
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号を増幅する増幅トランジスタ

ことを特徴とする可変利得増幅器。
【請求項２】
　

ことを特徴とする請求項１に記載の可変利得増幅器。
【請求項３】
　各単位回路
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および該増幅トランジスタを流れる電流を制御す
る電流制御トランジスタを含み、並列に配置されている複数の単位回路を備え、
　各単位回路の信号入力同士が接続されるとともに、各単位回路の信号出力同士が接続さ
れており、
　各単位回路が、上記電流制御トランジスタの動作制御電圧を複数の値に切り替える切替
制御回路を有しており、
　上記単位回路毎に上記切替制御回路の出力を切り替える切替制御信号に基づいて上記動
作制御電圧を発生する電圧発生回路を備え、
　各単位回路の上記切替制御回路に、共通する上記動作制御電圧が入力され、
　上記動作制御電圧が、各単位回路に流れる電流を遮断するような値と、各単位回路に電
流を流すような値との２つの電圧であり、
　上記電圧発生回路が、電流が遮断された単位回路の数に応じて他方の動作制御電圧を変
化させ、残余の単位回路に流れる総電流量を制御する

上記電圧発生回路が、上記総電流量を一定に制御するように上記動作制御電圧を発生す
る

における上記電流制御トランジスタに一定の電流を供給する電流源を備えて



ことを特徴とする に記載の可変利得増幅器。
【請求項４】
　上記 ことを特徴とする

に記載の可変利得増幅器。
【請求項５】
　 ことを特徴と
する に記載の可変利得増幅器。
【請求項６】
　

ことを特徴とする に記載
の可変利得増幅器。
【請求項７】
　

ことを特徴とする に記載の可変利得
増幅器。
【請求項８】
　

ことを特徴とする
可変利得増幅器。

【請求項９】
　

ことを特徴とする に記載の可
変利得増幅器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、半導体素子を用いて構成する高い線形性を持つ可変利得増幅器に係り、特に
、広帯域の無線通信機の実現等に有効な可変利得増幅器に関するものである。
【０００２】
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いる 請求項１又は２

増幅トランジスタが増幅トランジスタ差動対からなる 請求項１、
２又は３

各単位回路の出力が、負荷インピーダンスを介して電源に接続されている
請求項１から４までのいずれか１項

各単位回路の出力がソースに接続されるトランジスタ差動対と、
　該トランジスタ差動対のそれぞれの出力を電源に接続する負荷インピーダンスとを備え
、
　上記トランジスタ差動対を構成するトランジスタのゲートに互いに１８０°位相のシフ
トした発振信号が入力される 請求項１から５までのいずれか１項

各増幅トランジスタ差動対の差動出力の一方がソースに接続される第１トランジスタ差
動対および該差動出力の他方がソースに接続される第２トランジスタ差動対であって、互
いの差動出力が交差接続される第１および第２トランジスタ差動対と、
　該第１および第２トランジスタ差動対のそれぞれの出力を電源に接続する負荷インピー
ダンスとを備え、
　上記第１および第２トランジスタ差動対を構成するトランジスタのゲートに互いに１８
０°位相のシフトした発振信号が入力される 請求項４

各増幅トランジスタ差動対の差動出力の一方がソースに接続される第１トランジスタ差
動対および該差動出力の他方がソースに接続される第２トランジスタ差動対であって、互
いの差動出力が交差接続される第１および第２トランジスタ差動対と、
　各増幅トランジスタ差動対の差動出力の一方がソースに接続される第３トランジスタ差
動対および該差動出力の他方がソースに接続される第４トランジスタ差動対であって、互
いの差動出力が交差接続される第３および第４トランジスタ差動対と、
　該第１ないし４トランジスタ差動対のそれぞれの出力を電源に接続する負荷インピーダ
ンスとを備え、
　上記第１および第２トランジスタ差動対の差動入力に１８０°位相のシフトした第１発
振信号が入力される一方、第３および第４トランジスタ差動対の差動入力に上記第１発振
信号が９０°位相シフトした第２発振信号が入力される 請求項４に記載
の

第１トランジスタと、該第１トランジスタと対になってカレントミラーを構成する第２
トランジスタと、上記第１および第２トランジスタの動作制御電圧を複数の値に切り替え
る切替回路とを含み、並列に配置されている単位カレントミラー回路を複数備え、各単位
カレントミラー回路の電流入力同士が接続されるとともに、各カレントミラー回路の電流
出力同士が接続される可変インピーダンスカレントミラー回路を上記電流制御トランジス
タの代わりに備えている 請求項１から８までのいずれか１項



【従来の技術】
　ケーブルや電波を用いたテレビ放送のチューナのような広帯域の無線通信機は、強い信
号が入力されたときのチャンネル間相互変調妨害を抑えるため、高い線形性（歪の小さい
）を持つ可変利得増幅器を必要とする。従来のディスクリート部品を用いて構成されるチ
ューナでは、線形性の高いＰＩＮダイオード部品を用いて信号の減衰器を構成し、増幅器
には強い信号が入力されないようにして、相互変調妨害信号の発生を抑えてきた。しかし
、ＣＭＯＳや Bipolar 等の一般に用いられる半導体集積回路上にＰＩＮダイオードを形成
することはできない。このため、無線通信機を半導体集積回路で構成するためには、異な
る可変利得増幅器を実現する方法が必要になる。
【０００３】
　このような可変利得増幅器の構成方法が、米国特許６，１００，７６１号 (Highly Line
ar Variable-Gain Low Noise Amplifier) に開示されている。この増幅器は、図２３に示
すように、トランジスタＩＱ１・ＩＱ２を含むＮＰＮトランスコンダクタ対を備えている
。トランジスタＩＱ１・ＩＱ２のコレクタには、可変抵抗１Ｒｃを介して電源電圧Ｖ c が
印加され、エミッタには可変抵抗１Ｒｅを介してＧＮＤラインに接続されている。また、
トランジスタＩＱ１・ＩＱ２のベースは、それぞれ入力ＩＮ＋・ＩＮ－が入力されるとと
もに、それぞれ抵抗１Ｒｂ１・１Ｒｂ２を介してバイアス電圧Ｖ b が入力される。
【０００４】
　この増幅器の利得は、１Ｒｃ／（１／ｇｍ＋１Ｒｅ）となる。ここで、ｇｍは、トラン
ジスタＩＱ１・ＩＱ２のトランスコンダクタンスを表している。上記の増幅器では、１Ｒ
ｅを図２４に示すように、抵抗Ｒｎ１・Ｒｎ２・Ｒｎ３…からなる抵抗ラダーおよび各抵
抗間に接続されたｎＭＯＳスイッチＭｎ１・Ｍｎ２・Ｍｎ３…によって構成して可変利得
の制御を実現している。ｎＭＯＳスイッチＭｎ１・Ｍｎ２・Ｍｎ３…は、それぞれゲート
に入力される電圧Ｖｎ１・Ｖｎ２・Ｖｎ３…によって動通・遮断が制御される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが、上記の増幅器には、次の３つの課題がある。
【０００６】
　第１に、抵抗ラダーを精度よく設計するためには、ｎＭＯＳスイッチＭｎ１・Ｍｎ２・
Ｍｎ３…のオン抵抗を低く抑える必要がある。しかし、例えば、標準的な０．２５μｍＣ
ＭＯＳプロセスを用いてオン抵抗１Ωのスイッチを作るためにはチャネル幅が１０００μ
ｍである巨大なトランジスタを必要とする。従って、上記の抵抗ラダーを実現するには、
このような巨大なトランジスタが複数必要になり、このために実装面積が大きくなる。
【０００７】
　第２に、可変抵抗１Ｒｅの抵抗値を変化させると回路を流れる電流が変化し、トランジ
スタの動作点が変動する。この変動を抑えるため、図２５に示すようなバイアス電圧Ｖ b 
の調整回路を設けている。この調整回路では、トランジスタ５Ｑ１のコレクタとベースと
の間に抵抗５Ｒｂが接続され、トランジスタ５Ｑ１のエミッタとＧＮＤラインとの間に可
変抵抗５Ｒｅが設けられている。また、抵抗５Ｒｂとコレクタとの接続点にバイアス電流
５１ｃが流され、同コレクタに現れる電圧５Ｖ b がバッファアンプ５０１を介してバイア
ス電圧Ｖ b として出力される。しかし、この調整回路では、抵抗ラダーのレプリカとなる
抵抗５Ｒｂを含むため、実装面積が大きくなる。
【０００８】
　第３に、図２３および図２５に示す構成は、 Bipolar トランジスタが用いられているが
、ＢｉＣＭＯＳプロセスよりも安価なＣＭＯＳプロセスを用いて同様の回路を実現するた
め、 Bipolar トランジスタをＭＯＳトランジスタに置き換えたものを考える。ここで、Ｍ
ＯＳトランジスタを流れる電流Ｉは、
　　　Ｉ＝Ｋ・（Ｗ／Ｌ）・Ｖ od2  　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）で与えら
れる。
【０００９】
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　ここで、Ｋはプロセスから決まる定数であり、Ｗはトランジスタのチャネル幅であり、
Ｌはトランジスタのチャネル長である。また、Ｖ od＝Ｖ gs－Ｖ thであり、Ｖ gs＝Ｖ g －Ｖ
s である。ここに、Ｖ g はゲート電圧であり、Ｖ s はソース電圧であり、Ｖ thはトランジ
スタの閾値電圧である。そうすると、利得を下げるために可変抵抗１Ｒｅの抵抗値を変え
ても、バイアス電圧Ｖ b の調整回路が一定電流を流すように働き、電圧Ｖ odが変化しない
。
【００１０】
　ところで、回路の３次の歪成分を現す指標であり、２トーン入力を与えた際の３次相互
変調成分が１次の成分と同じ値になる入力値であるＩＩＰ３（３次の入力インターセプト
ポイント）に関して、文献“ RF Linearity of Short-Channel MOSFETs, Theerachet Soor
apanth and Thomas H. Lee, First International Workshop on Design of Mixed-Mode I
ntegrated Circuits and Applications, Cancun, Mexico, July, 28-30, 1997, pp.81-84
”に言及されている。この文献の Fig.５によると、ＭＯＳトランジスタのＩＩＰ３はＶ od
の値で決まることがわかる。従って、可変抵抗１Ｒｅの抵抗値を変えることで増幅器の利
得を変えてもＩＩＰ３は変化しない。
【００１１】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、利得の減少分をＩＩＰ３の増大
分として作用させることができる実装面積の小さい可変利得増幅器を実現することを目的
としている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の可変利得増幅器は、上記の課題を解決するために、

ことを特徴としている。
【００１３】
　上記の構成では、電流経路制御部によって電流を一定に保った状態で、増幅トランジス
タの大きさ（Ｗ／Ｌ）が縮小または増大すると、線形性の指標であるＩＩＰ３が増大また
は減少し、利得が低下または上昇する。これにより、ＣＭＯＳ構成の可変利得増幅器にお
いて利得を低下させても、ＩＩＰ３が増大しないという不都合を解消することができる。
また、従来、可変利得のために用いられていた前述の抵抗ラダーが不要になるため、抵抗
ラダーにおけるスイッチのオン抵抗を低下させるための大きいスイッチも不要になる。
【００１４】
　本発明の基本となる上記の可変利得増幅器は、上記電流経路制御部が上記増幅トランジ
スタを流れる電流を制御する電流制御トランジスタを有しており、上記増幅トランジスタ
および上記電流制御トランジスタを含み、並列に配置されている複数の単位回路をさらに
備え、各単位回路の信号入力同士が接続されるとともに、各単位回路の信号出力同士が接
続されてい
【００１５】
　この構成では、電流制御トランジスタの制御によって、増幅トランジスタを流れる電流
を独立に制御することができる。例えば、ある単位回路の増幅トランジスタを流れる電流
を遮断すると、この単位回路の増幅トランジスタは入力信号の増幅に寄与しなくなる。
【００１６】
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入力信号を増幅する増幅ト
ランジスタおよび該増幅トランジスタを流れる電流を制御する電流制御トランジスタを含
み、並列に配置されている複数の単位回路を備え、各単位回路の信号入力同士が接続され
るとともに、各単位回路の信号出力同士が接続されており、各単位回路が、上記電流制御
トランジスタの動作制御電圧を複数の値に切り替える切替制御回路を有しており、上記単
位回路毎に上記切替制御回路の出力を切り替える切替制御信号に基づいて上記動作制御電
圧を発生する電圧発生回路を備え、各単位回路の上記切替制御回路に、共通する上記動作
制御電圧が入力され、上記動作制御電圧が、各単位回路に流れる電流を遮断するような値
と、各単位回路に電流を流すような値との２つの電圧であり、上記電圧発生回路が、電流
が遮断された単位回路の数に応じて他方の動作制御電圧を変化させ、残余の単位回路に流
れる総電流量を制御する

る。



　この可変利得増幅器においては、各単位回路が、上記電流制御トランジスタの動作制御
電圧を複数の値に切り替える切替制御回路を有してい このように構成することにより
、増幅トランジスタの大きさと、単位回路における増幅トランジスタを流れる電流とを制
御することができる。
【００１７】
　この可変利得増幅器においては、各単位回路の上記切替制御回路に、共通する上記動作
制御電圧が入力され このように構成することにより、使用する動作制御電圧の数が少
なくなる。
【００１８】
　 上記動作制御電圧が、各単位回路に流れる電流を遮断するような値と、各単位回
路に電流を流すような値との２つの電圧であ このような構成では、電流を遮断するこ
とにより増幅トランジスタの大きさが小さくなった場合、動作制御電圧を電流を遮断する
電圧から遠ざかるように制御すれば、流れる電流量を一定に保つことができる。
【００１９】
　この可変利得増幅器においては、各単位回路毎に上記切替制御回路の出力を切り替える
切替制御信号に基づいて上記動作制御電圧を発生する電圧発生回路を備えてい このよ
うに構成することにより、切替制御信号の値に応じて、動作制御電圧の値を変化させて、
増幅トランジスタの大きさを変化させるとともに、増幅トランジスタに流れる電流量を制
御することができる。
【００２０】
　この可変利得増幅器値においては、上記電圧発生回路が、電流が遮断された単位回路の
数に応じて他方の動作制御電圧を変化させ、残余の単位回路に流れる総電流量を制御す

このように構成することにより、可変利得増幅器全体で各単位回路に流れる電流を制御
することができる。
【００２１】
　

【００２２】
　この可変利得増幅器においては、電圧発生回路が、上記総電流量を一定に制御するよう
に上記動作制御電圧を発生することが好ましい。このように構成することにより、電流が
流れる単位回路からなる可変利得増幅器において、利得の減少分を確実にＩＩＰ３の増大
分として作用させることができる。
【００２３】
　この可変利得増幅器においては、上記電流経路制御部が上記増幅トランジスタを流れる
電流を制御する電流制御トランジスタを有しており、上記増幅トランジスタおよび上記電
流制御トランジスタと、上記電流制御トランジスタとともにカレントミラーを構成する補
助電流制御トランジスタと、上記電流制御トランジスタおよび上記補助電流制御トランジ
スタの動作制御電圧を複数の値に切り替える切替制御回路とを含み、並列に配置されてい
る単位回路であって、各単位回路の信号入力同士が接続されるとともに、各単位回路の信
号出力同士が接続される複数の単位回路と、上記補助電流制御トランジスタに一定の電流
を供給する電流源とを備えていることが好ましい。
【００２４】
　これにより、カレントミラーを構成する電流制御トランジスタおよび補助電流制御トラ
ンジスタによって、電流源からの一定の電流が増幅トランジスタに流れる。それゆえ、増
幅トランジスタの大きさに関わらず、一定の電流を流すことができる回路を、電流制御ト
ランジスタと補助電流制御トランジスタとをＭＯＳトランジスタで簡素に構成することに
よって実現できる。従って、可変利得増幅器の低コスト化を図ることができる。
【００２５】
　単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては（ただし、上記補助電流制御トラ
ンジスタに一定の電流を供給する電流源を備える可変利得増幅器を除く）、各単位回路に
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以上より、利得の減少分をＩＩＰ３の増大分として作用させることができる実装面積の
小さい可変利得増幅器を実現することができる。



おける上記電流制御トランジスタに一定の電流を供給する電流源を備えていることが好ま
しい。このように構成することにより、電流制御トランジスタの遮断・導通がいかなる状
態であっても (ただし、全てが遮断されている場合は除く )、増幅トランジスタを流れる電
流は電流源の電流値となる。それゆえ、電流源の電流値を一定に保って、遮断する単位回
路数を増加させると、増幅トランジスタの大きさが小さくなって利得が低下したときに、
ＩＩＰ３を増大させることができる。
【００２６】
　単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、上記増幅トランジスタが増幅ト
ランジスタ差動対からなることが好ましい。このように構成することにより、トランジス
タ差動対から得られる信号が全差動信号となり、電源電圧や接地電圧の変動に耐性の高い
回路を構成することができる。
【００２７】
　単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、各単位回路の出力が、負荷イン
ピーダンスを介して電源に接続されていることが好ましい。このように構成することによ
り、出力電流が電圧に変換され、電圧入力・電圧出力型の可変利得増幅器が実現できる。
【００２８】
　単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、各単位回路の出力がソースに接
続されるトランジスタ差動対と、該トランジスタ差動対のそれぞれの出力を電源に接続す
る負荷インピーダンスとを備え、上記トランジスタ差動対を構成するトランジスタのゲー
トに互いに１８０°位相のシフトした発振信号が入力されることが好ましい。このように
構成することにより、可変利得制御機能を持つミキサ回路を実現できる。この結果、通常
、カスケード接続させる増幅器とミキサ回路とが、融合して構成される。
【００２９】
　この可変利得増幅器においては、各増幅トランジスタ差動対の差動出力の一方がソース
に接続される第１トランジスタ差動対および該差動出力の他方がソースに接続される第２
トランジスタ差動対であって、互いの差動出力が交差接続される第１および第２トランジ
スタ差動対と、該第１および第２トランジスタ差動対のそれぞれの出力を電源に接続する
負荷インピーダンスとを備え、上記第１および第２トランジスタ差動対を構成するトラン
ジスタのゲートに互いに１８０°位相のシフトした発振信号が入力されることが好ましい
。このように構成することにより、全差動型可変利得制御機能を持つミキサ回路を実現で
きる。この結果、通常、カスケード接続させる増幅器とミキサ回路とが、融合して構成さ
れる。
【００３０】
　あるいは、増幅トランジスタ差動対を備えた上記の可変利得増幅器においては、各増幅
トランジスタ差動対の差動出力の一方がソースに接続される第１トランジスタ差動対およ
び該差動出力の他方がソースに接続される第２トランジスタ差動対であって、互いの差動
出力が交差接続される第１および第２トランジスタ差動対と、各増幅トランジスタ差動対
の差動出力の一方がソースに接続される第３トランジスタ差動対および該差動出力の他方
がソースに接続される第４トランジスタ差動対であって、互いの差動出力が交差接続され
る第３および第４トランジスタ差動対と、該第１ないし４トランジスタ差動対のそれぞれ
の出力を電源に接続する負荷インピーダンスとを備え、上記第１および第２トランジスタ
差動対の差動入力に１８０°位相のシフトした第１発振信号が入力される一方、第３およ
び第４トランジスタ差動対の差動入力に上記第１発振信号が９０°位相シフトした第２発
振信号が入力されることが好ましい。
【００３１】
　このように構成することにより、ある信号成分が第１および第２トランジスタ差動対の
出力から取り出され、その信号成分を９０°位相シフトした信号成分が第３および第４ト
ランジスタ差動対の出力から取り出される。これにより、このような異なる２つの信号成
分を取り出す可変利得制御機能を持つミキサ回路を実現できる。この結果、通常、カスケ
ード接続させる増幅器とミキサ回路とが、融合して構成される。
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【００３２】
　また、単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、第１トランジスタと、該
第１トランジスタと対になってカレントミラーを構成する第２トランジスタと、上記第１
および第２トランジスタの動作制御電圧を複数の値に切り替える切替回路とを含み、並列
に配置されている単位カレントミラー回路を複数備え、各単位カレントミラー回路の電流
入力同士が接続されるとともに、各カレントミラー回路の電流出力同士が接続される可変
インピーダンスカレントミラー回路を上記電流経路制御部の代わりに備えていることが好
ましい。
【００３３】
　これにより、可変インピーダンスカレントミラー回路が、増幅トランジスタの大きさが
小さい場合には、電流制御トランジスタの大きさを大きくするので、十分な電流を流すこ
とができる。それゆえ、補助電流制御トランジスタから電流制御トランジスタへコピーさ
れる電流が減少することはない。従って、電流制御トランジスタが線形領域動作に入るこ
とを回避して、電流制御トランジスタの動作域を拡大することができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
　本発明の各実施の形態について図１ないし図２２および図２６に基づいて説明すれば、
以下の通りである。
【００３５】
　まず、本実施の形態に係る可変利得増幅器の基本原理について説明する。
【００３６】
　図１に示すように、増幅トランジスタ部Ｑと、電流経路制御回路Ｃとを備えている。電
流経路制御部としての電流経路制御回路Ｃは、増幅トランジスタ部Ｑに流れる電流の経路
を制御することによって、増幅トランジスタ部Ｑを構成するトランジスタの大きさならび
にＩＩＰ３および利得を制御する。
【００３７】
　（１）式より、ＭＯＳトランジスタのＩＩＰ３を決める電圧Ｖ odは、
　　　Ｖ od＝｛Ｉ／（Ｋ・Ｗ／Ｌ）｝ 1 / 2  　　　　　　　　　　　　　…（２）と表され
る。一方、ＭＯＳトランジスタの利得を決めるトランスコンダクタンスｇｍは、式（１）
を微分することにより、
　　　ｇｍ＝２・Ｋ・（Ｗ／Ｌ）・Ｖ od＝２・｛Ｉ・Ｋ・Ｗ／Ｌ｝ 1 / 2  …（３）となる。
【００３８】
　（２）式および（３）式より、電流制御回路Ｃによって電流Ｉを一定に保った状態で、
トランジスタの大きさＷ／Ｌが縮小または増大すると、電圧Ｖ odまたはＩＩＰ３が増大ま
たは減少し、トランスコンダクタンスｇｍまたは利得が減少または増大することがわかる
。本発明の可変利得増幅器は、この現象に基づき、増幅トランジスタを流れる電流Ｉを保
って、トランジスタの大きさＷ／Ｌを縮小あるいは増大することにより、ＩＩＰ３を増大
あるいは減少させ、利得を低下あるいは上昇させることができる。
【００３９】
　以下に、上記の可変利得増幅器の具体的構成を各実施の形態において説明する。なお、
各実施の形態で共通する構成要素については、同一の符号を付記する。
【００４０】
　〔実施の形態１〕
　本実施の形態に係る可変利得増幅器は、図２に示すように、信号入力トランジスタ１１
（増幅トランジスタ）および電流制御トランジスタ１２からなる単位回路１を複数備えて
いる。この単位回路１では、信号入力トランジスタ１１のソースと電流制御トランジスタ
１２のドレインとが接続され、信号入力トランジスタ１１のドレインを信号出力としてい
る。単位回路１…が並列に配置されるとともに、各単位回路１の信号入力（信号入力トラ
ンジスタ１２のゲート）同士が接続され、かつ信号出力同士が接続されることにより、制
御入力を複数有する可変トランスコンダクタンス（電圧電流利得）回路が構成される。
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【００４１】
　このように構成される可変トランスコンダクタンス回路において、電流制御トランジス
タ１２のゲート電圧を制御することにより、各単位回路１（信号入力トランジスタ１１）
を流れる電流を独立に制御することができる。電流制御トランジスタ１２のゲートに一方
の電源電圧（低電位側電源電圧）、例えば、ｎＭＯＳトランジスタであれば接地電圧を与
え、ｐＭＯＳトランジスタであれば電源電圧（高電位側電源電圧）を与えることにより、
その単位回路１の電流を遮断することができる。すなわち、この単位回路１の信号入力ト
ランジスタ１１が入力信号の増幅に寄与しないので、信号入力トランジスタ１１の実質的
な大きさを単位回路１毎に制御することができる。もちろん、後述するように、信号入力
トランジスタ１１の大きさは各単位回路１で異なっていても良い。
【００４２】
　上記の構成において、各単位回路１のトランジスタのゲート長Ｌを共通にすることによ
り、信号入力トランジスタ１１の大きさＷ／Ｌを制御することができる。
【００４３】
　〔実施の形態２〕
　本実施の形態に係る可変利得増幅器は、図３（ａ）に示すように、図２の可変利得増幅
器における単位回路１にさらに電流制御切替スイッチ１３を備えた単位回路２を複数備え
ている。切替制御回路としての電流制御切替スイッチ１３は、電流制御用トランジスタ１
２のゲート（入力部）に与えるゲート電圧（動作制御電圧）として、異なる電流制御電圧
Ｖ cnt1・Ｖ cnt2を切替制御信号Ｂによって切り替えて与える。切替制御信号Ｂは、各ビッ
トを構成するｂ 0 ，ｂ 1 ，…，ｂ k （ｋは０以上の整数）からなるデジタル信号であり、
各ビットの値が各単位回路２に入力される。
【００４４】
　通常、この切替制御信号Ｂは、出力信号の大きさが一定になるように、入力信号、ある
いは出力信号の大きさに応じて生成される。
【００４５】
　なお、図３（ａ）の構成では、２つの電流制御電圧Ｖ cnt1・Ｖ cnt2を切り替える場合に
ついて示しているが、３つ以上の電流制御電圧を切り替えるようにしてもよい。
【００４６】
　このようなロジック制御により、電流増幅に寄与する信号入力トランジスタ１１の大き
さと、単位回路２を流れる電流とが制御可能になり、より精度の高い制御を行うことがで
きる。例えば、Ｂ＝０、すなわち（ｂ 0 ，ｂ 1 ，…，ｂ k）が全て“０”の場合、全ての
トランジスタが遮断されるので、出力電流が流れない。（ｂ 0 ，ｂ 1 ，…，ｂ k）のうち
１つでも“１”であれば、それが入力される単位回路２における電流制御トランジスタ１
２が動作する。さらに、 (ｂ 0 ，ｂ 1 ，…，ｂ k）が全て“１”である場合、電流制御トラ
ンジスタ１２を流れる電流が最大となる。
【００４７】
　上記の電流制御切替スイッチ１３は、具体的には、例えば、図３（ｂ）に示すように伝
送ゲート１３ａ・１３ｂと、インバータ１３ｃとから構成されている。伝送ゲート１３ａ
は、ｐＭＯＳランジスタｐＱ１と、ｎＭＯＳトランジスタｎＱ１とが並列に接続されてな
り、伝送ゲート１３ｂは、ｐＭＯＳトランジスタｐＱ２と、ｎＭＯＳトランジスタｎＱ２
とが並列に接続されてなる。インバータ１３ｃは、ｐＭＯＳトランジスタｐＱ３と、ｎＭ
ＯＳトランジスタｎＱ３とが直列に接続されてなる。
【００４８】
　切替制御信号Ｂの各ビットｂ n（ｎ＝０，１，…，ｋ）は、ｐＭＯＳトランジスタｐＱ
２・ｐＱ３およびｎＭＯＳトランジスタｎＱ１・ｎＱ３のゲートに入力される。また、ｐ
ＭＯＳトランジスタｐＱ３およびｎＭＯＳトランジスタｎＱ３のドレイン同士の接続点は
、ｐＭＯＳランジスタｐＱ１およびｎＭＯＳトランジスタｎＱ２のゲートに接続されてい
る。
【００４９】
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　このように構成される電流制御切替スイッチ１３では、ビットｂ nの値が、ｎＭＯＳト
ランジスタｎＱ１およびｐＭＯＳトランジスタｐＱ２のゲートに直接入力される一方、イ
ンバータ１３ｃを介して反転された状態でｐＭＯＳトランジスタｐＱ１およびｎＭＯＳト
ランジスタｎＱ２のゲートに入力される。これにより、ビットｂ n の２値に応じて伝送ゲ
ート１３ａ・１３ｂのいずれか一方が開いて、電流制御電圧Ｖ cnt1・Ｖ cnt2のいずれか一
方を出力する。
【００５０】
　ここで、図３（ａ）の構成では、信号入力トランジスタ１１の大きさと、単位回路２を
流れる電流との制御を単位回路２毎に異ならせるように、各単位回路２で電流制御電圧Ｖ
cnt1・Ｖ cnt2をどのように設定してもよい。
【００５１】
　また、図４に示すように、電流制御電圧Ｖ cnt1・Ｖ cnt2を各単位回路２で共通化しても
よい。このような構成では、２つの電流制御電圧Ｖ cnt1・Ｖ cnt2のみを用いるので、多く
の電圧を用意する必要がなく、信号入力トランジスタ１１を流れる電流量の制御が容易に
なる。
【００５２】
　例えば、図５に示す構成では、電流制御電圧Ｖ cnt1・Ｖ cnt2を変化させる制御電圧発生
回路３１を備えている。制御電圧発生回路３１は、電流制御電圧Ｖ cnt1・Ｖ cnt2の値を切
替制御信号Ｂの各ビットｂ nの値に応じて制御する。これにより、各ビットｂ nの値に応じ
て、電流制御電圧Ｖ cnt1・Ｖ cnt2の値を変化させて、増幅に寄与する信号入力トランジス
タ１１の大きさを変化させるとともに、信号入力トランジスタに流れる電流量を制御する
ことができる。
【００５３】
　また、図６に示す構成では、図５の特別な実施形態として、電流制御電圧Ｖ cnt2（Ｖ cn
t1であってもよい）が、信号入力トランジスタ１１に流れる電流を遮断するための一方の
電源電圧Ｖ ss（低電位側の例えば接地電圧）に固定されている。
【００５４】
　このような構成では、電流を遮断することにより信号入力トランジスタ１１の大きさが
小さくなった場合、流れる電流量を一定に保つためには、電流制御電圧Ｖ cnt1（またはＶ
cnt2）を電流を遮断する一方の電源電圧Ｖ ssから遠ざかるように制御すればよい。また、
制御電圧発生回路３１は、電流が遮断された単位回路２の数に応じて他方の電流制御電圧
Ｖ cnt1（またはＶ cnt2）を変化させ、残余の単位回路２に流れる総電流量を一定となるよ
うに制御している。
【００５５】
　図７に示す構成は、図６の構成を実現する一例であって、制御電圧発生回路３１として
ＤＡ変換器３２を備えている。このＤＡ変換器３２は、入力されるデジタルの切替制御信
号Ｂをアナログに変換して電流制御電圧Ｖ cnt1を生成する。
【００５６】
　〔実施の形態３〕
　本実施の形態に係る可変利得増幅器は、図８に示すように、前述の図４ないし図７に示
す可変利得増幅器の機能をＭＯＳトランジスタで簡潔に実現するように構成されている。
この可変利得増幅器は、具体的には、前述の単位回路２の代わりに、各単位回路２にさら
に補助電流制御トランジスタとしての電流制御トランジスタ１４を加えた単位回路３を複
数備えるとともに、電流源１５を備えている。
【００５７】
　複数の単位回路３…は、単位回路２…と同様、並列に配置されている。また、各単位回
路３の信号入力同士が接続されるとともに、各単位回路３の信号出力同士が接続されてい
る。
【００５８】
　信号入力トランジスタ１１のソースと電流制御トランジスタ１２のドレインとが接続さ
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れ、電流制御トランジスタ１２のゲートは、電流制御トランジスタ１４のゲート、および
電流制御切替スイッチ１３の出力端に接続されている。電流制御切替スイッチ１３の一方
の入力端には前述の電源電圧Ｖ ssが入力され、他方の入力端には電流制御トランジスタ１
４のドレインが接続されている。また、各単位回路３の電流制御トランジスタ１４のドレ
イン同士が一定の電流値Ｉの電流を供給する電流源１５に接続されている。
【００５９】
　このように構成される可変利得増幅器では、各単位回路３において、電流制御トランジ
スタ１２・１４がカレントミラーを構成するので、切替制御信号Ｂがいかなるデジタル入
力値であっても（ただし、全ビットが０の場合を除く）、電流制御トランジスタ１２・１
４の遮断・導通が同様に行われる。それゆえ、信号入力トランジスタ１１は、その大きさ
に関わらず、流れる電流が電流源１５の電流値Ｉに保たれる。これにより、信号入力トラ
ンジスタ１１の大きさが小さくなって利得が下がると、電圧Ｖ odが大きくなりＩＩＰ３が
増大する。
【００６０】
　この状況をシミュレーションで再現したものを図９（ａ）および（ｂ）に示す。このシ
ミュレーションでは、信号入力トランジスタ１１、電流制御トランジスタ１２、電流制御
トランジスタ１４とも、Ｗ＝１０μｍ、Ｌ＝０．２４μｍで定まる大きさである単位回路
３が６４個並列接続された回路を用いている。
【００６１】
　図９（ａ）は、増幅に寄与する単位回路３の数（トランジスタの大きさ）を横軸に Log
スケールで示し、その数が２、４、８、１６、３２、６４である場合の利得およびＩＩＰ
３の変化を示したグラフである。このグラフから、単位回路数が増加するにしたがって利
得が増大する一方、ＩＩＰ３が減少することが確認できる。図９（ｂ）は、横軸に利得を
とり、縦軸にＩＩＰ３をとってプロットしたグラフである。このグラフから、利得が減少
していくにしたがってＩＩＰ３が増加する対応が確認できる。
【００６２】
　なお、図９（ａ）のグラフから、増幅に寄与するトランジスタの大きさをべき乗で変化
させることにより、その利得特性およびＩＩＰ３特性がほぼ線形に変化することがわかる
。
【００６３】
　〔実施の形態４〕
　本実施の形態に係る可変利得増幅器は、図１０に示すように、図７に示す可変利得増幅
器の出力が、負荷インピーダンス１６を介して他方の電源に接続されるように構成されて
いる。この電源は、電源電圧Ｖ cc（高電位側の電源電圧）を発生する。これにより、出力
電流が電圧に変換され、電圧入力・電圧出力型の可変利得増幅器が実現できる。
【００６４】
　なお、このような構成は、図７の可変利得増幅器に限らず、図１ないし図６および図８
の可変利得増幅器に適用できる。
【００６５】
　〔実施の形態５〕
　本実施の形態に係る可変利得増幅器は、図１１に示すように、図７に示す可変利得増幅
器の出力がトランジスタ差動対１７を介して２つの負荷インピーダンス１８・１９に接続
され、さらにこれらを介して電源電圧Ｖ ccのラインに接続されるように構成されている。
トランジスタ差動対１７は、トランジスタ１７ａ・１７ｂからなり、それぞれのゲートに
は、互いに１８０°位相のシフトした発振信号Ｖ LOが入力される。このように構成するこ
とによって、可変利得制御機能を持つミキサ回路を実現できる。
【００６６】
　通常、カスケード接続させる増幅器とミキサ回路とが、本実施の形態のように融合して
構成されることにより、回路の線形性を劣化する電圧／電流変換を行う部分が一箇所にな
り、回路の線形性を容易に向上させることができる。
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【００６７】
　なお、このような構成は、図７の可変利得増幅器に限らず、図１ないし図６および図８
の可変利得増幅器に適用できる。
【００６８】
　また、本実施の形態の可変利得増幅器は、トランジスタ差動対１７と同様なトランジス
タ差動対をもう１つ追加することによって、後述する実施の形態８におけるトランジスタ
差動対２０・２２（図２１参照）を備えたように構成されていてもよい。このような構成
では、追加されたトランジスタ差動対のソースが可変利得増幅器の出力に接続され、追加
されたトランジスタ差動対の差動出力がそれぞれ異なる２つの負荷インピーダンス（例え
ば図２１の負荷インピーダンス２４・２５）に接続される。また、一方のトランジスタ差
動対には、上記発振信号Ｖ L Oと同様な発振信号（例えば、図２１の発振信号Ｖ L OＩ）が入
力され、他方のトランジスタ差動対には、その発振信号が９０°位相シフトした発振信号
（例えば、図２１の発振信号Ｖ L OＱ）が入力される。
【００６９】
　この構成では、ある信号成分が一方のトランジスタ差動対からから取り出され、その信
号成分を９０°位相シフトした信号成分が他方のトランジスタ差動対から取り出される。
これにより、このような異なる２つの信号成分を取り出す可変利得制御機能を持つミキサ
回路を実現できる。
【００７０】
　〔実施の形態６〕
　実施の形態１ないし５の可変利得増幅器においては、入力信号および出力信号が全差動
信号ではない。本実施の形態では、これらの信号を全差動信号とすることにより、電源電
圧や接地電圧の変動に耐性の高い回路が構成できる。
【００７１】
　図１２ないし図１９に、それぞれ、図２ないし図８および図１０の可変利得増幅器に、
ある回路の入出力を全差動構成にした可変利得増幅器を示す。具体的には、各可変利得増
幅器では、信号入力トランジスタ１１に代えて、信号入力トランジスタ１１ａ・１１ｂの
差動対を備えている。
【００７２】
　以下に、本実施の形態の可変利得増幅器の代表例として図１８の構成（図８の可変利得
増幅器に対応）を説明する。
【００７３】
　この構成では、信号入力トランジスタ１１ａ・１１ｂのソースが、ともに電流制御トラ
ンジスタ１２のドレインに接続され、電流制御トランジスタ１２のゲートが、電流制御ト
ランジスタ１４のゲート、および電流制御切替スイッチ１３の出力端に接続されている。
電流制御切替スイッチ１３の一方の入力端には前述の電源電圧Ｖ ssが入力され、他方の入
力端には電流制御トランジスタ１４のドレインが接続されている。また、各単位回路３の
電流制御トランジスタ１４のドレインがともに電流源１５に接続されている。
【００７４】
　各単位回路３については、差動信号入力同士が接続されるとともに、差動信号出力同士
が接続されている。つまり、差動信号入力については、信号入力トランジスタ１１ａ…の
ゲート同士が接続される一方、信号入力トランジスタ１１ｂ…のゲート同士が接続されて
いる。また、差動信号出力については、信号入力トランジスタ１１ａ…のドレイン同士が
接続される一方、信号入力トランジスタ１１ｂ…のドレイン同士が接続されている。
【００７５】
　このような構成では、切替制御信号Ｂがいかなるデジタル入力値であっても（ただし、
全ビットが０の場合を除く）、各単位回路３において、電流制御トランジスタ１２・１４
の遮断および導通が同様に行われるため、信号入力トランジスタ１１ａ・１１ｂの大きさ
に関わらず、流れる電流は電流源１５の電流値Ｉに保たれる。これにより、信号入力トラ
ンジスタ１１ａ・１１ｂの大きさが小さくなって利得が下がると、Ｖ odが大きくなりＩＩ

10

20

30

40

50

(11) JP 3970623 B2 2007.9.5



Ｐ３が増大する全差動入出力の可変利得増幅器を実現することができる。
【００７６】
　〔実施の形態７〕
　本実施の形態に係る可変利得ミキサ回路は、図１２ないし図１８で示した全差動型可変
利得増幅器を用いて構成される。ここでは、本実施の形態の代表例として図１７の全差動
型可変利得増幅器を本実施の形態に適用した構成について説明する。
【００７７】
　図２０に示す可変利得ミキサ回路は、図１７の可変利得増幅器に、さらにトランジスタ
差動対２０・２１および負荷インピーダンス１８・１９を備えて構成されている。
【００７８】
　第１トランジスタ差動対としてのトランジスタ差動対２０は、トランジスタ２０ａ・２
０ｂが並列接続されてなり、第２トランジスタ差動対としてのトランジスタ差動対２１は
、トランジスタ２１ａ・２１ｂが並列接続されてなる。トランジスタ差動対２０・２１の
ソースは、それぞれ各単位回路２の差動出力のトランジスタ１１ａ・１１ｂの出力（ドレ
イン）に接続されている。トランジスタ差動対２０の差動入力とトランジスタ差動対２１
の差動入力とが接続されている。具体的には、トランジスタ２０ａ・２１ｂのゲートが互
いに接続されるとともに、トランジスタ２０ｂ・２１ａのゲートが互いに接続されており
、それぞれの接続点には、互いに１８０°位相のシフトした発振信号Ｖ LOが入力される。
【００７９】
　また、トランジスタ差動対２０・２１の差動出力は、交差接続されている。具体的には
、トランジスタ２０ａの出力がトランジスタ２１ａの出力に接続され、トランジスタ２０
ｂの出力がトランジスタ２１ｂの出力に接続されている。さらに、トランジスタ２０ａ・
２１ａの出力は、負荷インピーダンス１９を介して電源電圧Ｖ ccのラインに接続される一
方、トランジスタ２０ｂ・２１ｂの出力は、負荷インピーダンス１８を介して電源電圧Ｖ
ccのラインに接続されている。
【００８０】
　通常、カスケード接続させる増幅器とミキサ回路とが、本実施の形態のように融合して
構成されることにより、回路の線形性を劣化する電圧／電流変換を行う部分が一箇所にな
り、回路の線形性を容易に向上させることができる。
【００８１】
　なお、このような構成は、図１７の可変利得増幅器に限らず、図１２ないし図１６およ
び図１８の可変利得増幅器に適用できる。
【００８２】
　〔実施の形態８〕
　本実施の形態に係る可変利得ミキサ回路は、図２１に示すように、図１２ないし図１８
で示した全差動型可変利得増幅器を用いて構成される。この可変利得ミキサ回路は、無線
通信の受信機などで必要となる、ある信号成分とそれを９０°位相シフトした信号成分を
取り出す可変利得制御機能を持つミキサ回路である。ここでは、本実施の形態の代表例と
して図１７の全差動型可変利得増幅器を本実施の形態に適用した構成について説明する。
【００８３】
　図２１に示す可変利得ミキサ回路は、図１７の可変利得増幅器に、さらにトランジスタ
差動対２０～２３および負荷インピーダンス１８・１９・２４・２５を備えて構成されて
いる。
【００８４】
　各単位回路２の差動出力とトランジスタ差動対２０・２１との接続、トランジスタ差動
対２０・２１同士の接続およびトランジスタ差動対２０・２１と負荷インピーダンス１８
・１９との接続は、前述の実施の形態７の可変利得ミキサ回路（図２０参照）における接
続と同様である。ただし、トランジスタ差動対２０・２１の差動入力には、前述の発振信
号Ｖ L Oと同様な１８０°位相のシフトした第１発振信号としての発振信号Ｖ L OＩが入力さ
れる。
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【００８５】
　一方、第３トランジスタ差動対としてのトランジスタ差動対２２は、トランジスタ２２
ａ・２２ｂが並列接続されてなり、第４トランジスタ差動対としてのトランジスタ差動対
２３は、トランジスタ２３ａ・２３ｂが並列接続されてなる。トランジスタ差動対２２・
２３は、それぞれ各単位回路２の差動出力のトランジスタ１１ａ・１１ｂの出力に接続さ
れている。トランジスタ差動対２２の差動入力とトランジスタ差動対２３の差動入力とが
接続されている。具体的には、トランジスタ２２ａ・２３ｂのゲートが互いに接続される
とともに、トランジスタ２２ｂ・２３ａのゲートが互いに接続されており、それぞれの接
続点には、発振信号Ｖ L OＩが９０°位相シフトした第２発振信号としての発振信号Ｖ L OＱ
が入力される。
【００８６】
　また、トランジスタ差動対２２・２３の差動出力は、交差接続されている。具体的には
、トランジスタ２２ａの出力がトランジスタ２３ａの出力に接続され、トランジスタ２２
ｂの出力がトランジスタ２３ｂの出力に接続されている。さらに、トランジスタ２２ａ・
２３ａの出力は、負荷インピーダンス２５を介して電源電圧Ｖ ccのラインに接続される一
方、トランジスタ２２ｂ・２３ｂの出力は、負荷インピーダンス２４を介して電源電圧Ｖ
ccのラインに接続されている。
【００８７】
　このような構成では、ある信号成分が第１出力から取り出され、その信号成分を９０°
位相シフトした信号成分が第２出力から取り出される。これにより、このような異なる２
つの信号成分を取り出す可変利得制御機能を持つミキサ回路を実現できる。
【００８８】
　この構成でも、通常、カスケード接続させる増幅器とミキサ回路とが、本実施の形態の
ように融合して構成されることにより、回路の線形性を劣化する電圧／電流変換を行う部
分が一箇所になり、回路の線形性を容易に向上させることができる。
【００８９】
　なお、このような構成は、図１７の可変利得増幅器に限らず、図１２ないし図１６およ
び図１８の可変利得増幅器に適用できる。
【００９０】
　〔実施の形態９〕
　図８に示す実施の形態３の可変利得増幅器では、電流値を保って信号入力トランジスタ
１１の大きさを小さくするとＶ odが増大する。すなわち、信号入力用トランジスタ１１の
ソース電圧が、電流制御トランジスタ１２の電流を遮断する一方の電源電圧Ｖ ssに接近す
る。従って、対応する電流制御トランジスタ１２のドレイン・ソース電圧Ｖ ds＝Ｖ d －Ｖ
s （ここで、Ｖ d はドレイン電圧であり、Ｖ s はソース電圧である）が減少する。このた
め、電流源１５の電流値に比べて電流制御トランジスタ１２が小さすぎると、その動作が
線形領域に入り、電流制御トランジスタ１４から電流制御トランジスタ１２へコピーされ
る電流が減少する。
【００９１】
　このような不都合を解消するために、信号入力トランジスタ１１の大きさが小さい場合
には、電流制御トランジスタ１２の大きさを大きくし、そのドレイン・ソース電圧Ｖ dsが
低くても十分な電流が流れるように制御すればよい。図２２（ａ）に示す回路は、図８の
構成にその制御機能が加えられて、可変インピーダンスカレントミラー回路４を構成して
いる。
【００９２】
　この可変インピーダンスカレントミラー回路４は、並列に配置された複数の単位カレン
トミラー回路５…を備えている。また、各単位カレントミラー回路５の電流入力同士が接
続されるとともに、各単位カレントミラー回路５の電流出力同士が接続されている。また
、単位カレントミラー回路５は、前述の電流制御トランジスタ１２・１４および電流制御
切替スイッチ１３を備えている。
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【００９３】
　第１トランジスタとしての電流制御トランジスタ１２のゲートは、第２トランジスタと
しての電流制御トランジスタ１４のゲート、および電流制御切替スイッチ１３の出力端に
接続されている。電流制御切替スイッチ１３の一方の入力端には前述の電源電圧Ｖ ssが入
力され、他方の入力端には電流制御トランジスタ１４のドレインが接続されている。また
、各単位カレントミラー回路５の電流制御トランジスタ１４のドレイン同士が電流入力の
ラインに接続されている。一方、各単位カレントミラー回路５の電流制御トランジスタ１
２のドレイン同士が電流出力のラインに接続されている。
【００９４】
　上記のように構成される可変インピーダンスカレントミラー回路４では、前述の切替制
御信号Ｂ＝（ｂ 0 ，ｂ 1 ，…，ｂ k）（ｋは０以上の整数）の値を制御することにより、
カレントミラートランジスタ（電流制御トランジスタ１２・１４）の大きさ（インピーダ
ンス）を変えることができる。例えば、Ｂ＝０、すなわち（ｂ 0，ｂ 1 ，…，ｂ k）が全て
０の場合、全てのトランジスタが遮断されるので、出力電流が流れない。（ｂ 0 ，ｂ 1 ，
…，ｂ k）のうち１つでも１であれば、カレントミラーとして動作する。さらに、（ｂ 0 
，ｂ 1 ，…，ｂ k）が全て１である場合、カレントミラートランジスタの大きさが最大と
なるので、出力インピーダンスが最小となる。
【００９５】
　図２２（ｂ）に示す可変利得増幅器は、上記の可変インピーダンスカレントミラー回路
４を含む単位回路６を複数備えている。単位回路６…は、必ずしも構造が同一ではなく、
並列に配置され、各電流入力が電流源１５に接続され、信号入力同士が接続されるととも
に、信号出力同士が接続されている。単位回路６においては、可変インピーダンスカレン
トミラー回路４の電流出力と、信号入力トランジスタ１１のソースとが接続されている。
【００９６】
　上記のように構成される可変利得増幅器では、切替制御信号Ｂ 0 ，Ｂ 1，…，Ｂ nの値を
制御することにより、増幅用の信号入力トランジスタ１１の大きさを制御できることは、
実施の形態３と同様である。信号入力トランジスタ１１の大きさが小さくなった場合、導
通している可変インピーダンスカレントミラー回路４のトランジスタの大きさを大きくし
てインピーダンスを小さくするように制御することにより、前述の電流制御トランジスタ
１４から電流制御トランジスタ１２へコピーされる電流が減少するという不都合を解消す
ることができる。
【００９７】
　なお、本実施の形態では、図８の回路を対象にして説明したが、図２ないし図７および
図１０ないし図２１に示す回路の電流制御用トランジスタ１２は、図２２（ａ）の可変イ
ンピーダンスカレントミラー回路４の対応する部分で置き換えられる。これにより、この
ように構成された可変利得増幅器において、電流制御トランジスタ１２が線形領域動作に
入ることを回避することができ、電流制御トランジスタ１２の動作域を拡大することがで
きる。
【００９８】
　〔実施の形態１０〕
　本実施の形態に係る可変利得増幅器は、図２６に示すように、図２に示した可変利得増
幅器において、各単位回路１の電流制御トランジスタ１２のドレイン同士が、電流値Ｉの
電流を供給する共通の電流源２６に接続されている。
【００９９】
　このように構成される可変利得増幅器では、電流制御トランジスタ１２の遮断・導通が
いかなる状態であっても (ただし、全てが遮断されている場合は除く )、信号入力トランジ
スタ１１を流れる電流は電流源２６の電流値Ｉとなる。従って、電流源２６の電流値を一
定に保って、遮断する単位回路数を増加させると、信号入力トランジスタ１１の大きさが
小さくなって利得が低下するとともに、ＩＩＰ３は増大する。
【０１００】
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　なお、上記のように各単位回路１の電流制御トランジスタ１２のドレイン同士に接続さ
れる共通の電流源２６を備える構成は、図３（ａ）、図４ないし図７、図１０ないし図１
７、図１９ないし図２１に示す可変利得増幅器に適用できる。
【０１０１】
　〔実施の形態１１〕
　本実施の形態に係る可変利得増幅器は、利得特性およびＩＩＰ３特性のデシベル表示値
が、導通している単位回路の数に対して線形に変化するように、各単位回路の信号入力ト
ランジスタ１１の大きさが、等比数列の階差数列となるように構成される。
【０１０２】
　その具体的構成例を、図８の回路に基づいて説明する。この可変利得増幅器の利得は、
切替制御信号Ｂ＝（ｂ 0 ，ｂ 1 ，…，ｂ k ）によって制御される。
【０１０３】
　ここで、利得は、次のようにｋ段階で制御されるものとする。まず、利得が最小になる
のは、Ｂ＝（１，０，…，０）、すなわち、ｂ 0＝１であり、それ以外のｂ 1 ，…，ｂ kが
全て０のときである。次いで、利得が２番目に小さくなるのは、Ｂ＝（１，１，０，…，
０）、すなわち、ｂ 0 ，ｂ 1＝１であり、それ以外のｂ 2 ，…，ｂ kが全て０のときである
。このように、“１”となるｂ 0 ，ｂ 1 ，…，ｂ k の数が、ｂ 0 から順に増えるにつれて
利得が増大するので、利得が最大になるのは、Ｂ＝（１，１，…，１）、すなわち、ｂ 0 
，ｂ 1 ，…，ｂ kが全て１のときである。
【０１０４】
　ｉ＝０，１，…，ｋについて、ビット（切替制御信号）ｂｉに対応する単位回路３の信
号入力トランジスタ１１のチャネル幅をｗｉと表し、第ｉ段階（ｉ＝０からｋまでの段階
の全ての電流制御トランジスタ１２が導通しているとき）の利得を持つ信号入力トランジ
スタ１１のチャネル幅をＷｉと表すことにする。
【０１０５】
　この定義より、ｉ＝０，１，…，ｋについて、次式、
　　　Ｗｉ＝ｗ０＋ｗ１＋…＋ｗｉ　  　　　　　　　　　　　　　　…（４）が成立す
る。
【０１０６】
　ここで、定数Ｒを
　　　Ｒ＝（Ｗｋ／Ｗ０）１ ／ ｋ

と設定する。また、ｉ＝１，…，ｋについて、制御信号ｂｉに対応する単位回路３の信号
入力トランジスタ１１のチャネル幅ｗｉを
　　　ｗｉ＝Ｗ０×Ｒｉ －Ｗ０×Ｒ（ ｉ － １ ） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

…（５）　 のように、定数Ｒを公比とする等比数列Ｗ０×Ｒｉ および等比数列Ｗ０×Ｒ（

ｉ － １ ） の階差数列となるように構成する。
【０１０７】
　すると、（４）式および（５）式より、ｉ＝０，１，…，ｋについて、次式、　　Ｗｉ
＝Ｗ０×Ｒｉ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（６）が成立する。
すなわち、第ｉ段階の利得を持つ信号入力トランジスタ１１のチャネル幅ｗｉの総和であ
るチャネル幅Ｗｉが公比Ｒの等比数列になることがわかる。また、利得は、Ｗｉのべき乗
に比例するので、（６）式より、デシベル表示（対数表示）でｉに線形に依存することが
わかる。
【０１０８】
　実際には、（３）式より、利得（トランスコンダクタンスｇｍ）は、Ｗｉの１／２べき
乗に比例する。従って、（６）式より、
　　　Ｗｉ１ ／ ２ ＝Ｗ０１ ／ ２ ×Ｒｉ ／ ２ 　　　　　　　　　　　　  　　　　　　…（
７）が得られる。
【０１０９】
　デシベル表示のために（７）式において対数をとると、右辺は、
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　　　１／２×ｌｏｇ（Ｗ０）＋ｉ×１／２×ｌｏｇ（Ｒ）
と表される。この式はｉの一次関数であり、利得のデシベル表示値が、単位回路３の数ｉ
に線形に依存することが証明された。
【０１１０】
　これにより、広い可変域を得ることができる
　なお、本実施の形態では、図８の回路を対象にして説明したが、上記のように、利得の
デシベル表示値を単位回路の数に線形に依存するように構成することは、切替制御信号Ｂ
を用いる図３ないし図７、図１０、図１１、図１３ないし２２および図２６に示す回路に
も適用が可能である。
【０１１１】
　

【０１１２】

　　　

　　　

【０１１３】

【０１１４】

【０１１５】
　

【０１１６】
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なお、前記の可変利得増幅器においては、上記電流経路制御部が、上記増幅トランジス
タの大きさを変化させる一方、上記増幅トランジスタを流れる電流を一定に制御しても良
い。このように構成することにより、増幅トランジスタの大きさに関わらず、流れる電流
が一定値に保たれるので、増幅トランジスタの大きさが小さくなって利得が低下したとき
に、ＩＩＰ３を増大させることができる。

　また、上記切替制御信号を用いた上記の各可変利得制御装置においては、上記切替制御
信号が、上記電流制御トランジスタを導通および遮断させるための２値をとり、ｉ（０，
１，２，…，ｋ；ｋは０以上の整数）段階の順位が個々に付与された上記切替制御信号に
対応する上記単位回路の上記増幅トランジスタのチャネル幅をｗｉとし、上記切替制御信
号が上記動作制御電圧を上記電流制御トランジスタを導通させる動作制御電圧に切り替え
ていく上記単位回路をｉ＝０から１つずつ段階的に増加させていくときに、第ｉ段階の利
得を持つ増幅トランジスタのチャネル幅をＷｉとし、

Ｒ＝（Ｗｋ／Ｗ０）１ ／ ｋ

を満たす定数Ｒを設定すると、上記増幅トランジスタは、そのチャネル幅が、
ｗｉ＝Ｗ０×Ｒｉ －Ｗ０×Ｒ（ ｉ － １ ）

を満たすように形成されていても良い。

　上記の構成では、増幅トランジスタの大きさを変化させるときに、切替制御信号にｉ段
階の順位を付与することによって、ｉ＝０からｋの順に、切替制御信号が動作制御電圧を
電流制御トランジスタを導通させる動作制御電圧に切り替えていくと、導通する電流制御
トランジスタの数（すなわち、それを含む単位回路の数）が段階的に増加していき、それ
に応じて、導通した電流制御トランジスタによって流れる電流が制御される増幅トランジ
スタの数も増加していく。第ｉ段階の利得を持つ増幅トランジスタ（ｉ＝０からｋまでの
段階で導通した電流制御トランジスタによって電流が制御される全ての増幅トランジスタ
）のチャネル幅（加算チャネル幅と称する）Ｗｉは、各増幅トランジスタのチャネル幅ｗ
ｉの総和で表され、また、増幅トランジスタのチャネル幅ｗｉが上式のように、定数Ｒを
公比とする等比数列Ｗ０×Ｒｉ および等比数列Ｗ０×Ｒ（ ｉ － １ ） の階差数列で表される
ように設定される。

　これにより、加算チャネル幅Ｗｉは、定数Ｒのべき乗に比例する（式（６）参照）。ま
た、電流制御トランジスタの導通によって導通した増幅トランジスタによって定まる利得
は、加算チャネル幅Ｗｉのべき乗に比例する。それゆえ、上記の利得は、デシベル表示（
対数表示）でｉに線形に依存する。

以上のように、本発明の可変利得増幅器は、入力信号を増幅する増幅トランジスタと、
上記増幅トランジスタの大きさおよび上記増幅トランジスタを流れる電流の経路を制御す
る電流経路制御部とを備えている構成であっても良い。

　これにより、ＣＭＯＳ構成の可変利得増幅器において利得を低下させても、ＩＩＰ３が



【０１１７】

【０１１８】

【０１１９】

【０１２０】

【０１２１】

【０１２２】

【０１２３】

【０１２４】

【０１２５】
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増大しないという不都合を解消することができる。また、従来可変利得のために用いられ
ていた前述の抵抗ラダーが不要になるため、抵抗ラダーにおけるスイッチのオン抵抗を低
下させるための大きいスイッチも不要となる。従って、利得の減少分をＩＩＰ３の増大分
として作用させることができる小さい実装面積の可変利得増幅器を提供することができる
。

　また、本発明の基本となる上記の可変利得増幅器においては、上記電流経路制御部が上
記増幅トランジスタを流れる電流を制御する電流制御トランジスタを有しており、上記増
幅トランジスタおよび上記電流制御トランジスタを含み、並列に配置されている複数の単
位回路を備え、各単位回路の信号入力同士が接続されるとともに、各単位回路の信号出力
同士が接続されていても良い。

　これにより、電流制御トランジスタの制御によって、増幅トランジスタを流れる電流を
独立に制御することができる。例えば、ある単位回路の増幅トランジスタを流れる電流を
遮断すると、この単位回路の増幅トランジスタは入力信号の増幅に寄与しなくなる。従っ
て、増幅トランジスタの大きさを単位回路毎に制御することができる。

　また、この可変利得増幅器においては、各単位回路が、上記電流制御トランジスタの動
作制御電圧を複数の値に切り替える切替制御回路を有していることにより、増幅トランジ
スタの大きさと、単位回路における増幅トランジスタを流れる電流とを制御することがで
きる。従って、より精度の高い制御を行うことができる。

　また、この可変利得増幅器においては、各単位回路の上記切替制御回路に、共通する上
記動作制御電圧が入力されることにより、使用する動作制御電圧の数が少なくなる。従っ
て、増幅トランジスタを流れる電流量の制御を容易にすることができる。

　また、この可変利得増幅器においては、各単位回路毎に上記切替制御回路の出力を切り
替える切替制御信号に基づいて上記動作制御電圧を発生する電圧発生回路を備えているこ
とにより、切替制御信号の値に応じて、動作制御電圧の値を変化させて、増幅トランジス
タの大きさを変化させるとともに、増幅トランジスタに流れる電流量を制御することがで
きる。従って、より精度の高い制御を行うことができる。

　あるいは、上記動作制御電圧が、各単位回路に流れる電流を遮断するような値と、各単
位回路に電流を流すような値との２つの電圧であることにより、電流を遮断することで増
幅トランジスタの大きさが小さくなった場合、動作制御電圧を電流を遮断する電圧から遠
ざかるように制御すれば、流れる電流量を一定に保つことができる。従って、容易に電流
量を一定に制御することができる。

　また、この可変利得増幅器値においては、上記電圧発生回路が、電流が遮断された単位
回路の数に応じて他方の動作制御電圧を変化させ、残余の単位回路に流れる総電流量を制
御することにより、可変利得増幅器全体で各単位回路に流れる電流を制御することができ
る。従って、高精度に電流量を制御することができる。

　また、この可変利得増幅器においては、上記電圧発生回路が、上記総電流量を一定に制
御するように上記動作制御電圧を発生することにより、電流が流れる単位回路からなる可
変利得増幅器において、利得の減少分を確実にＩＩＰ３の増大分として作用させることが
できる。

　また、本発明の基本となる前記の可変利得増幅器においては、上記電流経路制御部が、
上記増幅トランジスタの大きさを変化させる一方、上記増幅トランジスタを流れる電流を



【０１２６】

【０１２７】

【０１２８】

【０１２９】

【０１３０】

【０１３１】

【０１３２】
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一定に制御することにより、増幅トランジスタの大きさに関わらず、流れる電流が一定値
に保たれるので、増幅トランジスタの大きさが小さくなって利得が低下したときに、ＩＩ
Ｐ３を増大させることができる。従って、より確実に利得とＩＩＰ３とを制御することが
できる。

　また、この可変利得増幅器においては、上記電流経路制御部が上記増幅トランジスタを
流れる電流を制御する電流制御トランジスタを有しており、上記増幅トランジスタおよび
上記電流制御トランジスタと、上記電流制御トランジスタとともにカレントミラーを構成
する補助電流制御トランジスタと、上記電流制御トランジスタおよび上記補助電流制御ト
ランジスタの動作制御電圧を複数の値に切り替える切替制御回路とを含み、並列に配置さ
れている単位回路であって、各単位回路の信号入力同士が接続されるとともに、各単位回
路の信号出力同士が接続される複数の単位回路と、上記補助電流制御トランジスタに一定
の電流を供給する電流源とを備えている構成であっても良い。

　これにより、カレントミラーを構成する電流制御トランジスタおよび補助電流制御トラ
ンジスタによって、電流源からの一定の電流が増幅トランジスタに流れる。それゆえ、増
幅トランジスタの大きさに関わらず、一定の電流を流すことができる回路を、電流制御ト
ランジスタと補助電流制御トランジスタとをＭＯＳトランジスタで簡素に構成することに
よって実現できる。従って、可変利得増幅器の低コスト化を図ることができる。

　また、単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、上記増幅トランジスタが
増幅トランジスタ差動対からなることにより、トランジスタ差動対から得られる信号が全
差動信号となり、電源電圧や接地電圧の変動に耐性の高い回路を構成することができる。
従って、より信頼性の高い可変利得増幅器を提供することができる。

　また、単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、各単位回路の出力が、負
荷インピーダンスを介して電源に接続されていることにより、出力電流が電圧に変換され
、電圧入力・電圧出力型の可変利得増幅器が実現できる。

　また、単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、各単位回路の出力がソー
スに接続されるトランジスタ差動対と、該トランジスタ差動対のそれぞれの出力を電源に
接続する負荷インピーダンスとを備え、上記トランジスタ差動対を構成するトランジスタ
のゲートに互いに１８０°位相のシフトした発振信号が入力されることにより、可変利得
制御機能を持つミキサ回路を実現できる。この結果、通常、カスケード接続させる増幅器
とミキサ回路とが、融合して構成される。従って、回路の線形性を劣化する電圧／電流変
換を行う部分が一箇所になり、回路の線形性を容易に向上させることができる。

　また、単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、各増幅トランジスタ差動
対の差動出力の一方がソースに接続される第１トランジスタ差動対および該差動出力の他
方がソースに接続される第２トランジスタ差動対であって、互いの差動出力が交差接続さ
れる第１および第２トランジスタ差動対と、該第１および第２トランジスタ差動対のそれ
ぞれの出力を電源に接続する負荷インピーダンスとを備え、上記第１および第２トランジ
スタ差動対を構成するトランジスタのゲートに互いに１８０°位相のシフトした発振信号
が入力されることにより、全差動型可変利得制御機能を持つミキサ回路を実現できる。こ
の結果、通常、カスケード接続させる増幅器とミキサ回路とが、融合して構成される。従
って、回路の線形性を劣化する電圧／電流変換を行う部分が一箇所になり、回路の線形性
を容易に向上させることができる。

　また、単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、各増幅トランジスタ差動
対の差動出力の一方がソースに接続される第１トランジスタ差動対および該差動出力の他



【０１３３】

【０１３４】

【０１３５】

【０１３６】

【０１３７】
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方がソースに接続される第２トランジスタ差動対であって、互いの差動出力が交差接続さ
れる第１および第２トランジスタ差動対と、各増幅トランジスタ差動対の差動出力の一方
がソースに接続される第３トランジスタ差動対および該差動出力の他方がソースに接続さ
れる第４トランジスタ差動対であって、互いの差動出力が交差接続される第３および第４
トランジスタ差動対と、該第１ないし４トランジスタ差動対のそれぞれの出力を電源に接
続する負荷インピーダンスとを備え、上記第１および第２トランジスタ差動対の差動入力
に１８０°位相のシフトした第１発振信号が入力される一方、第３および第４トランジス
タ差動対の差動入力に上記第１発振信号が９０°位相シフトした第２発振信号が入力され
る構成であっても良い。

　これにより、ある信号成分を第１および第２トランジスタ差動対の出力から取り出し、
その信号成分を９０°位相シフトした信号成分を第３および第４トランジスタ差動対の出
力から取り出す可変利得制御機能を持つミキサ回路を実現できる。この結果、通常、カス
ケード接続させる増幅器とミキサ回路とが、融合して構成される。従って、回路の線形性
を劣化する電圧／電流変換を行う部分が一箇所になり、回路の線形性を容易に向上させる
ことができる。

　また、単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては、第１トランジスタと、該
第１トランジスタと対になってカレントミラーを構成する第２トランジスタと、上記第１
および第２トランジスタの動作制御電圧を複数の値に切り替える切替回路とを含み、並列
に配置されている単位カレントミラー回路を複数備え、各単位カレントミラー回路の電流
入力同士が接続されるとともに、各カレントミラー回路の電流出力同士が接続される可変
インピーダンスカレントミラー回路を上記電流経路制御部の代わりに備えていても良い。

　これにより、可変インピーダンスカレントミラー回路が、増幅トランジスタの大きさが
小さい場合には、電流制御トランジスタの大きさを大きくするので、十分な電流を流すこ
とができる。それゆえ、補助電流制御トランジスタから電流制御トランジスタへコピーさ
れる電流が減少することはない。従って、電流制御トランジスタが線形領域動作に入るこ
とを回避して、電流制御トランジスタの動作域を拡大することができる。

　また、単位回路を備えた上記の各可変利得増幅器においては（ただし、上記補助電流制
御トランジスタに一定の電流を供給する電流源を備える可変利得増幅器を除く）、各単位
回路における上記電流制御トランジスタに一定の電流を供給する電流源を備えていること
により、電流制御トランジスタの遮断・導通がいかなる状態であっても (ただし、全てが
遮断されている場合は除く )、増幅トランジスタを流れる電流は電流源の電流値となる。
それゆえ、電流源の電流値を一定に保って、遮断する単位回路数を増加させると、増幅ト
ランジスタの大きさが小さくなって利得が低下したときに、ＩＩＰ３を増大させることが
できる。従って、利得とＩＩＰ３とを容易に制御することができる。

　また、上記切替制御信号を用いた上記の各可変利得制御装置においては、上記切替制御
信号が、上記電流制御トランジスタを導通および遮断させるための２値をとり、ｉ（０，
１，２，…，ｋ；ｋは０以上の整数）段階の順位が個々に付与された上記切替制御信号に
対応する上記単位回路の上記増幅トランジスタのチャネル幅をｗｉとし、上記切替制御信
号が上記動作制御電圧を上記電流制御トランジスタを導通させる動作制御電圧に切り替え
ていく上記単位回路をｉ＝０から１つずつ段階的に増加させていくときに、第ｉ段階の利
得を持つ増幅トランジスタのチャネル幅をＷｉとし、

Ｒ＝（Ｗｋ／Ｗ０）１ ／ ｋ

を満たす定数Ｒを設定すると、上記増幅トランジスタは、そのチャネル幅が、
ｗｉ＝Ｗ０×Ｒｉ －Ｗ０×Ｒ（ ｉ － １ ）

を満たすように形成されていても良い。



【０１３８】

【０１３９】
【発明の効果】
　以上のように、本発明の可変利得増幅器は、

ものである。
【０１４０】
　上記の構成では、電流経路制御部によって電流を一定に保った状態で、増幅トランジス
タの大きさ（Ｗ／Ｌ）が縮小または増大すると、線形性の指標であるＩＩＰ３が増大また
は減少し、利得が低下または上昇する。これにより、ＣＭＯＳ構成の可変利得増幅器にお
いて利得を低下させても、ＩＩＰ３が増大しないという不都合を解消することができる

また、従来、可変利得のために用いられていた前述の抵抗ラダーが不
要になるため、抵抗ラダーにおけるスイッチのオン抵抗を低下させるための大きいスイッ
チも不要になる
【０１４１】
　本発明の基本となる上記の可変利得増幅器は、上記電流経路制御部が上記増幅トランジ
スタを流れる電流を制御する電流制御トランジスタを有しており、上記増幅トランジスタ
および上記電流制御トランジスタを含み、並列に配置されている複数の単位回路をさらに
備え、各単位回路の信号入力同士が接続されるとともに、各単位回路の信号出力同士が接
続されてい
【０１４２】
　この構成では、電流制御トランジスタの制御によって、増幅トランジスタを流れる電流
を独立に制御することができる 例えば、ある単位回路の増幅トラン
ジスタを流れる電流を遮断すると、この単位回路の増幅トランジスタは入力信号の増幅に
寄与しなくなる
【０１４３】
　この可変利得増幅器においては、各単位回路が、上記電流制御トランジスタの動作制御
電圧を複数の値に切り替える切替制御回路を有してい このように構成することにより
、増幅トランジスタの大きさと、単位回路における増幅トランジスタを流れる電流とを制
御することができるという効果を奏する。
【０１４４】
　この可変利得増幅器においては、各単位回路の上記切替制御回路に、共通する上記動作
制御電圧が入力され このように構成することにより、使用する動作制御電圧の数が少
なくなると
【０１４５】
　 上記動作制御電圧が、各単位回路に流れる電流を遮断するような値と、各単位回
路に電流を流すような値との２つの電圧であ このような構成では、電流を遮断するこ
とにより増幅トランジスタの大きさが小さくなった場合、動作制御電圧を電流を遮断する
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　これにより、加算チャネル幅Ｗｉは、定数Ｒのべき乗に比例する。また、一方、導通し
た増幅トランジスタによって定まる利得は、加算チャネル幅Ｗｉのべき乗に比例する。そ
れゆえ、上記の利得は、デシベル表示（対数表示）でｉに線形に依存する。従って、広い
可変域を得ることができる。

入力信号を増幅する増幅トランジスタおよ
び該増幅トランジスタを流れる電流を制御する電流制御トランジスタを含み、並列に配置
されている複数の単位回路を備え、各単位回路の信号入力同士が接続されるとともに、各
単位回路の信号出力同士が接続されており、各単位回路が、上記電流制御トランジスタの
動作制御電圧を複数の値に切り替える切替制御回路を有しており、上記単位回路毎に上記
切替制御回路の出力を切り替える切替制御信号に基づいて上記動作制御電圧を発生する電
圧発生回路を備え、各単位回路の上記切替制御回路に、共通する上記動作制御電圧が入力
され、上記動作制御電圧が、各単位回路に流れる電流を遮断するような値と、各単位回路
に電流を流すような値との２つの電圧であり、上記電圧発生回路が、電流が遮断された単
位回路の数に応じて他方の動作制御電圧を変化させ、残余の単位回路に流れる総電流量を
制御する

と
いう効果を奏する。

という効果を奏する。

る。

という効果を奏する。

という効果を奏する。

る。

る。
いう効果を奏する。

また、
る。



電圧から遠ざかるように制御すれば、流れる電流量を一定に保つことができる

【０１４６】
　この可変利得増幅器においては、各単位回路毎に上記切替制御回路の出力を切り替える
切替制御信号に基づいて上記動作制御電圧を発生する電圧発生回路を備えてい このよ
うに構成することにより、切替制御信号の値に応じて、動作制御電圧の値を変化させて、
増幅トランジスタの大きさを変化させるとともに、増幅トランジスタに流れる電流量を制
御することができる
【０１４７】
　この可変利得増幅器値においては、上記電圧発生回路が、電流が遮断された単位回路の
数に応じて他方の動作制御電圧を変化させ、残余の単位回路に流れる総電流量を制御す

このように構成することにより、可変利得増幅器全体で各単位回路に流れる電流を制御
することができる
【０１４８】
　

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の各実施の形態に係る可変利得増幅器の基本原理となる構成を示すブロ
ック図である。
【図２】　本発明の実施の形態１に係る可変利得増幅器の構成を示す回路図である。
【図３】　（ａ）は本発明の実施の形態２に係る可変利得増幅器の構成を示す回路図であ
り、（ｂ）はこの可変利得増幅器における電流制御切替スイッチの構成を示す回路図であ
る。
【図４】　本発明の実施の形態２の変形例に係る可変利得増幅器の構成を示す回路図であ
る。
【図５】　本発明の実施の形態２の変形例に係る他の可変利得増幅器の構成を示す回路図
である。
【図６】　本発明の実施の形態２の変形例に係るさらに他の可変利得増幅器の構成を示す
回路図である。
【図７】　図６の可変利得増幅器の具体的構成を示す回路図である。
【図８】　本発明の実施の形態３に係る可変利得増幅器の構成を示す回路図である。
【図９】　（ａ）は図８の可変利得増幅器における単位回路数と利得およびＩＩＰ３との
関係を示すグラフであり、（ｂ）は図８の可変利得増幅器における利得とＩＩＰ３との関
係を示すグラフである。
【図１０】　本発明の実施の形態４に係る可変利得増幅器の構成を示す回路図である。
【図１１】　本発明の実施の形態５に係る可変利得増幅器の構成を示す回路図である。
【図１２】　図２の可変利得増幅器を全差動化した本発明の実施の形態６に係る可変利得
増幅器の構成を示す回路図である。
【図１３】　図３（ａ）の可変利得増幅器を全差動化した本発明の実施の形態６に係る可
変利得増幅器の構成を示す回路図である。
【図１４】　図４の可変利得増幅器を全差動化した本発明の実施の形態６に係る可変利得
増幅器の構成を示す回路図である。
【図１５】　図５の可変利得増幅器を全差動化した本発明の実施の形態６に係る可変利得
増幅器の構成を示す回路図である。
【図１６】　図６の可変利得増幅器を全差動化した本発明の実施の形態６に係る可変利得
増幅器の構成を示す回路図である。
【図１７】　図７の可変利得増幅器を全差動化した本発明の実施の形態６に係る可変利得
増幅器の構成を示す回路図である。
【図１８】　図８の可変利得増幅器を全差動化した本発明の実施の形態６に係る可変利得
増幅器の構成を示す回路図である。
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という効果
を奏する。

る。

という効果を奏する。

る
。

という効果を奏する。

以上より、利得の減少分をＩＩＰ３の増大分として作用させることができる実装面積の
小さい可変利得増幅器を実現することができるという効果を奏する。



【図１９】　図１０の可変利得増幅器を全差動化した本発明の実施の形態６に係る可変利
得増幅器の構成を示す回路図である。
【図２０】　本発明の実施の形態７に係る全差動型可変利得ミキサ回路の構成を示す回路
図である。
【図２１】　本発明の実施の形態８に係る全差動型可変利得ミキサ回路の構成を示す回路
図である。
【図２２】　（ａ）は本発明の実施の形態９に係る可変インピーダンスカレントミラー回
路の構成を示す回路図であり、（ｂ）は上記可変インピーダンスカレントミラー回路を含
む可変利得増幅器の構成を示す回路図である。
【図２３】　従来の可変利得増幅器の構成を示す回路図である。
【図２４】　図２３の可変利得増幅器における可変抵抗の構成を示す回路図である。
【図２５】　図２３の可変利得増幅器におけるバイアス電圧調整回路の構成を示す回路図
である。
【図２６】　図２の可変利得増幅器における各電流制御トランジスタに接続された共通の
電流源を備えた、本発明の実施の形態１０に係る可変利得増幅器の構成を示す回路図であ
る。
【符号の説明】
　１～３・６　　　単位回路
　４　　　　　　　可変インピーダンスカレントミラー回路
　５　　　　　　　単位カレントミラー回路
１１　　　　　　　信号入力トランジスタ（増幅トランジスタ）
１１ａ・１１ｂ　　信号入力トランジスタ（増幅トランジスタ差動対）
１２　　　　　　　電流制御トランジスタ（第１トランジスタ）
１３　　　　　　　電流制御切替スイッチ（切替制御回路、切替回路）
１４　　　　　　　電流制御トランジスタ（補助電流制限トランジスタ、第２ト　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　ランジスタ）
１７　　　　　　　トランジスタ差動対
１７ａ・１７ｂ　　トランジスタ
１８・１９　　　　負荷インピーダンス
２０　　　　　　　トランジスタ差動対（第１トランジスタ差動対）
２０ａ　　　　　　トランジスタ
２０ｂ　　　　　　トランジスタ
２１　　　　　　　トランジスタ差動対（第２トランジスタ差動対）
２１ａ　　　　　　トランジスタ
２１ｂ　　　　　　トランジスタ
２２　　　　　　　トランジスタ差動対（第３トランジスタ差動対）
２２ａ　　　　　　トランジスタ
２２ｂ　　　　　　トランジスタ
２３　　　　　　　トランジスタ差動対（第４トランジスタ差動対）
２３ａ　　　　　　トランジスタ
２３ｂ　　　　　　トランジスタ
２４・２５　　　　負荷インピーダンス
２６　　　　　　　電流源
３１　　　　　　　制御電圧発生回路（電圧発生回路）
Ｃ　　　　　　　　電流経路制御回路（電流経路制御部）
Ｑ　　　　　　　　増幅トランジスタ部（増幅トランジスタ）
Ｖ cnt1・Ｖ cnt2　　電流制御電圧（動作制御電圧）
Ｖ cc・Ｖ ss　　　　電源電圧
Ｖ L 0　　　　　　　発振信号
Ｖ L 0Ｉ　　　　　　第１発振信号
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Ｖ L 0Ｑ　　　　　　第２発振信号

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】
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