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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信と受信を時分割で行う送受信機において、
　第１ポート、第２ポート、第３ポートおよび第４ポートを有し、前記第１ポートへ入力
する信号を前記第２ポートおよび前記第３ポートから互いに９０°異なる位相で出力し、
前記第４ポートが所定のインピーダンスに終端された第１方向性結合器と、
　第１入力端子、第１出力端子および第２出力端子を有し、通過モード時に前記第１方向
性結合器の前記第２ポートから前記第１入力端子へ入力する信号を前記第１出力端子から
出力し、阻止モード時に前記第２出力端子に前記第１入力端子を接続する第１スイッチと
、
　第２入力端子、第３出力端子および第４出力端子を有し、前記通過モード時に前記第１
方向性結合器の前記第３ポートから前記第２入力端子へ入力する信号を前記第３出力端子
から出力し、前記阻止モード時に前記第４出力端子に前記第２入力端子を接続する第２ス
イッチと、
　前記第１スイッチの前記第１出力端子から出力される信号を増幅する第１受信用増幅器
と、
　前記第２スイッチの前記第３出力端子から出力される信号を増幅する第２受信用増幅器
と、
　送信用増幅器と、
　前記送信用増幅器から出力される信号をアンテナへ送り、前記アンテナから送られてく
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る信号を前記第１方向性結合器の前記第１ポートへ送る送受切り替え回路と、を備え、
　前記第１スイッチの前記第２出力端子が所定のインピーダンスに終端されており、
　前記第２スイッチの前記第４出力端子が所定のインピーダンスに終端されていることを
特徴とする送受信機。
【請求項２】
　送信期間中、前記第１スイッチおよび前記第２スイッチが阻止モードとなり、受信期間
中、前記第１スイッチおよび前記第２スイッチが通過モードとなるように切り替える制御
部、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の送受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、送信と受信を時分割で行うＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐ
ｌｅｘ）方式の送受信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＴＤＤ方式の送受信機として、受信回路の前段に受信スロットの期間にオンとな
るスイッチ回路を設け、送受信アンテナと、送信用のパワーアンプと、スイッチ回路との
間に、サーキュレータを接続した構成のものがある。この送受信機では、送信スロットの
期間には、送信信号を、パワーアンプからサーキュレータを通じて送受信アンテナに供給
する。受信スロットの期間には、送受信アンテナの受信した受信信号を、サーキュレータ
およびスイッチ回路を通じて受信回路に供給する（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２５２０７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１に開示された構成の送受信機では、マイクロ波帯やミリ
波帯での無線通信を行う場合、次のような問題点がある。第１に、送信期間中、受信回路
の前段のスイッチ回路がオフ状態となり、そのオフ状態におけるスイッチ回路のインピー
ダンスが考慮されていないため、送信時に、送信側から見たインピーダンスが所定の負荷
（５０Ω）にならない。そのため、送信時にスイッチ回路で反射が起こり、送信側のパワ
ーアンプ（送信用増幅器）を良好な状態で動作させることができないという問題点がある
。
【０００５】
　第２に、近年、送信電力が増大する傾向にあり、それに伴って受信側へ回り込む送信電
力が増大する傾向にある。従って、受信回路の前段のスイッチ回路に、送信電力の回り込
みを阻止する高い能力が要求される。そのため、スイッチ回路を大型の素子で構成する必
要があり、コストの増大を招くという問題点がある。
【０００６】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、送信用増幅器を良好な状
態で動作させることができる送受信機を提供することを目的とする。また、この発明は、
コストの低減を図ることができる送受信機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この送受信機は、送信と受信を時分割で
行う送受信機において、受信側に、方向性結合器と、単極双投（以下、ＳＰＤＴとする。
ＳＰＤＴ：Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｏｌｅ　Ｄｏｕｂｌｅ　Ｔｈｒｏｗ）スイッチを有すること
を要件とする。方向性結合器において、第１ポートには受信信号が入力し、第２ポートお
よび第３ポートからは、第１ポートへの入力信号が互いに９０°異なる位相の信号に分配
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されて出力され、第４ポートは、所定のインピーダンスに終端されている。
【０００８】
　第１ＳＰＤＴスイッチにおいて、第１入力端子には、方向性結合器の第２ポートからの
出力信号が入力し、通過モード時には第１入力端子への入力信号が第１出力端子から出力
され、阻止モード時には第２出力端子に第１入力端子が接続される。第２ＳＰＤＴスイッ
チにおいて、第２入力端子には、方向性結合器の第３ポートからの出力信号が入力し、通
過モード時には第２入力端子への入力信号が第３出力端子から出力され、阻止モード時に
は第４出力端子に第２入力端子が接続される。
【０００９】
　この送受信機によれば、受信側に、所定のインピーダンスに終端された方向性結合器と
、バランス型のスイッチがあることによって、送信時に、方向性結合器において反射波が
打ち消されるので、送信側から見た負荷を常に所定のインピーダンスに見せることができ
る。さらに、受信信号が方向性結合器において２つの信号に分配されることによって、Ｓ
ＰＤＴスイッチに要求される、送信電力の回り込みを阻止する能力が低くてもよいので、
スイッチを小型の素子で構成することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　この送受信機によれば、送信側から見た負荷が常に所定のインピーダンスになることに
よって、送信用増幅器を良好な状態で動作させることができるという効果を奏する。また
、受信側のスイッチを小型の素子で構成することができるので、コストの低減を図ること
ができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に添付図面を参照して、この送受信機の好適な実施の形態を詳細に説明する。ここ
では、マイクロ波帯やミリ波帯の電磁波を送受信する移動無線通信装置におけるＴＤＤ方
式の送受信機について説明する。なお、以下の説明において、同様の構成には同一の符号
を付して説明を省略する。
【００１２】
（概要）
　図１は、送受信機の構成の一例を示すブロック図である。図１に示すように、この送受
信機は、送信と受信とで同一のアンテナ１を共用する。また、送受信機は、送信と受信と
で例えばバンドパスフィルタ２を共用してもよい。送受信部３において、受信側には、第
１方向性結合器３０と、第１スイッチの機能を有する第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第
２スイッチの機能を有する第２ＳＰＤＴスイッチ３２からなるバランス型のスイッチ構成
が設けられている。
【００１３】
　第１方向性結合器３０は、入力信号を互いに９０°異なる位相の２つの信号に分配して
出力する。第１ＳＰＤＴスイッチ３１は、第１方向性結合器３０の一方の出力信号を受信
時に通過させ、送信時に阻止する。第２ＳＰＤＴスイッチ３２は、第１方向性結合器３０
のもう一方の出力信号を受信時に通過させ、送信時に阻止する。
【００１４】
（実施の形態１）
　送受信機は、図１に示すように、送受信部３において、前記第１方向性結合器３０、前
記第１ＳＰＤＴスイッチ３１、前記第２ＳＰＤＴスイッチ３２、送受切り替え回路の機能
を有するサーキュレータ３３、第１受信用増幅器の機能を有する第１低雑音増幅器３４、
第２受信用増幅器の機能を有する第２低雑音増幅器３５、および送信用増幅器の機能を有
する大電力用増幅器３６を備えている。サーキュレータ３３は、アンテナ用ポート、受信
用ポートおよび送信用ポートを有する。
【００１５】
　アンテナ用ポートは、アンテナ１、または送受信部３とアンテナ１の間にバンドパスフ
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ィルタ２がある場合には、バンドパスフィルタ２に接続されている。受信用ポートは、第
１方向性結合器３０の第１ポートに接続されている。送信用ポートは、大電力用増幅器３
６の出力端子に接続されている。大電力用増幅器３６の入力端子は、図示省略した送信処
理部に接続されている。
【００１６】
　サーキュレータ３３においては、送信用ポートへの入力信号は、アンテナ用ポートに出
力されるが、受信用ポートには出力されない。アンテナ用ポートへの入力信号は、受信用
ポートに出力されるが、送信用ポートには出力されない。受信用ポートへの入力信号は、
送信用ポートに出力されるが、アンテナ用ポートには出力されない。
【００１７】
　第１方向性結合器３０は、９０°ハイブリッドカプラ（ＨＹＢ）で構成されており、第
１ポートに入力した信号を、互いに９０°異なる位相の２つの信号に分配し、そのうちの
一方の信号を第２ポートから出力し、もう一方の信号を第３ポートから出力する。第１ポ
ートは、サーキュレータ３３の受信用ポートに接続されている。第２ポートは、第１ＳＰ
ＤＴスイッチ３１の第１入力端子に接続されている。第３ポートは、第２ＳＰＤＴスイッ
チ３２の第２入力端子に接続されている。第４ポートは、例えば５０Ωの終端器３７に接
続されている。
【００１８】
　第１ＳＰＤＴスイッチ３１において、第１出力端子は、第１低雑音増幅器３４の入力端
子に接続されている。第２出力端子は、例えば５０Ωの終端器３８に接続されている。第
２ＳＰＤＴスイッチ３２において、第３出力端子は、第２低雑音増幅器３５の入力端子に
接続されている。第４出力端子は、例えば５０Ωの終端器３９に接続されている。第１低
雑音増幅器３４の出力端子および第２低雑音増幅器３５の出力端子は、図示省略した受信
処理部に接続されている。
【００１９】
　また、送受信機は、制御部４において、制御回路４０、スイッチ駆動回路４１およびＰ
Ａ駆動回路４２を備えている。制御回路４０は、ＴＤＤ制御信号に基づいて、スイッチ駆
動回路４１およびＰＡ駆動回路４２に、それぞれ、受信スイッチ駆動信号およびＰＡ駆動
信号を出力する。例えば、図２に示すタイミングチャートのように、ＰＡ駆動信号がＨｉ
レベルであるときに受信スイッチ駆動信号はＬｏレベルであり、ＰＡ駆動信号がＬｏレベ
ルであるときに受信スイッチ駆動信号はＨｉレベルである。
【００２０】
　ここで、制御回路４０は、単一のＴＤＤ制御信号に基づいて、受信スイッチ駆動信号と
ＰＡ駆動信号を生成するとよい。そうすれば、故障等により受信スイッチ駆動信号とＰＡ
駆動信号がともにＨｉレベルとなるのを避けることができる。つまり、受信側に回り込む
送信電力によって受信側の低雑音増幅器３４，３５が破壊されるのを防ぐことができる。
【００２１】
　スイッチ駆動回路４１は、制御回路４０から入力する受信スイッチ駆動信号がＨｉレベ
ルのときに、その受信スイッチ駆動信号のレベルを、スイッチを動作させるための電圧に
変換する。受信スイッチ駆動信号がＨｉレベルのとき、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および
第２ＳＰＤＴスイッチ３２は、それぞれ、第１出力端子側および第３出力端子側に切り替
わる。受信スイッチ駆動信号がＬｏレベルのときには、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および
第２ＳＰＤＴスイッチ３２は、それぞれ、第２出力端子側および第４出力端子側に切り替
わる。
【００２２】
　例えば、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２が、シャント型の
ＰＩＮダイオードからなるＳＰＤＴスイッチである場合、スイッチ駆動回路４１は、ＴＴ
Ｌレベルの受信スイッチ駆動信号を、ＰＩＮダイオードに印加するバイアス電圧に変換す
る。
【００２３】
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　例えば、ＳＰＤＴスイッチを終端器側に切り替えるとき（阻止モードのとき）には、終
端器側に接続されたＰＩＮダイオードに０Ｖ以下の逆バイアスを印加し、低雑音増幅器側
に接続されたＰＩＮダイオードに順方向電圧以上の順バイアス電圧を印加する。ＳＰＤＴ
スイッチを低雑音増幅器側に切り替えるとき（通過モードのとき）には、その逆となる。
【００２４】
　また、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２が、電界効果トラン
ジスタ（ＦＥＴ：Ｆｉｅｌｄ－Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）で構成される場合
がある。その場合、スイッチ駆動回路４１は、ＴＴＬレベルの受信スイッチ駆動信号を、
ＦＥＴのゲート端子に印加する制御電圧に変換する。
【００２５】
　例えば、伝送線路にＦＥＴが並列に接続された構成の場合、ＳＰＤＴスイッチを終端器
側に切り替えるとき（阻止モードのとき）には、終端器側に接続されたＦＥＴのゲート端
子にピンチオフ電圧以下の制御電圧を印加し、低雑音増幅器側に接続されたＦＥＴのゲー
ト端子に０Ｖの制御電圧を印加する。ＳＰＤＴスイッチを低雑音増幅器側に切り替えると
き（通過モードのとき）には、その逆となる。伝送線路にＦＥＴが直列に接続された構成
の場合には、並列に接続された構成の場合の逆となる。
【００２６】
　ＰＡ駆動回路４２は、制御回路４０から入力するＰＡ駆動信号がＨｉレベルのときに、
そのＰＡ駆動信号のレベルを、大電力用増幅器３６を動作させるための電圧に変換する。
ＰＡ駆動信号がＨｉレベルのとき、大電力用増幅器３６の電源がオン状態となる。ＰＡ駆
動信号がＬｏレベルのときには、大電力用増幅器３６の電源はオフ状態となる。例えば、
大電力用増幅器３６がＦＥＴで構成される場合、ＰＡ駆動回路は、ＴＴＬレベルのＰＡ駆
動信号を、ＦＥＴのゲート端子に印加する制御電圧に変換する。大電力用増幅器３６のＦ
ＥＴをオンさせるときには、そのＦＥＴのゲート端子に閾値電圧以上の電圧を印加し、オ
フさせるときには、閾値電圧よりも低い電圧を印加する。
【００２７】
　送受信機の動作は以下の通りである。送信期間中、ＰＡ駆動信号により大電力用増幅器
３６の電源がオン状態となり、図示しない送信処理部から大電力用増幅器３６に入力した
信号が増幅される。大電力用増幅器３６から出力された信号は、サーキュレータ３３を通
過し、バンドパスフィルタ２を通過して、アンテナ１から空中に放射される。その際、第
１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２が共に同じインピーダンス（例
えば共に５０Ωもしくはオープン等）の場合、第１方向性結合器３０において反射波が打
ち消されるので、送信側から見える負荷が常に５０Ωとなる。
【００２８】
　また、送信期間中、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２は、そ
れぞれ、終端器３８，３９側に切り替えられている。それによって、送信電力が第１低雑
音増幅器３４および第２低雑音増幅器３５に回り込むのを阻止することができるので、第
１低雑音増幅器３４および第２低雑音増幅器３５が破壊されるのを防ぐことができる。
【００２９】
　受信側に回り込む送信電力は、第１方向性結合器３０で分配されて第１ＳＰＤＴスイッ
チ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２に入力する。従って、受信側に回り込む送信電力
を一つのスイッチで阻止する場合に比べて、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤ
Ｔスイッチ３２の耐電力は低くてもよい。つまり、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２
ＳＰＤＴスイッチ３２を小型の素子で構成することができる。
【００３０】
　例えば、第１方向性結合器３０が、受信側に回り込む送信電力を１／２ずつに分配する
場合、受信側に回り込んでくる送信電力を一つのスイッチで阻止する場合に比べて、第１
ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２の耐電力は半分でよい。この場合
、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２を、例えば３ｄＢほど耐電
力の小さい小型の素子で構成することができる。
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【００３１】
　受信期間中、受信スイッチ駆動信号により第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤ
Ｔスイッチ３２は、それぞれ、第１低雑音増幅器３４側および第２低雑音増幅器３５側に
切り替えられている。受信信号は、アンテナ１から、バンドパスフィルタ２およびサーキ
ュレータ３３を通過し、第１方向性結合器３０の第１ポートに入力する。そして、受信信
号は、第１方向性結合器３０において互いに位相が９０°異なる２つの信号に分配される
。
【００３２】
　第１方向性結合器３０で分配された信号のうち、一方は第２ポートから出力され、もう
一方は第３ポートから出力される。それら第２ポートから出力された信号および第３ポー
トから出力された信号は、それぞれ、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイ
ッチ３２を通過して、第１低雑音増幅器３４および第２低雑音増幅器３５に入力し、そこ
で増幅されて図示しない受信処理部へ送られる。受信期間中、大電力用増幅器３６の電源
はオフ状態となっている。
【００３３】
（実施の形態２）
　図３は、実施の形態２の送受信機の構成を示すブロック図である。図３に示すように、
送受信機では、第１ＳＰＤＴスイッチ３１の第２出力端子が開放となっており、第２ＳＰ
ＤＴスイッチ３２の第４出力端子が開放となっている。その他の構成および動作は、実施
の形態１と同様である。このように、第１ＳＰＤＴスイッチ３１の第２出力端子および第
２ＳＰＤＴスイッチ３２の第４出力端子が５０Ωの終端器に接続されていなくても、送信
時に、第１ＳＰＤＴスイッチ３１や第２ＳＰＤＴスイッチ３２からの反射波が第１方向性
結合器３０において打ち消されるので、送信側から見える負荷は常に５０Ωとなる。
【００３４】
（実施の形態３）
　図４は、実施の形態３の送受信機の構成を示すブロック図である。図４に示すように、
送受信機は、第２方向性結合器５０、同相合成回路５１およびＶＳＷＲ検出回路５２を備
えており、大電力用増幅器３６の出力電力をフォワード電力として利用して電圧定在波比
（ＶＳＷＲ：Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｗａｖｅ　Ｒａｔｉｏ）を検出する。
第２方向性結合器５０は、大電力用増幅器３６の出力端子に接続されている。第２方向性
結合器５０は、例えば、５０Ωの終端器５３に接続されたカプラにより構成されており、
大電力用増幅器３６から出力される送信信号の一部を取り出す。
【００３５】
　同相合成回路５１は、第１ＳＰＤＴスイッチ３１の第２出力端子と第２ＳＰＤＴスイッ
チ３２の第４出力端子に接続されている。同相合成回路５１は、第１ＳＰＤＴスイッチ３
１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２から入力した２つの信号を同相、すなわち位相差０°
で合成する。ＶＳＷＲ検出回路５２は、第２方向性結合器５０と同相合成回路５１に接続
されている。同相合成回路５１およびＶＳＷＲ検出回路５２については、周知であるので
、詳細な説明を省略する。その他の構成は、実施の形態１と同様である。
【００３６】
　送受信機のＶＳＷＲ検出時の動作は以下の通りである。送信期間中、第２方向性結合器
５０で取り出された信号は、フォワード電力としてＶＳＷＲ検出回路５２に供給される。
また、アンテナ１やケーブルが劣化したり破損したりして出力部分のインピーダンスが劣
化すると、第２方向性結合器５０を通過してアンテナ１へ向かう送信信号（図４に伝送経
路を破線Ｔで示す）の一部が反射されても送受信部３に戻ってくる。反射されて戻ってき
た信号は、バンドパスフィルタ２およびサーキュレータ３３を通過して第１方向性結合器
３０へ入力する（図４に伝送経路を破線Ａで示す）。
【００３７】
　第１方向性結合器３０に入力した信号は、９０°位相の異なる２つの信号に分配される
。第１方向性結合器３０で分配された信号は、それぞれ、第１ＳＰＤＴスイッチ３１およ
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び第２ＳＰＤＴスイッチ３２を通過して、同相合成回路５１に入力する（図４に伝送経路
を破線Ｂおよび破線Ｃで示す）。同相合成回路５１で合成された信号は、リバース電力と
してＶＳＷＲ検出回路５２に供給される（図４に伝送経路を破線Ｄで示す）。
【００３８】
　ＶＳＷＲ検出回路５２は、第２方向性結合器５０から供給されたフォワード電力と、同
相合成回路５１から供給されたリバース電力に基づいて、電圧定在波比を検出する。その
検出結果は、図示しない制御部のエラー処理部などに送られる。送信および受信に関する
動作は、実施の形態１と同様である。
【００３９】
　図５は、ＶＳＷＲ検出用反射電力の比率を説明する特性図である。図５において、Ａ、
Ｂ、ＣおよびＤの各特性曲線は、図４の破線Ａ、Ｂ、ＣおよびＤの伝送経路における反射
電力を示す。ここでは、第１方向性結合器３０が、Ａの電力を１／２ずつＢとＣの電力に
分配する場合を例にする。
【００４０】
　図５に示すように、ＢとＣの電力の位相が９０°ずれているので、それらを同相で合成
したＤの電力の変動は、Ａの電力の変動幅よりも小さくなり、Ａの変動幅の０．７倍とな
る。つまり、実施の形態３によれば、第１方向性結合器３０、第１ＳＰＤＴスイッチ３１
、第２ＳＰＤＴスイッチ３２および同相合成回路５１を設けずに、Ａの電力をそのままＶ
ＳＷＲ検出回路５２に入力させる場合に比べて、反射点の位置（位相）に依存する、ＶＳ
ＷＲ検出回路５２への入力レベルの変動を低減することができる。従って、ＶＳＷＲ検出
機能の精度が向上する。
【００４１】
（実施の形態４）
　図６は、実施の形態４の送受信機の構成を示すブロック図である。図６に示すように、
送受信機は、ＶＳＷＲ検出回路５２、擬似信号発生器６０、アイソレータ６１、第３方向
性結合器６２およびＶＣＯ駆動回路６４を備えており、擬似信号の電力をフォワード電力
として利用して電圧定在波比（ＶＳＷＲ）を検出する。擬似信号発生器６０は、例えば電
圧制御発信器（ＶＣＯ：Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ
）で構成されている。擬似信号発生器６０は、制御部４に設けられたＶＣＯ駆動回路６４
により駆動される。
【００４２】
　ＶＣＯ駆動回路６４は、制御回路４０から入力するＶＣＯ駆動信号がＨｉレベルのとき
に、そのＶＣＯ駆動信号のレベルを、擬似信号発生器６０を動作させるための電圧に変換
する。例えば、図７に示すタイミングチャートのように、ＶＣＯ駆動信号は、ＰＡ駆動信
号および受信スイッチ駆動信号の両方がＬｏレベルのとき、すなわち、送受信機が送信も
受信もしていない非送受信期間中に、Ｈｉレベルとなる。ＶＣＯ駆動信号は、ＰＡ駆動信
号および受信スイッチ駆動信号のいずれか一方がＨｉレベルのとき、すなわち、送受信機
が送信か受信をしているときには、Ｌｏレベルとなる。
【００４３】
　つまり、擬似信号発生器６０は、送受信機が送信も受信もしていないときにのみ、擬似
信号を出力する。従って、送受信機は、送信も受信もしていないときにのみ、ＶＳＷＲ検
出を行う。なお、図７では、非送受信期間ごとにＶＣＯ駆動信号がＨｉレベルとなってい
るが、適当な回数おきまたは適当な時間おきにＶＣＯ駆動信号がＨｉレベルになるように
してもよい。また、ＶＣＯ駆動回路６４は、自身の出力電圧を制御することによって、擬
似信号発生器６０の発振周波数を制御する。
【００４４】
　アイソレータ６１は、負荷安定器として擬似信号発生器６０の出力端子に接続されてい
る。第３方向性結合器６２は、例えば９０°ハイブリッドカプラ（ＨＹＢ）で構成されて
おり、第５ポートに入力した信号を２つの信号に分配し、そのうちの一方の信号を第６ポ
ートから出力し、もう一方の信号を第７ポートから出力する。第５ポートは、アイソレー
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タ６１の出力端子に接続されている。第６ポートは、ＶＳＷＲ検出回路５２に接続されて
いる。第７ポートは、第２ＳＰＤＴスイッチ３２の第４出力端子に接続されている。第８
ポートは、例えば５０Ωの終端器６３に接続されている。
【００４５】
　第１ＳＰＤＴスイッチ３１の第２出力端子は、ＶＳＷＲ検出回路５２に接続されている
。その他の構成は、実施の形態１と同様である。
【００４６】
　送受信機のＶＳＷＲ検出時の動作は以下の通りである。非送受信期間中、擬似信号発生
器６０から出力され、アイソレータ６１を通過した擬似信号は、第３方向性結合器６２に
入力し、２つの信号に分配される。第３方向性結合器６２の第６ポートから出力された信
号は、フォワード電力としてＶＳＷＲ検出回路５２に供給される（図６に伝送経路を破線
Ｅで示す）。第３方向性結合器６２の第７ポートから出力された信号は、第２ＳＰＤＴス
イッチ３２を通過し、第１方向性結合器３０の第３ポートに入力し（図６に伝送経路を破
線Ｆで示す）、第１ポートから出力される。
【００４７】
　第１方向性結合器３０の第１ポートから出力された信号は、サーキュレータ３３を通過
し（図６に伝送経路を破線Ｇで示す）、大電力用増幅器３６で反射されてアンテナ１へ向
かう（図６に伝送経路を破線Ｈで示す）。アンテナ１やケーブルが劣化したり破損したり
して出力部分のインピーダンスが劣化すると、アンテナ１へ向かう信号の一部が反射され
ても送受信部３に戻ってくる。反射されて戻ってきた信号は、バンドパスフィルタ２およ
びサーキュレータ３３を通過して第１方向性結合器３０の第１ポートに入力する（図６に
伝送経路を破線Ｊで示す）。
【００４８】
　第１方向性結合器３０に入力した信号は、第２ポートから出力され、第１ＳＰＤＴスイ
ッチ３１を通過して、リバース電力としてＶＳＷＲ検出回路５２に供給される（図６に伝
送経路を破線Ｋで示す）。ＶＳＷＲ検出回路５２は、第３方向性結合器６２から供給され
たフォワード電力と、第１ＳＰＤＴスイッチ３１から供給されたリバース電力に基づいて
、電圧定在波比を検出する。その検出結果は、図示しない制御部のエラー処理部などに送
られる。送信および受信に関する動作は、実施の形態１と同様である。
【００４９】
　実施の形態４によれば、ＶＳＷＲ検出に必要なフォワード電力を擬似信号から得るので
、大電力用増幅器３６とサーキュレータ３３の間にカプラなどを設けて、大電力用増幅器
３６の出力電圧の一部をフォワード電力としてＶＳＷＲ検出回路５２に供給する必要がな
い。従って、実施の形態３よりも送信系の通過損失を小さくすることができる。なお、第
３方向性結合器６２は、カプラでもよい。また、擬似信号発生器６０の発信周波数を、大
電力用増幅器３６の帯域外の周波数としてもよい。
【００５０】
（実施の形態５）
　図８は、実施の形態５の送受信機の構成を示すブロック図である。図８に示すように、
送受信機は、第１検出回路の機能を有する第１ＲＦ検出回路７１、第２検出回路の機能を
有する第２ＲＦ検出回路７２、インバータ７３、第１アンド回路７４、第２アンド回路７
５および受信レベル閾値判断部７６を備えており、受信レベルに応じて、第１低雑音増幅
器３４および第２低雑音増幅器３５を切り替えて受信信号を受信する。実施の形態５では
、第１低雑音増幅器３４と第２低雑音増幅器３５は、受信感度（ダイナミックレンジ）が
異なる。以下の説明では、第２低雑音増幅器３５の方が第１低雑音増幅器３４よりも受信
感度が高いとする。
【００５１】
　第１ＲＦ検出回路７１の入力端子は、第１ＳＰＤＴスイッチ３１の第２出力端子に接続
されている。第１ＲＦ検出回路７１は、第１ＳＰＤＴスイッチ３１の第２出力端子から入
力する信号を検波し、その受信レベルを検出する。第２ＲＦ検出回路７２の入力端子は、
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第２ＳＰＤＴスイッチ３２の第４出力端子に接続されている。第２ＲＦ検出回路７２は、
第２ＳＰＤＴスイッチ３２の第４出力端子から入力する信号を検波し、その受信レベルを
検出する。これらＲＦ検出回路については、周知であるので、詳細な説明を省略する。
【００５２】
　受信レベル閾値判断部７６は、第１ＲＦ検出回路７１の出力端子および第２ＲＦ検出回
路７２の出力端子に接続されている。図９に示すように、受信レベル閾値判断部７６には
、閾値電圧Ｘが設定されている。受信レベル閾値判断部７６は、第１ＲＦ検出回路７１の
出力電圧および第２ＲＦ検出回路７２の出力電圧を閾値電圧Ｘと比較し、その比較結果に
応じたレベルの信号を制御回路４０へ出力する。
【００５３】
　第１ＲＦ検出回路７１の出力電圧および第２ＲＦ検出回路７２の出力電圧と受信レベル
閾値判断部７６の出力電圧との関係を図１０に示す。図１０に示すように、第１ＲＦ検出
回路７１からの出力電圧が受信なしに相当する場合、第２ＲＦ検出回路７２の出力電圧が
閾値電圧Ｘ以下であるときには、受信レベル閾値判断部７６の出力電圧はＬｏレベルとな
り（ケース１）、第２ＲＦ検出回路７２の出力電圧が閾値電圧Ｘよりも高いときには、受
信レベル閾値判断部７６の出力電圧はＨｉレベルとなる（ケース２）。
【００５４】
　また、第２ＲＦ検出回路７２の出力電圧が受信なしに相当する場合、第１ＲＦ検出回路
７１の出力電圧が閾値電圧Ｘ以下であるときには、受信レベル閾値判断部７６の出力電圧
はＬｏレベルとなり（ケース３）、第１ＲＦ検出回路７１の出力電圧が閾値電圧Ｘよりも
高いときには、受信レベル閾値判断部７６の出力電圧はＨｉレベルとなる（ケース４）。
ここで、第１ＲＦ検出回路７１の出力電圧または第２ＲＦ検出回路７２の出力電圧が受信
なしに相当する場合とは、対応するＳＰＤＴスイッチ３１，３２がそれぞれの低雑音増幅
器３４，３５側に接続されているため、第１ＲＦ検出回路７１または第２ＲＦ検出回路７
２への入力が微小である状態のことをいう。受信レベル閾値判断部７６の出力電圧のレベ
ルは、例えばレベルの切り替えが起こるまで保持される。
【００５５】
　制御回路４０は、受信レベル閾値判断部７６の出力電圧に応じて、ＬＮＡ切り替え信号
を出力する。このＬＮＡ切り替え信号は、スイッチ駆動回路４１において、第１ＳＰＤＴ
スイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２を動作させるための電圧に変換される。こ
の電圧変換後のＬＮＡ切り替え信号を受信ＬＮＡ選択信号とする。
【００５６】
　インバータ７３は、スイッチ駆動回路４１から出力された受信ＬＮＡ選択信号の極性を
反転させる。また、実施の形態１においてスイッチ駆動回路４１から出力される、第１Ｓ
ＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２の切り替え制御を行う信号を、スイ
ッチ切り替え信号とする。第１アンド回路７４は、受信ＬＮＡ選択信号の反転信号とスイ
ッチ切り替え信号の論理積を第１スイッチ切り替え信号として第１ＳＰＤＴスイッチ３１
へ出力する。第２アンド回路７５は、受信ＬＮＡ選択信号の反転信号とスイッチ切り替え
信号の論理積を第２スイッチ切り替え信号として第２ＳＰＤＴスイッチ３２へ出力する。
【００５７】
　第１ＳＰＤＴスイッチ３１は、第１アンド回路７４から出力される第１スイッチ切り替
え信号がＨｉレベルのときに第１出力端子側に切り替わり、Ｌｏレベルのときに第２出力
端子側に切り替わる。第２ＳＰＤＴスイッチ３２は、第２アンド回路７５から出力される
第２スイッチ切り替え信号がＨｉレベルのときに第３出力端子側に切り替わり、Ｌｏレベ
ルのときに第４出力端子側に切り替わる。その他の構成は、実施の形態１と同様である。
【００５８】
　送受信機の受信時の動作は以下の通りである。図１１は、実施の形態５の送受信機の動
作タイミングを示すタイミングチャートである。図１１に示すように、受信期間中、例え
ば第１ＳＰＤＴスイッチ３１が第１ＲＦ検出回路７１側に切り替えられており、第２ＳＰ
ＤＴスイッチ３２が第２低雑音増幅器３５側に切り替えられているとする。この状態のと
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きには、第２低雑音増幅器３５で受信信号を受信し、第１ＲＦ検出回路７１で受信レベル
を検出する。
【００５９】
　第１ＲＦ検出回路７１の出力電圧が閾値電圧Ｘよりも高いとする（図１０のケース４）
。この場合には、受信レベル閾値判断部７６の出力電圧はＨｉレベルである。受信スイッ
チ駆動信号がＨｉレベルとなる受信期間では、第１アンド回路７４から第１ＳＰＤＴスイ
ッチ３１に入力する第１スイッチ切り替え信号はＬｏレベルとなり、第２アンド回路７５
から第２ＳＰＤＴスイッチ３２に入力する第２スイッチ切り替え信号はＨｉレベルとなる
。従って、第２低雑音増幅器３５で受信信号を受信し、第１ＲＦ検出回路７１で受信レベ
ルを検出する。
【００６０】
　次の受信期間において、第１ＲＦ検出回路７１の出力電圧が閾値電圧Ｘ以下になるとす
る（図１０のケース３）。この場合には、受信レベル閾値判断部７６の出力電圧はＬｏレ
ベルになる。受信スイッチ駆動信号がＨｉレベルとなる受信期間では、第１スイッチ切り
替え信号はＨｉレベルとなり、第２スイッチ切り替え信号はＬｏレベルとなる。それによ
って、第１ＳＰＤＴスイッチ３１が第１低雑音増幅器３４側に切り替えられ、第２ＳＰＤ
Ｔスイッチ３２が第２ＲＦ検出回路７２側に切り替えられる。従って、第１低雑音増幅器
３４で受信信号を受信し、第２ＲＦ検出回路７２で受信レベルを検出する。
【００６１】
　次の受信期間において、第２ＲＦ検出回路７２の出力電圧が閾値電圧Ｘ以下になるとす
る（図１０のケース１）。この場合には、受信レベル閾値判断部７６の出力電圧はＬｏレ
ベルである。受信スイッチ駆動信号がＨｉレベルとなる受信期間では、第１スイッチ切り
替え信号はＨｉレベルとなり、第２スイッチ切り替え信号はＬｏレベルとなる。従って、
第１低雑音増幅器３４で受信信号を受信し、第２ＲＦ検出回路７２で受信レベルを検出す
る。
【００６２】
　次の受信期間において、第２ＲＦ検出回路７２の出力電圧が閾値電圧Ｘよりも高くなる
とする（図１０のケース２）。この場合には、受信レベル閾値判断部７６の出力電圧はＨ
ｉレベルになる。受信スイッチ駆動信号がＨｉレベルとなる受信期間では、第１スイッチ
切り替え信号はＬｏレベルとなり、第２スイッチ切り替え信号はＨｉレベルとなる。それ
によって、第１ＳＰＤＴスイッチ３１が第１ＲＦ検出回路７１に切り替えられ、第２ＳＰ
ＤＴスイッチ３２が第２低雑音増幅器３５側に切り替えられる。従って、第２低雑音増幅
器３５で受信信号を受信し、第１ＲＦ検出回路７１で受信レベルを検出する。受信時のそ
の他の動作および送信に関する動作は、実施の形態１と同様である。
【００６３】
（実施の形態６）
　図１２は、実施の形態６の送受信機の構成を示すブロック図である。図１２に示すよう
に、送受信機では、サーキュレータの代わりに、大電力用増幅器３６および第１方向性結
合器３０とバンドパスフィルタ２との間に第４方向性結合器８０が接続されている。第４
方向性結合器８０は、例えば９０°ハイブリッドカプラ（ＨＹＢ）で構成されている。第
９ポートは、バンドパスフィルタ２に接続されている。第１０ポートは、大電力用増幅器
３６の出力端子に接続されている。第１１ポートは、第１方向性結合器３０の第１ポート
に接続されている。第１２ポートは、例えば５０Ωの終端器８１に接続されている。その
他の構成は、実施の形態１と同様である。
【００６４】
　実施の形態１のサーキュレータ３３と実施の形態６の第４方向性結合器８０とでは、特
性が異なるので、以下のような点に注意する必要がある。例えば、送受信機が高出力装置
に用いられる場合、送信系の通過損失を小さくする必要がある、従って、第４方向性結合
器８０を構成する９０°ハイブリッドカプラとして、３ｄＢの均等分配型ではなく、送信
系の通過損失が小さくなるような不等分配型を用いるのが好ましい。また、９０°ハイブ
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リッドカプラを用いると、サーキュレータを用いる場合に比べて、アンテナ１側で送信電
力の反射が起こった場合に大電力用増幅器３６に戻る電力が大きくなる。従って、サーキ
ュレータの代わりに９０°ハイブリッドカプラを用いる場合には、アンテナ１が破損しな
いと想定される装置、または大電力用増幅器３６が破損しないような条件で用いるのが好
ましい。なお、前記実施の形態２～５のそれぞれにおいても、サーキュレータの代わりに
第４方向性結合器８０を用いることができる。
【００６５】
　以上説明したように、各実施の形態によれば、送信時に送信側から見える負荷が常に５
０Ωになるので、大電力用増幅器３６を良好な状態で動作させることができる。また、第
１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰＤＴスイッチ３２を小型の素子で構成することが
できるので、コストを削減することができる。また、送信側および受信側とアンテナ１と
の間に大型のＴＤＤスイッチを設ける場合に比べて、小型で、かつ安価な回路構成でシス
テムを構築することができる。この場合、大型のＴＤＤスイッチが不要であるので、送信
電力を低減することができる。従って、大電力用増幅器３６として小型の増幅器を用いる
ことができる。また、消費電力が小さくなるので、放熱フィンを小型にすることができる
。
【００６６】
　また、送信側および受信側とアンテナ１との間にサーキュレータを設け、さらにこのサ
ーキュレータと受信側との間に大型のアイソレータを設ける場合に比べて、小型の回路構
成でシステムを構築することができる。また、第１ＳＰＤＴスイッチ３１および第２ＳＰ
ＤＴスイッチ３２の送信電力の回り込みを阻止する能力が低くてもよいので、受信側のデ
バイス耐力を下げることができる。従って、安価になる。各実施の形態の送受信機は、マ
イクロ波帯やミリ波帯の電磁波を送受信する移動無線通信装置、またはマイクロ波帯やミ
リ波帯の電磁波を送受信するレーダー装置における時分割方式の送受信機に適している。
【００６７】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【００６８】
（付記１）同一のアンテナを用いて送信と受信を時分割で行う送受信機において、第１ポ
ート、第２ポート、第３ポートおよび第４ポートを有し、前記第１ポートへ入力する信号
を前記第２ポートおよび前記第３ポートから互いに９０°異なる位相で出力し、前記第４
ポートが所定のインピーダンスに終端された第１方向性結合器と、第１入力端子、第１出
力端子および第２出力端子を有し、通過モード時に前記第１方向性結合器の前記第２ポー
トから前記第１入力端子へ入力する信号を前記第１出力端子から出力し、阻止モード時に
前記第２出力端子に前記第１入力端子を接続する第１スイッチと、第２入力端子、第３出
力端子および第４出力端子を有し、通過モード時に前記第１方向性結合器の前記第３ポー
トから前記第２入力端子へ入力する信号を前記第３出力端子から出力し、阻止モード時に
前記第４出力端子に前記第２入力端子を接続する第２スイッチと、を備えることを特徴と
する送受信機。
【００６９】
（付記２）前記第１スイッチの前記第１出力端子から出力される信号を増幅する第１受信
用増幅器と、前記第２スイッチの前記第３出力端子から出力される信号を増幅する第２受
信用増幅器と、をさらに備えることを特徴とする付記１に記載の送受信機。
【００７０】
（付記３）送信用増幅器と、前記送信用増幅器から出力される信号を前記アンテナへ送り
、前記アンテナから送られてくる信号を前記第１方向性結合器の前記第１ポートへ送る送
受切り替え回路と、をさらに備えることを特徴とする付記２に記載の送受信機。
【００７１】
（付記４）送信期間中、前記第１スイッチおよび前記第２スイッチが阻止モードとなり、
受信期間中、前記第１スイッチおよび前記第２スイッチが通過モードとなるように切り替
える制御部、をさらに備えることを特徴とする付記３に記載の送受信機。
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【００７２】
（付記５）前記第１スイッチの前記第２出力端子が所定のインピーダンスに終端されてお
り、前記第２スイッチの前記第４出力端子が所定のインピーダンスに終端されていること
を特徴とする付記３に記載の送受信機。
【００７３】
（付記６）前記第１スイッチの前記第２出力端子が開放となっており、前記第２スイッチ
の前記第４出力端子が開放となっていることを特徴とする付記３に記載の送受信機。
【００７４】
（付記７）前記送信用増幅器から出力される信号の一部を取り出す第２方向性結合器と、
阻止モード時に前記第１スイッチの前記第２出力端子および前記第２スイッチの前記第４
出力端子からそれぞれ出力される信号を合成する合成回路と、前記第２方向性結合器から
出力される信号の電力および前記合成回路から出力される信号の電力に基づいて、電圧定
在波比を検出するＶＳＷＲ検出回路と、をさらに備えることを特徴とする付記４に記載の
送受信機。
【００７５】
（付記８）擬似信号を発生する擬似信号発生器と、第５ポート、第６ポート、および第７
ポートを有し、前記擬似信号発生器から前記第５ポートへ入力する擬似信号を前記第６ポ
ートおよび前記第７ポートから出力する第３方向性結合器と、前記第３方向性結合器の前
記第７ポートから出力され、前記第２スイッチおよび前記第１方向性結合器を経由し、前
記第１方向性結合器と前記アンテナの間で反射され、前記第１方向性結合器および前記第
１スイッチを経由し、前記第１スイッチから出力される信号の電力、並びに前記第３方向
性結合器の前記第６ポートから出力される信号の電力に基づいて、電圧定在波比を検出す
るＶＳＷＲ検出回路と、送信期間と受信期間の間の非送受信期間中、前記擬似信号発生器
が擬似信号を発生するとともに、前記第１スイッチおよび前記第２スイッチが阻止モード
となるように制御する制御部と、をさらに備えることを特徴とする付記４に記載の送受信
機。
【００７６】
（付記９）前記第１スイッチの前記第２出力端子から出力される信号の受信レベルを検出
する第１検出回路と、前記第２スイッチの前記第４出力端子から出力される信号の受信レ
ベルを検出する第２検出回路と、送信期間中、前記第１スイッチおよび前記第２スイッチ
が阻止モードとなり、受信期間中、前記第１検出回路により検出された受信レベルまたは
前記第２検出回路により検出された受信レベルに基づいて、前記第１スイッチおよび前記
第２スイッチのうち、いずれか一方が通過モードとなり、他方が阻止モードとなるように
切り替える制御部と、をさらに備えることを特徴とする付記３に記載の送受信機。
【００７７】
（付記１０）送信期間中オン状態となり、非送信期間中オフ状態となるように前記送信用
増幅器の電源を切り替える制御部、をさらに備えることを特徴とする付記３～９のいずれ
か一つに記載の送受信機。
【００７８】
（付記１１）前記送受切り替え回路は、サーキュレータであることを特徴とする付記３～
１０のいずれか一つに記載の送受信機。
【００７９】
（付記１２）前記送受切り替え回路は、方向性結合器であることを特徴とする付記３～１
０のいずれか一つに記載の送受信機。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】実施の形態１の送受信機の構成を示すブロック図である。
【図２】実施の形態１の送受信機の動作タイミングを示すタイミングチャートである。
【図３】実施の形態２の送受信機の構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態３の送受信機の構成を示すブロック図である。
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【図５】実施の形態３の送受信機におけるＶＳＷＲ検出用反射電力の比率を説明する特性
図である。
【図６】実施の形態４の送受信機の構成を示すブロック図である。
【図７】実施の形態４の送受信機の動作タイミングを示すタイミングチャートである。
【図８】実施の形態５の送受信機の構成を示すブロック図である。
【図９】実施の形態５の送受信機における受信レベル閾値判断部を説明する特性図である
。
【図１０】実施の形態５の送受信機における受信レベル閾値判断部を説明する図表である
。
【図１１】実施の形態５の送受信機の動作タイミングを示すタイミングチャートである。
【図１２】実施の形態６の送受信機の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００８１】
　１　アンテナ
　４　制御部
　３０　第１方向性結合器
　３１　第１ＳＰＤＴスイッチ
　３２　第２ＳＰＤＴスイッチ
　３３　サーキュレータ
　３４　第１低雑音増幅器
　３５　第２低雑音増幅器
　３６　大電力用増幅器
　３７，３８，３９　終端器
　４０　制御回路
　４１　スイッチ駆動回路
　４２　ＰＡ駆動回路
　５０　第２方向性結合器
　５１　同相合成回路
　５２　ＶＳＷＲ検出回路
　６０　擬似信号発生器
　６２　第３方向性結合器
　６４　ＶＣＯ駆動回路
　７１　第１ＲＦ検出回路
　７２　第２ＲＦ検出回路
　７６　受信レベル閾値判断部
　８０　第４方向性結合器
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