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(57)【要約】
増幅器回路は、入力ノードを有し、入力ノードで受信さ
れる入力信号を増幅する。増幅器回路は、出力ノードと
、入力ノードと出力ノードとの間に接続されるフィード
バック抵抗と、フィードバック抵抗に沿った点で相互コ
ンダクタンス電流を投入するよう配置される相互コンダ
クタンス回路とを更に有する。相互コンダクタンス回路
は、相互コンダクタンス電流が投入されるフィードバッ
ク抵抗に沿った点を変更するよう構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力ノードを有し、該入力ノードで受信される入力信号を増幅する増幅器回路であって
、
　当該増幅器回路の前記入力ノードと当該増幅器回路の出力ノードとの間に接続されるフ
ィードバック抵抗と、
　前記フィードバック抵抗に沿った点で相互コンダクタンス電流を投入するよう配置され
る相互コンダクタンス回路と
　を有し、
　前記相互コンダクタンス回路は、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記フィー
ドバック抵抗に沿った前記点を変更するよう構成される、増幅器回路。
【請求項２】
　前記相互コンダクタンス回路は、当該増幅器回路の一定の入力インピーダンスが保たれ
るように、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記フィードバック抵抗に沿った前
記点を調整するよう構成される、
　請求項１に記載の増幅器回路。
【請求項３】
　前記相互コンダクタンス回路は、相補形段配置を用いる、
　請求項１に記載の増幅器回路。
【請求項４】
　前記相互コンダクタンス回路は、第１の相補段及び少なくとも１つの更なる相補段を有
し、前記相互コンダクタンス回路は、前記第１の相補段によって供給される第１の相互コ
ンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿った第１の点で投入するよう配置される
、
　請求項３に記載の増幅器回路。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの更なる相補段は、該少なくとも１つの更なる相補段によって供給
される少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿っ
た少なくとも１つの更なる点で投入するよう配置される、
　請求項４に記載の増幅器回路。
【請求項６】
　前記第１の相補段からの前記第１の相互コンダクタンス電流は、第１のコモンゲートト
ランジスタ段及び少なくとも１つの更なるコモンゲートトランジスタ段によって前記フィ
ードバック抵抗に投入される、
　請求項４に記載の増幅器回路。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス段からの前記少なくとも１つの更なる
相互コンダクタンス電流は、少なくとも１つの他の更なるコモンゲートトランジスタ段に
よって前記フィードバック抵抗に投入される、
　請求項５に記載の増幅器回路。
【請求項８】
　夫々の相補段は、一対のＣＭＯＳ電界効果トランジスタを有する、
　請求項４に記載の増幅器回路。
【請求項９】
　当該増幅器回路は、広帯域無線周波数フロントエンド回路における使用に適合される、
　請求項１に記載の増幅器回路。
【請求項１０】
　増幅器回路の入力ノードで受信される入力信号を増幅する前記増幅器回路を有する集積
回路であって、
　前記増幅器回路は、
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　当該増幅器回路の前記入力ノードと当該増幅器回路の出力ノードとの間に接続されるフ
ィードバック抵抗と、
　前記フィードバック抵抗に沿った点で相互コンダクタンス電流を投入するよう配置され
る相互コンダクタンス回路と
　を有し、
　前記相互コンダクタンス回路は、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記フィー
ドバック抵抗に沿った前記点を変更するよう構成される、集積回路。
【請求項１１】
　前記相互コンダクタンス回路は、当該増幅器回路の一定の入力インピーダンスが保たれ
るように、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記フィードバック抵抗に沿った前
記点を調整するよう構成される、
　請求項１０に記載の集積回路。
【請求項１２】
　前記相互コンダクタンス回路は、相補形段配置を用いる、
　請求項１０に記載の集積回路。
【請求項１３】
　前記相互コンダクタンス回路は、第１の相補段及び少なくとも１つの更なる相補段を有
し、前記相互コンダクタンス回路は、前記第１の相補段によって供給される第１の相互コ
ンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿った第１の点で投入するよう配置される
、
　請求項１２に記載の集積回路。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの更なる相補段は、該少なくとも１つの更なる相補段によって供給
される少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿っ
た少なくとも１つの更なる点で投入するよう配置される、
　請求項１３に記載の集積回路。
【請求項１５】
　前記第１の相補段からの前記第１の相互コンダクタンス電流は、第１のコモンゲートト
ランジスタ段及び少なくとも１つの更なるコモンゲートトランジスタ段によって前記フィ
ードバック抵抗に投入される、
　請求項１３に記載の集積回路。
【請求項１６】
　増幅器回路の入力ノードで受信される入力信号を増幅する前記増幅器回路を有する無線
周波数通信ユニットであって、
　前記増幅器回路は、
　当該増幅器回路の前記入力ノードと当該増幅器回路の出力ノードとの間に接続されるフ
ィードバック抵抗と、
　前記フィードバック抵抗に沿った点で相互コンダクタンス電流を投入するよう配置され
る相互コンダクタンス回路と
　を有し、
　前記相互コンダクタンス回路は、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記フィー
ドバック抵抗に沿った前記点を変更するよう構成される、無線周波数通信ユニット。
【請求項１７】
　前記相互コンダクタンス回路は、当該増幅器回路の一定の入力インピーダンスが保たれ
るように、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記フィードバック抵抗に沿った前
記点を調整するよう構成される、
　請求項１６に記載の無線周波数通信ユニット。
【請求項１８】
　前記相互コンダクタンス回路は、相補形段配置を用いる、
　請求項１６に記載の無線周波数通信ユニット。
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【請求項１９】
　前記相互コンダクタンス回路は、第１の相補段及び少なくとも１つの更なる相補段を有
し、前記相互コンダクタンス回路は、前記第１の相補段によって供給される第１の相互コ
ンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿った第１の点で投入するよう配置される
、
　請求項１８に記載の無線周波数通信ユニット。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの更なる相補段は、該少なくとも１つの更なる相補段によって供給
される少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿っ
た少なくとも１つの更なる点で投入するよう配置される、
　請求項１９に記載の無線周波数通信ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、増幅器回路、集積回路、並びにそのような増幅器回路及び／又は集積
回路を有する無線周波数通信ユニットに係る。本発明は、特に、可変利得低雑音増幅器回
路に適用可能であるがこれに限られない。
【背景技術】
【０００２】
　無線周波数（ＲＦ）通信受信器の分野において、受信器フロントエンド回路の主な課題
は、後続の受信器回路、例えば、復調回路によって容易に処理され得るように、受信器フ
ロントエンド回路に結合されているアンテナによって受信された信号を処理することであ
る。通常、そのようなフロントエンド回路は、受信されたＲＦ信号を増幅する低雑音増幅
器（ＬＮＡ）と、増幅された無線周波数信号の、より低い中間又はベースバンド周波数へ
の周波数変換を行うよう配置されるミキサ回路とを有する。中間／ベースバンド周波数信
号は、次いで、干渉信号を取り除く等のためにフィルタ処理されてよい。
【０００３】
　ミキサ回路によって出力される中間又はベースバンド信号の周波数は、通常、受信され
るＲＦ信号のキャリア周波数（ｆＲＦ）よりもずっと低いので、ミキサ回路に続く受信回
路内の全ての段は、低周波すなわちベースバンド周波数で動作する。更に、ミキサ回路の
前にあるＬＮＡによって、及び（アクティブ型ミキサが使用される場合に）ミキサ回路自
体によって提供される増幅により、ミキサ回路の後の信号レベルは、受信されるＲＦ信号
の信号レベルよりも大きい。従って、このような低周波／高信号レベル特性は、フロント
エンド回路の後の受信回路内の段の実施のために多種多様な回路技術の使用を可能にする
。
【０００４】
　しかし、受信されるＲＦ信号の高い動作周波数及び低い信号レベルに起因して、極めて
限られた数の回路技術しか、ＬＮＡ回路及びミキサ回路を有するフロントエンド回路をう
まく実施するためには使用されない。ＬＮＡ回路の設計における主な課題は、ノイズを最
小限とすることである。しかし、ＲＦ受信器内のＬＮＡ回路は、また、特定の入力インピ
ーダンスで十分に大きいゲインを提供しなければならず、更には、ほとんど歪みを導入し
ないようにしなければならない（例えば、ＬＮＡの性能は、可能な限り線形であるように
設計されるべきである。）。従って、最も重要なＬＮＡ線形性メトリクスの１つはＩＰ３
（３次インターセプトポイント）である。
【０００５】
　ここで図１を参照して、誘導性縮退増幅器（inductively　degenerated　amplifier）
を有する従来のＬＮＡ回路トポロジ１００の例が表されている。図１に表されているＬＮ
Ａ回路トポロジ１００は、入力デバイスのゲート及びソースの間に現れる電圧を昇圧する
よう、直列ＲＬＣ共振回路によって与えられる電圧ゲインを用いる。この電圧増幅は、２
つの利点を提供する。第１に、それは、増幅器の第１のノイズ要因、すなわち、トランジ
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スタＭ１　１１０の前に増幅を提供する。第２に、増幅器入力段の実効相互コンダクタン
スは、トランジスタＭ１　１００の相互コンダクタンスと比較して、係数Ｑだけ増大され
る。ここで、Ｑは、入力直列共振のクオリティファクタである。増幅器の第１のノイズ要
因の前に増幅を提供する効果は、増幅器の出力部に現れる全体のノイズに対して増幅器に
よって寄与されるノイズの正味の減少である。更に、増幅器入力段の実効相互コンダクタ
ンスの増大の結果として、所与の所望ゲインに関して電流消費が低減される。
【０００６】
　しかし、入力段は共振回路を中心に構築されるので、入力段は比較的狭い帯域幅にわた
って動作し、従って、異なる周波数帯域については別にチューニングされる必要がある。
最新の通信受信器に必要とされるような大きなダイナミックレンジに適応するために、通
常、ＬＮＡ回路は、２又はそれ以上のゲイン設定を設けるよう求められる。図１に表され
ている増幅器トポロジに関し、プログラム可能なゲイン設定は、カスコードトランジスタ
Ｍ２ａ　１２０及びＭ２ｂ　１３０を用いて信号電流を分割することで実施され、そのた
め、事実上最大ゲイン設定でも、信号電流の一部しか増幅器の出力に達しない。
【０００７】
　このアプローチに伴う問題は、特に、低いゲイン設定において、電流消費に関して効率
的でないことである。従って、望ましい特性は、低いゲイン設定において電流消費を低減
可能であることである。しかし、如何なる形態の電流低減技術の実施も、トランジスタＭ
１　１１０の相互コンダクタンスを変更しうる。共振の際の増幅器トポロジ１００の入力
インピーダンスは実数であり、トランジスタＭ１　１１０の相互コンダクタンスに比例す
るから、そのような電流低減は、増幅器の入力インピーダンスの変化を生じさせ、例えば
、増幅器に結合されているアンテナとの不整合を引き起こしうる。
【０００８】
　図１の増幅器トポロジ１００に伴う更なる問題は、それが乏しい線形性能を示すことで
ある。入力共振回路によって提供される電圧増幅は、トランジスタＭ１　１１０のゲート
－ソース間電圧の振幅を増大させる。これはノイズに関して有利である一方で、トランジ
スタＭ１　１１０によって導入される歪みも増大させる。
【０００９】
　従来のＬＮＡ回路トポロジの代替例は、コモンゲート構成を有する。従来のコモンゲー
ト増幅器トポロジに伴う問題は、達成可能な理論上最良の雑音指数（ＮＦ）が２．２デシ
ベル（ｄＢ）に制限されることである。達成可能な雑音指数は、入力デバイスの相互コン
ダクタンスが増幅器のノイズ特性を定義するのみならず、その入力インピーダンスも決定
するという事実によって制限される。より良い雑音指数は、通常、無効インピーダンス変
換を用いることによってのみ達成され得る。従って、この回路構成は、ノイズ要求が比較
的緩やかである受信器においてしか使用されない。なお、図２は、最近提案されているコ
モンゲート増幅器トポロジ２００の例を表し、コモンゲート段のノイズ性能を改善するこ
とができる。表されている例に関し、トランジスタＭｃ１ｂ　２１０及びＭｃ２ｂ　２２
０を有するコモンソース段は、トランジスタＭ１　２３０　及びＭ２　２４０を有するコ
モンゲート段と並列に接続されている。トランジスタが適切にサイジングされる場合に、
コモンゲートトランジスタのノイズは、増幅器の出力部でコモンモード信号として現れ、
従って、抑制され得る。次いで、主たるノイズ要因はコモンソース段であり、該コモンソ
ース段は、そのコモンゲート対応部よりも高い相互コンダクタンスを有するよう設計され
得る。コモンソース段の相互コンダクタンスが高ければ高いほど、コモンゲート段によっ
て生成されるノイズの相殺に加えて、改善された雑音指数を有する増幅器が得られる。し
かし、図２の増幅器トポロジ２００のノイズ性能は、依然として、図１の誘導性縮退増幅
器トポロジのノイズ性能と整合することができない。
【００１０】
　それにも関わらず、図２の増幅器トポロジ２００の利点は、それが、増幅器の入力部で
シングルエンド入力信号を差動信号に変換することである。差動信号は、例えば、増幅器
が一部を形成する受信器回路内で、改善されたダイナミックレンジ、電圧供給及びノイズ
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控除に対する感度の低減、改善されたアイソレーション等を可能にする。
【００１１】
　図２の増幅器トポロジ２００の入力インピーダンスは広帯域であり、トランジスタＭ２
　２４０の相互コンダクタンスの逆数に等しい。従って、図１の誘導性縮退増幅器と同じ
ように、増幅器回路の入力インピーダンスを変更しうるので、電流は低ゲインモードでは
低減され得ない。従って、通常、ゲイン制御は、図１の誘導性縮退増幅器に関して記載さ
れたようにカスコードトランジスタを用いて実施される。
【００１２】
　ここで図３を参照して、ＬＮＡの実施に適した増幅器トポロジ３００の更なる例が表さ
れている。増幅器トポロジ３００は、シャント－シャント・フィードバック増幅器を有す
る。しかし、この構成は、２つの主な理由のために、モバイル用途のための高集積受信器
の実施には一般的でない。第１に、適切な動作のために、トランジスタＭ１　３１０の相
互コンダクタンスは極めて大きくなければならず（＞１００ｍＳ）、増幅器、特に、ＭＯ
ＳＦＥＴを有する実施には、大いに電力が必要となる。第２に、増幅器のゲイン及び入力
インピーダンスは両方とも非自明的にフィードバック抵抗ＲＦ　３２０、負荷抵抗ＲＬ　
３３０及びＭ１の相互コンダクタンスの関数であるため、様々なゲイン設定を実施する率
直な方法が提案されていない。
【００１３】
　先行技術のトポロジに係る上記の知られている欠点に加えて、インダクタ等の部品を含
むアナログ回路は、デジタル回路と同じように集積回路製造工程においてスケーリングし
且つ同程度の改善を提供することができない。代わりに、アナログ回路のスケーリングは
、革新的な新しい設計及び回路技術によって達成されなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　このように、従来の増幅器回路に係る上記の問題のうち１又はそれ以上を解決する改善
された増幅器回路、集積回路及び無線周波数通信ユニットが必要とされる。
【００１５】
　従って、本発明は、上記の欠点のうち１又はそれ以上を個々に又は組み合わせて解決し
、軽減し、又は取り除くことを目指す。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の側面は、添付の特許請求の範囲に記載されるように、増幅器回路、集積回路、
並びにそのような増幅器回路及び／又は集積回路を有する無線周波数通信ユニットを提供
する。
【００１７】
　本発明の第１の側面に従って、入力ノードを有し、該入力ノードで受信される入力信号
を増幅する増幅器回路が提供される。増幅器回路は、当該増幅器回路の前記入力ノードと
当該増幅器回路の出力ノードとの間に接続されるフィードバック抵抗と、該フィードバッ
ク抵抗に沿った点で相互コンダクタンス電流を投入するよう配置される相互コンダクタン
ス回路とを有する。前記相互コンダクタンス回路は、前記相互コンダクタンス電流が投入
される前記フィードバック抵抗に沿った前記点を変更するよう構成される。
【００１８】
　このようにして、フィードバックループ内に配置されているフィードバック抵抗の抵抗
値は、低いゲイン設定に関し、量ΔＲＦだけ小さくされてよい。更に、もはやフィードバ
ックループ内に存在しないフィードバック抵抗の部分は、増幅器回路の負荷抵抗（ＲＬ０

）と直列に結合され、そのようなものとして、実効負荷抵抗は、対応する量、すなわちΔ
ＲＦだけ、大きくなる。従って、相互コンダクタンス電流が投入される点をシフトするこ
とによって、増幅器のゲインは制御可能な態様で変更され得る。
【００１９】
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　本発明の任意の特徴に従って、前記相互コンダクタンス回路は、当該増幅器回路の一定
の入力インピーダンスが保たれるように、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記
フィードバック抵抗に沿った前記点を調整するよう構成される。
【００２０】
　本発明の任意の特徴に従って、前記相互コンダクタンス回路は、相補形段配置を用いて
実施される。この態様において、電流消費は低減され、増幅器回路の雑音指数は改善され
得る。例えば、前記相互コンダクタンス回路は、第１の相補段及び少なくとも１つの更な
る相補段を有してよく、前記相互コンダクタンス回路は、前記第１の相補段によって供給
される第１の相互コンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿った第１の点で投入
するよう配置されてよい。
【００２１】
　本発明の任意の特徴に従って、前記少なくとも１つの更なる相補段は、該少なくとも１
つの更なる相補段によって供給される少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス電流を
前記フィードバック抵抗に沿った少なくとも１つの更なる点で投入するよう配置されてよ
い。
【００２２】
　本発明の任意の特徴に従って、前記第１の相補段からの前記第１の相互コンダクタンス
電流は、第１のコモンゲートトランジスタ段及び少なくとも１つの更なるコモンゲートト
ランジスタ段によって前記フィードバック抵抗に投入されてよい。
【００２３】
　本発明の任意の特徴に従って、前記少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス段から
の前記少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス電流は、少なくとも１つの他の更なる
コモンゲートトランジスタ段によって前記フィードバック抵抗に投入されてよい。
【００２４】
　本発明の任意の特徴に従って、夫々の相補段は、一対のＣＭＯＳ電界効果トランジスタ
を有してよい。
【００２５】
　本発明の任意の特徴に従って、当該増幅器回路は、広帯域無線周波数フロントエンド回
路における使用に適合されてよい。
【００２６】
　本発明の任意の特徴は、如何なる可能な方法において組み合わされてよい。
【００２７】
　本発明の第２の側面に従って、本発明の第１の側面の増幅器回路を有する集積回路が提
供される。
【００２８】
　本発明の第３の側面に従って、本発明の第１の側面の増幅器回路を有する無線周波数通
信ユニットが提供される。
【００２９】
　本発明のこれらの及び他の側面は、以下で記載される実施形態から明らかであり、それ
らを参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】従来の低雑音増幅器トポロジの例を表す。
【図２】更なる従来の低雑音増幅器トポロジの例を表す。
【図３】更なる他の従来の低雑音増幅器トポロジの例を表す。
【図４】本発明の実施形態に従う増幅器回路を使用するよう構成される無線周波数通信ユ
ニットの例に係るブロック図を表す。
【図５】一般的なフロントエンド受信器回路の例を表す。
【図６】本発明の幾つかの実施形態に従う増幅器回路の略図の例を表す。
【図７】本発明の幾つかの実施形態に従って構成される増幅器回路の例を表す。
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【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の更なる詳細、側面及び実施形態は、一例として、図面を参照して記載される。
図中の要素は、簡単及び明りょうさのために表されており、必ずしも実寸通りに描かれて
いない。同じ参照符号が、理解を容易にするよう各図に含まれている。
【００３２】
　本発明の例について、無線周波数（ＲＦ）通信受信器フロントエンド低雑音増幅器（Ｌ
ＮＡ）回路に関して記載する。なお、当業者には明らかなように、ここで記載される発明
概念は、あらゆるタイプの増幅器回路において具現されてよい。多数の用途において、本
発明の例に従って構成される増幅器回路は、インダクタコイル等のオンチップ・アナログ
部品を必要とすることなく受信信号の可変ゲイン低雑音増幅を有効に行うとともに、低い
ゲイン設定に関し電流消費の低減を可能にする。このように、低ゲイン設定に関するＬＮ
Ａの電力消費は低減され、半導体製造工程における改善により得られる半導体部品（例え
ば、トランジスタ）のスケーラビリティが活用され得る。
【００３３】
　以下で使用される語「相補形段配置（complementary　stage　arrangement）」は、相
補形段トランジスタ回路の一般的な使用を包含する。以下で使用される語「相補形段構成
（complementary　stage　configuration）」は、相補形段トランジスタ配置を用いるト
ランジスタベースの増幅器回路が種々の相補形段特性を提供するよう如何にして構成され
得るのかを包含する。
【００３４】
　最初に図４を参照して、無線周波数（ＲＦ）通信ユニット（時々、セルラー通信に関連
して移動体通信加入者用ユニット（mobile　subscriber　unit）（ＭＳ）と、又は第３世
代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に関してユーザ設備（user　equipment）
（ＵＥ）と呼ばれる。）のブロック図が、本発明の一実施形態に従って、示されている。
なお、後述される増幅器回路の例は、如何なる無線通信ユニットにおいても実施されてよ
い。ＲＦ通信ユニット、すなわちＭＳ４００は、望ましくは、ＭＳ４００内で受信回路と
送信回路との間にアイソレーションを設けるデュプレクスフィルタ又はアンテナスイッチ
４０４へ結合されているアンテナ４０２を有する。
【００３５】
　当該技術で知られる受信器回路は、（受信、フィルタリング、及び中間又はベースバン
ド周波数変換を有効に提供する）フロントエンド回路４０６を有する。フロントエンド回
路４０６は、信号処理部４０８へ直列に接続されている。信号処理部４０８からの出力は
、スクリーン又はフラットパネルディスプレイ等の適切な出力装置４１０へ供給される。
受信器回路は、受信信号強度（received　signal　strength　indicator）（ＲＳＳＩ）
回路４１２を更に有し、ＲＳＳＩ回路４１２は、通信ユニット全体の制御を維持する制御
部４１４へ結合されている。従って、制御部４１４は、受信情報からビットエラーレート
（ＢＥＲ）又はフレームエラーレート（ＦＥＲ）データを受け取ってよい。制御部４１４
は、更に、受信器フロントエンド回路４０６及び（概して、デジタル信号プロセッサ（Ｄ
ＳＰ）４３０によって実現される）信号処理部４０８へ結合されている。制御部４１４は
、更に、復号化／符号化関数、同期パターン、符号シーケンス、ＲＳＳＩデータ等のオペ
レーティングレジーム（operating　regimes）を選択的に記憶するメモリ装置４１６へ結
合されている。タイマ４１８は、ＭＳ４００内の動作（時間依存信号の送信又は受信）の
タイミングを制御するよう制御部４１４へ動作上結合されている。
【００３６】
　送信回路に関しては、これは、基本的に、送信器／変調回路４２２及び電力増幅器４２
４を介してアンテナ４０２へ直列に結合されているキーパッド等の入力装置４２０を有す
る。送信回路における信号処理部４０８は、受信回路における処理部とは別に実施されて
よい。代替的に、信号処理部４０８は、図４に示されるように、信号の送信及び受信の両
方の処理を実施するために使用されてよい。明らかに、ＭＳ４００内の様々な構成要素は
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、個別的な又は一体化された部品形態で実現されてよく、従って、最終的な構造によれば
、単にアプリケーション特有の又は設計上の選択にすぎない。
【００３７】
　ここで図５を参照して、図４のＭＳ４００のフロントエンド回路４０６を実施するため
に使用されるような、一般的なフロントエンド受信器回路５００の例が表されている。フ
ロントエンド回路５００は、例えばＭＳ４００のアンテナ４０２によって受信される受信
ＲＦ信号を増幅する低雑音増幅器（ＬＮＡ）５１０を有する。フロントエンド回路５００
は、ＬＮＡ５１０によって出力される増幅された受信信号をより低い中間又はベースバン
ド周波数信号へと周波数変換するよう配置されるミキサ回路５２０を更に有する。次いで
、中間／ベースバンド周波数信号は、中間又はベースバンド周波数回路（ＩＦ／ＢＢ回路
）５３０によってフィルタをかけられて更に処理される。
【００３８】
　ここで図６を参照して、図５のＬＮＡ５１０を実施するために使用されるような、増幅
器回路６００の略図の例が表されている。増幅器回路６００は、その入力部６１０で受信
された入力信号を増幅する。表される例に関し、増幅器回路６００は、シャント－シャン
ト・フィードバック・トポロジ（shunt-shunt　feedback　topology）に基づき、増幅器
回路６００の入力部６１０及び出力ノード６３０の間に接続されているフィードバック抵
抗６２０を有する。増幅器回路６００は、フィードバック抵抗６２０に沿った点で受信入
力信号のための相互コンダクタンス電流を投入するよう配置される相互コンダクタンス回
路６４０を更に有し、相互コンダクタンス電流は、表される例に関し、増幅器回路６００
の入力部６１０での電圧レベルに基づく。特に、相互コンダクタンス回路６４０は、相互
コンダクタンス電流が投入されるフィードバック抵抗６２０に沿った点を変更するよう構
成される。
【００３９】
　例えば、図６の相互コンダクタンス回路６４０は、第１の構成にある場合、例えば高ゲ
イン設定の間、フィードバック抵抗６２０に沿った第１の点６２２で相互コンダクタンス
電流を投入するよう配置される。フィードバック抵抗６２０に沿った第１の点６２２は、
概して増幅器回路６００の出力ノード６３０に隣接して配置されている。このように、表
される例に関しフィードバック抵抗６２０の実質的に全抵抗値（ＲＦ０）を有する抵抗値
の大部分がフィードバックループ内に存在し、それにより、増幅器のために高いゲインが
得られる。相互コンダクタンス回路６４０は、更に、少なくとも１つの更なる構成におい
て動作する場合に、例えば、低減されたゲイン設定の間、フィードバック抵抗６２０に沿
った少なくとも１つの更なる点６２４で相互コンダクタンス電流を投入するよう配置され
てよい。フィードバック抵抗６２０に沿った少なくとも１つの更なる点６２４は、第１の
点６２２に対して増幅器回路６００の入力部６１０の方に位置する。このように、フィー
ドバックループ内に存在するフィードバック抵抗６２０の抵抗値は、量ΔＲＦだけ小さく
される。更に、もはやフィードバックループ内に存在しないフィードバック抵抗の部分は
、増幅器回路６００の負荷抵抗（ＲＬ０）６５０と直列に結合され、そのようなものとし
て、実効負荷抵抗６５０は、対応する量、すなわちΔＲＦだけ大きくなる。従って、相互
コンダクタンス電流が投入される点を第１の点６２２から第２の点６２４へシフトするこ
とによって、増幅器のゲインは低減される。
【００４０】
　当業者には明らかなように、図６に表されるような増幅器回路のゲインは、相互混濁単
回路６４０によって提供される相互コンダクタンス（Ｇｍ）とともに、フィードバック抵
抗６２０及び負荷抵抗６５０の両方の関数である。従って、相互コンダクタンス電流がフ
ィードバック抵抗６２０に投入される点を変更することによって、フィードバックループ
内の抵抗及び出力抵抗の両方の実効値は、増幅器回路のゲインを変えるよう変更されてよ
い。
【００４１】
　図６に表されるような増幅器回路の入力インピーダンスも、フィードバック抵抗６２０
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、負荷抵抗６５０、及び相互コンダクタンス回路６４０によって提供される相互コンダク
タンス（Ｇｍ）の関数である。従って、表される実施形態に関し、相互コンダクタンス回
路６４０は、更に、相互コンダクタンス電流が投入されるフィードバック抵抗６２０に沿
った点を制御することによって、増幅器回路の相互コンダクタンス（Ｇｍ）を調整するよ
う配置されてよい。このように、相互コンダクタンスは、相互コンダクタンス電流が投入
されるフィードバック抵抗６２０に沿った点に関わりなく、増幅器回路６００の実質的に
一定な入力インピーダンスが維持されるように、調整されてよい。有利に、より低いゲイ
ン設定に関し、これにより、フィードバックループ内のフィードバック抵抗の値は小さく
なり、一方、実効負荷抵抗は大きくなり、一定の入力インピーダンスを維持するために、
より低い相互コンダクタンス電流が必要とされる。従って、より低いゲイン設定の間、増
幅器回路の全体的な電力消費は低減され、それにより、電力消費が重要な設計要素である
ところの実施に有意義な利点を提供する。
【００４２】
　図６に表される例に関し、相互コンダクタンス電流がフィードバック抵抗に投入される
点、及び相互コンダクタンス回路６４０の相互コンダクタンス（Ｇｍ）は、制御電圧Ｖｃ

６６０によって制御可能である。
【００４３】
　ここで図７を参照して、本発明の幾つかの実施形態に従って構成される増幅器回路７０
０のより詳細な実施に係る例が表されている。図７に表される例に関し、増幅器回路７０
０は、集積回路７０５内に設けられる受信器フロントエンド回路の部分を形成する。増幅
器回路７００は、増幅器回路７００の入力部７１０と増幅器回路７００の出力ノード７３
０との間で互いに直列に接続されている第１のフィードバック抵抗ＲＦａ　７２０及び第
２のフィードバック抵抗ＲＦｂ　７２５の形で、フィードバック抵抗を有する。
【００４４】
　増幅器回路７００は、フィードバック抵抗７２０、７２５に沿った点で相互コンダクタ
ンス電流を投入するよう配置され、且つ、相互コンダクタンス電流が投入されるフィード
バック抵抗に沿った点を変更するよう構成される相互コンダクタンス回路を更に有する。
図７に表される例に関し、相互コンダクタンス回路は、増幅器回路７００の電流消費を低
減するよう相補形段配置を用いて実施される。電力消費は、所与の必要とされる総相互コ
ンダクタンスに関して相補形回路が２つのサブ回路を用いて実施されるように、相補段の
使用によって低減される。例えば、１つのサブ回路はｐＭＯＳＦＥＴデバイスにより実施
され、他のサブ回路はｎＭＯＳＦＥＴデバイスにより実施される。２つのサブ回路は、電
源と接地との間で一方が他方の上にあるようスタックされてよく、それにより同じバイア
ス電流を共有する。別の例では、非相補形実施が２つの部分の並列接続として考えられ、
各部分は自身の共有されない電流量を必要とする。更に、増幅器回路７００の雑音指数は
、相補段の全体的な所与の電流に関してより大きい総相互コンダクタンスを達成すること
が可能であるから、相補形段配置を用いることによって改善可能である。これは、より低
い雑音指数を得るために利用されてよい。
【００４５】
　より具体的に、表される例に関し、相互コンダクタンス回路は、トランジスタ７４０及
び７４２を有する第１の相補形段構成と、トランジスタ７４４及び７４６を有する第２の
相補形段構成とを有する。相互コンダクタンス回路は、概してノード７５０において表さ
れ且つ概して増幅器回路７００の出力ノード７３０に隣接して位置付けられているフィー
ドバック抵抗７２０、７２５に沿った第１の点で、第１の相補形段構成によって提供され
る第１の相互コンダクタンス電流を投入するよう配置される。明りょうさのためだけに、
ノード７３０及び７５０は、別であるように図７において表されている。しかし、実際に
は、それらのノード７３０、７５０は、単一のコモンノードを形成するよう配置されてよ
い。第１の相補形段構成からの第１の相互コンダクタンス電流は、夫々トランジスタ７６
０、７６２及び７６４、７６６を有する２つのコモンゲートトランジスタ段によって、フ
ィードバック抵抗７２０、７２５に投入される。従って、相互コンダクタンス回路が、第
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１の相補形段構成からの第１の相互コンダクタンス電流をノード７５０でフィードバック
抵抗に投入するよう構成される場合に、トランジスタ７６０、７６２及び７６４、７６６
のトランジスタゲート電圧Ｖｃ１

Ｐ、Ｖｃ１
Ｎ、Ｖｃ０

Ｐ及びＶｃ０
Ｎは夫々、夫々のト

ランジスタをオンするのに適した電位に設定され、それにより、夫々トランジスタ７４０
、７４２及び７４４、７４６を有する第１及び第２の相補段をノード７５０へ動作上結合
する。従って、相互コンダクタンス回路がこの第１の構成において動作するよう配置され
る場合に、相互コンダクタンス回路の相互コンダクタンス（Ｇｍ）は、トランジスタ７４
０、７４２及び７４４、７４６の相互コンダクタンスの和に等しい。更に、フィードバッ
クループ内の抵抗は、フィードバック抵抗ＲＦａ　７２０及びＲＦｂ　７２５の和に相当
する。
【００４６】
　表される例に係る相互コンダクタンス回路は、トランジスタ７４０及び７４２によって
提供される第１の相補段のみを有する第２の相補形段構成を更に有する。相互コンダクタ
ンス回路は、概してノード７７０において表され且つ第１のノード７５０に対して増幅器
回路７００の入力部７１０の方に位置するフィードバック抵抗７２０、７２５に沿った第
２の点で、第２の相補形段構成によって提供される第２の相互コンダクタンス電流を投入
するよう配置される。第２の相補形段構成からの第２の相互コンダクタンス電流は、トラ
ンジスタ７８０、７８５を有する更なるコモンゲートトランジスタ段によって、ノード７
７０でフィードバック抵抗７２０、７２５に投入される。トランジスタ７８０、７８５は
、図７において夫々
　　［外１］

によって表される、トランジスタ７６０、７６２のためのゲート電圧の逆電圧をゲートで
受け取るよう配置される。
【００４７】
　従って、相互コンダクタンス回路が上記の第１の構成において動作するよう配置される
場合には、トランジスタ７６０、７６２及び７６４、７６６のゲート電圧Ｖｃ１

Ｐ、Ｖｃ

１
Ｎ、Ｖｃ０

Ｐ及びＶｃ０
Ｎは夫々、夫々のトランジスタをオンするのに適した電位に設

定され、一方、トランジスタ７８０及び７８５のゲート電圧
　　［外２］

は、夫々のトランジスタをオフするのに適した電位に設定され、それにより、トランジス
タ７４０及び７４２によって提供される第１の相補段からノード７７０を有効に分離する
。しかし、相互コンダクタンス回路が第２の構成において動作するよう配置される場合に
は、トランジスタ７６０、７６２及び７６４、７６６のゲート電圧Ｖｃ１

Ｐ、Ｖｃ１
Ｎ、
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Ｖｃ０
Ｐ及びＶｃ０

Ｎは夫々、夫々のトランジスタをオフするのに適した電位に設定され
、それにより、トランジスタ７４０、７４２、７４４、７４６によって提供される第１及
び第２の相補段をノード７５０から有効に分離する。
【００４８】
　一方、トランジスタ７８０及び７８５のゲート電圧
　　［外３］

は、夫々のトランジスタをオンするのに適した電位に設定され、それにより、トランジス
タ７４０及び７４２によって提供される第１の相補段へノード７７０を動作上結合する。
従って、相互コンダクタンス回路が実質的にこの第２の構成において動作するよう配置さ
れる場合に、相互コンダクタンス回路の相互コンダクタンス（Ｇｍ）は、トランジスタ７
４０及び７４２の相互コンダクタンスの和にのみ等しい。更に、フィードバックループ内
の抵抗は第１のフィードバック抵抗ＲＦａ　７２０しか含まず、第２のフィードバック抵
抗ＲＦｂ　７２５は増幅器回路７００の負荷と直列に結合される。増幅器回路７００の負
荷は、表される例に関し、ミキサ回路７９０を有する。
【００４９】
　図示されるように、図７の増幅器回路７００にはインダクタがない。このようなインダ
クタのない配置は、現在、ナノメートルスケール半導体技術の開発により実施可能であり
、有意に寄生キャパシタンスを低減された非常に高速なトランジスタが得られる。このよ
うなインダクタの放棄は、増幅器回路７００が最大ゲインのために構成される場合に、比
較的高い電流消費を引き起こし、一方、より低いゲイン設定における電流消費の低減は、
高いゲインにおける高電流消費に十分に対抗することができるほど有意義であることが分
かっており、それにより、平均電流消費を受け入れ可能なものにする。有意に、増幅器回
路からのインダクタの除去は集積回路内の面積に関して顕著な節約を可能にし、半導体及
び集積回路製造工程における改善は十分に利用され得る。
【００５０】
　図７の増幅器回路７００に係る他の有利な特徴は、それが外部の整合部品を必要としな
い点である。従来のフィードバック技術が、図７の増幅器回路７００のために必要とされ
る実入力インピーダンスを直接的に生成するために使用されてよい。これは、例えば、実
インピーダンスを得るために入力トランジスタに接続されるインダクタを必要とする誘導
性縮退ＬＮＡとは対照的である。
【００５１】
　本発明概念は、ＲＦ通信ユニット受信器内での使用に限られないと考えられる。ここで
記載される発明概念は、可変ゲイン増幅器回路を必要とするあらゆる用途に同様に適用さ
れてよいと考えられる。更に、当業者には明らかなように、他の用途において、代替の機
能／回路／装置及び／又は他の技術が、本発明概念、例えば、一例として、可変ゲイン相
互インピーダンス増幅器（電流入力、電圧出力）、可変周波数弛張発振器等を実施するた
めに使用されてよい。
【００５２】
　このように、以上の例は、可変ゲイン低雑音増幅器回路を提供する。特に、可変ゲイン
低雑音増幅器回路に係る上記の例は、より低いゲイン設定において低減された電力消費を
提供することができる。有利に、上記の例は、実際上外部のマッチング回路部品を必要と
しない、インダクタのない増幅器回路を更に提供する。
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　特に、上記の発明概念は、例えば、メディアテック社の無線携帯電話機及び／又は無線
接続製品群等の、増幅器回路を有するあらゆる集積回路に製造者によって適用されてよい
と考えられる。更に、例えば、製造者は、集積フロントエンド回路若しくは特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）及び／又はその他のサブシステム要素等のスタンドアローン型装置
の設計において本発明概念を用いてよい。
【００５４】
　当然のことながら、明りょうさのために、上記の例は、特定の機能ユニット又は装置又
は回路を参照して本発明の実施形態について記載してきた。しかし、例えば、相互コンダ
クタンス回路に関する、異なった機能ユニット又は装置又は回路の間における機能の如何
なる適切な分配も、本発明から逸脱することなく使用されてよい。従って、特定の機能ユ
ニットへの言及は、狭義の論理的又は物理的な構造又は体系を示すわけではなく、単に、
記載される機能を提供する適切な手段への言及と見なされるべきである。
【００５５】
　本発明の側面は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又はそれらのいずれか
の組み合わせを含むあらゆる適切な形態で実施されてよい。このように、本発明の実施形
態に係る要素及び部品は、あらゆる適切な方法において物理的、機能的及び論理的に実施
されてよい。実際に、機能は、単一のユニットにおいて、複数のユニットにおいて、又は
他の機能ユニットの部分として、実施されてよい。
【００５６】
　本発明は幾つかの実施形態に関連して記載されてきたが、ここで挙げられている具体的
な形態に限られないよう意図される。むしろ、本発明の適用範囲は、添付の特許請求の範
囲によってのみ制限される。更に、特徴は特定の実施形態に関連して記載されているよう
に見えるが、記載される実施形態は本発明に従って組み合わされてよいことが当業者には
明らかである。特許請求の範囲において、語「有する（comprising）」は、他の要素又は
ステップの存在を除かない。
【００５７】
　更に、たとえ個別に挙げられているとしても、複数の手段、要素又は方法ステップは、
例えば、単一のユニット又はプロセッサによって、実施されてよい。更に、個々の特徴が
異なる請求項に含まれている場合があるが、それらは、場合により、有利に組み合わされ
てよく、異なる請求項における包含は、特徴の組み合わせが実現可能でなく及び／又は有
利でないことを暗示するものではない。また、１つのカテゴリの請求項における特徴の包
含は、このカテゴリに制限されることを暗示するものではなく、むしろ、その特徴が、必
要に応じて、他のカテゴリの請求項に同様に適用可能であることを示す。
【００５８】
　更に、特許請求の範囲における特徴の順序は、特徴が実行されるべき具体的な順序を暗
示するものではない。加えて、単数参照は複数個を除かず、従って、「１つの（a又はan
）」、「第１」及び「第２」等への言及は複数個を除かない。
【００５９】
　このように、改善された増幅器回路が記載されており、先行技術の配置に伴う上記の欠
点のうち少なくとも１又はそれ以上が実際に解消されている。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年11月17日(2011.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力ノードを有し、該入力ノードで受信される入力信号を増幅する増幅器回路であって
、
　当該増幅器回路の前記入力ノードと当該増幅器回路の出力ノードとの間に接続されるフ
ィードバック抵抗と、
　前記フィードバック抵抗に沿った点で相互コンダクタンス電流を投入するよう配置され
る相互コンダクタンス回路と
　を有し、
　前記相互コンダクタンス回路は、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記フィー
ドバック抵抗に沿った前記点を変更するよう構成される、増幅器回路。
【請求項２】
　前記相互コンダクタンス回路は、当該増幅器回路の一定の入力インピーダンスが保たれ
るように、前記相互コンダクタンス電流が投入される前記フィードバック抵抗に沿った前
記点を調整するよう構成される、
　請求項１に記載の増幅器回路。
【請求項３】
　前記相互コンダクタンス回路は、相補形段配置を用いる、
　請求項１に記載の増幅器回路。
【請求項４】
　前記相互コンダクタンス回路は、第１の相補段及び少なくとも１つの更なる相補段を有
し、前記相互コンダクタンス回路は、前記第１の相補段によって供給される第１の相互コ
ンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿った第１の点で投入するよう配置される
、
　請求項３に記載の増幅器回路。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの更なる相補段は、該少なくとも１つの更なる相補段によって供給
される少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス電流を前記フィードバック抵抗に沿っ
た少なくとも１つの更なる点で投入するよう配置される、
　請求項４に記載の増幅器回路。
【請求項６】
　前記第１の相補段からの前記第１の相互コンダクタンス電流は、第１のコモンゲートト
ランジスタ段及び少なくとも１つの更なるコモンゲートトランジスタ段によって前記フィ
ードバック抵抗に投入される、
　請求項４に記載の増幅器回路。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの更なる相互コンダクタンス段からの前記少なくとも１つの更なる
相互コンダクタンス電流は、少なくとも１つの他の更なるコモンゲートトランジスタ段に
よって前記フィードバック抵抗に投入される、
　請求項５に記載の増幅器回路。
【請求項８】
　夫々の相補段は、一対のＣＭＯＳ電界効果トランジスタを有する、
　請求項４に記載の増幅器回路。
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【請求項９】
　当該増幅器回路は、広帯域無線周波数フロントエンド回路における使用に適合される、
　請求項１に記載の増幅器回路。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のうちいずれか一項に記載の増幅器回路を有する集積回路。
【請求項１１】
　請求項１乃至９のうちいずれか一項に記載の増幅器回路を有する無線周波数通信ユニッ
ト。
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