モードにおいて第１周
波数範囲の第２部分で信号を送信するように構成されることが望ましい。
【００３１】
トランシーバは、符号分割多重アクセス・フォーマット、時分割多重アクセス・フォーマ
ットその他の適宜なフォーマットで信号を受信し、送信することが望ましい。
このようにして、本発明の実施例は、その他の任意の広帯域または非広帯域伝送アクセス
技術と共に使用可能である。移動局は前述のトランシーバを組み込んだものであることが
望ましい。
【００３２】
【発明の実施の形態】
本発明を更によく理解し、これを実施して効果を挙げるために、添付の図面を参照して実
施例を説明する。
先ず、本発明の第１実施例を示す図５を参照する。前述の図に示されているのと同じ構成
部品には同じ符号が付されていることに留意されたい。
【００３３】
図５に示された構成は、二つの作動モードを有している。ＦＤＤ作動モードはＣＤＭＡを
使用し、一方、ＴＤＤ作動モードはＴＤＭＡ又はＴＤＭＡ／ＣＤＭＡのハイブリッド作動
モードを使用することが望ましい。ＦＤＤ作動モードでは、第１アンテナ２は信号を周波
数範囲Ｆ１で送信するように構成されている。信号は第１周波数範囲の一つのチャンネル
で送信されることに留意されたい。送信されるべき信号は、中間周波数で第２ミクサ１８
に入力される。第２ミクサ１８は所与の周波数の信号を発生する第１高周波シンセサイザ
１６からの入力を受ける。第２ミクサ１８からの出力は、無線周波数で送信されるべき信
号を表す。この無線周波数信号は、次に電力増幅器２２によって増幅される。この電力増
幅器２２の出力はデュプレックス・フィルタ６の送信フィルタ部分６ｂを通る。デュプレ
ックス・フィルタ６の送信フィルタ部分６ｂは、受信周波数範囲Ｆ２中の好ましくない周
波数を含む好ましくない周波数を濾波する。
【００３４】
ＦＤＤ作動モードにおいては、第１アンテナ２が望ましい部分が無線周波数Ｆ２内にある
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信号を受信する。同様に、この信号は第２周波数範囲内のチャンネルの一つに受信される
。Ｆ１とＦ２は重なっていない異なる周波数範囲を規定する。これらの二つの周波数範囲
は隔たっていてもよい。受信フィルタ部分６ａは、アンテナによって周波数範囲Ｆ１で送
信された信号を含む所望の周波数範囲Ｆ２から外れたすべての信号を濾波する。受信され
且つ濾波された信号は低ノイズ増幅器１２に入力され、そこで増幅される。増幅された信
号は第１ミクサ１４に入力される。この受信信号は第１ミクサ１４によって第１シンセサ
イザ１６からの信号と混合されて、中間周波数の受信信号を表す出力となる。
【００３５】
更に、ＦＤＤ作動モードの場合、第２アンテナ３０は周波数Ｆ２の信号を受信するように
構成されている。第１スイッチ４０は、第２アンテナ３０が第１受信フィルタ３２に接続
されるような位置を占めている。この第１スイッチ４０は、一方の側では第２アンテナ３
０に接続され、他方の側では第１受信フィルタ３２か第２受信フィルタ４４のいずれかに
接続されている。第２受信フィルタ４４の目的については後述する。第１受信フィルタ３
２は、信号を受信して周波数範囲Ｆ２以外のすべての成分を除去する。第１及び第２受信
フィルタ３２と４４は、両方とも帯域フィルタである。
【００３６】
第２スイッチ４２は第１受信フィルタ３２の出力を第２の低ノイズ増幅器３４に接続する
。第２スイッチ４２は一方の側では第１受信フィルタ３２か第２受信フィルタ４４のいず
れかに接続され、他方の側では第２の低ノイズ増幅器３４に接続されている。第２の低ノ
イズ増幅器３４の出力は第３ミクサ３６に入力され、該ミクサは第２高周波シンセサイザ
３８からの入力を受信する。こうして、第３ミクサ３６は受信した信号を無線周波数から
中間周波数にダウンコンバートして、第３ミクサ３６の出力が中間周波数の受信信号を表
すようにする。この中間周波数は第１ミクサ１４から出力される信号又は第２ミクサ１８
に入力される信号の中間周波数と同じであっても異なっていてもよい。
【００３７】
こうして、ＦＤＤ作動モードの場合には、図５に示された回路は空間ダイバーシティ技術
を使用する。典型的な例では、二つのアンテナ２と３０は、端子のサイズに対応する距離
だけ離れて設置されている。一般的に、両アンテナの間の間隔が大きい程、利益が大きい
。この間隔は、例えば波長の１／２～１に等しい。同じ信号が両方のアンテナ２と３０に
受信される。しかし、両アンテナで受信される信号は異なる経路を通り、したがって異な
る強度と異なる多重経路効果を有する。両アンテナ２と３０からの信号は、最大比合成を
使用して単に同相的に組み合わされ、若しくはその代わりにこれら二つのアンテナ２と３
０で受信された二つの信号の中で強い方の信号が使用され、弱い方の信号は捨てられる。
【００３８】
ＦＤＤ作動モードでは、信号は周波数範囲Ｆ２で受信され、周波数範囲Ｆ１で送信される
。これらの信号は同時に受信され且つ発信される。更に、受信されるべき信号は互いに離
れた二つのアンテナに受信され、したがって受信された信号に空間ダイバーシティを与え
ることができる。
ＴＤＤ作動モードでは、第１スイッチ４０は図５に示された位置を占め、第２アンテナ３
０を第２受信フィルタ４４に接続する。第２受信フィルタ４４は、周数範囲Ｆ１即ちＦＤ
Ｄ作動モードで使用される周波数に同調せしめられている。第２アンテナ３０で受信され
た信号は第２受信フィルタ４４で濾波され、周波数範囲Ｆ１以外のすべての成分は除去さ
れる。第２スイッチ４２は図５に示された位置を占め、第２受信フィルタ４４の出力端を
第２の低ノイズ増幅器３４の入力端に接続する。こうして、受信された信号は増幅される
。低ノイズ増幅器３４の出力端は、ＦＤＤ作動モードの場合のように第３ミクサ３６に接
続される。無線周波数の受信信号は中間周波数にダウンコンバートされる。
【００３９】
第２シンセサイザ３８がＦＤＤ作動モードにおけるのと同じ周波数だけを供給する場合、
第３ミクサ３８からの中間周波数出力は、ＦＤＤ作動モードとＴＤＤ作動モードとでは異
なる。しかし、第２シンセサイザ３８から出力される周波数は、第３ミクサ３６の出力が
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ＦＤＤ作動モードとＴＤＤ作動モードの両方で同じになるように変更可能である。
【００４０】
ＴＤＤ作動モードにおいては、信号は周波数範囲Ｆ１で第２アンテナに受信される。第１
アンテナに接続されたデュプレックス・フィルタ６の受信フィルタ部分６ａは周波数範囲
Ｆ２に同調せしめられているので、周波数Ｆ１を有する受信信号は濾波されて受信フィル
タ部分６ａによって除去される。ＴＤＤ作動モードにおいては、第２受信フィルタ４４が
周波数Ｆ１に同調せしめられている第２アンテナ３０を介してのみ、受信される信号はう
まく受信される。ＴＤＤ作動モードにおいては、第１作動モードの場合のように、送信さ
れるすべての信号は、第２ミクサ１８、低ノイズ増幅器２２及びデュプレックス・フィル
タ６の送信フィルタ部分６ｂで形成される経路を使用する。ＴＤＤ作動モードにおいては
、信号は同時には送信及び受信されないが、受信信号と送信信号は同じ周波数範囲Ｆ１に
ある。
ＴＤＤ作動モードにおいては、信号は第２アンテナ３０で受信され、第１アンテナ２で送
信される。ＦＤＤ作動モードにおいては、信号は第１アンテナ２のみで送信され、信号は
第１及び第２アンテナ２と３０の両方で受信される。これら二つのアンテナは互いに離れ
て設置されているので、両アンテナの間の結合損失が増大する。典型的な場合には、この
損失は３０デシベル以上に達する。したがって、ＦＤＤ作動モードにおいては、送信され
る信号の少なくとも一部が第２受信フィルタ４４を通る確率が減少する。ＦＤＤ作動モー
ドにおいては、第２受信フィルタ４４はパイパスされる。したがって、ＦＤＤ作動モード
において、送信される信号が受信される信号を阻止することを防ぐのに必要な第１及び第
２スイッチ４０と４２の分離が、図１～３に示された構成に比べて、大幅に低下する。更
に、信号を受信するトランシーバの一部に第１及び第２スイッチ４０と４２が使用されて
いるので、図１～３に示された構成におけるように、送信信号がこれらのスイッチを通る
際には必要となる高い線形性も不要となる。こうして、第１及び第２の無線周波数スイッ
チ４０と４２は、図１～３の構成に必要なスイッチと比較して、分離及び線形性が低くて
もよい。このため、スイッチ４０と４２は、図１～３の構成に必要なスイッチよりも安価
で且つ容易に使用できる。更に、ＦＤＤ作動モードにおいては、この構成によって空間ダ
イバーシティも得られる。
【００４１】
図５に示された実施例は、別の作動モード、即ち基地局から移動局に送信される必要のあ
る情報量が移動局から基地局に送信される必要のある情報量を上回っている非対称作動モ
ードとして使用できる。
この非対称モードにおいては、移動局と基地局との間の通信のために割り当てられた二つ
のチャンネルがあり、その一つは第２周波数範囲Ｆ２、他方は第１周波数範囲Ｆ１にある
。アップリンクとダウンリンクの間の非対称モードであるから、基地局は第２周波数範囲
Ｆ２の割り当てられたチャンネルで連続的に送信を行う。移動局は、第１アンテナ２を介
して第２周波数範囲Ｆ２でこれらの信号を受信する。非対称モードにおいては、第１周波
数範囲Ｆ１に割り当てられたチャンネルは、移動局がこのチャンネルで時間の一部例えば
時間の１／８だけ第１アンテナ２を介してＴＤＤモードで作動し、残りの時間例えば時間
の７／８は、このチャンネルは基地局によって使用されて信号を移動局に送信するように
構成されている。基地局からの第１周波数範囲Ｆ１の信号は、移動局の第２アンテナ３０
で受信される。こうして、非対称モードでは、移動局は基地局から同時に二つのチャンネ
ルを時間の７／８にわたって受信する。即ち一つのチャンネルは第２周波数範囲Ｆ２であ
って第１アンテナで受信され、他方のチャンネルは第１周波数範囲Ｆ１であって第２アン
テナで受信される。時間の１／８の間、移動局は第１アンテナを介して周波数範囲Ｆ２で
信号を受信し、同時に第１アンテナを介して第１周波数範囲Ｆ１で信号を送信する。非対
称モードは、基地局が第１周波数範囲Ｆ１の利用可能なチャンネルの幾つかと、第２周波
数範囲Ｆ２のチャンネルとを効果的に使用することを可能にする。
【００４２】
図５に記載された実施例を改変した一つの例においては、ＴＤＤ作動モードで、第２アン
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テナ３０は第１周波数範囲Ｆ１の信号を受信し、これと同時に、第１アンテナ２は第２周
波数範囲Ｆ２の信号を受信する。図５に記載された実施例と同じ場合又は別の改変例にお
いては、周波数範囲Ｆ１内の異なる周波数を用いた場合には、信号を周波数範囲Ｆ１で同
時に送信と受信することが可能である。例えば、両方とも周波数範囲Ｆ１内にある図１０
（ｃ）に示された周波数範囲ＦａとＦｂは、一方の範囲は受信用に他方の範囲は送信用に
使用することができる。二つの異なるアンテナを使用しているので、これが可能となる。
これらの改変例は、後述する他の実施例にも適用可能であることに留意されたい。
【００４３】
次に、本発明の第２実施例を示す図６を参照する。図６に示された構成は、第１、第２ス
イッチ４０と４２及び第１、第２受信フィルタ３２と３４が、作動モードに応じて周波数
範囲Ｆ１又はＦ２のいずれかに同調せしめられることができるチューナブル・受信フィル
タ４６に置き替えられている点を除いて、図５に示された例と同じである。ＦＤＤ作動モ
ードにおいて、このチューナブル受信フィルタ４６は周波数範囲Ｆ２に同調せしめられる
。こうして、空間ダイバーシティを与える第１、第２アンテナ２と３０を介して周波数範
囲Ｆ２の同じ信号が受信される。この信号は第１アンテナ２を介して周波数範囲Ｆ１で送
信される。
【００４４】
ＴＤＤ作動モードでは、チューナブル・フィルタ４６は周波数範囲Ｆ１、即ちＦＤＤ作動
モードにおいて送信信号用に使用される周波数に同調せしめられている。チューナブル・
フィルタ４６には、作動モードに応じて、同調せしめられる周波数にフィルタ４６を制御
する制御入力が入って来る。周波数範囲Ｆ１の信号は、第２アンテナ３０だけにうまく受
信され、第１アンテナ２から同じ周波数範囲で送信されるが、同時にではない。
【００４５】
図６に示されたチューナブル・フィルタ４６は、図２に示されたチューナブル・デュプレ
ックス・フィルタ６の場合にＦＤＤモードにおいて生じる問題と同じ問題を避けることが
できる。これは、チューナブル受信フィルタ４６が、送信される信号のための出力通路の
関連部分から物理的に離れているからである。この出力通路の関連部分は、デュプレック
ス・フィルタの送信フィルタ部分６ｂと第１アンテナ２とで形成されている。これは、第
１アンテナ２と第２アンテナ３０とが離れている結果である。したがって、チューナブル
・フィルタ４６と送信される信号のための出力通路の関連部分との間は、本来的に分離さ
れている。チューナブル・フィルタ４６のための分離の程度を著しく増大させなくても、
ＦＤＤモードにおいて送信される信号が受信信号によって妨害されることによって生じる
問題を減少させ、又は回避することが可能である。これによって、チューナブル・フィル
タ４６に必要な分離は、図２のデュプレックス・フィルタに必要なそれよりも大幅に小さ
くてすむ。こうして、図６のチューナブル・フィルタは、図２のものに比してはるかに安
価に使用することができる。
【００４６】
この第２実施例は、前記第１実施例に関して述べたのと同じように改変することができる
。
次に、本発明の第３実施例を示す図７について述べる。図５と６に示されたものと同じ構
成部品には同じ符号が付され、ここでの説明は省略する。この実施例では、第１周波数範
囲Ｆ１は、図１０（ｃ）から判るように二つの部分に分割されている。特に、周波数範囲
の第１部分ＦａはＦＤＤモードで移動局から基地局へ信号を送信するのに使用される。第
１周波数範囲の第２部分ＦｂはＴＤＤ作動モードで基地局から移動局へ信号を送信するの
に使用される。更に、この同じ周波数範囲Ｆｂが、ＴＤＤ作動モードで移動局で使用され
て、信号を基地局に送信する。基地局は第２周波数範囲Ｆ２を使用して、ＦＤＤ作動モー
ドで信号を移動局に送信する。
【００４７】
この実施例において、第２アンテナ３０に接続された構成部品は、第２受信フィルタ４４
’を除いて第１実施例で第２アンテナ３０に接続された構成部品とほぼ同じである。図７
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に示された実施例では、第１受信フィルタ３２’は周波数範囲Ｆ２に同調せしめられ、一
方、第２受信フィルタ４４’は周波数範囲Ｆｂに同調せしめられている。図７に示された
実施例の第２アンテナ３０に接続された構成部品は、図５に示された実施例の第２アンテ
ナ３０に接続された構成部品と同じに作動する。
【００４８】
第１アンテナ２に接続された構成部品は、補助フィルタ７０が二つの補助スイッチ７２と
７４を具えている点で第１実施例の構成部品とは異なっている。第１補助スイッチ７２は
、第１アンテナ２を補助フィルタ７０又はデュプレックス・フィルタ６に接続している。
第２補助スイッチ７４は補助フィルタ７０かデュプレックス・フィルタ６の送信部分６ｂ
のいずれかを電力増幅器２２に接続している。補助フィルタ７０は、周波数範囲Ｆｂに同
調せしめられた帯域フィルタである。デュプレックス・フィルタ６の送信部分６ｂは周波
数範囲Ｆａに同調せしめられている。
【００４９】
ＦＤＤ作動モードにおいて、第２アンテナ３０は第１受信フィルタ３２に接続されてＦ２
の周波数範囲の信号を受信する。第１アンテナ２も、デュプレックス・フィルタ６の受信
部分６ａを通る周波数範囲Ｆ２の信号を受信する。送信される信号は周波数範囲Ｆａであ
り、電力増幅器２２の出力端から周波数範囲Ｆａに同調せしめられているデュプレックス
・フィルタ６の送信部分６ｂに入る。これらの信号は次に第２アンテナ２で送信される。
【００５０】
ＴＤＤ作動モードにおいては、第２アンテナ３０は第２受信フィルタ４４’に接続され、
周波数範囲Ｆｂの信号を受信する。第１アンテナ２は、送信される信号が電力送付茎２２
から補助フィルタ７０に送信され、次いで第１アンテナ２で送信されるように配置されて
いる。
図６に示された実施例の場合のように、第１、第２受信フィルタ３２と４４’はチューナ
ブル・フィルタで代替可能である。
【００５１】
図７に示された実施例の利点の一つは、ＦＤＤモードにおいて補助スイッチ７２と７４が
図１～３に示された構成のスイッチに比べて、分離の程度が小さくてすむことである。こ
れは、ＴＤＤモードで使用される周波数範囲がＦＤＤモードの場合と異なっていることに
起因する。ＦＤＤモードにおいて、フィルタ７０は、このバイパス通路を経てアンテナに
漏れる周波数範囲Ｆ２の送信信号ノイズを減少させ、フィードバック干渉を許容限界内の
ものとする。補助スイッチ７２と７４は線形性を有することが必要であるが、これらのス
イッチの間に要する分離の程度が図１～３に示された構成のそれよりもはるかに小さいの
で、これらのスイッチの使用は難しくはない。
【００５２】
本発明の第４実施例が図８に示されている。図８は図６に示された実施例と類似している
。しかし、受信信号を中間周波数に変換する代わりに、受信信号は直接にベースバンド周
波数に変換される。図６（及び図５と７）に示された構成の場合、受信信号を中間周波数
にまでダウンコンバートし、再び中間周波数からベースバンド周波数にまでダウンコンバ
ートする。図８に示された構成では、受信信号は一ステップで無線周波数からベースバン
ドＩとＱの周波数までダウンコンバートされ、送信信号は一ステップでベースバンドＩと
Ｑの周波数から無線周波数までダウンコンバートされる。換言すれば、中間周波数は使用
されない。
【００５３】
無線通信では信号をＩ及びＱのフォーマットで表すのが普通であり、即ち、データの流れ
の直角位相表現 (quadrature representation)（サイン及びコサイン）が作られる。この
直角位相表現はサインとコサイン部分で構成された変調信号であり、アップコンバートさ
れて中間周波数か無線周波数のいずれかを生じる。したがって、受信信号の場合、それが
を無線周波数から直接にベースバンドＩとＱの周波数に変換される場合には、同時にサイ
ン及びコサイン成分を再発生させる必要がある。これを達成するには、第１ミクサ１４’



(13) JP 4986314 B2 2012.7.25

10

20

30

40

50

と第３ミクサ３６’は直角位相ミクサであり、それぞれは二つのミクサからなり、一つは
Ｉ成分用であり、他方はＱ成分用である。第１及び第３ミクサ１４’と３６’は、それぞ
れ第１及び第２シンセサイザ１６’と３８’からの二つの入力８０、８１、８８及び８９
を有する。第１及び第２シンセサイザ１６’と３８’の一方の出力は、他方の出力に対し
て位相が９０°ずれている。したがって、第１及び第３ミクサ１４’と３６’のそれぞれ
は、各シンセサイザ１６’と３８’から出力された同じ周波数ではあるが互いに位相が９
０°ずれた二つの信号を受信する。シンセサイザの入力８８、８９、８０、８１の一つを
使用して各ミクサ１４’と３６’によって別々の出力８４、８５、５１、５３が発生する
。各ミクサ１４’と３６’の二つの出力の一つ８４と５３はベースバンド周波数の受信信
号のサイン成分を表し、各ミクサ１４’と３６’の第２の出力８５と５１はベースバンド
周波数の受信信号のコサイン部分を表している。受信信号のこれらのサイン及びコサイン
成分は、引き続いて復調器（図示しない）によって復調される。
【００５４】
同様に、送信信号の場合には、ベースバンド周波数で送信される信号のサイン及びコサイ
ン部分を組み合わせる必要がある。したがって、サイン及びコサイン（Ｉ及びＱ）成分は
、それぞれ別の入力８６と８７を介して、第１シンセサイザ１６’からの二つの入力８２
と８３と共に直角位相ミクサである第２ミクサに入力される。ここでも、シンセサイザ１
６’からの二つの入力８２と８３は相互に位相が９０°ずれている。ミクサ１８’の出力
は、サイン及びコサイン成分が一つの信号に組み合わされて無線周波数で送信される信号
信号を提供する。この信号は周波数範囲Ｆ１にある。
【００５５】
図５、６及び７に示された実施例は、直接ダウンコンバージョンのために、即ち受信信号
を直接にベースバンド周波数に変換し、送信される信号をベースバンド周波数から直接に
無線周波数に変換するように、前述と同様に改変可能であることに留意されたい。
受信信号の一方だけ又は両方ともベースバンド周波数に直接変換し、送信信号を中間周波
数に変換することも可能である。同様に、送信信号をベースバンド周波数から無線周波数
に直接に変換し、受信信号の一方又は両方を中間周波数に変換することもできる。
【００５６】
本発明の実施例の一つの改変例においては、移動局同士が基地局を介して互いに直接に通
信し合う特別なネットワーク・モードにＴＤＤモードが使用されている。この改変例は無
線ローカル・ネットワーク（ＬＡＮ）に使用可能である。別の例では、基地局を使用せず
にターミナル同士の間の直接通信を行うためにＦＤＤが使用されている。
【００５７】
図５～８に示された実施例の改変例の一つにおいては、第１アンテナが周波数範囲Ｆ１で
の信号の送信のためだけに配置されている。したがって、この第１アンテナは信号を受信
するようには構成されていない。第２アンテナは、作動モードに応じて周波数範囲Ｆ１か
Ｆ２のいずれかで信号を受信するためにだけ配置されている。この改変例によれば、図１
～３に示された構成の欠点を解消することができる。更に、デュプレックス・フィルタと
このデュプレックス・フィルタの受信部分に関連する構成部品を省略することが可能であ
る。
【００５８】
図５、６、８に示された構成は、図１０（ｄ）に示された原理によってＦＤＤとＴＤＤの
二重モードのトランシーバで使用され且つ図７に示された実施例において使用されるよう
に改変することができる。
図９には、本発明の実施例が使用可能な典型的なセルラー通信ネットワークの一部が示さ
れている。移動局５０又は５２は、これらの二つの移動局５０と５２が配置されているセ
ルに対してサービスを行う基地局５４と交信を行う。一つの改変例においては、一つの移
動局が一つ以上の基地局と交信可能である。移動局はＦＤＤモードで一つの基地局と交信
し、ＴＤＤモードで他の基地局と交信する。本発明の別の改変例においては、例えば二つ
の移動局同士の間で基地トランシーバ局を介さずに直接に交信が行われる。ＴＤＤモード
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及びＦＤＤモードで作動するように構成された基地トランシーバ局は、ＦＤＤモードのみ
で作動するように構成された基地トランシーバ局とは異なることに留意されたい。
【００５９】
ＦＤＤとＴＤＤシステムとは異なり、そして、例えば異なる多重アクセス方式、異なる変
調法、異なる変調帯域幅等を使用していることに留意されたい。
本発明の実施例をＴＤＭＡ及びＣＤＭＡシステムを使用した通信に関して説明したが、本
発明の実施例は、他のタイプの広帯域伝送や非広帯域伝送にも応用可能である。本発明の
実施例は、特に、少なくとも一つの作動モードで信号を同時に受信し送信することが必要
なＦＤＤとＴＤＤの二重モードの装置に適用可能である。異なる作動モードで同じ又は異
なるアクセス方法を使用できる。本発明の実施例は、移動局以外の装置にも応用可能であ
る。例えば、基地局や固定局に本発明を組み込んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】二重作動モードを支援する第１提案のトランシーバを示す図である。
【図２】二重作動モードを支援する第２提案のトランシーバを示す図である。
【図３】二重作動モードを支援する第３提案のトランシーバを示す図である。
【図４】単一作動モードのみを支援し、最大比組合せ空間ダイバーシティ技術を使用する
第４提案のトランシーバを示す図である。
【図５】二重モードを支援する本発明の第１実施例の模式図を示す図である。
【図６】二重モードを支援する本発明の第２実施例の模式図を示す図である。
【図７】二重モードを支援する本発明の第３実施例の模式図を示す図である。
【図８】二重モードを支援し、直接変換を使用する本発明の第４実施例の模式図を示す図
である。
【図９】本発明の実施例を使用することのできるセル式電気通信ネットワークの一部の模
式図を示す図である。
【図１０】（ａ）はＦ／ＴＤＭＡシステムのためのＦＤＤ作動モードの原理を示し、（ｂ
）はＣＤＭＡ作動モードのためのＦＤＤ作動モードを使用したシステムを示し、（ｃ）は
ＦＤＤ作動モードとＴＤＤ作動モードを使用したシステムを示し、（ｄ）は（ａ）のシス
テムで使用されるフレーム構造を示す図である。
【符号の説明】
２…第１のアンテナ
４…スイッチ
６…デュプレックス・フィルタ
６ａ…受信フィルタ
６ａ’…チューナブル受信フィルタ
６ｂ…送信フィルタ
８…帯域フィルタ
１０…スイッチ
１２…低ノイズ増幅器
１４、１４’…第１ミクサ
１６…高周波シンセサイザ
１６’…第１シンセサイザ
１８、１８’…第２ミクサ
２０…高周波シンセサイザ
２２…電力増幅器
２３…スイッチ
３０…第２のアンテナ
３２、３２’…第１受信フィルタ
３４…低ノイズ増幅器
３６、３６’…第３ミクサ
３８…高周波シンセサイザ
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３８’…第２シンセサイザ
４０…第１スイッチ
４２…第２スイッチ
４４、４４’…第２受信フィルタ
４６…チューナブル受信フィルタ
５０、５２…移動局
５１、５３…出力
５４…基地局
７０…補助フィルタ
７２…第１補助スイッチ
７４…第２補助スイッチ
８０～８３、８６～８９…入力
８４、８５…出力
１００…フレーム
１０２…時間スロット
Ｆ１、Ｆ２…周波数範囲
ｆ１、ｆ２…小さい周波数範囲
Ｆａ…周波数範囲の第１部分
Ｆｂ…周波数範囲の第２部分

【図１】 【図２】

【図３】
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