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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の入力端子と、
　出力端子と、
　一方端がそれぞれ前記入力端子に接続され、他方端が共通出力とされた複数の並列接続
された第１インピーダンス回路と、
　一方端が電源に接続された第２インピーダンス回路と、
　ドレイン端子が前記第２インピーダンス回路の他方端に接続されたトランジスタ回路と
、
　一方端が前記トランジスタ回路のソース端子に接続され、他方端が、略一定の電流が流
れるように設定された回路に接続された第３インピーダンス回路と、
　を含み、
　前記複数の第１インピーダンス回路の共通出力点は、前記トランジスタ回路の前記ソー
ス端子と、前記第３インピーダンス回路の前記一方端と、の間の線路上の第１接続点と直
接又は間接に接続され、
　前記出力端子は、前記第２インピーダンス回路の前記他方端と、前記トランジスタ回路
の前記ドレイン端子と、の間の線路上の第２接続点と直接又は間接に接続され、
　前記複数の第１インピーダンス回路の前記共通出力点からそれぞれの前記入力端子側を
みたインピーダンスは、前記複数の第１インピーダンス回路の前記共通出力点からそれぞ
れの前記入力端子側に流れる高周波電流が略零となるように設定され、
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　前記第１接続点から前記入力端子側をみたインピーダンスは、前記第１接続点から前記
入力端子側に流れる高周波電流が略零となるように設定され、
　前記第１接続点から前記略一定の電流が流れるように設定された回路側をみたインピー
ダンスは、前記第１接続点から前記略一定の電流が流れるように設定された回路側に流れ
る高周波電流が略零となるように設定され、
　前記第２接続点から前記電源側をみたインピーダンスは、前記第２接続点から前記電源
側に流れる高周波電流が略零となるように設定されている、
　ことを特徴とする加算器。
【請求項２】
　複数の入力端子と、
　出力端子と、
　一方端がそれぞれ前記入力端子に接続され、他方端が共通出力とされた複数の並列接続
された第１インピーダンス回路と、
　一方端が電源に接続された第２インピーダンス回路と、
　ドレイン端子が前記第２インピーダンス回路の他方端に接続されたトランジスタ回路と
、
　一方端が前記トランジスタ回路のソース端子に接続され、他方端が、略一定の電流が流
れるように設定された回路に接続された第３インピーダンス回路と、
　を含み、
　前記複数の第１インピーダンス回路の共通出力点は、前記トランジスタ回路の前記ソー
ス端子と、前記第３インピーダンス回路の前記一方端と、の間の線路上の第１接続点と直
接又は間接に接続され、
　前記出力端子は、前記第２インピーダンス回路の前記他方端と、前記トランジスタ回路
の前記ドレイン端子と、の間の線路上の第２接続点と直接又は間接に接続され、
　前記複数の第１インピーダンス回路の前記共通出力点からそれぞれの前記入力端子側を
みたインピーダンス、前記第１接続点から前記入力端子側をみたインピーダンス、前記第
１接続点から前記略一定の電流が流れるように設定された回路側をみたインピーダンス、
及び、前記第２接続点から前記電源側をみたインピーダンスは、前記出力端子から出力さ
れる出力信号の誤差が許容誤差以下となるように設定されている、
　ことを特徴とする加算器。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の加算器において、
　第１出力端子と第２出力端子とを含み、
　前記第１出力端子は前記第２接続点と直接又は間接に接続され、
　前記第２出力端子は前記第１接続点と直接又は間接に接続され、
　前記第１出力端子からの第１出力信号と前記第２出力端子からの第２出力信号との位相
差が略π／２となるように、前記トランジスタ回路のゲート幅と、前記第２接続点から前
記電源側をみたインピーダンスと、が設定されている、
　ことを特徴とする加算器。
【請求項４】
　請求項３に記載の加算器において、
　前記第２接続点と前記トランジスタ回路の前記ドレイン端子とはフィルタ回路を介して
接続され、
　前記第１出力信号と前記第２出力信号との位相差が略π／２となるように、前記トラン
ジスタ回路のゲート幅と、前記第２接続点から前記電源側をみたインピーダンスと、前記
フィルタ回路と、が設定されている、
　ことを特徴とする加算器。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の加算器を含み、前記加算器によって複数の信号を加算すること
によって電力合成を行うことを特徴とする電力合成器。
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【請求項６】
　請求項１又は２に記載の加算器を含み、前記加算器によって複数の信号を加算すること
によって直交変調を行うことを特徴とする直交変調器。
【請求項７】
　請求項１又は２に記載の加算器を含み、前記加算器によって複数の信号を加算すること
によって直交復調を行うことを特徴とする直交復調器。
【請求項８】
　請求項１又は２に記載の加算器を含み、前記加算器によって複数の信号を加算すること
によって電力増幅を行うことを特徴とする電力増幅器。
【請求項９】
　請求項１又は２に記載の加算器を含み、前記加算器によって複数の信号を加算すること
によって送信を行うことを特徴とする送信機。
【請求項１０】
　請求項１又は２に記載の加算器を含み、前記加算器によって複数の信号を加算すること
によって無線通信を行うことを特徴とする無線通信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は加算器並びにそれを用いた電力合成器、直交変調器、直交復調器、電力増幅器
、送信機、及び無線通信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の信号の加算信号を得るために加算器が用いられる。図１４は従来の加算器の一例
を模式的に示す回路図である。図１４に示す加算器８００ではオペアンプ８０２が仮想接
地されており、点Ａの電位は０Ｖであるため、入力電圧Ｖ１，Ｖ２が入力されると、下記
の式（１）に示すような電流Ｉ１が抵抗Ｒａに流れ、下記の式（２）に示すような電流Ｉ
２が抵抗Ｒｂに流れる。また、オペアンプ８０２の入力インピーダンスは非常に高く、オ
ペアンプ８０２には電流が流れないため、下記の式（３）に示すような、電流Ｉ１と電流
Ｉ２とが足し合わされた電流Ｉｆが帰還抵抗Ｒｆに流れる。この場合、帰還抵抗Ｒｆと電
流Ｉｆと加算器８００の出力電圧Ｖｏとの関係は下記の式（４）のようになる。そして、
下記の式（１）～（３）により、出力電圧Ｖｏは下記の式（５）のようになる。例えば、
抵抗Ｒａ，Ｒｂと帰還抵抗Ｒｆとが同じ値の抵抗である場合の出力電圧Ｖｏは下記の式（
６）のようになる。
【０００３】
　Ｉ１＝Ｖ１／Ｒａ　・・・　（１）
　Ｉ２＝Ｖ２／Ｒｂ　・・・　（２）
　Ｉｆ＝Ｉ１＋Ｉ２　・・・　（３）
　Ｖｏ＝－Ｒｆ＊Ｉｆ　・・・　（４）
　Ｖｏ＝－Ｒｆ＊（（Ｖ１／Ｒａ）＋（Ｖ２／Ｒｂ））　・・・　（５）
　Ｖｏ＝－（Ｖ１＋Ｖ２）　・・・　（６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　複数の高周波信号の加算信号を得るために上記のような加算器８００を用いるような場
合、加算器８００の利得を高く設定する必要があるため、帰還抵抗Ｒｆを大きく設定する
必要がある。しかしながら、上記のような加算器８００では、帰還抵抗Ｒｆと、オペアン
プ８０２に使用されるトランジスタの寄生容量と、の積によって最大動作周波数が決まり
、帰還抵抗Ｒｆを大きく設定すると最大動作周波数が低くなってしまう。このため、上記
のような加算器８００では、例えば１ＧＨｚ以上の複数の高周波信号の加算信号を得るこ
とができなかった。
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【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、複数の高周波信号の加
算信号を得ることができるようになる加算器並びにそれを用いた電力合成器、直交変調器
、直交復調器、電力増幅器、送信機、及び無線通信機を提供することになる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る加算器は、複数の入力端子と、出力端子と、
一方端がそれぞれ前記入力端子に接続され、他方端が共通出力とされた複数の並列接続さ
れた第１インピーダンス回路と、一方端が電源に接続された第２インピーダンス回路と、
ドレイン端子が前記第２インピーダンス回路の他方端に接続されたトランジスタ回路と、
一方端が前記トランジスタ回路のソース端子に接続され、他方端が、略一定の電流が流れ
るように設定された回路に接続された第３インピーダンス回路と、を含み、前記複数の第
１インピーダンス回路の共通出力点は、前記トランジスタ回路の前記ソース端子と、前記
第３インピーダンス回路の前記一方端と、の間の線路上の第１接続点と直接又は間接に接
続され、前記出力端子は、前記第２インピーダンス回路の前記他方端と、前記トランジス
タ回路の前記ドレイン端子と、の間の線路上の第２接続点と直接又は間接に接続され、前
記複数の第１インピーダンス回路の前記共通出力点からそれぞれの前記入力端子側をみた
インピーダンスは、前記複数の第１インピーダンス回路の前記共通出力点からそれぞれの
前記入力端子側に流れる高周波電流が略零となるように設定され、前記第１接続点から前
記入力端子側をみたインピーダンスは、前記第１接続点から前記入力端子側に流れる高周
波電流が略零となるように設定され、前記第１接続点から前記略一定の電流が流れるよう
に設定された回路側をみたインピーダンスは、前記第１接続点から前記略一定の電流が流
れるように設定された回路側に流れる高周波電流が略零となるように設定され、前記第２
接続点から前記電源側をみたインピーダンスは、前記第２接続点から前記電源側に流れる
高周波電流が略零となるように設定されていることを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明に係る加算器は、複数の入力端子と、出力端子と、一方端がそれぞれ前記
入力端子に接続され、他方端が共通出力とされた複数の並列接続された第１インピーダン
ス回路と、一方端が電源に接続された第２インピーダンス回路と、ドレイン端子が前記第
２インピーダンス回路の他方端に接続されたトランジスタ回路と、一方端が前記トランジ
スタ回路のソース端子に接続され、他方端が、略一定の電流が流れるように設定された回
路に接続された第３インピーダンス回路と、を含み、前記複数の第１インピーダンス回路
の共通出力点は、前記トランジスタ回路の前記ソース端子と、前記第３インピーダンス回
路の前記一方端と、の間の線路上の第１接続点と直接又は間接に接続され、前記出力端子
は、前記第２インピーダンス回路の前記他方端と、前記トランジスタ回路の前記ドレイン
端子と、の間の線路上の第２接続点と直接又は間接に接続され、前記複数の第１インピー
ダンス回路の前記共通出力点からそれぞれの前記入力端子側をみたインピーダンス、前記
第１接続点から前記入力端子側をみたインピーダンス、前記第１接続点から前記略一定の
電流が流れるように設定された回路側をみたインピーダンス、及び、前記第２接続点から
前記電源側をみたインピーダンスは、前記出力端子から出力される出力信号の誤差が許容
誤差以下となるように設定されていることを特徴とする。
【０００８】
　また本発明の一態様では、第１出力端子と第２出力端子とを含み、前記第１出力端子は
前記第２接続点と直接又は間接に接続され、前記第２出力端子は前記第１接続点と直接又
は間接に接続され、前記第１出力端子からの第１出力信号と前記第２出力端子からの第２
出力信号との位相差が略π／２となるように、前記トランジスタ回路のゲート幅と、前記
第２接続点から前記電源側をみたインピーダンスと、が設定されていてもよい。
【０００９】
　この態様では、前記第２接続点と前記トランジスタ回路の前記ドレイン端子とはフィル
タ回路を介して接続され、前記第１出力信号と前記第２出力信号との位相差が略π／２と
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なるように、前記トランジスタ回路のゲート幅と、前記第２接続点から前記電源側をみた
インピーダンスと、前記フィルタ回路と、が設定されていてもよい。
【００１０】
　また、本発明に係る電力合成器は、上記に記載の加算器を含み、前記加算器によって複
数の信号を加算することによって電力合成を行うことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る直交変調器は、上記に記載の加算器を含み、前記加算器によって複
数の信号を加算することによって直交変調を行うことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明に係る直交復調器は、上記に記載の加算器を含み、前記加算器によって複
数の信号を加算することによって直交復調を行うことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る電力増幅器は、上記に記載の加算器を含み、前記加算器によって複
数の信号を加算することによって電力増幅を行うことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る送信機は、上記に記載の加算器を含み、前記加算器によって複数の
信号を加算することによって送信を行うことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明に係る無線通信機は、上記に記載の加算器を含み、前記加算器によって複
数の信号を加算することによって無線通信を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る加算器によれば、複数の高周波信号の加算信号を得ることができるように
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態の例について図面に基づき詳細に説明する。
【００１８】
［第１実施形態］
　図１は本発明の第１実施形態に係る加算器の一例を模式的に示すブロック図であり、図
２は第１実施形態に係る加算器の一例を模式的に示す回路図である。図１に示すように、
第１実施形態に係る加算器１００は、複数の第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂ
と、第２インピーダンス回路１２０と、トランジスタ回路１３０と、第３インピーダンス
回路１４０と、カレントミラー回路１５０と、負荷回路１６０と、を含む。
【００１９】
　第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの一端はそれぞれ入力端子１０２ａ，１０
２ｂに直接又は間接に接続される。つまり、第１インピーダンス回路１１０ａの一端は入
力端子１０２ａに接続され、高周波信号である入力信号Ｓａ（電圧Ｖａ）が第１インピー
ダンス回路１１０ａに入力される。同様に、第１インピーダンス回路１１０ｂの一端は入
力端子１０２ｂに接続され、高周波信号である入力信号Ｓｂ（電圧Ｖｂ）が第１インピー
ダンス回路１１０ｂに入力される。第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの他端は
互いに直接又は間接に接続されて共通出力とされ、第１インピーダンス回路１１０ａ，１
１０ｂは並列接続されている。入力信号Ｓａ（電圧Ｖａ）に対応する電流Ｉａ（高周波電
流）が第１インピーダンス回路１１０ａに流れ、入力信号Ｓｂ（電圧Ｖｂ）に対応する電
流Ｉｂ（高周波電流）が第１インピーダンス回路１１０ｂに流れる。第１インピーダンス
回路１１０ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３からは、電流Ｉａと電流Ｉｂとが合成された電
流Ｉａｂ（高周波電流）が出力される。
【００２０】
　第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂは例えばバッファ増幅器１１２を含む（図
２参照）。バッファ増幅器１１２は出力インピーダンスが大きくなっており、バッファ増
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幅器１１２の入力側に入力信号Ｓａ，Ｓｂが反射されないようになっている。図２に示す
例では、バッファ増幅器１１２の入力側は抵抗Ｒ１及びキャパシタＣ１を介して入力端子
１０２ａ又は１０２ｂと接続されている。また、バッファ増幅器１１２の出力側はキャパ
シタＣ２，Ｃ３を介して整合回路１１４ａ又は１１４ｂと接続されている。キャパシタＣ
１，Ｃ２，Ｃ３は直流成分を取り除くために設けられる。整合回路１１４ａ，１１４ｂの
出力側は互いに接続されている。つまり、バッファ増幅器１１２の他端は整合回路１１４
ａ，１１４ｂを介して互いに接続されている。
【００２１】
　第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３は、トランジスタ回路１
３０と第３インピーダンス回路１４０との間の線路上の第１接続点Ｐ１と直接又は間接に
接続されている。つまり、第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３
は、トランジスタ回路１３０及び第３インピーダンス回路１４０の両方に直接又は間接に
接続されている。図２に示す例では、第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの共通
出力点Ｐ３は第１接続点Ｐ１とキャパシタＣ４を介して接続されている。つまり、第１イ
ンピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３は、トランジスタ回路１３０及び
第３インピーダンス回路１４０の両方とキャパシタＣ４を介して接続されている。キャパ
シタＣ４は直流成分を取り除くために設けられる。なお、第１インピーダンス回路１１０
ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３と、第１接続点Ｐ１とは直接接続されるようにしてもよい
。また、第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３と、第１接続点Ｐ
１とは同一の点であってもよい。
【００２２】
　複数の第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３からそれぞれの入
力端子１０２ａ，１０２ｂ側に流れる高周波電流Ｉｇ，Ｉｈが電流Ｉａｂに比べて非常に
小さくなるように、共通出力点Ｐ３からそれぞれの入力端子１０２ａ，１０２ｂ側をみた
インピーダンスＺｇ，Ｚｈは設定される。言い換えれば、上記の高周波電流Ｉｇ，Ｉｈが
略零となるように、インピーダンスＺｇ，Ｚｈは設定される。なお、整合回路１１４ａ，
１１４ｂはインピーダンスＺｇ，Ｚｈを高めるように作用している。ただし、整合回路１
１４ａ，１１４ｂは必須の構成ではない。バッファ増幅器１１２によって上記の高周波電
流Ｉｇ，Ｉｈが略零となるようにインピーダンスＺｇ，Ｚｈが設定される場合には、整合
回路１１４ａ，１１４ｂは省略してもよい。
【００２３】
　第１接続点Ｐ１から入力端子１０２ａ，１０２ｂ側をみたインピーダンスＺｓは、入力
端子１０２ａ，１０２ｂから第１接続点Ｐ１側をみたインピーダンスに比べて非常に高く
設定される。より具体的には、第１接続点Ｐ１から入力端子１０２ａ，１０２ｂ側に流れ
る高周波電流Ｉｓが電流Ｉａｂに比べて非常に小さくなるように、インピーダンスＺｓは
設定される。言い換えれば、上記の高周波電流Ｉｓが略零となるように、インピーダンス
Ｚｓは設定される。なお例えば、バッファ増幅器１１２から第１接続点Ｐ１までの線路長
や、整合回路１１４ａ，１１４ｂが調整されることによって、インピーダンスＺｓが調整
される。
【００２４】
　第２インピーダンス回路１２０の一端には電源電圧Ｖｄｄが印加され、他端は、出力端
子１０４及びトランジスタ回路１３０の両方と直接又は間接に接続される。第２インピー
ダンス回路１２０は例えばインダクタＬ１を含む（図２参照）。
【００２５】
　出力端子１０４は、第２インピーダンス回路１２０とトランジスタ回路１３０との間の
線路上の第２接続点Ｐ２と直接又は間接に接続される。図２に示す例では、出力端子１０
４は第２接続点Ｐ２とキャパシタＣ５を介して接続されている。
【００２６】
　第２接続点Ｐ２から電源側をみたインピーダンスＺｍは、電源から第２接続点Ｐ２側を
みたインピーダンスに比べて非常に高く設定される。より具体的には、第２接続点Ｐ２か
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ら電源側に流れる高周波電流Ｉｍが電流Ｉａｂに比べて非常に小さくなるように、インピ
ーダンスＺｍは設定される。言い換えれば、上記の高周波電流Ｉｍが略零となるように、
インピーダンスＺｍは設定される。
【００２７】
　負荷回路１６０の一端は接地されており、他端は出力端子１０４に接続されている。負
荷回路１６０は例えば抵抗Ｒ２を含む（図２参照）。
【００２８】
　図２に示すように、トランジスタ回路１３０はトランジスタ１３２を含む。トランジス
タ１３２のドレイン端子は第２インピーダンス回路１２０と出力端子１０４（負荷回路１
６０）との両方に直接又は間接に接続され、ソース端子は第１インピーダンス回路１１０
ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３及び第３インピーダンス回路１４０の両方と直接又は間接
に接続される。また、トランジスタ１３２のゲート端子にはゲート電圧Ｖｇｇがインダク
タＬ３を介して印加される。第１接続点Ｐ１から負荷回路１６０側をみたインピーダンス
Ｚｄが非常に小さくなるように、トランジスタ１３２のゲート幅は大きく設定される。つ
まり、インピーダンスＺｄが略零となるように設定され、第１接続点Ｐ１から負荷回路１
６０側に高周波電流Ｉｄが流れ易くなっている。
【００２９】
　第３インピーダンス回路１４０の一端は、第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂ
の共通出力点Ｐ３及びトランジスタ回路１３０の両方と直接又は間接に接続され、他端は
カレントミラー回路１５０に接続される。第３インピーダンス回路１４０は例えばインダ
クタＬ２を含む（図２参照）。
【００３０】
　カレントミラー回路１５０の一端は第３インピーダンス回路１４０に接続され、他端は
接地される。カレントミラー回路１５０は、トランジスタ１５２，１５４と定電流源１５
６を含んで構成される一般的なカレントミラー回路である（図２参照）。カレントミラー
回路１５０は略一定の直流電流が流れるように設定される。
【００３１】
　第１接続点Ｐ１からカレントミラー回路１５０側をみたインピーダンスＺｃは、カレン
トミラー回路１５０から第１接続点Ｐ１側をみたインピーダンスに比べて非常に高く設定
される。より具体的には、第１接続点Ｐ１からカレントミラー回路１５０側に流れる高周
波電流Ｉｃが電流Ｉａｂに比べて非常に小さくなるように、インピーダンスＺｃは設定さ
れる。言い換えれば、上記の高周波電流Ｉｃが略零となるように、インピーダンスＺｃは
設定される。上記の高周波電流Ｉｃが略零となれば、先述の高周波電流Ｉｄは電流Ｉａｂ
と略等しくなる。なお、カレントミラー回路１５０に略一定の直流電流が流れることによ
って、第１接続点Ｐ１の電位が略一定に保たれる。
【００３２】
　加算器１００では、上記のようにインピーダンスＺｇ，Ｚｈが設定されていることによ
って、電流Ｉａと電流Ｉｂとが合成された電流Ｉａｂ（高周波電流）が共通出力点Ｐ３か
ら出力され、第１接続点Ｐ１に入力される。また、上記のようにインピーダンスＺｓ，Ｚ
ｃ，Ｚｄ，Ｚｍが設定されていることによって、図１に示すように、電流Ｉａｂは負荷回
路１６０に入力される。その結果、電流Ｉａｂに対応する電圧Ｖａｂが出力信号Ｓａｂと
して出力端子１０４から出力される。すなわち、入力信号Ｓａ，Ｓｂをベクトル加算して
なる出力信号Ｓａｂが出力端子１０４から出力される。
【００３３】
　加算器１００の動作を確認するために下記の条件でシミュレーションを行った。
（１）入力信号Ｓａ，Ｓｂの周波数：２．５ＧＨｚ
（２）電源電圧Ｖｄｄ：２０．０Ｖ
（３）ゲート電圧Ｖｇｇ：２０．０Ｖ
（４）抵抗Ｒ１：１０．０ｍΩ
（５）抵抗Ｒ２：５０Ω
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（６）キャパシタＣ１，Ｃ２，Ｃ４，Ｃ５：１０．０μＦ
（７）キャパシタＣ３：１．０ｐＦ
（８）インダクタＬ１，Ｌ２：１．０ｎＨ
（９）定電流源１５６：０．５ｍＡ
【００３４】
　図３はシュミレーション結果を示すベクトル図であり、入力信号Ｓａ，Ｓｂと出力信号
Ｓａｂとの関係をベクトル表示した図である。図３に示すように、高周波信号である入力
信号Ｓａ，Ｓｂをベクトル加算してなる出力信号Ｓａｂが得られた。
【００３５】
　以上説明したように、第１実施形態に係る加算器１００によれば、複数の高周波信号を
ベクトル加算してなる信号を得ることができるようになる。加算器１００では、図１４に
示す加算器８００に含まれるような帰還抵抗Ｒｆが存在しないため、最大動作周波数が限
定されず、複数の高周波信号をベクトル加算してなる信号を得ることができるようになる
。
【００３６】
　（１）第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂの共通出力点Ｐ３からそれぞれの入
力端子１０２ａ，１０２ｂ側に流れる高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ、（２）第１接続点Ｐ１から
入力端子１０２ａ，１０２ｂ側に流れる高周波電流Ｉｓ、（３）第１接続点Ｐ１からカレ
ントミラー回路１５０側に流れる高周波電流Ｉｃ、又は、（４）第２接続点Ｐ２から電源
側に流れる高周波電流Ｉｍが大きくなってしまうと、出力端子１０４（負荷回路１６０）
に実際に入力される高周波電流が、電流Ｉａと電流Ｉｂとが合成された電流Ｉａｂと大き
く異なってしまう。その結果、出力信号Ｓａｂの誤差が大きくなってしまう。この点、加
算器１００では、高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉｓ，Ｉｃ，Ｉｍが電流Ｉａｂに比べて非常に
小さくなるように（言い換えれば、高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉｓ，Ｉｃ，Ｉｍが抑制され
て略零になるように）、インピーダンスＺｇ，Ｚｈ，Ｚｓ，Ｚｃ，Ｚｍが設定されている
ため、出力信号Ｓａｂの誤差が許容誤差以下に抑えられる。つまり、加算器１００では、
出力信号Ｓａｂの誤差が許容誤差以下になるように、インピーダンスＺｇ，Ｚｈ，Ｚｓ，
Ｚｃ，Ｚｍが設定されている。
【００３７】
　ところで、「高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉｓ，Ｉｃ，Ｉｍが略零になる」とは、高周波電
流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉｓ，Ｉｃ，Ｉｍが全く流れず、完全に零になる状態を含むとともに、下
記のような状態も含む。すなわち、高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉｓ，Ｉｃ，Ｉｍが流れるこ
とによって生じる出力信号Ｓａｂの誤差を無視できる程度に、高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉ
ｓ，Ｉｃ，Ｉｍが電流Ｉａｂに比べて微量である状態も含む。言い換えれば、出力信号Ｓ
ａｂの誤差が許容誤差より大きくならない程度に、高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉｓ，Ｉｃ，
Ｉｍが電流Ｉａｂに比べて非常に小さいような状態も含む。
【００３８】
　なお、高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉｓ，Ｉｃ，Ｉｍが電流Ｉａｂに比べて非常に小さい場
合とは、例えば、高周波電流Ｉｇ，Ｉｈ，Ｉｓ，Ｉｃ，Ｉｍが電流Ｉａｂの１／１０００
以下であるような場合である。例えば、高周波電流Ｉｓ，Ｉｃ，Ｉｍと、電流Ｉａｂ（又
は高周波電流Ｉｄ）と、の関係は下記の式（７）～（９）によって表される。なお、下記
の式（７）において、係数Ｋｃはカレントミラー回路１５０の入力側での不要波の発生係
数であり、係数Ｋｄは負荷回路１６０の入力側での不要波の発生係数である。また、下記
の式（９）において、Ｚｏは、図１に示すように、第２接続点Ｐ２から出力端子１０４側
をみた場合のインピーダンスである。
【００３９】
　Ｉｓ＝（（Ｋｄ＊Ｚｃ＋Ｋｃ＊Ｚｄ）／（Ｚｄ＋Ｚｃ））＊Ｉａｂ　・・・　（７）
　Ｉｃ＝（Ｚｄ／（Ｚｄ＋Ｚｃ））＊Ｉａｂ　・・・　（８）
　Ｉｍ＝（Ｚｏ／（Ｚｏ＋Ｚｍ））＊Ｉｄ　・・・　（９）
【００４０】
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　例えば、高周波電流Ｉｓが電流Ｉａｂの１／１０００以下となるようにするためには、
上記の式（７）における（（Ｋｄ＊Ｚｃ＋Ｋｃ＊Ｚｄ）／（Ｚｃ＋Ｚｄ））が１／１００
０以下となるように、インピーダンスＺｃ及びＺｄを設定すればよい。また例えば、高周
波電流Ｉｃが電流Ｉａｂの１／１０００以下となるようにするためには、上記の式（８）
における（Ｚｄ／（Ｚｄ＋Ｚｃ））が１／１０００以下となるように、インピーダンスＺ
ｃ及びＺｄを設定すればよい。また例えば、高周波電流Ｉｍが高周波電流Ｉｄ（電流Ｉａ
ｂ）の１／１０００以下となるようにするためには、上記の式（９）における（Ｚｏ／（
Ｚｏ＋Ｚｍ））が１／１０００以下となるように、インピーダンスＺｏ及びＺｍを設定す
ればよい。
【００４１】
　なお、第１インピーダンス回路１１０ａ，１１０ｂでは、入力信号Ｓａ，Ｓｂが入力側
に反射されないようになるのであれば、バッファ増幅器１１２を例えばアイソレータ又は
抵抗等に置き換えるようにしてもよい。
【００４２】
　また、第２インピーダンス回路１２０では、第２接続点Ｐ２から電源側をみたインピー
ダンスＺｍが非常に高く設定され、第２接続点Ｐ２から電源側に流れる高周波電流Ｉｍが
電流Ｉａｂに比べて微量となるように（言い換えれば、高周波電流Ｉｍが略零となるよう
に）設定できるのであれば、インダクタＬ１を他の素子に置き換えてもよい。
【００４３】
　また、第３インピーダンス回路１４０では、第１接続点Ｐ１からカレントミラー回路１
５０側をみたインピーダンスＺｃが非常に高く設定され、第１接続点Ｐ１からカレントミ
ラー回路１５０側に流れる高周波電流Ｉｃが電流Ｉａｂに比べて微量となるように（言い
換えれば、高周波電流Ｉｃが略零となるように）設定できるのであれば、インダクタＬ２
を他の素子に置き換えてもよい。例えばインダクタＬ２をトランジスタに置き換えるよう
にしてもよい。この場合、トランジスタのドレイン端子にトランジスタ回路１３０が接続
され、ソース端子にカレントミラー回路１５０が接続される。また、トランジスタは略一
定の電流が流れるように設定される。
【００４４】
　さらに、出力端子１０４に抵抗Ｒ２を接続する代わりにインダクタを接続することによ
って、電流Ｉａｂに対応する電圧Ｖａｂが出力信号Ｓａｂとして出力端子１０４から出力
されるようにしてもよい。
【００４５】
［第２実施形態］
　図４は本発明の第２実施形態に係る加算器の一例を模式的に示すブロック図であり、図
５は第２実施形態に係る加算器の一例を模式的に示す回路図である。なお、図４及び図５
では第１実施形態と同様の構成要素には同一の参照符号を付しており、これらの構成要素
については説明を省略する。
【００４６】
　図４に示すように、第２実施形態に係る加算器２００は、複数の第１インピーダンス回
路１１０ａ，１１０ｂと、第２インピーダンス回路１２０と、トランジスタ回路１３０と
、第３インピーダンス回路１４０と、カレントミラー回路１５０と、負荷回路１６０と、
フィルタ回路２１０と、を含む。
【００４７】
　フィルタ回路２１０の一端は第２インピーダンス回路１２０及び出力端子１０４（負荷
回路１６０）の両方と直接又は間接に接続され、他端はトランジスタ回路１３０に接続さ
れる。フィルタ回路２１０は一般的なＬＣフィルタであり、移相フィルタとして機能する
。フィルタ回路２１０はインピーダンスマッチングの役割も果たす。
【００４８】
　また加算器２００では、出力端子１０４（第１出力端子）の他に、第１接続点Ｐ１に接
続された出力端子２０４（第２出力端子）が設けられる。電流Ｉａｂ（高周波電流）に対
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応する電流が出力信号Ｓａｂｉとして出力端子２０４から出力される。特に加算器２００
では、出力端子１０４から出力される電圧信号である出力信号Ｓａｂｖ（第１出力信号）
と、出力端子２０４から出力される電流信号である出力信号Ｓａｂｉ（第２出力信号）と
の位相差が略π／２となるように設定される。
【００４９】
　出力信号Ｓａｂｖと出力信号Ｓａｂｉとの位相差は、インダクタＬ１の値（インピーダ
ンスＺｍ）、キャパシタＣ５の値、トランジスタ回路１３０のゲート幅、及びフィルタ回
路の定数によって影響を受ける。このため、インダクタＬ１の値（インピーダンスＺｍ）
、キャパシタＣ５の値、トランジスタ回路１３０のゲート幅、又はフィルタ回路の定数を
調整することによって、出力信号Ｓａｂｖと出力信号Ｓａｂｉとの位相差が略π／２とな
るように設定される。
【００５０】
　例えば、インダクタＬ１の値を大きくすると、出力信号Ｓａｂｖと出力信号Ｓａｂｉと
の位相差は大きくなり、π／２に近づいていく。また例えば、トランジスタ回路１３０の
ゲート幅を大きくすると、出力信号Ｓａｂｖと出力信号Ｓａｂｉとの位相差は大きくなり
、π／２に近づいていく。
【００５１】
　加算器２００では、トランジスタ回路１３０のゲート幅を大きくするために、複数の並
列接続されたトランジスタ１３２がトランジスタ回路１３０に含まれている（図５参照）
。また加算器２００では、出力信号Ｓａｂｖと出力信号Ｓａｂｉとの位相差が略π／２と
なるように調整するためにフィルタ回路２１０が設けられている。
【００５２】
　なお、フィルタ回路２１０がなくても、出力信号Ｓａｂｖと出力信号Ｓａｂｉとの位相
差が略π／２となるように調整することは可能である。しかしながら、フィルタ回路２１
０を設けない場合には、出力信号Ｓａｂｖと出力信号Ｓａｂｉとの位相差を略π／２とす
るために、インダクタＬ１の値やトランジスタ回路１３０のゲート幅を大きくしなければ
ならなくなる。この点、フィルタ回路２１０を設ければ、インダクタＬ１の値やトランジ
スタ回路１３０のゲート幅をそれ程大きくしなくても、出力信号Ｓａｂｖと出力信号Ｓａ
ｂｉとの位相差が略π／２となるように設定することが可能になる。
【００５３】
　以上説明したように、第２実施形態に係る加算器２００によれば、（１）複数の高周波
信号をベクトル加算してなる信号に対応する電流信号（出力信号Ｓａｂｉ）と、（２）複
数の高周波信号をベクトル加算してなる信号に対応する電圧信号であって、かつ、上記電
流信号（出力信号Ｓａｂｉ）との位相差が略π／２である電圧信号（出力信号Ｓａｂｖ）
と、の両方を得ることができるようになる。
【００５４】
［第３実施形態］
　第１実施形態に係る加算器１００は電力合成器に用いることができる。第１実施形態に
係る加算器１００を用いることによって、複数の高周波信号をベクトル加算することによ
って電力合成を行うような電力合成器を実現できるようになる。図６は、第１実施形態に
係る加算器１００を用いて電力合成器を構成した例を模式的に示すブロック図である。
【００５５】
　図６に示す電力合成器３００は、２つの電力増幅器３０６ａ，３０６ｂと、加算器１０
０と、を含む。電力合成器３００では、入力端子３０２ａ，３０２ｂがそれぞれ電力増幅
器３０６ａ，３０６ｂに接続され、高周波信号である入力信号Ｓｉ１，Ｓｉ２がそれぞれ
電力増幅器３０６ａ，３０６ｂに入力される。電力増幅器３０６ａ，３０６ｂによって増
幅された入力信号Ｓｉ１，Ｓｉ２は加算器１００に入力される。そして、増幅後の入力信
号Ｓｉ１，Ｓｉ２をベクトル加算してなる信号が加算器１００から出力され、出力信号Ｓ
ｏとして出力端子３０４から出力される。
【００５６】
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　第３実施形態に係る電力合成器３００によれば、複数の高周波信号をベクトル加算する
ことによって電力合成を行うような電力合成器が実現される。
【００５７】
［第４実施形態］
　第１実施形態に係る加算器１００は直交変調器に用いることができる。第１実施形態に
係る加算器１００を用いることによって、複数の高周波信号をベクトル加算することによ
って直交変調を行うような直交変調器を実現できるようになる。図７は、第１実施形態に
係る加算器１００を用いて直交変調器を構成した例を模式的に示すブロック図である。
【００５８】
　第４実施形態に係る直交変調器４００は、電圧制御発振器４０６ａ，４０６ｂ，４０６
ｃ，４０６ｄと、加算器１００ａ，１００ｂ，１００ｃと、移相器４０８と、を含む。加
算器１００ａ，１００ｂ，１００ｃは第１実施形態に係る加算器１００である。
【００５９】
　入力端子４０２ａは電圧制御発振器４０６ａ，４０６ｂに共通に接続され、Ｉ信号が電
圧制御発振器４０６ａ，４０６ｂに入力される。そして、例えばｃｏｓ（（ωｃ＋ωｓ）
＊ｔ）で表される信号が電圧制御発振器４０６ａから出力され、例えばｃｏｓ（（ωｃ－
ωｓ）＊ｔ）で表される信号が電圧制御発振器４０６ｂから出力される。なお、ωｃは搬
送波の角周波数である。一方、ωｓは変調信号の角周波数であり、ωｓの値はＩ信号の大
きさに基づいて変化する。
【００６０】
　電圧制御発振器４０６ａ，４０６ｂの出力信号は加算器１００ａに入力され、これらの
信号をベクトル加算してなる信号Ｉｒｆが加算器１００ａから出力され、加算器１００ｃ
に入力される。
【００６１】
　また、入力端子４０２ｂは電圧制御発振器４０６ｃ，４０６ｄに共通に接続され、Ｑ信
号が電圧制御発振器４０６ｃ，４０６ｄに入力される。そして、例えばｃｏｓ（（ωｃ＋
ωｓ）＊ｔ）で表される信号が電圧制御発振器４０６ｃから出力され、例えばｃｏｓ（（
ωｃ－ωｓ）＊ｔ）で表される信号が電圧制御発振器４０６ｄから出力される。なお、ω
ｃは搬送波の角周波数である。一方、ωｓは変調信号の角周波数であり、ωｓの値はＱ信
号の大きさに基づいて変化する。
【００６２】
　電圧制御発振器４０６ｃ，４０６ｄの出力信号は加算器１００ｂに入力され、これらの
信号をベクトル加算してなる信号が加算器１００ｂから出力される。加算器１００ｂから
出力される信号は移相器４０８に入力され、位相がπ／２だけ進められる。そして、移相
器４０８から出力される信号Ｑｒｆは加算器１００ｃに入力される。
【００６３】
　加算器１００ｃでは信号Ｉｒｆと信号Ｑｒｆとがベクトル加算され、信号Ｉｒｆと信号
Ｑｒｆとがベクトル加算されてなる信号が出力信号Ｓｏとして出力端子４０４から出力さ
れる。
【００６４】
　第４実施形態に係る直交変調器４００によれば、複数の高周波信号をベクトル加算する
ことによって直交変調を行うような直交変調器が実現される。
【００６５】
　なお、直交変調器と同様、第１実施形態に係る加算器１００は直交復調器にも用いるこ
とができる。第１実施形態に係る加算器１００を用いることによって、複数の高周波信号
をベクトル加算することによって直交復調を行うような直交復調器を実現できるようにな
る。
【００６６】
［第５実施形態］
　第１実施形態に係る加算器１００は電力増幅器に用いることができる。第１実施形態に
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係る加算器１００を用いることによって、複数の高周波信号をベクトル加算することによ
って電力増幅を行うような電力増幅器を実現できるようになる。図８は、第１実施形態に
係る加算器１００を用いて電力増幅器を構成した例を模式的に示すブロック図である。図
９は、第１実施形態に係る加算器１００を用いて電力増幅器を構成した例を模式的に示す
回路図である。なお、加算器１００ｄ，１００ｅ，１００ｆは第１実施形態に係る加算器
１００である。
【００６７】
　図８に示すように、第５実施形態に係る電力増幅器５００は、定包絡線信号生成回路５
１０と、増幅器５０６ａ，５０６ｂと、加算器１００ｄと、を含む。電力増幅器５００に
は、包絡線変動を有する入力信号Ｓｉが入力端子５０２から入力される。定包絡線信号生
成回路５１０は、入力信号Ｓｉを、互いに振幅が等しく位相が異なる定包絡線信号Ｓｆ１
，Ｓｆ２に変換する。増幅器５０６ａは定包絡線信号Ｓｆ１を増幅し、増幅器５０６ｂは
定包絡線信号Ｓｆ２を増幅する。加算器１００ｄは、増幅器５０６ａから出力された増幅
信号Ｓｋ１と、増幅器５０６ｂから出力された増幅信号Ｓｋ２と、をベクトル加算するこ
とによって、増幅された包絡線変動を有する出力信号Ｓｏを出力する。出力信号Ｓｏは出
力端子５０４から出力される。
【００６８】
　図９に示すように、定包絡線信号生成回路５１０は、電力分配器５１２と、変換信号生
成回路５２０と、加算器１００ｅ，１００ｆと、を含む。定包絡線信号生成回路５１０で
は、電力分配器５１２によって、互いに振幅が等しく、かつ、入力信号Ｓｉと所定の位相
関係を有する基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２と、基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２と一定の位相関係を有
する変換用基本信号Ｓｄと、が入力信号Ｓｉから生成される。
【００６９】
　変換信号生成回路５２０は、Ｙ２＝Ａ２－Ｘ２（Ｘ：基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２の振幅、
Ａ：Ｘよりも大きい任意の一定な振幅）を満足する振幅Ｙを有し、基本信号Ｓｃ１よりも
π／２だけ位相が進んでいる変換信号Ｓｅ１と、振幅Ｙを有し、基本信号Ｓｃ２よりもπ
／２だけ位相が遅れている変換信号Ｓｅ２と、を変換用基本信号Ｓｄに基づいて生成する
。
【００７０】
　加算器１００ｅは基本信号Ｓｃ１及び変換信号Ｓｅ１をベクトル加算する。加算器１０
０ｆは基本信号Ｓｃ２及び変換信号Ｓｅ２をベクトル加算する。加算器１００ｅからの出
力信号が定包絡線信号Ｓｆ１として出力され、加算器１００ｆからの出力信号が定包絡線
信号Ｓｆ２として出力される。
【００７１】
　ここで、包絡線変動を有する入力信号Ｓｉから定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２を生成する
基本原理について図１０及び図１１を用いて説明する。図１０及び図１１は、入力信号Ｓ
ｉ、基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２、変換信号Ｓｅ１，Ｓｅ２、及び定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ
２の関係をベクトル表示した図である。なお、ここでは説明を容易にするために、基本信
号Ｓｃ１，Ｓｃ２の振幅を入力信号Ｓｉの振幅の１／２とし、基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２の
位相を入力信号Ｓｉの位相と等しく設定している。
【００７２】
　入力信号Ｓｉは、互いに振幅及び位相が等しい基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２に分配される。
そして、図１０に示すように、基本信号Ｓｃ１と、基本信号Ｓｃ１よりもπ／２だけ位相
が進んでいる変換信号Ｓｅ１と、をベクトル加算することによって定包絡線信号Ｓｆ１が
生成される。また、基本信号Ｓｃ２と、基本信号Ｓｃ２よりもπ／２だけ位相が遅れてい
る変換信号Ｓｅ２と、をベクトル加算することによって定包絡線信号Ｓｆ２が生成される
。ここで、基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２の振幅をＸとし、変換信号Ｓｅ１，Ｓｅ２の振幅をＹ
とし、定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２の振幅をＢとすると、これらの間にはＸ２＋Ｙ２＝Ｂ
２の関係が成立する。
【００７３】
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　入力信号Ｓｉの振幅の変化によって基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２の振幅Ｘが変化した場合、
Ｘ２＋Ｙ２＝Ａ２（Ａ：Ｘより大きい任意の一定の振幅）の関係が成立するように、変換
信号Ｓｅ１，Ｓｅ２の振幅Ｙが変化される。例えば、図１１に示すように、入力信号Ｓｉ
の振幅が小さくなることによって基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２の振幅Ｘが小さくなった場合に
は、Ｙ２＝Ａ２－Ｘ２を満たすように、変換信号Ｓｅ１，Ｓｅ２の振幅Ｙが大きくなる。
その結果、その結果、定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２の振幅Ｂは一定の振幅Ａに保たれ、定
包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２はその名の通り振幅が一定の定包絡線信号になる。
【００７４】
　定包絡線信号生成回路５１０では、上記のようにして、包絡線変動を有する入力信号Ｓ
ｉが２つの定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２に変換される。なお、定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ
２とをベクトル加算すると、元の包絡線変動を有する入力信号Ｓｉになることは図１０及
び図１１から明らかである。
【００７５】
　変換信号生成回路５２０は、図９に示すように、移相回路５３０と、変換用基本信号増
幅回路５４０と、を含む。
【００７６】
　移相回路５３０は、基本信号Ｓｃ１よりもπ／２だけ位相が進んでいる変換信号Ｓｅ１
と、基本信号Ｓｃ２よりもπ／２だけ位相が遅れている変換信号Ｓｅ２と、を生成するよ
うに変換用基本信号Ｓｄの位相を変化させる。変換用基本信号Ｓｄは、移相回路５３０の
一部を構成する移相器５３２によって位相をπ／２進められた後に可変利得増幅器５４４
によって増幅される。その後、変換用基本信号Ｓｄは２分割されて、その一方が変換信号
Ｓｅ１として加算器１００ｅに入力され、他方が移相回路５３０の一部を構成する移相器
５３４によって位相をπ進められた後に変換信号Ｓｅ２として加算器１００ｆに入力され
る。
【００７７】
　変換用基本信号増幅回路５４０は、変換信号Ｓｅ１，Ｓｅ２の振幅ＹがＹ２＝Ａ２－Ｘ
２を満たすように、変換用基本信号Ｓｄを基本信号Ｓｃ１，Ｓｃ２の振幅Ｘに基づいて増
幅する。図９に示すように、変換用基本信号増幅回路５４０は、振幅検出信号生成回路５
５０と、減算器５４２と、可変利得増幅器５４４と、を含む。
【００７８】
　振幅検出信号生成回路５５０は、定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２の振幅に比例する直流電
圧αを有する振幅検出信号Ｓｇを生成する。加算器１００ｅから出力された定包絡線信号
Ｓｆ１は増幅器５０６ａに入力されるが、その前に一部が分岐されてさらに２分割されて
ミキサ５５２ａに入力される。ミキサ５５２ａからは定包絡線信号Ｓｆ１の振幅に比例し
た直流電圧成分を有する信号が出力され、加算器５５４に入力される。同様に、加算器１
００ｆから出力された定包絡線信号Ｓｆ２は増幅器５０６ｂに入力されるが、その前に一
部が分岐されてさらに２分割されてミキサ５５２ｂに入力される。ミキサ５５２ｂからは
定包絡線信号Ｓｆ２の振幅に比例した直流電圧成分を有する信号が出力され、加算器５５
４に入力される。加算器５５４では、定包絡線信号Ｓｆ１の振幅に比例した直流電圧成分
を有する信号と、定包絡線信号Ｓｆ２の振幅に比例した直流電圧成分を有する信号と、が
加算され、振幅検出信号Ｓｇとして減算器５４２に出力される。
【００７９】
　減算器５４２は、直流電圧αよりも大きい任意の直流電圧βを有する参照用信号Ｓｈと
、振幅検出信号Ｓｇと、が入力されて、γ＝β－αを満たす直流電圧γを有する信号をロ
ーパスフィルタ５４６に出力する。ローパスフィルタ５４６では定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓ
ｆ２の周波数の２倍の周波数を含む高周波成分が減衰されて直流電圧成分が殆どを占める
出力信号がバッファ増幅器５４８に入力される。バッファ増幅器５４８では、入力された
信号を増幅した後に利得制御信号Ｓｊとして可変利得増幅器５４４に出力する。
【００８０】
　可変利得増幅器５４４は、変換信号Ｓｅ１，Ｓｅ２の振幅ＹがＹ２＝Ａ２－Ｘ２を満た
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すように、変換用基本信号Ｓｄを利得制御信号Ｓｊに基づいて増幅する。
【００８１】
　このようにして、定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２の振幅の増減と逆に増減する利得制御信
号Ｓｊの直流電圧成分がバイアス電圧として可変利得増幅器５４４に印加される。このた
め、可変利得増幅器５４４の増幅量は定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２の振幅の増減と逆に増
減される。その結果、変換用基本信号Ｓｄが可変利得増幅器５４４で増幅されて生成され
る変換信号Ｓｅ１，Ｓｅ２の振幅も定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２の振幅の増減と逆に増減
することになる。このような帰還回路が形成されていることにより、定包絡線信号Ｓｆ１
，Ｓｆ２の振幅は一定に保たれ、それぞれ文字通りの定包絡線信号となる。
【００８２】
　第５実施形態に係る電力増幅器５００によれば、第１実施形態に係る加算器１００が用
いられることによって、複数の高周波信号をベクトル加算することによって高周波信号の
電力増幅を行うような電力増幅器が実現される。
【００８３】
　なお、電力増幅器５００では、増幅器５０６ａ，５０６ｂによって増幅されるのは定包
絡線信号になるため、増幅器５０６ａ，５０６ｂとして電力付加効率の高い非線形増幅器
を用いることができる。
【００８４】
　また、電力増幅器５００では、複雑な計算を行なうことなく、単に基本信号Ｓｃ１と変
換信号Ｓｅ１とをベクトル加算することと、基本信号Ｓｃ２と変換信号Ｓｅ２とをベクト
ル加算することとによって、定包絡線信号Ｓｆ１，Ｓｆ２が生成される。このため、定包
絡線信号生成回路５１０を消費電力の小さい単純なアナログ回路で構成することができ、
その結果として、電力増幅器５００全体の消費電力が小さくなり、電力増幅器５００全体
として電力付加効率を高くすることができる。
【００８５】
［第６実施形態］
　第１実施形態に係る加算器１００を用いて送信機を構成することによって、複数の高周
波信号をベクトル加算することによって送信を行うような送信機を実現できるようになる
。ここでは、第１実施形態に係る加算器１００を用いて送信機を構成する一例として、第
５実施形態に係る電力増幅器５００を用いて送信機を構成する例について説明する。図１
２は、第５実施形態に係る電力増幅器５００を用いて送信機を構成した例を模式的に示す
ブロック図である。第６実施形態に係る送信機６００は、アンテナ６０２が電力増幅器５
００を介して送信回路６０４に接続されている。なお、第６実施形態に係る送信機６００
では、消費電力が小さく電力付加効率が高い電力増幅器５００によって、包絡線変動を有
する送信信号が増幅されるため、消費電力が小さく送信時間が長い送信機を得ることがで
きる。
【００８６】
［第７実施形態］
　第１実施形態に係る加算器１００を用いて無線通信機を構成することによって、複数の
高周波信号をベクトル加算することによって無線通信を行うような無線通信機を実現でき
るようになる。第１実施形態に係る加算器１００を用いて無線通信機を構成する一例とし
て、第５実施形態に係る電力増幅器５００を用いて無線通信機を構成した例について説明
する。図１３は、第５実施形態に係る電力増幅器５００を用いて無線通信機を構成した例
を模式的に示すブロック図である。第７実施形態に係る無線通信機７００は、アンテナ７
０２が電力増幅器５００を介して送信回路７０４に接続されており、アンテナ７０２に受
信回路７０６が接続されている。また、送受信を切り替えるスイッチ回路７０８が、アン
テナ７０２と、送信回路７０４及び受信回路７０６と、の間に挿入されている。なお、第
７実施形態に係る無線通信機７００では、消費電力が小さく電力付加効率が高い電力増幅
器５００によって、包絡線変動を有する送信信号が増幅されるため、消費電力が小さく通
信時間が長い無線通信機を得ることができる。
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【００８７】
［変形例］
　本発明は上記の第１実施形態～第７実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更，改良が可能である。
【００８８】
　例えば、第１実施形態に係る加算器１００や第２実施形態に係る加算器２００を用いて
種々の回路を構成することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】第１実施形態に係る加算器の一例を模式的に示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る加算器の一例を模式的に示す回路図である。
【図３】シミュレーション結果を示すベクトル図である。
【図４】第２実施形態に係る加算器の一例を模式的に示すブロック図である。
【図５】第２実施形態に係る加算器の一例を模式的に示す回路図である。
【図６】第３実施形態に係る電力合成器の一例を模式的に示すブロック図である。
【図７】第４実施形態に係る直交変調器の一例を模式的に示すブロック図である。
【図８】第５実施形態に係る電力増幅器の一例を模式的に示すブロック図である。
【図９】第５実施形態に係る電力増幅器の一例を模式的に示す回路図である。
【図１０】包絡線変動を有する入力信号から定包絡線信号を生成する基本原理について説
明するための図である。
【図１１】包絡線変動を有する入力信号から定包絡線信号を生成する基本原理について説
明するための図である。
【図１２】第６実施形態に係る送信機の一例を模式的に示すブロック図である。
【図１３】第７実施形態に係る無線通信機の一例を模式的に示すブロック図である。
【図１４】従来の加算器の一例を模式的に示す回路図である。
【符号の説明】
【００９０】
　１００，１００ａ，１００ｂ，１００ｃ，１００ｄ，１００ｅ，１００ｆ，２００，５
５４，８００　加算器、１０２ａ，１０２ｂ，３０２ａ，３０２ｂ，４０２ａ，４０２ｂ
，５０２　入力端子、１０４，２０４，３０４，４０４，５０４　出力端子、１１０ａ，
１１０ｂ　第１インピーダンス回路、１１２，５４８　バッファ増幅器、１１４ａ，１１
４ｂ　整合回路、１２０　第２インピーダンス回路、１３０　トランジスタ回路、１３２
，１５２，１５４　トランジスタ、１４０　第３インピーダンス回路、１５０　カレント
ミラー回路、１５６　定電流源、１６０　負荷回路、２１０　フィルタ回路、３００　電
力合成器、３０６ａ，３０６ｂ　電力増幅器、４００　直交変調器、４０６ａ，４０６ｂ
，４０６ｃ，４０６ｄ　電圧制御発振器、４０８，５３２，５３４　移相器、５００　電
力増幅器、５０６ａ，５０６ｂ　増幅器、５１０　定包絡線信号生成回路、５１２　電力
分配器、５２０　変換信号生成回路、５３０　移相回路、５４０　変換用基本信号増幅回
路、５４２　減算器、５４４　可変利得増幅器、５４６　ローパスフィルタ、５５０　振
幅検出信号生成回路、５５２ａ，５５２ｂ　ミキサ、６００　送信機、６０２，７０２　
アンテナ、６０４，７０４　送信回路、７００　無線通信機、７０６　受信回路、７０８
　スイッチ回路、８０２　オペアンプ。
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