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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力信号を複数の定振幅信号に分離する信号分離部と、
各系統の分離された定振幅信号を指定された位相量だけ回転して位相補正を行なう位相
補正部と、
各系統の前記位相補正された定振幅信号を増幅して、一定振幅の信号を出力する非線形
増幅器と、
各系統の前記非線形増幅器の出力を合成して出力信号として出力する加算部と、
各系統の前記非線形増幅器の出力振幅および位相の相違を示す相違量に基づいて、前記
出力信号が所望の値となるように、各系統の前記位相補正部で補正すべき位相量を算出す
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る位相補正量計算部とを備え、
前記信号分離部は、入力信号を二系統の定振幅信号に分離し、
ｎを時刻、
前記入力信号ｓ（ｎ）の振幅をＡ（ｎ）、
前記各定振幅信号の振幅をＶ、
第１系統の前記定振幅信号と前記入力信号との位相差をψ（ｎ）、
第２系統の前記定振幅信号と前記入力信号との位相差を−ψ（ｎ）、
第１系統の前記非線形増幅器の出力振幅をＶ1、位相変化をφ1、
第２系統の前記非線形増幅器の出力振幅をＶ2、位相変化をφ2とし、
Ｖ2＝αＶ1、
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φ2−φ1＝Δφであって、
前記加算部で出力される出力信号ｙ（ｎ）を（Ｖ1／Ｖ）ｓ（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）とす
るときに、
前記位相補正量計算部は、第１系統の前記位相補正部で補正すべき位相量Δθ1（ｎ）
を、Δθ1（ｎ）＝ｃｏｓ‑1[｛Ａ（ｎ）2＋Ｖ2−（αＶ）2｝／｛２Ａ（ｎ）Ｖ｝］−ψ
（ｎ）に基づいて算出し、
第２系統の前記位相補正部で補正すべき位相量Δθ2（ｎ）を、Δθ2（ｎ）＝ψ（ｎ）
−ｃｏｓ‑1[｛Ａ（ｎ）2＋（αＶ）2−Ｖ2｝／｛２αＡ（ｎ）Ｖ｝］−Δφに基づいて算
出する、ＬＩＮＣ方式線形増幅器。
【請求項２】
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前記位相補正量計算部は、ｘ＝［｛Ａ（ｎ）2＋Ｖ2−（αＶ）2｝／｛２Ａ（ｎ）Ｖ｝
］としたときに、ｘ＞１のときに、ｃｏｓ‑1（ｘ）＝０として、Δθ1（ｎ）を算出し、
ｘ＜−１のときに、ｃｏｓ‑1（ｘ）＝πとして、Δθ1（ｎ）を算出し、
ｘ＝[｛Ａ（ｎ）2＋（αＶ）2−Ｖ2｝／｛２αＡ（ｎ）Ｖ｝］としたときに、ｘ＞１の
ときに、ｃｏｓ‑1（ｘ）＝０として、Δθ2（ｎ）を算出し、ｘ＜−１のときに、ｃｏｓ‑
1

（ｘ）＝πとして、Δθ2（ｎ）を算出する、請求項１記載のＬＩＮＣ方式線形増幅器。

【請求項３】
前記ＬＩＮＣ方式線形増幅器は、さらに、
前記出力信号と、前記位相補正された第１系統の定振幅信号と、前記位相補正された第
２系統の定振幅信号とに基づいて、最小２乗法によって、前記αおよびΔφを推定するア

20

ンバランス推定部を備えた請求項２記載のＬＩＮＣ方式線形増幅器。
【請求項４】
入力信号を複数の定振幅信号に分離する信号分離部と、
第１系統を除く各系統の分離された定振幅信号を指定された位相量だけ回転して位相補
正を行なう位相補正部と、
各系統の定振幅信号または前記位相補正された定振幅信号を増幅して、一定振幅の信号
を出力する非線形増幅器と、
各系統の前記非線形増幅器の出力の振幅を指定された減衰量だけ減衰させる振幅減衰部
と、
各系統の前記振幅減衰部の出力を合成して、出力信号として出力する加算部と、
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第１系統の前記非線形増幅器の位相変化と、各系統の前記非線形増幅器の位相変化との
差を、前記位相補正部で補正すべき位相量として前記位相補正部に与える指定部と、
各系統の前記非線形増幅器の出力振幅の相違を示す相違量に基づいて、前記出力信号が
所望の値となるように、前記各振幅減衰部で減衰すべき減衰量を算出する振幅減衰量計算
部とを備え、
前記信号分離部は、入力信号を二系統の定振幅信号に分離し、
ｎを時刻、
前記入力信号ｓ（ｎ）の振幅をＡ（ｎ）、
前記各定振幅信号の振幅をＶ、
第１系統の前記定振幅信号と前記入力信号との位相差をψ（ｎ）、
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第２系統の前記定振幅信号と前記入力信号との位相差を−ψ（ｎ）、
第１系統の前記非線形増幅器の出力振幅をＶ1、位相変化をφ1、
第２系統の前記非線形増幅器の出力振幅をＶ2、位相変化をφ2、
第１系統の前記振幅減衰部による振幅減衰量をβ1、
第２系統の前記振幅減衰部による振幅減衰量をβ2とし、
Ｖ2＝αＶ1、
φ2−φ1＝Δφであって、
前記加算部で出力される出力信号ｙ（ｎ）を（Ｖ1／Ｖ）β1ｓ（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）
とするときに、
前記位相補正部は、前記第２系統の定振幅信号を−Δφだけ回転し、
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前記振幅減衰量計算部は、（β1／β2）＝αの関係を満たすように、β1およびβ2を算
出し、
前記振幅減衰量計算部は、α＝１のときに、β1＝１、かつβ2＝１とし、α＜１のとき
に、β1＝α、かつβ2＝１とし、α＞１のときに、β1＝１、かつβ2＝１／αとし、
前記ＬＩＮＣ方式線形増幅器は、さらに、
前記出力信号と、前記第１系統の定振幅信号と、前記第２系統の定振幅信号とに基づい
て、最小２乗法によって、前記αおよびΔφを推定するアンバランス推定部を備えた、Ｌ
ＩＮＣ方式線形増幅器。
【発明の詳細な説明】
10

【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、線形増幅器に関し、特に、非線形素子を用いた線形増幅器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
無線通信システムにおいては、基地局や移動局の低消費電力化と小型化を実現するために
、電力効率が高く線形性に優れた増幅器が必要とされている。近年注目されている線形増
幅器の一つに非線形素子を用いた線形増幅（ＬＩＮＣ：ＬＩｎｅａｒ
ａｔｉｏｎ

ｕｓｉｎｇ

Ｎｏｎｌｉｎｅａｒ

ａｍｐｌｉｆｉｃ

Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ）方式のものがあ

る。
【０００３】
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ＬＩＮＣでは、変調された信号を２つの定振幅信号に分解して、それぞれを電力効率の高
い非線形素子で増幅し、それら出力を合成したものを出力する。
【０００４】
図７は、従来のＬＩＮＣ方式線形増幅器の構成を示す。同図を参照して、この従来のＬＩ
ＮＣ方式線形増幅器７０は、信号分離部１１と、非線形増幅器５１，５２と、加算器１６
とを含む。なお、このＬＩＮＣ方式線形増幅器７０は、周波数変換部と、アナログ−デジ
タル変換部と、デジタル−アナログ変換部と、直交変調部なども含むが、これらの動作は
、自明なものなので、ここでは、説明を省略する。
【０００５】
信号分離部１１には、入力信号ｓ（ｎ）が入力される。入力信号ｓ（ｎ）は、複素信号で
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あり、
ｓ（ｎ）＝Ａ（ｎ）ｅｘｐ（ｊθ（ｎ））・・・（Ａ１）
と表わせる。ここで、ｎは時刻、Ａ（ｎ）はｓ（ｎ）の振幅、ｊは虚数単位、θ（ｎ）は
ｓ（ｎ）の位相である。
【０００６】
信号分離部１１は、入力信号ｓ（ｎ）を、次のように２系統の定振幅信号ｓ1（ｎ）とｓ2
（ｎ）とに分離する。
【０００７】
ｓ（ｎ）＝ｓ1（ｎ）＋ｓ2（ｎ）・・・（Ａ２）
ｓ1（ｎ）＝Ｖｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）＋ψ（ｎ））］・・・（Ａ３）
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ｓ2（ｎ）＝Ｖｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）−ψ（ｎ））］・・・（Ａ４）
ここで、Ｖは一定の振幅である。
【０００８】
式（Ａ１）、（Ａ３）、および（Ａ４）を式（Ａ２）に代入することにより、
Ａ（ｎ）ｅｘｐ（ｊθ（ｎ））＝Ｖｅｘｐ（ｊθ（ｎ））（ｅｘｐ（ｊψ（ｎ））＋ｅｘ
ｐ（−ｊψ（ｎ））＝２Ｖｃｏｓ（ψ（ｎ））ｅｘｐ（ｊθ（ｎ））・・・（Ａ５）
となるので、Ｖm＝２Ｖとすると、
ψ（ｎ）＝ｃｏｓ‑1（Ａ（ｎ）／Ｖm）・・・（Ａ６）
となる。なお、Ｖmは、ｓ（ｎ）の最大振幅であるｍａｘ［Ａ（ｎ）］以上に設定する必
要がある。
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【０００９】
非線形増幅器５１は、定振幅信号ｓ1（ｎ）を増幅して、第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）を
出力する。非線形増幅器５２は、定振幅信号ｓ2（ｎ）を増幅して、第２系統の増幅信号
ｙ2（ｎ）を出力する。非線形増幅器５１および５２の振幅利得をＧとし、位相変化をφ
とすると、第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）および第２系統の増幅信号ｙ2（ｎ）は、
ｙ1（ｎ）＝Ｇｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ）＝ＧＶｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）＋ψ（ｎ）＋φ）］
・・・（Ａ７）
ｙ2（ｎ）＝Ｇｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ）＝ＧＶｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）−ψ（ｎ）＋φ）］
・・・（Ａ８）
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と表わされる。
【００１０】
加算器１６は、第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）と第２系統の増幅信号ｙ2（ｎ）とを加算し
て、出力信号ｙ（ｎ）を出力する。出力信号ｙ（ｎ）は、次のように表わされる。
【００１１】
ｙ（ｎ）＝ｙ1（ｎ）＋ｙ2（ｎ）＝Ｇｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ）＋Ｇｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊ
φ）＝Ｇｓ（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ）・・・（Ａ９）
したがって、出力信号ｙ（ｎ）は、入力信号ｓ（ｎ）をＧ倍して、位相をφだけ変化させ
たものとなる。
【００１２】
上述のｓ1（ｎ）、ｓ2（ｎ）、ｓ（ｎ）、ｙ1（ｎ）、ｙ2（ｎ）、ｙ（ｎ）のベクトルで
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表すと図８のようになる。
【００１３】
ＬＩＮＣ方式線形増幅器では、上述のように、２つの非線形増幅器５１および５２の振幅
利得および位相特性が同一であれば、２系統の伝送特性が同一となり、正常に動作する。
しかし、実際には、２つの非線形増幅器５１および５２の振幅利得および位相特性には、
製造ばらつきがあるとともに、温度変化や経年変化によって変動するので、非線形増幅器
５１および５２の振幅利得および位相特性を補正することによって、２系統の伝送特性を
同一にする必要がある。
【００１４】
非特許文献１では、２台の増幅器の間の振幅利得差と位相差を推定して、この推定した値
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に基づいて、補正を行なうことによって、所望の値を出力する方法が記載されている。
【００１５】
図９は、非特許文献１に記載の従来方式線形増幅器の構成を示す。同図を参照して、この
従来方式線形増幅器８０は、信号分離部１１と、アンバランス推定部６３と、乗算器６４
と、増幅器６１，６２と、加算器１６とを含む。なお、この従来方式線形増幅器８０は、
周波数変換部と、アナログ−デジタル変換部と、デジタル−アナログ変換部と、直交変調
部なども含むが、これらの動作は、自明なものなので、ここでは、説明を省略する。
【００１６】
信号分離部１１は、図７に示したものと同様である。したがって、式（Ａ１）〜（Ａ６）
40

が成り立つ。
【００１７】
増幅器６１は、定振幅信号ｓ1（ｎ）を増幅して、第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）を出力す
る。増幅器６１の振幅利得をＧ1とし、位相変化をφ1とする。第１系統の増幅信号ｙ1（
ｎ）は、
ｙ1（ｎ）＝Ｇ1ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）・・・（Ａ１０）
と表わされる。
【００１８】
乗算器６４は、アンバランス推定部６３から出力される補正係数γと、定振幅信号ｓ2（
ｎ）とを乗算して、補正された定振幅信号ｓ2
号ｓ2

（ｎ）は、

（ｎ）を出力する。補正された定振幅信
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（ｎ）＝γｓ2（ｎ）・・・（Ａ１１）

と表わされる。
【００１９】
増幅器６２は、補正された定振幅信号ｓ2

（ｎ）を増幅して、第２系統の増幅信号ｙ2（

ｎ）を出力する。増幅器６２の振幅利得をＧ2とし、位相変化をφ2とする。第２系統の増
幅信号ｙ2（ｎ）は、
ｙ2（ｎ）＝Ｇ2ｓ2

（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ2）・・・（Ａ１２）

と表わされる。
【００２０】
加算器１６は、第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）と第２系統の増幅信号ｙ2（ｎ）とを加算し
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て、出力信号ｙ（ｎ）を出力する。出力信号ｙ（ｎ）は、次のように表わされる。
【００２１】
ｙ（ｎ）＝ｙ1（ｎ）＋ｙ2（ｎ）＝Ｇ1ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）＋Ｇ2ｓ2

（ｎ）ｅｘ

ｐ（ｊφ2）＝Ｇ1ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）＋Ｇ2γｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ2）・・・（
Ａ１３）
ここで、増幅器６１および増幅器６２の振幅利得Ｇ1、Ｇ2、および、位相変化φ1、φ2に
は、次の関係があるとする。
【００２２】
Ｇ2＝Ｇ1＋ΔＧ・・・（Ａ１４）
φ2＝φ1＋Δφ・・・（Ａ１５）
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定振幅信号ｓ2（ｎ）と補正係数γとの乗算によって、振幅利得差ΔＧおよび位相差Δφ
が正確に補正されている場合には、出力信号ｙ（ｎ）は、所望の値、たとえば、
ｙ（ｎ）＝Ｇ1ｓ（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）・・・（Ａ１６）
と表わされる。
【００２３】
式（Ａ１３）〜（Ａ１６）より、最適な補正係数γは、
γ＝｛Ｇ1ｅｘｐ（ｊφ1）｝／｛Ｇ2ｅｘｐ（ｊφ2）｝＝｛Ｇ1／（Ｇ1＋ΔＧ）｝ｅｘｐ
（−ｊΔφ）・・・（Ａ１７）
となる。
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【００２４】
ｓ1（ｎ）、ｓ2（ｎ）、ｓ2

（ｎ）、ｓ（ｎ）、ｙ1（ｎ）、ｙ2（ｎ）、ｙ（ｎ）をベ

クトルで表すと図１０のようになる。
【００２５】
アンバランス推定部６３は、ｓ1（ｎ）、ｓ2（ｎ）、およびｙ（ｎ）より、最小２乗法を
利用して、補正係数γを算出する。この最小２乗法について説明する。
【００２６】
まず、式（Ａ１３）を次のように表わす。
ｙ（ｎ）＝Ｇ1ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）＋γＧ2ｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ2）＝ａ1ｓ1（ｎ
）＋γａ2ｓ2（ｎ）・・・（Ａ１８）
ここで、
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ａ1＝Ｇ1ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）・・・（Ａ１９）
ａ2＝Ｇ2ｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ2）・・・（Ａ２０）
とする。最適な補正係数γは、式（Ａ１７）で与えられ、式（Ａ１７）を（Ａ１９）およ
び（Ａ２０）を用いて、書換えると、
γ＝ａ1／ａ2・・・（Ａ２１）
となる。このとき出力信号ｙ（ｎ）は、式（Ａ１８）および（Ａ２１）より、
ｙ（ｎ）＝ａ1ｓ1（ｎ）＋（ａ1／ａ2）ａ2ｓ2（ｎ）＝ａ1［ｓ1（ｎ）＋ｓ2（ｎ）］・
・・（Ａ２２）
と表わされる。
【００２７】
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γは、未知の値なので、最初は、γ＝１とする。γ＝１のとき、式（Ａ１８）を変形する
と、
ｓ1（ｎ）＋（ａ2／ａ1）ｓ2（ｎ）−（１／ａ1）ｙ（ｎ）＝０・・・（Ａ２３）
となる。式（Ａ２３）を用いて、誤差信号ｅ（ｎ）を次のように定義する。
【００２８】
ｅ（ｎ）＝ｓ1（ｎ）−ｗ1*ｓ2（ｎ）−ｗ2*ｙ（ｎ）・・・（Ａ２４）
ここで、
ｗ1*＝−（ａ2／ａ1）・・・（Ａ２５）
ｗ2*＝（１／ａ1）・・・（Ａ２６）
である。ここで、

*

は、共役複素演算を表わす。
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【００２９】
（Ａ２４）をベクトルで表わすと、
ｅ（ｎ）＝ｓ1（ｎ）−ＷHＸ（ｎ）・・・（Ａ２７）
となる。ここで、
Ｗ＝［ｗ1、ｗ2］T・・・（Ａ２８）
Ｘ（ｎ）＝［ｓ2（ｎ）、ｙ（ｎ）］T・・・（Ａ２９）
である。ここで、［…］T は、［…］の転置を示し、［…］Hは、［…］の共役転置を示
す。
【００３０】
20

評価関数Ｊを
2

Ｊ＝Σ｜ｅ（ｎ）｜ ・・・（Ａ３０）
とする。ここで、Σは、総和を示す。最小２乗法とは、結局のところ、この評価関数Ｊを
最小とするｗ1とｗ2とを求めることである。
【００３１】
最適な解は、
Ｗ＝Ｒ‑1ｒ・・・（Ａ３１）
として与えられる。ここで、
Ｒ＝Σ｛Ｘ（ｎ）ＸH（ｎ）｝・・・（Ａ３２）
ｒ＝Σ｛Ｘ（ｎ）ｓ1*（ｎ）｝・・・（Ａ３３）
である。［…］‑1は、［…］の逆行列を示す。
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【００３２】
式（Ａ３１）〜（Ａ３３）によって、Ｎ個のｓ1（ｎ）、ｓ2（ｎ）、およびｙ（ｎ）から
Ｗを計算する。
【００３３】
Ｗを計算した後、式（Ａ２８）からｗ1が得られる。さらに、式（Ａ２５）より、ｗ1の複
素共役をとると、−（ａ2／ａ1）が得られる。さらに、これに、（−１）を乗算して、（
ａ2／ａ1）が得られる。この得られた（ａ2／ａ1）は、式（Ａ２１）によると、補正係数
γである。以上により、補正係数γが推定されたことになる。
【００３４】
ところで、非特許文献１に記載の増幅器６１および６２は、線形動作することを前提とし
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ている。つまり、式（Ａ１０）および（Ａ１２）に示すように、増幅器の振幅利得をＧ、
位相変化をφとしたときに、増幅器の出力は、増幅器の入力をＧｅｘｐ（ｊφ）倍した値
となる。
【００３５】
このような線形動作が可能な増幅器には、たとえばＡ級増幅器やＡＢ級増幅器がある。図
１１は、Ａ級またはＡＢ級増幅器の入出力信号の関係を示す図である。同図に示すように
、これらの増幅器は、飽和特性を示す。すなわち、増幅器の入力信号がＰｉｎ以下のとき
には、入力信号に対して出力信号は線形性を示すが、増幅器の入力信号がＰｉｎを越えた
ときには、入力信号に対して出力信号は非線形を示す。
【００３６】
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図１２（ａ）は、入力信号の時間変化を示す。同図に示すように、入力信号はは、Ｐｉｎ
を越える時間帯がある。図１２（ｂ）は、出力信号の時間変化を示す。同図に示すように
、増幅器の飽和特性によって、出力信号の振幅は削られる（クリッピング）。
【００３７】
このような増幅器の飽和特性によって、出力信号の振幅が削られると、図１３に示すよう
に、出力信号は、所望の信号帯域成分外に新たな周波数成分をもつことになる。このよう
な所望の信号帯域外の周波数成分は、別の通信に影響を与えることになる。
【００３８】
したがって、このような信号帯域外の周波数成分の発生を防止するために、図１１に示す
ようなバックオフを設けることによって、線形領域内に動作点を設けることが必要となる
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。
【００３９】
【非特許文献１】
流田理一郎、府川和彦、鈴木博、「最小２乗法によるＬＩＮＣ用送信電力増幅器の振幅・
位相バランス調整法」、電子情報通信学会技術報告、２００１、Ｖｏｌ.１０１、Ｎｏ．
４３６、ｐ．７−１２
【００４０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、Ａ級増幅器およびＡＢ級増幅器では、一般に電力効率が低いところ、この
ようなバックオフを設けることによって、さらに電力効率が低下してしまう。
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【００４１】
そこで、ＬＩＮＣ方式線形増幅器における増幅器として、Ｄ級増幅器、Ｅ級増幅器、また
はＦ級増幅器のような電力効率の高い非線形増幅器を用いることが有効と考えられる。
【００４２】
たとえば、Ｄ級増幅器は、非線形の動作を行なう。すなわち、Ｄ級増幅器は、入力信号が
０のときには、０を出力するが、入力信号が０以外のときには、入力の大きさに無関係に
定振幅信号を出力する。
【００４３】
２台の非線形増幅器の出力振幅をそれぞれＶ1、Ｖ2とし、位相変化をそれぞれφ1、φ2と
すると、Ｖ1＝Ｖ2、およびφ1＝φ2である場合には、これらの非線形増幅器を用いたＬＩ
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ＮＣ方式線形増幅器は正常に動作する。
【００４４】
一方、製造ばらつき、温度変化、または経年変化などによって、Ｖ1≠Ｖ2、またはφ1≠
φ2である場合には、正常に動作しない。
【００４５】
図１４は、２台の非線形増幅器の出力振幅および位相特性にばらつきがないときの出力信
号ｙ（ｎ）と、ばらつきがあるときの出力信号ｙ*（ｎ）とを示す。同図に示すように、
２台の非線形増幅器の出力振幅と位相変化が、いずれもＶ1およびφ1であるときには、一
方の非線形増幅器の増幅信号ｙ1（ｎ）と、他方の非線形増幅器の増幅信号ｙ2（ｎ）とが
合成されて、出力信号ｙ（ｎ）が得られる。出力信号ｙ（ｎ）の大きさは、所望の値であ
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る（Ｖ1／Ｖ）Ａ（ｎ）となる。
【００４６】
一方の非線形増幅器の出力振幅がＶ1で位相変化がφ1であり、他方の非線形増幅器の出力
振幅がＶ2（≠Ｖ1）で位相変化がφ2（≠φ1）のときには、一方の非線形増幅器の増幅信
号ｙ1*（ｎ）と、他方の非線形増幅器の増幅信号ｙ2*（ｎ）とが合成されて、出力信号ｙ
*

（ｎ）が得られる。出力信号ｙ*（ｎ）の大きさは、所望の値である（Ｖ1／Ｖ）Ａ（ｎ

）とならない。
【００４７】
したがって、Ｖ1≠Ｖ2、またはφ1≠φ2である場合には、非特許文献１のように補正が必
要となる。非特許文献１の増幅器６２では、式（Ａ４）、（Ａ１１）および（Ａ１２）に

50

(8)

JP 4111003 B2 2008.7.2

示すように、出力振幅は、Ｇ2｜γ｜Ｖとなり、補正係数γによる補正の効果が出力振幅
に現れる。
【００４８】
ところが、非線形増幅器に対して、非特許文献１のような補正では、非線形増幅器の出力
振幅は、補正係数γの大きさに無関係に一定であるため、補正係数γによる補正の効果は
現れない。
【００４９】
それゆえ、本発明の目的は、高い電力効率で動作する複数台の非線形増幅器を用いて線形
増幅を行ない、複数台の非線形増幅器の間に振幅差または位相差がある場合においても、
適切な補正によって所望の値に近い値を出力することができるＬＩＮＣ方式の線形増幅器

10

を提供することである。
【００５０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、この発明に係わるＬＩＮＣ方式線形増幅器は、入力信号を複
数の定振幅信号に分離する信号分離部と、各系統の分離された定振幅信号を指定された位
相量だけ回転して位相補正を行なう位相補正部と、各系統の位相補正された定振幅信号を
増幅して、一定振幅の信号を出力する非線形増幅器と、各系統の非線形増幅器の出力を合
成して出力信号として出力する加算部と、各系統の非線形増幅器の出力振幅および位相の
相違を示す相違量に基づいて、出力信号が所望の値となるように、各系統の前記位相補正
部で補正すべき位相量を算出する位相補正量計算部とを備える。
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【００５１】
好ましくは、信号分離部は、入力信号を二系統の定振幅信号に分離し、ｎを時刻、入力信
号ｓ（ｎ）の振幅をＡ（ｎ）、各定振幅信号の振幅をＶ、第１系統の定振幅信号との入力
信号との位相差をψ（ｎ）、第２系統の定振幅信号との入力信号との位相差を−ψ（ｎ）
、第１系統の非線形増幅器の出力振幅をＶ1、位相変化をφ1、第２系統の非線形増幅器の
出力振幅をＶ2、位相変化をφ2とし、Ｖ2＝αＶ1、φ2−φ1＝Δφであって、加算部で出
力される出力信号ｙ（ｎ）を（Ｖ1／Ｖ）ｓ（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）とするときに、位相補
正量計算部は、第１系統の位相補正部で補正すべき位相量Δθ1（ｎ）を、Δθ1（ｎ）＝
ｃｏｓ‑1[｛Ａ（ｎ）2＋Ｖ2−（αＶ）2｝／｛２Ａ（ｎ）Ｖ｝］−ψ（ｎ）に基づいて算
出し、第２系統の位相補正部で補正すべき位相量Δθ2（ｎ）を、Δθ2（ｎ）＝ψ（ｎ）
‑1

−ｃｏｓ

2

2
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2

[｛Ａ（ｎ） ＋（αＶ） −Ｖ ｝／｛２αＡ（ｎ）Ｖ｝］−Δφに基づいて算

出する。
【００５２】
好ましくは、位相補正量計算部は、ｘ＝［｛Ａ（ｎ）2＋Ｖ2−（αＶ）2｝／｛２Ａ（ｎ
）Ｖ｝］としたときに、ｘ＞１のときに、ｃｏｓ‑1（ｘ）＝０として、Δθ1（ｎ）を算
出し、ｘ＜−１のときに、ｃｏｓ‑1（ｘ）＝πとして、Δθ1（ｎ）を算出し、ｘ＝[｛Ａ
（ｎ）2＋（αＶ）2−Ｖ2｝／｛２αＡ（ｎ）Ｖ｝］としたときに、ｘ＞１のときに、ｃ
ｏｓ‑1（ｘ）＝０として、Δθ2（ｎ）を算出し、ｘ＜−１のときに、ｃｏｓ‑1（ｘ）＝
πとして、Δθ2（ｎ）を算出する。
【００５３】
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好ましくは、ＬＩＮＣ方式線形増幅器は、さらに、出力信号と、位相補正された第１系統
の定振幅信号と、位相補正された第２系統の定振幅信号とに基づいて、最小２乗法によっ
て、αおよびΔφを推定するアンバランス推定部を備える。
【００５４】
また、この発明に係わるＬＩＮＣ方式線形増幅器は、入力信号を複数の定振幅信号に分離
する信号分離部と、第１系統を除く各系統の分離された定振幅信号を指定された位相量だ
け回転して位相補正を行なう位相補正部と、各系統の定振幅信号または位相補正された定
振幅信号を増幅して、一定振幅の信号を出力する非線形増幅器と、各系統の非線形増幅器
の出力の振幅を指定された減衰量だけ減衰させる振幅減衰部と、各系統の振幅減衰部の出
力を合成して、出力信号として出力する加算部と、第１系統の非線形増幅器の位相変化と
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、各系統の非線形増幅器の位相変化との差を、位相補正部で補正すべき位相量として位相
補正部に与える指定部と、各系統の非線形増幅器の出力振幅の相違を示す相違量に基づい
て、出力信号が所望の値となるように、各振幅減衰部で減衰すべき減衰量を算出する振幅
減衰量計算部とを備える。
【００５５】
好ましくは、信号分離部は、入力信号を二系統の定振幅信号に分離し、ｎを時刻、入力信
号ｓ（ｎ）の振幅をＡ（ｎ）、各定振幅信号の振幅をＶ、第１系統の定振幅信号と入力信
号との位相差をψ（ｎ）、第２系統の定振幅信号と入力信号との位相差を−ψ（ｎ）、第
１系統の非線形増幅器の出力振幅をＶ1、位相変化をφ1、第２系統の非線形増幅器の出力
振幅をＶ2、位相変化をφ2、第１系統の振幅減衰部による振幅減衰量をβ1、第２系統の

10

振幅減衰部による振幅減衰量をβ2とし、Ｖ2＝αＶ1、φ2−φ1＝Δφであって、加算部
で出力される出力信号ｙ（ｎ）を（Ｖ1／Ｖ）β1ｓ（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）とするときに
、位相補正部は、第２系統の定振幅信号を−Δφだけ回転し、振幅減衰量計算部は、（β
1／β2）＝αの関係を満たすように、β1およびβ2を算出する。

【００５６】
好ましくは、振幅減衰量計算部は、α＝１のときに、β1＝１、かつβ2＝１とし、α＜１
のときに、β1＝α、かつβ2＝１とし、α＞１のときに、β1＝１、かつβ2＝１／αとす
る。
【００５７】
好ましくは、ＬＩＮＣ方式線形増幅器は、さらに、出力信号と、第１系統の定振幅信号と
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、第２系統の定振幅信号とに基づいて、最小２乗法によって、αおよびΔφを推定するア
ンバランス推定部を備える。
【００５８】
以上のように、この発明に係るＬＩＮＣ方式線形増幅器によれば、高い電力効率で動作す
る複数台の非線形増幅器を用いて線形増幅を行ない、複数台の非線形増幅器の間に振幅差
または位相差がある場合においても、適切な補正によって所望の値を出力することができ
る。
【００５９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
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【００６０】
＜第１の実施形態＞
本実施の形態は、２系統の定振幅信号の位相を補正するＬＩＮＣ方式線形増幅器に関する
。
【００６１】
図１は、第１の実施形態に係るＬＩＮＣ方式線形増幅器の構成を示す。同図を参照して、
このＬＩＮＣ方式線形増幅器１００は、信号分離部１１と、位相補正部１２，１３と、非
線形増幅器１４，１５と、加算器１６と、位相補正量計算部１７と、アンバランス推定部
１８とを含む。なお、このＬＩＮＣ方式線形増幅器１００は、周波数変換部と、アナログ
−デジタル変換部と、デジタル−アナログ変換部と、直交変調部なども含むが、これらの
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動作は、自明なものなので、ここでは、説明を省略する。
【００６２】
信号分離部１１には、入力信号ｓ（ｎ）が入力される。入力信号ｓ（ｎ）は、複素信号で
あり、
ｓ（ｎ）＝Ａ（ｎ）ｅｘｐ（ｊθ（ｎ））・・・（Ｂ１）
と表わせる。ここで、ｎは時刻、Ａ（ｎ）は、ｓ（ｎ）の振幅、θ（ｎ）は、ｓ（ｎ）の
位相である。
【００６３】
信号分離部１１は、入力信号ｓ（ｎ）を、次のように二系統の定振幅信号ｓ1（ｎ）とｓ2
（ｎ）とに分離する。
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【００６４】
ｓ（ｎ）＝ｓ1（ｎ）＋ｓ2（ｎ）・・・（Ｂ２）
ｓ1（ｎ）＝Ｖｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）＋ψ（ｎ））］・・・（Ｂ３）
ｓ2（ｎ）＝Ｖｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）−ψ（ｎ））］・・・（Ｂ４）
式（Ｂ１）、（Ｂ３）、および（Ｂ４）を式（Ｂ２）に代入することにより、
Ａ（ｎ）ｅｘｐ（ｊθ（ｎ））
＝Ｖｅｘｐ（ｊθ（ｎ））（ｅｘｐ（ｊψ（ｎ））＋ｅｘｐ（−ｊψ（ｎ））
＝２Ｖｃｏｓ（ψ（ｎ））ｅｘｐ（ｊθ（ｎ））・・・（Ｂ５）
となるので、Ｖm＝２Ｖとすると、
ψ（ｎ）＝ｃｏｓ‑1（Ａ（ｎ）／Ｖm）・・・（Ｂ６）
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となる。なお、Ｖmは、ｓ（ｎ）の最大振幅であるｍａｘ［Ａ（ｎ）］以上に設定する必
要がある。
【００６５】
位相補正部１２は、定振幅信号ｓ1（ｎ）の位相を、位相補正量計算部１７から出力され
る位相補正量Δθ1（ｎ）だけ回転して、補正された定振幅信号ｓ1

（ｎ）を出力する。

【００６６】
ｓ1

（ｎ）＝ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊ（Δθ1（ｎ））・・・・（Ｂ７）

と表わされる。
【００６７】
位相補正部１３は、定振幅信号ｓ2（ｎ）の位相を、位相補正量計算部１７から出力され
る位相補正量Δθ2（ｎ）だけ回転して、補正された定振幅信号ｓ2
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（ｎ）を出力する。

【００６８】
ｓ2

（ｎ）＝ｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊ（Δθ2（ｎ））・・・・（Ｂ８）

と表わされる。
【００６９】
非線形増幅器１４は、補正された定振幅信号ｓ1

（ｎ）を増幅して、第１系統の増幅信

号ｙ1（ｎ）を出力する。非線形増幅器１４の振幅利得を（Ｖ1／Ｖ）とし、位相変化をφ
1とする。第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）は、

ｙ1（ｎ）＝Ｖ1［ｊ（θ（ｎ）＋ψ（ｎ）＋Δθ1（ｎ）＋φ1）］・・・（Ｂ９）
30

と表わされる。
【００７０】
非線形増幅器１５は、補正された定振幅信号ｓ2

（ｎ）を増幅して、第２系統の増幅信

号ｙ2（ｎ）を出力する。非線形増幅器１５の振幅利得を（Ｖ2／Ｖ）とし、位相変化をφ
2とする。第２系統の増幅信号ｙ2（ｎ）は、

ｙ2（ｎ）＝Ｖ2［ｊ（θ（ｎ）−ψ（ｎ）＋Δθ2（ｎ）＋φ2）］・・・（Ｂ１０）
と表わされる。
【００７１】
加算器１６は、第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）と第２系統の増幅信号ｙ2（ｎ）とを加算し
て、出力信号ｙ（ｎ）を出力する。出力信号ｙ（ｎ）は、次のように表わされる。
【００７２】
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ｙ（ｎ）＝ｙ1（ｎ）＋ｙ2（ｎ）＝Ｖ1［ｊ（θ（ｎ）＋ψ（ｎ）＋Δθ1（ｎ）＋φ1）
］＋Ｖ2［ｊ（θ（ｎ）−ψ（ｎ）＋Δθ2（ｎ）＋φ2）］・・・（Ｂ１１）
ここで、非線形増幅器１４および非線形増幅器１５の出力振幅Ｖ1、Ｖ2、および、位相変
化φ1、φ2には、次の関係があるとする。
【００７３】
Ｖ2＝αＶ1・・・（Ｂ１２）
φ2＝φ1＋Δφ・・・（Ｂ１３）
位相補正量計算部１７は、以下のようにして、アンバランス推定部１８で推定されたαと
Δφに基づいて、位相補正量Δθ1（ｎ）およびΔθ2（ｎ）を算出する。なお、αとΔφ
が推定される前には、Δθ1（ｎ）＝０、Δθ2（ｎ）＝０としておく。
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【００７４】
位相補正部１２および１３による補正によって、適切に補正されている場合には、出力信
号ｙ（ｎ）は、所望の値、たとえば、
ｙ（ｎ）＝（Ｖ1／Ｖ）ｓ（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）・・・（Ｂ１４）
と表わされる。
【００７５】
式（Ｂ１）、（Ｂ１２）および（Ｂ１３）により、式（Ｂ１１）および（Ｂ１４）を整理
すると、次式が成り立つ。
【００７６】
Ａ（ｎ）＝Ｖｅｘｐ［ｊ（ψ（ｎ）＋Δθ1（ｎ）］＋αＶｅｘｐ［ｊ（−ψ（ｎ）＋Δ

10

θ2（ｎ）＋Δφ］・・・（Ｂ１５）
式（Ｂ１５）の関係を図示すると、図３のようになる。図３に示す幾何的な関係に、三角
関数の余弦定理を利用すると、Δθ1（ｎ）およびΔθ2（ｎ）は、次のように表わされる
。
【００７７】
Δθ1（ｎ）＝ｃｏｓ‑1[｛Ａ（ｎ）2＋Ｖ2−（αＶ）2｝／｛２Ａ（ｎ）Ｖ｝］−ψ（ｎ
）・・・（Ｂ１６）
Δθ2（ｎ）＝ψ（ｎ）−ｃｏｓ‑1[｛Ａ（ｎ）2＋（αＶ）2−Ｖ2｝／｛２αＡ（ｎ）Ｖ
｝］−Δφ・・・（Ｂ１７）
ただし、式（Ｂ１６）における、ｃｏｓ‑1（ｘ）において、ｘ＞１のときには、強制的に
‑1

ｃｏｓ

20

‑1

（ｘ）＝０とし、ｘ＜−１のときには、強制的にｃｏｓ

（ｘ）＝πとすること

によって、計算値が異常になるのを防止する。ここで、ｘ＝[｛Ａ（ｎ）2＋Ｖ2−（αＶ
）2｝／｛２Ａ（ｎ）Ｖ｝］である。
【００７８】
また、式（Ｂ１７）における、ｃｏｓ‑1（ｘ）において、ｘ＞１のときには、強制的にｃ
ｏｓ‑1（ｘ）＝０とし、ｘ＜−１のときには、強制的にｃｏｓ‑1（ｘ）＝πとすることに
よって、計算値が異常になるのを防止する。ここで、ｘ＝[｛Ａ（ｎ）2＋（αＶ）2−Ｖ2
｝／｛２αＡ（ｎ）Ｖ｝］である。
【００７９】
つまり、位相補正量計算部１７は、各時刻ｎごとに、式（Ｂ１６）および（Ｂ１７）によ

30

って、位相補正量Δθ1（ｎ）およびΔθ2（ｎ）を算出し、位相補正部１２および１３は
、式（Ｂ７）および（Ｂ８）のように、それぞれの定振幅信号をこの算出された位相補正
量Δθ1（ｎ）またはΔθ2（ｎ）だけ回転する。
【００８０】
図２は、ｙ1*（ｎ）、ｙ2*（ｎ）、およびｙ*（ｎ）と、ｙ1（ｎ）、ｙ2（ｎ）、および
ｙ（ｎ）の相違を示す図である。
【００８１】
図１４に示したように、一方の非線形増幅器の出力振幅がＶ1で位相変化がφ1であり、他
方の非線形増幅器の出力振幅がＶ2で位相変化がφ2のときには、一方の非線形増幅器の増
幅信号ｙ1*（ｎ）と、他方の非線形増幅器の増幅信号ｙ2*（ｎ）とが合成されて、出力信
*

40

*

号ｙ （ｎ）が得られる。出力信号ｙ （ｎ）の大きさは、所望の値である（Ｖ1／Ｖ）Ａ
（ｎ）とならない。
【００８２】
位相補正部１２による位相補正によって、非線形増幅器１４の増幅信号ｙ1（ｎ）は、補
正なしの増幅信号ｙ1*（ｎ）をΔθ1（ｎ）だけ回転したものとなる。位相補正部１３に
よる補正によって、非線形増幅器１５の増幅信号ｙ2（ｎ）は、補正なしの増幅信号ｙ2*
（ｎ）をΔθ2（ｎ）だけ回転したものとなる。この２つの非線形増幅器の増幅信号ｙ1（
ｎ）とｙ2（ｎ）とが合成されて出力信号ｙ（ｎ）が得られる。
【００８３】
位相補正部１２および１３による位相補正によって、出力信号ｙ（ｎ）の出力振幅と位相
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を所望の値に設定することができる。
【００８４】
つまり、出力信号ｙ（ｎ）の出力振幅（つまり、ベクトルの大きさ）は、増幅信号ｙ1（
ｎ）と増幅信号ｙ2（ｎ）との位相差（つまり、ベクトルのなす角度）に依存する。した
がって、位相補正部１２および１３による位相補正によって、増幅信号ｙ1（ｎ）とｙ2（
ｎ）の位相差を調整することで、出力信号ｙ（ｎ）の出力振幅を所望の値に設定すること
ができる。
【００８５】
また、出力信号ｙ（ｎ）の位相（つまり、ベクトルの方向）は、増幅信号ｙ1（ｎ）の位
相（つまり、ベクトルの方向）と増幅信号ｙ2（ｎ）の位相（つまり、ベクトルの方向）

10

とに依存する。したがって、位相補正部１２および１３による位相補正によって、増幅信
号ｙ1（ｎ）の位相とｙ2（ｎ）の位相とを調整することで、出力信号ｙ（ｎ）の位相を所
望の値に設定することができる。
【００８６】
以上のように位相補正部１２による位相補正量Δθ1（ｎ）およびΔθ2（ｎ）は、出力信
号ｙ（ｎ）の出力振幅と位相とを同時に補正するための補正量である。
【００８７】
ただし、位相補正が可能なのは、入力信号ｓ（ｎ）の振幅Ａ（ｎ）と、２つの非線形増幅
器の出力振幅の差ΔＶ＝｜Ｖ2−Ｖ1｜との間に、Ａ（ｎ）≧ΔＶという条件が満たされて
いるときに限られる。以下にこの理由について説明する。

20

【００８８】
たとえば、入力信号の振幅Ａ（ｎ）＝０のときには、図４（ａ）に示すように、第１系統
の定振幅信号ｓ1（ｎ）と第２系統の定振幅信号ｓ2（ｎ）の位相差はπである。また、入
力信号の振幅Ａ（ｎ）＝０なので、出力信号ｙ（ｎ）＝０とならなければならない。
【００８９】
一方、第１系統の非線形増幅器１４によって、増幅信号ｙ1（ｎ）は、Ｖ1となり、第２系
統の非線形増幅器１５によって、増幅信号ｙ2（ｎ）は、Ｖ2となり、位相補正によって得
られる出力信号ｙ（ｎ）の最小値は、図４（ｂ）に示すように、（Ｖ2−Ｖ1）である。し
たがって、この場合には、位相補正によっては、出力信号ｙ（ｎ）＝０にすることができ
30

ない。
【００９０】
さらに、より一般的に説明すると次のようになる。出力信号ｙ（ｎ）が式（Ｂ１４）のよ
うに表されるときには、出力信号ｙ（ｎ）の振幅は（Ｖ1／Ｖ）Ａ（ｎ）となる。
【００９１】
したがって、この出力信号ｙ（ｎ）の振幅（Ｖ1／Ｖ）Ａ（ｎ）は、位相補正による出力
信号の振幅の最小値であるΔＶ以上でなければならない。つまり、（Ｖ1／Ｖ）Ａ（ｎ）
≧ΔＶでなければならない。任意のＶ1（＞Ｖ）について、これが成り立つためには、Ａ
（ｎ）≧ΔＶでなければならない。
【００９２】
アンバランス推定部１８は、ｓ1

（ｎ）、ｓ2

（ｎ）、およびｙ（ｎ）より、最小２乗

40

法を利用して、α、およびΔφを算出する。このαとΔφの算出は、温度変化や経年変化
に対応するために、適当な時間間隔で行なうものとする。
【００９３】
以下に、この最小２乗法について説明する。
まず、式（Ｂ１１）を、式（Ｂ３）および（Ｂ４）により書換えると、
ｙ（ｎ）＝（Ｖ1／Ｖ）ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊΔθ1（ｎ））ｅｘｐ（ｊφ1）＋（Ｖ2／Ｖ
）ｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊΔθ2（ｎ））ｅｘｐ（ｊφ2）・・・（Ｂ１８）
ここで、
ｓ1

（ｎ）＝ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊΔθ1（ｎ））・・・（Ｂ１９）

ｓ2

（ｎ）＝ｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊΔθ2（ｎ））・・・（Ｂ２０）
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とすると、出力信号ｙ（ｎ）は、
ｙ（ｎ）＝（Ｖ1／Ｖ）ｓ1

（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）＋（Ｖ2／Ｖ）ｓ2

（ｎ）ｅｘｐ（

ｊφ2）・・・（Ｂ２１）
となる。さらに、
ｂ1＝（Ｖ1／Ｖ）ｅｘｐ（ｊφ1）・・・（Ｂ２２）
ｂ2＝（Ｖ2／Ｖ）ｅｘｐ（ｊφ2）・・・（Ｂ２３）
とすると、出力信号ｙ（ｎ）は、
ｙ（ｎ）＝ｂ1ｓ1

（ｎ）＋ｂ2ｓ2

（ｎ）・・・（Ｂ２４）

と表わされる。式（Ｂ２４）を変形すると、
ｓ1

（ｎ）＋（ｂ2／ｂ1）ｓ2

（ｎ）−（１／ｂ1）ｙ（ｎ）＝０・・・（Ｂ２５）

10

となる。式（Ｂ２５）を用いて、誤差信号ｅ（ｎ）を次のように定義する。
【００９４】
（ｎ）−ｗ1*ｓ2

ｅ（ｎ）＝ｓ1

（ｎ）−ｗ2*ｙ（ｎ）・・・（Ｂ２６）

ここで、
ｗ1*＝−（ｂ2／ｂ1）・・・（Ｂ２７）
ｗ2*＝（１／ｂ1）・・・（Ｂ２８）
*

である。ここで、

は、共役複素演算を表わす。

【００９５】
（Ｂ２６）をベクトルで表わすと、
（ｎ）−ＷHＸ（ｎ）・・・（Ｂ２９）

ｅ（ｎ）＝ｓ1

20

となる。ここで、
Ｗ＝［ｗ1、ｗ2］T・・・（Ｂ３０）
（ｎ）、ｙ（ｎ）］T・・・（Ｂ３１）

Ｘ（ｎ）＝［ｓ2

である。ここで、［…］T は、［…］の転置を示し、［…］Hは、［…］の共役転置を示
す。
【００９６】
評価関数Ｊを
Ｊ＝Σ｜ｅ（ｎ）｜2・・・（Ｂ３２）
とする。ここで、Σは、総和を示す。最小２乗法とは、結局のところ、この評価関数Ｊを
30

最小とするｗ1とｗ2とを求めることである。
【００９７】
最適な解は、
Ｗ＝Ｒ‑1ｒ・・・（Ｂ３３）
として与えられる。ここで、
Ｒ＝Σ｛Ｘ（ｎ）ＸH（ｎ）｝・・・（Ｂ３４）
ｒ＝Σ｛Ｘ（ｎ）ｓ1

*

（ｎ）｝・・・（Ｂ３５）

‑1

である。［…］

は、［…］の逆行列を示す。

【００９８】
式（Ｂ３３）〜（Ｂ３５）によって、Ｎ個のｓ1

（ｎ）、ｓ2

（ｎ）、およびｙ（ｎ）

からＷを計算する。

40

【００９９】
Ｗを計算した後、式（Ｂ３０）からｗ1が得られる。さらに、式（Ｂ２７）より、ｗ1の複
素共役をとると、−（ｂ2／ｂ1）が得られる。さらに、これに、（−１）を乗算して、（
ｂ2／ｂ1）が得られる。
【０１００】
（Ｂ１２）、（Ｂ１３）、（Ｂ２２）および（Ｂ２３）より、
（ｂ2／ｂ1）＝（Ｖ2／Ｖ1）ｅｘｐ（ｊφ2）／ｅｘｐ（ｊφ1）＝αｅｘｐ（ｊΔφ）・
・・（Ｂ３６）
が成り立つ。したがって、得られた（ｂ2／ｂ1）の絶対値がαであり、位相がΔφとなる
。以上により、αとΔφとが得られたことになる。
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【０１０１】
以上のように、本実施の形態に係るＬＩＮＣ方式線形増幅器によれば、位相補正部１２お
よび１３によって、２系統の定振幅信号の位相を補正することによって、補正を行なわな
い場合と比べて、出力信号の波形歪み、すなわち、実際の出力信号と所望の出力信号との
差を小さくすることができ、その結果、出力信号の帯域外成分を小さくすることができる
。
【０１０２】
＜第２の実施形態＞
本実施の形態は、１系統の定振幅信号の位相を補正するとともに、２系統の非線形増幅器
の出力信号の振幅を減衰させるＬＩＮＣ方式線形増幅器に関する。

10

【０１０３】
図５は、第２の実施形態に係るＬＩＮＣ方式の線形増幅器の構成を示す。同図を参照して
、このＬＩＮＣ方式線形増幅器２００は、信号分離部１１と、位相補正部２１と、非線形
増幅器１４，１５と、振幅減衰部２４，２５と、加算器１６と、アンバランス推定部２２
と、振幅減衰量計算部２３と、乗算器２６とを含む。なお、このＬＩＮＣ方式線形増幅器
２００は、周波数変換部と、アナログ−デジタル変換部と、デジタル−アナログ変換部と
、直交変調部なども含むが、これらの動作は、自明なものなので、ここでは、説明を省略
する。
【０１０４】
信号分離部１１には、入力信号ｓ（ｎ）が入力される。入力信号ｓ（ｎ）は、複素信号で

20

あり、
ｓ（ｎ）＝Ａ（ｎ）ｅｘｐ（ｊθ（ｎ））・・・（Ｃ１）
と表わせる。ここで、ｎは時刻、Ａ（ｎ）は、ｓ（ｎ）の振幅、θ（ｎ）は、ｓ（ｎ）の
位相である。
【０１０５】
信号分離部１１は、入力信号ｓ（ｎ）を、次のように二系統の定振幅信号ｓ1（ｎ）とｓ2
（ｎ）とに分離する。
【０１０６】
ｓ（ｎ）＝ｓ1（ｎ）＋ｓ2（ｎ）・・・（Ｃ２）
ｓ1（ｎ）＝Ｖｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）＋ψ（ｎ））］・・・（Ｃ３）

30

ｓ2（ｎ）＝Ｖｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）−ψ（ｎ））］・・・（Ｃ４）
式（Ｃ１）、（Ｃ３）、および（Ｃ４）を式（Ｃ２）に代入することにより、Ａ（ｎ）ｅ
ｘｐ（ｊθ（ｎ））＝Ｖｅｘｐ（ｊθ（ｎ））（ｅｘｐ（ｊψ（ｎ））＋ｅｘｐ（−ｊψ
（ｎ））＝２Ｖｃｏｓ（ψ（ｎ））ｅｘｐ（ｊθ（ｎ））・・・（Ｃ５）
となるので、Ｖm＝２Ｖとすると、
ψ（ｎ）＝ｃｏｓ‑1（Ａ（ｎ）／Ｖm）・・・（Ｃ６）
となる。なお、Ｖmは、ｓ（ｎ）の最大振幅であるｍａｘ［Ａ（ｎ）］以上に設定する必
要がある。
【０１０７】
乗算器２６は、アンバランス推定部２２から出力される位相補正量Δφに−１を乗算して

40

、−Δφを出力する。
【０１０８】
位相補正部２１は、定振幅信号ｓ2（ｎ）の位相を、乗算器２６から出力される−Δφだ
け回転して、補正された定振幅信号ｓ2

（ｎ）を出力する。補正された定振幅信号ｓ2

（ｎ）は、
ｓ2

（ｎ）＝ｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊ（−Δφ））・・・・（Ｃ７）

と表わされる。
【０１０９】
非線形増幅器１４は、定振幅信号ｓ1（ｎ）を増幅して、第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）を
出力する。非線形増幅器１４の振幅利得を（Ｖ1／Ｖ）とし、位相変化をφ1とする。第１
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系統の増幅信号ｙ1（ｎ）は、
ｙ1（ｎ）＝Ｖ1［ｊ（θ（ｎ）＋ψ（ｎ）＋φ1）］・・・（Ｃ８）
と表わされる。
【０１１０】
非線形増幅器１５は、補正された定振幅信号ｓ2

（ｎ）を増幅して、第２系統の増幅信

号ｙ2（ｎ）を出力する。非線形増幅器１５の振幅利得をＶ2とし、位相変化をφ2とする
と、第２系統の増幅信号ｙ2（ｎ）は、
ｙ2（ｎ）＝Ｖ2［ｊ（θ（ｎ）−ψ（ｎ）−Δφ＋φ2）］・・・（Ｃ９）
と表わされる。
10

【０１１１】
振幅減衰部２４は、第１系統の増幅信号ｙ1（ｎ）の振幅を減衰させる。振幅減衰部２４
での振幅減衰量をβ1（≦１）とすると、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1
ｙ1

（ｎ）は、

（ｎ）＝β1ｙ1（ｎ）・・・（Ｃ１０）

と表わされる。
【０１１２】
振幅減衰部２５は、第２系統の増幅信号ｙ2（ｎ）の振幅を減衰させる。振幅減衰部２５
での振幅減衰量をβ2（≦１）とすると、第２系統の減衰した増幅信号ｙ2
ｙ2

（ｎ）は、

（ｎ）＝β2ｙ2（ｎ）・・・（Ｃ１１）

と表わされる。
20

【０１１３】
加算器１６は、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1（ｎ）と第２系統の減衰した増幅信号ｙ2
（ｎ）とを加算して、出力信号ｙ（ｎ）を出力する。出力信号ｙ（ｎ）は、次のように表
わされる。
【０１１４】
ｙ（ｎ）＝ｙ1

（ｎ）＋ｙ2

（ｎ）・・・（Ｃ１２）

式（Ｃ８）〜（Ｃ１２）より、次式が成り立つ。
【０１１５】
ｙ（ｎ）＝Ｖ1β1ｅｘｐ［ｊ（θ（ｎ）＋ψ（ｎ）＋φ1）］＋Ｖ2β2ｅｘｐ［ｊ（θ（
ｎ）−ψ（ｎ）−Δφ＋φ2）］・・・（Ｃ１３）
振幅減衰量計算部２１は、以下のようにして、αに基づいて、振幅減衰量β1およびβ2を
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算出する。
【０１１６】
ここで、非線形増幅器１４および非線形増幅器１５の出力振幅Ｖ1、Ｖ2、および、位相変
化φ1、φ2には、次の関係があるとする。
【０１１７】
Ｖ2＝αＶ1・・・（Ｃ１４）
φ2＝φ1＋Δφ・・・（Ｃ１５）
位相補正部２１および振幅減衰部２４，２５による補正によって、適切に補正されている
場合には、出力信号ｙ（ｎ）は、たとえば、
ｙ（ｎ）＝（Ｖ1／Ｖ）ｓ（ｎ）β1ｅｘｐ（ｊφ1）・・・（Ｃ１６）

40

と表わされる。
【０１１８】
式（Ｃ１）、（Ｃ６）、（Ｃ１４）、（Ｃ１５）を用いて、式（Ｃ１３）および（Ｃ１６
）を整理すると、次式が成り立つ。
【０１１９】
２ｃｏｓ（ψ（ｎ））＝ｅｘｐ（ｊψ（ｎ））＋α（β2／β1）ｅｘｐ（−ｊψ（ｎ））
・・・（Ｃ１７）
式（Ｃ１７）が常に成り立つためには、
α（β2／β1）＝１・・・（Ｃ１８）
でなければならない。（Ｃ１８）を変形すると、
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β1／β2＝α・・・（Ｃ１９）
となる。振幅減衰量計算部２３は、式（Ｃ１９）を満たした上で、出力信号ｙ（ｎ）が大
きくなるように、振幅減衰量β1およびβ2を次のようにして算出する。
【０１２０】
１）α＝１のとき、
このときには、（Ｃ１９）より、β1＝β2となる。β1≦１、かつβ2≦１なので、出力ｙ
（ｎ）を大きくするために、
β1＝１、かつβ2＝１・・・（Ｃ２０）
とする。
10

【０１２１】
このときには、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1
２系統の減衰した増幅信号ｙ2

Ｖ1なので、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1
た増幅信号ｙ2

（ｎ）の振幅β1Ｖ1は、Ｖ1となり、第

（ｎ）の振幅β2Ｖ2は、Ｖ2となる。α＝１より、Ｖ2＝
（ｎ）の振幅β1Ｖ1と、第２系統の減衰し

（ｎ）の振幅β1Ｖ2とは、等しくなる。

【０１２２】
２）α＜１のとき、
このときには、（Ｃ１９）より、β1＜β2となる。β1≦１、かつβ2≦１であり、出力ｙ
（ｎ）を大きくするために、
β1＝α、かつβ2＝１・・・（Ｃ２１）
とする。このときには、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1
となり、第２系統の減衰した増幅信号ｙ2

20

（ｎ）の振幅β2Ｖ2は、Ｖ2となる。Ｖ2＝α

Ｖ1なので、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1
た増幅信号ｙ2

（ｎ）の振幅β1Ｖ1は、αＶ1

（ｎ）の振幅β1Ｖ1と、第２系統の減衰し

（ｎ）の振幅β1Ｖ2とは、等しくなる。

【０１２３】
３）α＞１のとき、
このときには、（Ｃ１９）より、β1＞β2となる。β1≦１、かつβ2≦１であり、出力ｙ
（ｎ）を大きくするために、
β1＝１、かつβ2＝１／α・・・（Ｃ２２）
とする。
30

【０１２４】
このときには、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1
２系統の減衰した増幅信号ｙ2

（ｎ）の振幅β2Ｖ2は、（１／α）Ｖ2となる。Ｖ2＝α

Ｖ1なので、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1
た増幅信号ｙ2

（ｎ）の振幅β1Ｖ1は、Ｖ1となり、第

（ｎ）の振幅β1Ｖ1と、第２系統の減衰し

（ｎ）の振幅β1Ｖ2とは、等しくなる。

【０１２５】
図６は、ｙ1*（ｎ）、ｙ2*（ｎ）、およびｙ*（ｎ）と、ｙ1（ｎ）、ｙ2（ｎ）、および
ｙ（ｎ）の相違を示す図である。
【０１２６】
図１４に示したように、一方の非線形増幅器の出力振幅がＶ1で位相変化がφ1であり、他
方の非線形増幅器の出力振幅がＶ2で位相変化がφ2のときには、一方の非線形増幅器の増
*

40

*

幅信号ｙ1 （ｎ）と、他方の非線形増幅器の増幅信号ｙ2 （ｎ）とが合成されて、出力信
号ｙ*（ｎ）が得られる。出力信号ｙ*（ｎ）の大きさは、所望の値である（Ｖ1／Ｖ）Ａ
（ｎ）とならない。
【０１２７】
振幅減衰部２４による補正によって、第１系統の減衰した増幅信号ｙ1

（ｎ）は、補正

*

なしの増幅信号ｙ1 （ｎ）をβ1（＝１）だけ減衰したものとなる。位相補正部２１およ
び振幅減衰部２５による補正によって、第２系統の減衰した増幅信号ｙ2

（ｎ）は、補

正なしの増幅信号ｙ2*（ｎ）を−Δφだけ回転し、かつβ2（＝１／α＜１）だけ減衰し
たものとなる。
【０１２８】
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（ｎ）とが合成されて出力信号ｙ（ｎ）

が得られる。
【０１２９】
振幅減衰部２４，２５および位相補正部２１による補正によって、出力信号ｙ（ｎ）の出
力振幅と位相を所望の値に設定することができる。
【０１３０】
つまり、出力信号ｙ（ｎ）の出力振幅（つまり、ベクトル大きさ）は、減衰した増幅信号
ｙ1

（ｎ）の振幅（つまり、ベクトルの大きさ）と、減衰した増幅信号ｙ2

幅（つまり、ベクトルの大きさ）と、２つの減衰した増幅信号ｙ1

（ｎ）の振

（ｎ）とｙ2

（ｎ）

との位相差（つまり、ベクトルのなす角度）に依存する。したがって、振幅減衰部２４お

10

よび２５による振幅減衰と、位相補正部２１による位相補正とによって、出力信号ｙ（ｎ
）の出力振幅を所望の値に設定することができる。
【０１３１】
また、出力信号ｙ（ｎ）の位相（つまり、ベクトルの方向）は、減衰した増幅信号ｙ1
（ｎ）の振幅（つまり、ベクトルの大きさ）と、減衰した増幅信号ｙ2
つまり、ベクトルの大きさ）と、２つの減衰した増幅信号ｙ1

（ｎ）の振幅（

（ｎ）とｙ2

（ｎ）との

位相差（つまり、ベクトルのなす角度）に依存する。したがって、振幅減衰部２４および
２５による振幅減衰と、位相補正部２１による位相補正によって、出力信号ｙ（ｎ）の位
相を所望の値に設定することができる。
20

【０１３２】
アンバランス推定部２２は、ｓ1（ｎ）、ｓ2（ｎ）、およびｙ（ｎ）より、最小２乗法を
利用して、α、およびΔφを算出する。この最小２乗法について説明する。
【０１３３】
まず、式（Ｃ１３）を、式（Ｃ３）および（Ｃ４）により書換えると、
ｙ（ｎ）＝（Ｖ1／Ｖ）β1ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）＋（Ｖ2／Ｖ）β2ｓ2（ｎ）ｅｘｐ
（ｊφ2）ｅｘｐ（−ｊΔφ）・・・（Ｃ２３）
と表わされる。
【０１３４】
最初は、Δφ＝０、β1＝１、およびβ2＝１とすると、出力信号ｙ（ｎ）は、ｙ（ｎ）＝
（Ｖ1／Ｖ）ｓ1（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ1）＋（Ｖ2／Ｖ）ｓ2（ｎ）ｅｘｐ（ｊφ2）・・・（

30

Ｃ２４）
と表わされる。
【０１３５】
ここで、
ｃ1＝（Ｖ1／Ｖ）ｅｘｐ（ｊφ1）・・・（Ｃ２５）
ｃ2＝（Ｖ2／Ｖ）ｅｘｐ（ｊφ2）・・・（Ｃ２６）
とすると、出力信号ｙ（ｎ）は、
ｙ（ｎ）＝ｃ1ｓ1（ｎ）＋ｃ2ｓ2（ｎ）・・・（Ｃ２７）
となる。式（Ｃ２７）を変形すると、
ｓ1（ｎ）＋（ｃ2／ｃ1）ｓ2（ｎ）−（１／ｃ1）ｙ（ｎ）＝０・・・（Ｃ２８）

40

となる。式（Ｃ２８）を用いて、誤差信号ｅ（ｎ）を次のように定義する。
【０１３６】
ｅ（ｎ）＝ｓ1（ｎ）−ｗ1*ｓ2（ｎ）−ｗ2*ｙ（ｎ）・・・（Ｃ２９）
ここで、
ｗ1*＝−（ｃ2／ｃ1）・・・（Ｃ３０）
ｗ2*＝（１／ｃ1）・・・（Ｃ３１）
である。ここで、

*

は、共役複素演算を表わす。

【０１３７】
（Ｃ２９）をベクトルで表わすと、
ｅ（ｎ）＝ｓ1（ｎ）−ＷHＸ（ｎ）・・・（Ｃ３２）
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となる。ここで、
Ｗ＝［ｗ1、ｗ2］T・・・（Ｃ３３）
Ｘ（ｎ）＝［ｓ2（ｎ）、ｙ（ｎ）］T・・・（Ｃ３４）
である。ここで、［…］T は、［…］の転置を示し、［…］Hは、［…］の共役転置を示
す。
【０１３８】
評価関数Ｊを
Ｊ＝Σ｜ｅ（ｎ）｜2・・・（Ｃ３５）
とする。ここで、Σは、総和を示す。最小２乗法とは、結局のところ、この評価関数Ｊを
最小とするｗ1とｗ2とを求めることである。

10

【０１３９】
最適な解は、
Ｗ＝Ｒ‑1ｒ・・・（Ｃ３６）
として与えられる。ここで、
Ｒ＝Σ｛Ｘ（ｎ）ＸH（ｎ）｝・・・（Ｃ３７）
ｒ＝Σ｛Ｘ（ｎ）ｓ1*（ｎ）｝・・・（Ｃ３８）
である。［…］‑1は、［…］の逆行列を示す。
【０１４０】
式（Ｃ３６）〜（Ｃ３８）によって、Ｎ個のｓ1（ｎ）、ｓ2（ｎ）、およびｙ（ｎ）から
Ｗを計算する。

20

【０１４１】
Ｗを計算した後、式（Ｃ３３）からｗ1が得られる。さらに、式（Ｃ３０）より、ｗ1の複
素共役をとると、−（ｃ2／ｃ1）が得られる。さらに、これに、（−１）を乗算して、（
ｃ2／ｃ1）が得られる。
【０１４２】
（Ｃ１４）、（Ｃ１５）、（Ｃ２５）および（Ｃ２６）より、
（ｃ2／ｃ1）＝（Ｖ2／Ｖ1）ｅｘｐ（ｊφ2）／ｅｘｐ（ｊφ1）＝αｅｘｐ（ｊΔφ）・
・・（Ｃ３９）
が成り立つ。したがって、得られた（ｃ2／ｃ1）の絶対値がαであり、位相がΔφとなる
。以上により、αとΔφとが得られたことになる。

30

【０１４３】
以上のように、本実施の形態に係るＬＩＮＣ方式線形増幅器によれば、位相補正部２１、
および振幅減衰部２４，２５によって、１系統の定振幅信号の位相を補正するとともに、
２系統の増幅信号の振幅を補正することによって、補正を行なわない場合と比べて、出力
信号の波形歪み、すなわち、実際の出力信号と所望の出力信号との差を小さくすることが
でき、その結果、出力信号の帯域外成分を小さくすることができる。
【０１４４】
また、振幅減衰量計算部２３は、α＝１のときに、β1＝１、かつβ2＝１とし、α＜１の
ときに、β1＝α、かつβ2＝１とし、α＞１のときに、β1＝１、かつβ2＝１／αとする
ので、出力信号の出力振幅を大きくすることができる。

40

【０１４５】
また、位相補正部２１における位相補正量Δφ、振幅減衰部２４，２５における振幅減衰
量β1およびβ2は、各時刻ごとに計算する必要がないので、補正のための処理負担を軽く
することできる。
【０１４６】
＜変形例＞
本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、以下の変形例も当然ながら包含す
る。
【０１４７】
（アンバランス推定部）
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第１および第２の実施形態では、アンバランス推定部１８，２２によって、αおよびΔφ
の値を推定するものとしたが、αおよびΔφの値が既知の場合には、アンバランス推定部
１８，２２によるこれらの値の推定は不要である。また、アンバランス推定部１８，２２
によってαおよびΔφの値を一度推定し、それ以降これらの値が変動しない場合には、そ
れ以降のこれらの値の推定は不要である。
【０１４８】
アンバランス推定部１８が不要のときには、図示しない指定部が、αおよびΔφを保持し
、これらを位相補正量計算部１７に与えるものとすることができる。
【０１４９】
また、アンバランス推定部２２が不要のときには、図示しない指定部が、αおよびΔφを

10

保持し、αを振幅減算量計算部２３に与え、Δφを位相補正部２１に与えるものとするこ
とができる。
【０１５０】
（３以上の複数系統への分離）
本発明の実施形態では、入力信号を２系統の定振幅信号に分離して、各系統の定振幅信号
に対して、位相の補正、または振幅の補正を行なうことによって、出力信号の振幅と位相
を所望の値に設定したが、これに限定されるものではない。たとえば、入力信号を３系統
以上の定振幅信号に分離して、そのうちの２系統の定振幅信号に対して、位相の補正、ま
たは振幅の補正を行なうことによって、出力信号の振幅と位相を所望の値に設定するもの
としてもよい。

20

【０１５１】
あるいは、入力信号を３系統以上の定振幅信号に分離して、分離した各系統の定振幅信号
に対して、位相の補正、または振幅の補正を行なうことによって、出力信号の振幅と位相
を所望の値に設定するものとしてもよい。
【０１５２】
第１の実施形態では、各系統の位相補正部が、分離された各系統の定振幅信号の位相の補
正、つまり、図２のベクトル平面において各系統の定振幅信号を示すベクトルを回転する
補正を行なう。この位相補正量（回転量）は、補正後のベクトルを合成したベクトルが所
望の出力信号ｙ（ｎ）を示すベクトルと一致するように位相補正量計算部が計算すればよ
い。
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【０１５３】
第２の実施形態では、位相補正部が、第１系統を除く各系統の分離された定振幅信号の位
相の補正、つまり、図６のベクトル平面において各系統の定振幅信号を示すベクトルを回
転する補正を行なう。この位相補正量（回転量）は、第１系統の非線形増幅器の位相変化
と、各系統の非線形増幅器の位相変化との差とする。そして、非線形増幅器で増幅された
各系統の増幅信号の振幅を減衰させる補正、つまり、図６のベクトル平面において、各系
統の増幅信号を示すベクトルの大きさを縮小する補正を行なう。この縮小率（振幅減衰量
）は、補正後のベクトルを合成したベクトルが所望の出力信号ｙ（ｎ）を示すベクトルと
一致するように振幅減衰量計算部が計算すればよい。
【０１５４】

40

そして、これら３系統以上の定振幅信号に分離するときには、アンバランス推定部は各系
統のαおよびΔφを推定し、指定部は各系統のαおよびΔφを保持する。アンバランス推
定部および指定部は、これらのαまたはΔφの値を、位相補正量計算部、振幅減算量計算
部、または位相補正部に与えるものとすることができる。
【０１５５】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【０１５６】
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【発明の効果】
この発明に係わるにＬＩＮＣ方式線形増幅器によれば、入力信号を複数の定振幅信号に分
離する信号分離部と、各系統の分離された定振幅信号を指定された位相量だけ回転して位
相補正を行なう位相補正部と、各系統の位相補正された定振幅信号を増幅して、一定振幅
の信号を出力する非線形増幅器と、各系統の非線形増幅器の出力を合成して出力信号とし
て出力する加算部と、各系統の非線形増幅器の出力振幅および位相の相違を示す相違量に
基づいて、出力信号が所望の値となるように、各系統の前記位相補正部で補正すべき位相
量を算出する位相補正量計算部とを備えるので、高い電力効率で動作する複数台の非線形
増幅器を用いて線形増幅を行ない、複数台の非線形増幅器の間に振幅差または位相差があ
10

る場合においても、適切な補正によって所望の値に近い値を出力することができる。
【０１５７】
また、この発明に係るＬＩＮＣ方式線形増幅器によれば、入力信号を複数の定振幅信号に
分離する信号分離部と、第１系統を除く各系統の分離された定振幅信号を指定された位相
量だけ回転して位相補正を行なう位相補正部と、各系統の定振幅信号または位相補正され
た定振幅信号を増幅して、一定振幅の信号を出力する非線形増幅器と、各系統の非線形増
幅器の出力の振幅を指定された減衰量だけ減衰させる振幅減衰部と、各系統の振幅減衰部
の出力を合成して、出力信号として出力する加算部と、第１系統の非線形増幅器の位相変
化と、各系統の非線形増幅器の位相変化との差を、位相補正部で補正すべき位相量として
位相補正部に与える指定部と、各系統の非線形増幅器の出力振幅の相違を示す相違量に基
づいて、出力信号が所望の値となるように、各振幅減衰部で減衰すべき減衰量を算出する

20

振幅減衰量計算部とを備えるので、高い電力効率で動作する複数台の非線形増幅器を用い
て線形増幅を行ない、複数台の非線形増幅器の間に振幅差または位相差がある場合におい
ても、適切な補正によって所望の値に近い値を出力することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】

第１の実施形態に係るＬＩＮＣ方式線形増幅器の構成を示す図である。

【図２】

ｙ1*（ｎ）、ｙ2*（ｎ）、およびｙ*（ｎ）と、ｙ1（ｎ）、ｙ2（ｎ）、ｙ（

ｎ）の相違を示す図である。
【図３】

式（Ｂ１５）の関係を表す図である。

【図４】

（ａ）は、入力信号の振幅Ａ（ｎ）＝０のときの、２系統の定振幅信号の状態

を示す図であり、（ｂ）は、位相補正による出力信号が最小となるときの、２系統の増幅
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信号の状態を示す図である。
【図５】

第２の実施形態に係るＬＩＮＣ方式線形増幅器の構成を示す図である。

【図６】

ｙ1*（ｎ）、ｙ2*（ｎ）、およびｙ*（ｎ）と、ｙ1（ｎ）、ｙ2（ｎ）、およ

びｙ（ｎ）の相違を示す図である。
【図７】

従来のＬＩＮＣ方式線形増幅器の構成を示す図である。

【図８】

図７に示す従来のＬＩＮＣ方式線形増幅器におけるｓ1（ｎ）、ｓ2（ｎ）、ｓ

（ｎ）、ｙ1（ｎ）、ｙ2（ｎ）、ｙ（ｎ）をベクトルで表した図である。
【図９】

非特許文献１に記載の従来方式線形増幅器の構成を示す図である。

【図１０】

図９に示す従来方式線形増幅器におけるｓ1（ｎ）、ｓ2（ｎ）、ｓ2

（ｎ
40

）、ｓ（ｎ）、ｙ1（ｎ）、ｙ2（ｎ）、ｙ（ｎ）をベクトルで表した図である。
【図１１】

Ａ級またはＡＢ級増幅器の入出力信号の関係を示す図である。

【図１２】

（ａ）は、入力信号の時間変化を示し、（ｂ）は、出力信号の時間変化を示

す波形図である。
【図１３】

出力信号の周波数を示す図である。

【図１４】

２台の非線形増幅器の出力振幅および位相特性にばらつきがないときの出力

信号ｙ（ｎ）と、ばらつきがあるときの出力信号ｙ*（ｎ）とを示す図である。
【符号の説明】
１１

信号分離部、１２，１３

１６

加算器、１７

位相補正部、１４，１５、５１，５２

位相補正量計算部、１８，２２，６３

振幅減衰量計算部、２４，２５

振幅減衰部、２６

非線形増幅器、

アンバランス推定部、２３

乗算器、６１，６２，６４

増幅
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