
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
高周波信号の通過を制御するスイッチＦＥＴを有し、当該スイッチＦＥＴがそのゲートに
印加されるスイッチ切替信号によりオン・オフ動作の切り替えがなされるよう構成されて
なるスイッチ半導体集積回路であって、
前記スイッチ切替信号を外部から印加される制御信号に応じて生成するインバータ回路を
用いてなる論理制御部が設けられ、
当該インバータ回路は、電源に接続された抵抗負荷が接続されてなる接合型ＦＥＴを用い
てなり、
前記スイッチＦＥＴのゲートはゲート抵抗器を介して前記インバータ回路の出力端に接続
され、当該出力端には高周波信号の一部をカップリングするカップリングコンデンサが接
続されて、
前記接合型ＦＥＴのゲート・ドレイン間に当該接合型ＦＥＴがオフ状態の際に生ずる等価
的なダイオードにより前記カップリングされた高周波信号が整流されて、前記スイッチＦ
ＥＴのゲートに印加される直流電圧に重畳されるよう構成されてなることを特徴とするス
イッチ半導体集積回路。
【請求項２】
前記インバータ回路の出力端とグランドとの間に補助コンデンサが設けられ、当該補助コ
ンデンサと前記カップリングコンデンサとの容量比により、前記直流電圧に重畳される高
周波信号の整流電圧の大きさを調整可能にしてなることを特徴とする請求項１記載のスイ
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ッチ半導体集積回路。
【請求項３】
高周波信号の通過を制御するスイッチＦＥＴを有し、当該スイッチＦＥＴがそのゲートに
印加されるスイッチ切替信号によりオン・オフ動作の切り替えがなされるよう構成されて
なるスイッチ半導体集積回路であって、
前記スイッチ切替信号が印加される信号端子と前記スイッチＦＥＴのゲートとの間に、２
つの抵抗器が直列接続され、
前記２つの抵抗器の相互の接続点には、前記高周波信号の一部をカップリングするカップ
リングコンデンサが接続される一方、当該接続点とグランドとの間にダイオードが、当該
ダイオードのカソードが前記接続点に、アノードがグランドに、それぞれ接続されて設け
られ、
前記ダイオードにより前記カップリングされた高周波信号が整流されて、前記スイッチＦ
ＥＴのゲートに印加される直流電圧に重畳されるよう構成されてなることを特徴とするス
イッチ半導体集積回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高周波信号の切り替えを行うスイッチ半導体回路に係り、特に、動作特性の改
善を図ったものに関する。
【０００２】
【従来の技術】
高周波信号を扱う携帯電話機や移動体無線通信装置などにおいては、高周波信号の切替を
行うためにＧ aＡ s化合物半導体による電界効果トランジスタであるＭＥＳ　ＦＥＴ (Metal
 Semiconductor Field Effect Transistor)やＨＥＭＴ (High Electron Mobility Transis
tor)等を用いたスイッチ半導体集積回路が用いられている。
このような移動体無線の携帯端末機器は電池で駆動されるものとなっているため、特に低
電圧で高周波信号を切り替えることが可能であるスイッチ半導体集積回路が必要とされて
いる。このようなスイッチ半導体集積回路としては、例えば、インバータ回路が設けられ
、１つの制御信号によってスイッチの切り替えが行われるよう構成されてなるＳＰＤＴ (S
ingle Pole Dual Throw)スイッチ回路が公知・周知となっている（例えば、特許文献１参
照）。
図７には、かかる従来のＳＰＤＴスイッチ回路の一例が示されており、以下、同図を参照
しつつこの従来回路について説明することとする。
【０００３】
図７において、Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３は、信号端子であり、Ｑ１，Ｑ２，Ｑ３，Ｑ４，Ｑ５は
ＦＥＴ、Ｓ１は制御バイアス印加端子、Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４，Ｒ５，Ｒ６は抵抗器、
Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３は直流電流遮断のためのコンデンサ、Ｖ１は駆動電圧を供給する電源で
ある。
この図７の回路例におけるインバータ回路は、一般的に良く知られているＤＣＦＬ (Direc
t Coupling FET Logic)であり、インバータ回路を構成するＱ３，Ｑ４，Ｑ５には、エン
ハンスメントタイプのＦＥＴが用いられ、また、スイッチ用のＱ１，Ｑ２は、オン状態に
なる際の通過損失低減のために通常はディプレッションタイプのＦＥＴが用いられる。
かかる構成において、例えば、制御バイアス印加端子Ｓ１にＨｉｇｈレベルの電圧を印加
した場合に、ＦＥＴＱ３がオン状態になり、スイッチＦＥＴＱ１のゲートはＧＮＤ電位に
設定される。また、制御バイアス印加端子Ｓ１に接続されているもう一つのＦＥＴＱ４も
オン状態になるため、ＦＥＴＱ５のゲートもＧＮＤ電位に設定されることとなる。その結
果、エンハンスメントタイプのＦＥＴＱ５はオフ状態となり、スイッチＦＥＴＱ２のゲー
トには、負荷抵抗器Ｒ６を介して電源Ｖ１から電源電圧Ｖ ddが印加されることとなる。ま
た、スイッチＦＥＴＱ１，Ｑ２のドレイン、ソースは、抵抗器Ｒ３を介して電源電圧Ｖ dd
に設定される。
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【０００４】
このような電圧がスイッチ回路に供給されることにより、スイッチＦＥＴＱ２のゲート・
トレイン間及びゲート・ソース間は同電位となり、スイッチＦＥＴＱ２のドレイン・ソー
ス間は、導通状態となる。一方、スイッチＦＥＴＱ１のゲート・ドレイン間及びゲート・
ソース間には電源電圧Ｖ ddがショットキー接合における逆方向に印加される状態となり、
スイッチＦＥＴＱ１のドレイン・ソース間は遮断状態となる。その結果、信号端子Ｐ１と
信号端子Ｐ３は電気的に接続されて高周波信号を通すことが可能となる一方、信号端子Ｐ
１と信号端子Ｐ２間は電気的に分離された状態となる。
【０００５】
一方、制御バイアス印加端子Ｓ１にＬｏｗレベルの電圧を印加した場合には、スイッチＦ
ＥＴＱ１のゲート電位はＶ ddに設定され、スイッチＦＥＴＱ２のゲート電位はＧＮＤ電位
に設定されるため、上述した制御バイアス印加端子Ｓ１にＨｉｇｈレベルの電圧が印加さ
れた場合とは逆に、信号端子Ｐ１と信号端子Ｐ２間が電気的に接続されて高周波信号を通
すことが可能となる一方、信号端子Ｐ１と信号端子Ｐ３は電気的に分離されることとなる
。
このようなスイッチ半導体集積回路において、通常は、オフ状態のＦＥＴによってスイッ
チ半導体集積回路が扱うことのできる最大電力が決定されることとなる。例えば、高周波
信号の最大電力Ｐ maxは一般に下記する式によって与えられることが公知・周知となって
いる（例えば、非特許文献１参照）。
【０００６】
Ｐ max＝２｛ｎ（Ｖ bias－Ｖ p）｝２ ／Ｚ 0

【０００７】
ここで、ｎは直列に接続されたスイッチＦＥＴの数、Ｖ pはスイッチＦＥＴのピンチオフ
電圧、Ｖ biasはオフ状態のスッチＦＥＴのゲート端子に印加されるバイアス電圧、Ｚ 0は
系の特性インピーダンスである。この式によれば、スッチ半導体集積回路において、最大
電力Ｐ maxを増加させるには、直列に接続されるスイッチＦＥＴの数を増やすか、または
、スイッチＦＥＴのピンチオフ電圧を浅くするか、さらには、バイアス電圧を高くすれば
良いことが理解できる。
【０００８】
【特許文献１】
特開２００２－１６４７７２号公報（第４頁、図１）
【非特許文献１】
相川正義、他４名、「モノリシックマイクロ波集積回路 (ＭＭＩＣ )」、社団法人電子情報
通信学会、平成９年１月２５日
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、携帯端末機器に使用される上述のような従来のスイッチ半導体集積回路に
おいては、スイッチＦＥＴの数を増加させることは、いわゆるチップ面積の増加を招き、
コスト高となるという問題がある。また、スイッチＦＥＴのピンチオフ電圧を浅くすると
、スイッチＦＥＴのオン抵抗の増加を招き、スイッチＦＥＴをオン状態にしたときに最も
重要な特性の一つである通過損失が悪化してしまうという問題がある。さらに、スイッチ
ＦＥＴのバイアス電圧は、携帯端末機器に用いられるスイッチ半導体集積回路においては
、既に述べたように低電圧駆動の要求があり、単純に高くすることはできないという問題
がある。
そこで、例えば、ＦＥＴのバイアス電圧を増加させる手段としては、特開平１１－１１２
３１４号公報に開示されたような技術が提案されている。すなわち、この方法は、ダイオ
ードと抵抗器とコンデンサとから構成された直流電圧生成回路を用いて高周波信号から直
流電圧を生成し、高周波信号のスイッチングタイミングに基づいて、駆動電圧と直流電圧
のいずれか高い方からスイッチ制御電圧を生成してバイアス電圧を上昇させるようにした
ものである。
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しかしながら、この手法では、回路構成が複雑なため、部品点数の増加によるチップ面積
の増加や高価格化を招くという問題がある。
【００１０】
本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、低電圧駆動で、しかも、従来に比してより
大電力の高周波信号の切り替えを行うことができるスイッチ半導体集積回路を提供するも
のである。
本発明の他の目的は、高周波特性や歪み特性の改善を図ることのできるスイッチ半導体集
積回路を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記本発明の目的を達成するため、本発明に係るスイッチ半導体集積回路は、高周波信号
の通過を制御するスイッチＦＥＴを有し、当該スイッチＦＥＴがそのゲートに印加される
スイッチ切替信号によりオン・オフ動作の切り替えがなされるよう構成されてなるスイッ
チ半導体集積回路であって、
前記スイッチ切替信号を外部から印加される制御信号に応じて生成するインバータ回路を
用いてなる論理制御部が設けられ、
当該インバータ回路は、電源に接続された抵抗負荷が接続されてなる接合型ＦＥＴを用い
てなり、
前記スイッチＦＥＴのゲートはゲート抵抗器を介して前記インバータ回路の出力端に接続
され、当該出力端には高周波信号の一部をカップリングするカップリングコンデンサが接
続されて、
前記接合型ＦＥＴのゲート・ドレイン間の等価的なダイオードにより前記カップリングさ
れた高周波信号が整流されて、前記スイッチＦＥＴのゲートに印加される直流電圧に重畳
されるよう構成されてなるものである。
【００１２】
かかる構成においては、インバータ回路の接合型ＦＥＴがオフ状態となることで、スッチ
ＦＥＴがオン状態とされ、その際、オフ状態にある接合型ＦＥＴのゲート・ドレイン間に
等価的に存在するダイオードにより、カップリングコンデンサによってカップリングされ
た高周波信号の一部が整流されて、スイッチＦＥＴのゲートに印加される直流電圧に重畳
されることとなり、低駆動電圧でありながら従来に比してより大電力の高周波信号の切り
替えが可能となるものである。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図１乃至図６を参照しつつ説明する。
なお、以下に説明する部材、配置等は本発明を限定するものではなく、本発明の趣旨の範
囲内で種々改変することができるものである。
最初に、本発明の実施の形態における第１の回路構成例について、図１を参照しつつ説明
する。
この第１の回路構成例におけるスイッチ半導体集積回路ＳＣ１は、スイッチ部１０１と論
理制御部１０２とに大別されて構成されたものとなっている。
スイッチ部１０１は、第１及び第２のスイッチＦＥＴ（図１においては、それぞれ「Ｑ１
」、「Ｑ２」と表記）１，２を用いてなり、後述するように論理制御部１０２からのスイ
ッチ切替電圧によって第１及び第２のスイッチＦＥＴ１，２の動作が切り替えられて第１
乃至第３の信号端子（図１においては、それぞれ「Ｐ１」，「Ｐ２」，「Ｐ３」と表記）
４１，４２，４３相互間の接続状態を変えるようになっているものである（詳細は後述）
。
論理制御部１０２は、制御信号入力端子（図１においては「Ｓ１」と表記）４５に外部か
ら印加される制御信号に応じて、スイッチ部１０１の第１及び第２のスイッチＦＥＴ１，
２の動作を制御するためのスイッチ制御信号を出力するようになっているものである（詳
細は後述）。

10

20

30

40

50

(4) JP 3902111 B2 2007.4.4



【００１４】
以下、具体的な回路構成について説明することとする。
まず、スイッチ部１０１は、第１及び第２のスイッチＦＥＴ１，２を主た構成要素として
なるもので、本発明の実施の形態においては、共にディプレッションタイプ電界効果トラ
ンジスタが用いられている。
第１のスイッチＦＥＴ１のドレイン（又はソース）は、第１のコンデンサ（図１において
は「Ｃ１」と表記）１１を介して第２の信号端子４２に接続される一方、ソース（又はド
レイン）は、第２のスイッチＦＥＴ２のドレイン（又はソース）と共に第３のコンデンサ
（図１においては「Ｃ３」と表記）１３を介して第１の信号端子４１に接続されている。
また、第１のスイッチＦＥＴ１のソース（又はドレイン）と第２のスイッチＦＥＴ２のド
レイン（又はソース）は、共に第３の抵抗器（図１においては「Ｒ３」と表記）２３を介
して電源（図１においては「Ｖ１」と表記）５１に接続されたものとなっている。
そして、第２のスイッチＦＥＴ２のソース（又はドレイン）は、第２のコンデンサ（図１
においては「Ｃ２」と表記）１２を介して第３の信号端子４３に接続されたものとなって
いる。
【００１５】
また、第１のスイッチＦＥＴ１のゲートは、第１の抵抗器（図１においては「Ｒ１」と表
記）２１を介して後述する論理制御部１０２の一つの構成要素である第３のＦＥＴ（図１
においては「Ｑ３」と表記）３のドレイン（又はソース）に接続されたものとなっている
一方、第２のスイッチＦＥＴ２のゲートは、第２の抵抗器（図１においては「Ｒ３」と表
記）２２を介して同じく後述する論理制御部１０２の一つの構成要素である第５のＦＥＴ
（図１においては「Ｑ５」と表記）５のドレイン（又はソース）に接続されたものとなっ
ている。
さらに、第１のスイッチＦＥＴ１のドレインは、第４のコンデンサ（図１においては「Ｃ
４」と表記）１４を介して第３のＦＥＴ３のドレインに、また、第２のスイッチＦＥＴ２
は、第５のコンデンサ（図１においては「Ｃ５」と表記）１５を介して第５のＦＥＴ５の
ドレインに、それぞれ接続されたものとなっている。
【００１６】
一方、論理制御部１０２は、第３乃至第５のＦＥＴ３～５を主たる構成要素としてなるも
ので、本発明の実施の形態においては、エンハンスメントタイプ電界効果トランジスタが
用いられ、それぞれ抵抗負荷インバータ回路を構成するものとなっている。
具体的には、まず、制御信号入力端子４５に第３及び第４のＦＥＴ３，４のゲートが接続
されたものとなっている。そして、第３及び第４のＦＥＴ３，４のソース（又はドレイン
）は共にグランドに接続される一方、第３のＦＥＴ３のドレイン（又はソース）、換言す
れば、インバータ回路の出力端は、第４の抵抗器（図１においては「Ｒ４」と表記）２４
を介して電源５１に接続されたものとなっている。さらに、第４のＦＥＴ（図１において
は「Ｑ４」と表記）４のドレイン（又はソース）は、第５の抵抗器（図１においては「Ｒ
５」と表記）２５を介して電源５１に接続されたものとなっている。
【００１７】
また、第５のＦＥＴ５のゲートは、第４のＦＥＴ４のドレイン（又はソース）に接続され
たものとなっている。そして、第５のＦＥＴ５のドレイン（又はソース）、換言すれば、
インバータ回路の出力端は、第６の抵抗器（図１においては「Ｒ６」と表記）２６を介し
て電源５１に接続される一方、ソース（又はドレイン）はグランドに接続されたものとな
っている。
なお、本発明の実施の形態においては、上述のような構成において、第３のＦＥＴ３のド
レインから第１の抵抗器２１と第４のコンデンサ１４の接続点に至るライン及び第５のＦ
ＥＴ５のドレインから第２の抵抗器２と第５のコンデンサ１５の接続点に至るラインを、
便宜的に共に「スイッチ切替信号ライン」と称することとする。
【００１８】
次に、上記構成における動作について説明する。
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最初に、制御信号入力端子４５に論理値Ｈｉｇｈに対応するレベルの電圧を印加した場合
の動作について説明すれば、この場合、この電圧印加により、第３及び第４のＦＥＴ３，
４がオン状態（導通状態）となる。
第３のＦＥＴ３がオンとなることにより、第１のスイッチＦＥＴ１のゲートは、ほぼグラ
ンド電位となり、そのため、第１のスイッチＦＥＴ１はオフ状態（非導通状態）となる。
一方、第４のＦＥＴ４のオン状態により第５のＦＥＴ５は、オフ状態（非導通状態）とな
るために、第２のスイッチＦＥＴ２のゲートには、第６の抵抗器２６及び第２の抵抗器２
２を介してほぼ電源電圧Ｖ ddが印加されることとなり、そのため、第２のスイッチＦＥＴ
２はオン状態となる。
【００１９】
その結果、第１の信号端子４１と第３の信号端子４３との間で高周波信号の通過が可能と
なる一方、第１の信号端子４１と第２の信号端子４２との間は第１のスイッチＦＥＴ１の
オフ状態により高周波信号の通過は遮断されることとなる。なお、第１の信号端子４１又
は第３の信号端子４３に印加された高周波信号の一部は、カップリング用である第５のコ
ンデンサ１５を介してスイッチ切替信号ラインへ漏洩することとなる。
ここで、インバータの負荷抵抗である第４乃至第６の抵抗器２４～２６は、通常、消費電
流低減のために１０ＫΩ～数１０ＫΩの抵抗値が選択されるため、スイッチ切替信号ライ
ンのインピーダンスは高くなり、そのため、第５のコンデンサ１５を介してスイッチ切替
信号ラインへ漏洩してきた高周波信号は、直流電圧である電源電圧Ｖ ddに重畳されること
となる。
【００２０】
そして、第５のＦＥＴ５は、接合型のゲート構造であるために、そのゲート・ドレイン間
は、第５のコンデンサ１５を介して漏洩してきた高周波信号により等価的に逆バイアス状
態とされたダイオードが存在すると等価な状態となる。そのため、高周波信号が正の周期
の場合には、上述の仮想ダイオードの逆方向耐圧が保たれる範囲でスイッチ切替信号ライ
ンの電圧は上昇してゆくこととなる。
一方、高周波信号の負の周期においては、電源電圧Ｖ ddとこの電源電圧Ｖ ddに重畳される
高周波信号の和の電圧値が仮想ダイオードのビルトイン電圧Ｖ biを超えると、ダイオード
はオン状態、すなわち、第５のＦＥＴ５のゲート・ドレイン間は導通状態となる。そして
、第５のＦＥＴ５のゲートに接続されている第４のＦＥＴ４はオン状態にあるため、第５
のＦＥＴ５のゲートはグランド電位にほぼ等しくなり、スイッチ切替信号ラインの電圧は
－Ｖ biに固定されることとなる。その結果、オン状態にある第２のスイッチＦＥＴ２のゲ
ートが接続されるスイッチ切替信号ラインには、図４に示されるような整流電圧波形が現
れることとなる。この整流電圧の直流電圧成分は、当然に図４からも理解できるように、
電源電圧Ｖ ddよりも高い状態となる。したがって、オン状態にあるスイッチＦＥＴ、すな
わち、この場合には、第２のスイッチＦＥＴ２のゲートには、電源電圧Ｖ ddよりも高い直
流電圧が印加されることとなる。
【００２１】
このため、オン状態の第２のスイッチＦＥＴ２のゲート電圧がドレイン・ソース電位であ
るＶ ddよりも高くなり、このＶ ddとの電位差が、オン状態のスイッチＦＥＴのゲート・ド
レイン間及びゲート・ソース間にそれぞれ等価的に存在するダイオードのビルトイン電圧
Ｖ biを越えた場合にはその等価的なダイオードがオン状態となる。したがって、オン状態
の第２のスイッチＦＥＴ２のゲートに印加される電圧からビルトイン電圧Ｖ biを差し引い
た電圧が第２のスイッチＦＥＴ２のドレイン及びソースに現れることとなる。
一方、この時、オフ状態にある第１のスイッチＦＥＴ１のドレイン電圧、ソース電圧は、
オン状態にある第２のスイッチＦＥＴ２と同電位となるために、オフ状態の第１のスイッ
チＦＥＴ１のドレイン電圧、ソース電圧も電源電圧Ｖ ddから上昇することとなる。
【００２２】
また、オフ状態にある第１のスイッチＦＥＴ１のゲート電圧は、先に述べたようにグラン
ド電位に固定されている。そのため、オフ状態にある第１のスイッチＦＥＴ１のゲート・
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ドレイン間、ゲート・ソース間に印加される逆方向のバイアス電圧は、通常は電源電圧Ｖ
ddであるが、本発明の実施の形態におけるスイッチ半導体集積回路の場合、上述したよう
な動作故にＶ ddよりも高いバイアス電圧を印加することが可能となる。その結果、オフ状
態にあるＦＥＴ、すなわち、この場合、第１のスイッチＦＥＴ１が扱うことのできる最大
電力が増加し、スイッチ半導体集積回路全体として、より大信号の切り替えが可能となる
ものである。
これは、入力電力が大きいほど顕著になり、電源電圧を増加させることなく大信号入力時
には電源電圧を上昇させたと等価な状態となるため、低電圧駆動においても大電力の高周
波信号を切り替えることが可能なスイッチ半導体集積回路が提供されることとなるもので
ある。
【００２３】
図５には、本発明に係るスイッチ半導体集積回路におけるオフ状態のスイッチＦＥＴのド
レイン、ソース端子電圧の測定例が示されており、以下、同図について説明すれば、まず
、同図において横軸は入力電力を、縦軸はドレイン（又はソース）端子電圧を、それぞれ
表すものとなっている。
まず、従来回路においては、入力電力の変化に関わらずドレイン端子電圧はＶ ddで一定で
ある。一方、本発明に係るスイッチ半導体集積回路においては、入力電力が小さい範囲に
おいては、ドレイン端子に現れる電圧は、電源電圧Ｖ ddであるが、入力電力がさらに増加
してゆくと大凡３０ dＢ m付近からドレイン端子に現れる直流電圧は上昇し始め、更に入力
電力を増加させてゆくと、入力電力の増加に従いドレイン端子電圧も上昇してゆくように
なることが図５から確認できるものとなっている。
【００２４】
次に、図６には、本発明に係るスイッチ半導体集積回路における入力電力に対する通過損
失の測定例が示されており、以下、同図について説明すれば、まず、同図において横軸は
入力電力を、縦軸は通過損失を、それぞれ表すものとなっている。また、図６において、
点線は従来回路の測定例を、実線は本発明に係るスイッチ半導体集積回路の測定例を、そ
れぞれ表している。
なお、従来回路は、図１の構成例における第４及び第５のコンデンサ１４，１５に相当す
るコンデンサが無いことを除けば、使用されているＦＥＴの接続数、ＦＥＴのピンチオフ
電圧、電源電圧は同一条件のものである。
この測定例によれば、従来回路の場合、入力電力が大凡３３ dＢ m付近から通過損失の劣化
が始まり、以後、入力電力の増加に伴い指数関数的に通過損失が増大してゆくものとなっ
ていることが確認できる（図６の点線の特性線参照）。
これに対して、本発明に係るスイッチ半導体集積回路の場合、従来回路と同一の動作電圧
にも関わらず入力電力が増加しても通過損失の劣化は生じないことが確認できるものとな
っている（図６の実線の特性線参照）。
【００２５】
このように、本発明に係るスイッチ半導体集積回路の場合、電源電圧を大きくすることな
く動作特性の中の重要な一つである電力切り替え能力の大幅な改善が可能なものとなって
いる。また、図１に示された第４及び第５のコンデンサ１４，１５に相当する高周波信号
をカップリングさせるに用いられるコンデンサは、通常、１ pＦ以下の微少容量で十分で
あるため、集積回路の規模やチップサイズを大きくすること無しに上述したような動作特
性を得ることができるものである。
なお、ゲート電圧の上昇が始まる入力電力は、高周波信号ラインとカップリングさせるた
めの第４及び第５のコンデンサ１４，１５の値により調整することが可能である。さらに
、図１に示された構成例においては、第４のコンデンサ１４の一端は、第２の信号端子４
２側に、第５のコンデンサ１５の一端は、第３の信号端子４３側に、それぞれ接続された
ものとなっているが、第１の信号端子４１側に接続しても同様の機能、動作を得ることが
できる。
【００２６】
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次に、第２の構成例について、図２を参照しつつ説明する。なお、図１に示された構成例
と同一の構成要素については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略し、以下、異な
る点を中心に説明する。
この第２の構成例におけるスイッチ半導体集積回路ＳＣ２は、論理制御部１０２Ａにおい
て、第１の構成例に示された構成に加えて、さらに、第６及び第７のコンデンサ１６，１
７が増設された構成を有するものとなっている。
すなわち、補助コンデンサとしての第６のコンデンサ（図２においては「Ｃ６」と表記）
１６は、第３のＦＥＴ３のドレイン（又はソース）とグランド間に接続されて設けられた
ものとなっている一方、補助コンデンサとしての第７のコンデンサ（図２においては「Ｃ
７」と表記）１７は、第５のＦＥＴ５のドレイン（又はソース）とグランド間に接続され
て設けられたものとなっている。
【００２７】
かかる構成においては、第６及び第７のコンデンサ１６，１７により、スイッチ切替信号
ラインに生ずる不必要な高周波信号の除去がなされると共に、このスッチ半導体集積回路
ＳＣ２に入力された高周波信号をカップリングさせるための第４及び第５のコンデンサ１
４，１５と、第６及び第７のコンデンサ１６，１７との容量比を適宜設定することによっ
て、スイッチ切替信号ラインに重畳させる高周波信号電圧成分の大きさを設定することが
可能なものとなっている。
上述のいずれの構成例においても、インバータ回路を有する構成のものを例に示したが、
スイッチＦＥＴ（上述の構成例においては、第１及び第２のスイッチＦＥＴ１，２に相当
するもの）のゲート接続されているスイッチ切替信号ラインが高インピーダンスである場
合には、インバータ回路を有する構成以外であっても本発明の原理を適用することが可能
であり、同様な効果を得ることができるものである。
【００２８】
次に、第３の構成例について、図３を参照しつつ説明する。なお、図１に示された構成例
と同一の構成要素については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略し、以下、異な
る点を中心に説明する。
この第３の構成例におけるスイッチ半導体集積回路ＳＣ３は、第１及び第２の構成例と異
なり、インバータ回路による論理制御部を有しない構成の例である。すなわち、スイッチ
部１０１の第１及び第２のスイッチＦＥＴ１，２のゲートへのスイッチ切替信号の供給の
ための回路構成が図１に示された構成例と異なる点を除けば、図１に示された構成例と基
本的に同一である。
具体的には、まず、第１の抵抗器２１と第４のコンデンサＣ４との接続点と第１の制御信
号入力端子４５との間には、第７の抵抗器（図３においては「Ｒ７」と表記）２７が接続
されたものとなっており、外部の論理回路（図示せず）からの第１の制御信号入力端子４
５に印加されるスイッチ切替信号が第７の抵抗器２７及び第１の抵抗器２１を介して第１
のスイッチＦＥＴ１のゲートへ印加されるようになっている。また、第１の抵抗器２１と
第４のコンデンサ１４の接続点とグランドとの間には、第１のダイオード（図３において
は「Ｄ１」と表記）３１が、そのアノードがグランドに、カソードが第１の抵抗器２１と
第４のコンデンサ１４の接続点に、それぞれ接続されるようにして設けられたものとなっ
ている。なお、第７の抵抗器２７は、１０ＫΩ～数１０ＫΩ程度のものが好適である。
【００２９】
一方、第２の抵抗器２２と第５のコンデンサ１５の接続点と第２の制御信号入力端子４６
との間には、第８の抵抗器（図３においては「Ｒ８」と表記）２８が接続されたものとな
っており、外部の論理回路からの第２の制御信号入力端子４６に印加されるスイッチ切替
信号が第８の抵抗器２８及び第２の抵抗器２２を介して第２のスイッチＦＥＴ２のゲート
へ印加されるようになっている。また、第２の抵抗器２２と第５のコンデンサ１５の接続
点とグランドとの間には、第２のダイオード（図３においては「Ｄ２」と表記）３２が、
そのアノードがグランドに、カソードが第２の抵抗器２２と第５のコンデンサ１５の接続
点に、それぞれ接続されるようにして設けられたものとなっている。なお、第８の抵抗器
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２８は、１０ＫΩ～数１０ＫΩ程度のものが好適である。
さらに、第３の抵抗器２３の一端は、図１の構成例と同様に第１のスイッチＦＥＴ１のソ
ース（又はドレイン）と第２のスイッチＦＥＴ２のドレイン（又はソース）の接続点に接
続される一方、他端は、電源５１に接続されたものとなっている。
【００３０】
かかる構成においては、第１の制御信号入力端子４５と第２の制御信号入力端子４６には
、外部の図示されない論理回路から、それぞれ逆の論理信号が印加されることとなる。
すなわち、例えば、第１の制御信号入力端子４５に電源５１から供給される電源電圧Ｖ dd
と同電位を印加し、第２の制御信号入力端子４６をグランド電位とした場合、第１のスイ
ッチＦＥＴ１は、ゲート・ドレイン間、ゲート・ソース間が同電位となり、そのため、オ
ン状態となって、高周波信号をドレイン・ソース間に通過させることが可能となる。一方
、第２のスイッチＦＥＴ２は、ドレイン・ソース間の電位はＶ ddであるが、ゲートはグラ
ンド電位であるためオフ状態となる。
この状態において、第１の信号端子４１又は第２の信号端子４２から高周波信号を入力し
た場合、カップリング用の第４のコンデンサ１４によって高周波信号の一部が第１の抵抗
器２１と第７の抵抗器２７の間（接続点）へ漏れる。第７の抵抗器２７は高抵抗であるた
め、漏れてきた高周波信号の一部と第１の制御信号入力端子４５を介して外部から印加さ
れたスイッチ切替信号としての直流電圧は互いに重畳されることとなるが、高周波信号の
負の周期の部分は、第１のダイオード３１によりダイオードのビルトイン電圧－Ｖ biに固
定されることとなる。その結果、図１の構成例を参照しつつ説明したと同様な原理により
、このスイッチ半導体集積回路ＳＣ２に大信号を印加した際には、オフ状態のスイッチＦ
ＥＴ（第１又は第２のスイッチＦＥＴ１，２）の切り替え電圧を上昇させることができ、
低駆動電圧で大信号の切り替えが可能となるものである。
【００３１】
本発明の実施の形態においては、ＳＰＤＴ (Single Pole Dual Throw)スイッチを例に採り
説明したが、ＤＰＤＴ (Dual Pole Dual Throw)スイッチなどのスイッチ回路内にオン状態
のスイッチＦＥＴとオフ状態のスイッチＦＥＴがあるような一般的なスイッチ半導体集積
回路においても同様に本発明を適用することができるものである。
【００３２】
【発明の効果】
以上、述べたように、本発明によれば、入力された高周波信号の一部を整流して、オン状
態となる高周波信号通過用のスイッチＦＥＴのゲート電圧に重畳できるような構成とする
ことにより、駆動電圧を大きくすること無く、従来に比してより大電力の高周波信号の切
り替えができるという効果を奏するものである。
また、従来に比してより大きな電力の高周波信号の切り替えが可能となるため、高周波特
性や歪み特性が改善されたスイッチ半導体集積回路を提供することができるという効果を
奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態におけるスイッチ半導体集積回路の第１の回路構成例を示す
回路図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるスイッチ半導体集積回路の第２の回路構成例を示す
回路図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるスイッチ半導体集積回路の第３の回路構成例を示す
回路図である。
【図４】本発明の実施の形態におけるスイッチ半導体集積回路のオン状態にあるスイッチ
ＦＥＴのゲート電圧の変化を示す特性線図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるスイッチ半導体集積回路のオフ状態にあるスイッチ
ＦＥＴの入力電力の変化に対するドレイン電圧の変化を示す特性線図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるスイッチ半導体集積回路及び従来回路の入力電力に
対する通過損失の変化を示す特性線図である。
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【図７】従来回路の一回路構成例を示す回路図である。
【符号の説明】
１…第１のスイッチＦＥＴ
２…第２のスイッチＦＥＴ
３…第３のＦＥＴ
４…第４のＦＥＴ
５…第５のＦＥＴ
１４…第４のコンデンサ（カップリングコンデンサ）
１５…第５のコンデンサ（カップリングコンデンサ）
１６…第６のコンデンサ（補助コンデンサ）
１７…第７のコンデンサ（補助コンデンサ）
４１…第１の信号端子
４２…第２の信号端子
４３…第３の信号端子
４５…第１の切替制御信号端子
４６…第２の切替制御信号端子

10
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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