
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動電圧として第１供給電圧が 供給され、ベースに入力された入力信号を増
幅して出力する、バイポーラトランジスタにより構成された、増幅部トランジスタと、
　前記増幅部トランジスタが増幅動作をする際に、前記増幅部トランジスタの前記ベース
をバイアスするためのバイアス電流を生成し、前記増幅部トランジスタの前記ベースに供
給する、バイアス電流生成回路と、
　前記第１供給電圧に応じて、

前記バイアス電流に加えて、前記増幅部トランジスタの前記ベースに追加バイア
ス電流を供給する、追加バイアス電流生成回路 10
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コレクタに

前記第１供給電圧と同等の電圧を有する第２供給電圧が供
給され、

であって、前記第２供給電圧が所定値より
大きければ前記追加バイアス電流を前記増幅部トランジスタの前記ベースに供給するが、
前記第２供給電圧が所定値より小さければ前記追加バイアス電流を供給しない、追加バイ
アス電流生成回路と、
　制御電流を前記バイアス電流生成回路及び前記追加バイアス電流生成回路に供給し、前
記バイアス電流生成回路及び前記追加バイアス電流生成回路が前記バイアス電流及び前記
追加バイアス電流を前記増幅部トランジスタの前記ベースに供給するかどうかを切り替え
る、切替制御回路と、
　を備え、
　前記追加バイアス電流生成回路は、前記増幅部トランジスタの前記ベースに接続された
エミッタと、前記切替制御回路から前記制御電流が供給されるベースとを有する、第１バ



【請求項２】
　前記追加バイアス電流生成回路は、前記第１バイポーラトランジスタのコレクタに接続
されたエミッタと、前記第２供給電圧が供給されるコレクタと、前記コレクタに接続され
たベースとを有する、第 バイポーラトランジスタを、さらに備えることを特徴とする請
求項 に記載の電力増幅回路。
【請求項３】
　前記第２供給電圧が、前記増幅部トランジスタのベース・エミッタ間電圧と、前記第１
バイポーラトランジスタのコレクタ・エミッタ間電圧と、前記第 バイポーラトランジス
タのベース・エミッタ間電圧との和よりも高ければ、前記追加バイアス電流生成回路は前
記追加バイアス電 供給するが、前記第２供給電圧がこの和よりも低ければ前記追加バ
イアス電流生成回路は前記追加バイアス電流を供給しない、ことを特徴とする請求項

に記載の電力増幅回路。
【請求項４】
　前記バイアス電流生成回路は、 前記
増幅部トランジスタの前記ベース に接続されたコレクタと、前記コレクタに接続された
ベースとを有する、第 バイポーラトランジスタ 備えることを特徴とする請求
項 に記載の電力増幅回路。
【請求項５】
　前記切替制御回路は温度補償機能を備えており、周囲の温度に応じて、前記制御電流が
変化することを特徴とする請求項 に記載の電力増幅回路。
【請求項６】
　前記切替制御回路からの前記制御電流は、周囲の温度が高い場合は減少し、周囲の温度
が低い場合は増加する、ことを特徴とする請求項 に記載の電力増幅回路。
【請求項７】
　前記追加バイアス電流生成回路は、一端が前記第１バイポーラトランジスタのコレクタ
に接続され、他端に前記第２供給電圧が供給される抵抗を、さらに備えていることを特徴
とする請求項 に記載の電力増幅回路。
【請求項８】
　前記追加バイアス電流生成回路は、一端が前記第 バイポーラトランジスタのコレクタ
に接続され、他端に前記第２供給電圧が供給される抵抗を、さらに備えていることを特徴
とする請求項 に記載の電力増幅回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、入力された入力信号を増幅して、出力信号として出力する、電力増幅回路に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
図１１は、従来のバイポーラトランジスタを用いた電力増幅回路５の構成と、その周辺回
路を示しており、図１２は、図１１における増幅部トランジスタＱの静特性を示す図であ
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イポーラトランジスタを備え、
　前記バイアス電流生成回路は、前記増幅部トランジスタの前記ベースに接続されたエミ
ッタと、前記切替制御回路から前記制御電流が供給されるベースとを有する、第２バイポ
ーラトランジスタを備え、
　前記切替制御回路が、前記制御電流により、前記バイアス電流生成回路の前記第２バイ
ポーラトランジスタをオフにして、前記バイアス電流生成回路が前記バイアス電流を供給
しないようにする場合には、前記制御電流により、前記追加バイアス電流生成回路の前記
第１バイポーラトランジスタもオフになり、前記追加バイアス電流生成回路が前記追加バ
イアス電流を供給しないようになる、
　ことを特徴とする電力増幅回路。

３
１

３

流を
１ま

たは２

前記第２バイポーラトランジスタの前記エミッタと
と

４ を、さらに
１乃至３のいずれか

１乃至４のいずれか

５

１乃至６のいずれか

３

２乃至６のいずれか



る。
【０００３】
図１１に示すように、電源１０から、例えば３．６Ｖの電圧がＤＣ／ＤＣコンバータ２０
に供給されている。ＤＣ／ＤＣコンバータ２０では、供給された電圧をコンバートして、
例えば１．５Ｖで、電力増幅回路５における増幅部トランジスタＱのコレクタに供給して
いる。この増幅部トランジスタＱは、ＮＰＮバイポーラトランジスタにより構成されてい
る。ＤＣ／ＤＣコンバータ２０の供給する電圧は、可変であり、高い電圧（例えば３．６
Ｖ）を供給している場合もあるし、低い電圧（例えば、１．５Ｖ）を供給している場合も
ある。
【０００４】
増幅部トランジスタＱのベースには、容量性素子Ｃ１を介して、信号生成回路３０から高
周波の信号電流Ｉｓｇが印加されているとともに、バイアス回路４０からのバイアス電流
Ｉｂｉａｓが印加されている。つまり、ベース電流Ｉｂ＝Ｉｂｉａｓ＋Ｉｓｇが、ベース
に供給されている。また、増幅部トランジスタＱのエミッタは接地されている。
【０００５】
バイアス回路４０は、ＮＰＮバイポーラトランジスタＱ１～Ｑ４と、抵抗Ｒ１とを備えて
構成されている。バイポーラトランジスタＱ１、Ｑ２と抵抗Ｒ１は、切替制御回路５０を
構成しており、バイポーラトランジスタＱ３、Ｑ４は、バイアス電流生成回路６０を構成
している。
【０００６】
切替制御回路５０に供給される制御電圧Ｖｃｏｎは、この電力増幅回路５がオンになって
いる場合には電圧（例えば３．６Ｖ）が供給され、オフになっている場合には電圧が供給
されない（つまり、０Ｖ）ように構成されている。バイアス電流生成回路６０は、この制
御電圧Ｖｃｏｎのオン／オフに応じて、バイポーラトランジスタＱ３がオン／オフされ、
オンの場合には、基準電圧Ｖｒｅｆから、増幅部トランジスタＱのベースにバイアス電流
Ｉｂｉａｓを供給し、オフの場合にはバイアス電流Ｉｂｉａｓを供給しない。
【０００７】
切替制御回路５０は、周囲の温度に応じて、バイポーラトランジスタＱ３のベースに供給
される制御電流Ｉｃｏｎの量を変化させることにより、バイポーラトランジスタＱ３を通
じて流れるバイアス電流Ｉｂｉａｓの量を変化させる。これにより、切替制御回路５０は
、この電力増幅回路が熱暴走するのを防止している。
【０００８】
この電力増幅回路の出力ノードＮ０は、増幅部トランジスタＱのコレクタ側に設けられて
おり、電圧出力ＯＵＴを出力する。この出力ノードＮ０には、負荷インピーダンスＺＬが
接続されている。
【０００９】
図１２に示すように、増幅部トランジスタＱを流れる電流Ｉｃの量は、この増幅部トラン
ジスタＱのベースに流れ込むベース電流Ｉｂ（Ｉｂ１＜Ｉｂ２＜Ｉｂ３＜Ｉｂ４＜Ｉｂ５
＜Ｉｂ６）により定まる。上述したように、ベース電流Ｉｂは、バイアス回路４０からの
バイアス電流Ｉｂｉａｓと、信号生成回路３０からの信号電流Ｉｓｇとの和である。バイ
アス電流Ｉｂｉａｓは、温度変化がなければ一定であるので、信号生成回路３０からの高
周波の信号電流Ｉｓｇにより、電圧出力ＯＵＴの電圧が定まることとなる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、図１２に示すように、バイポーラトランジスタの特性上、電圧Ｖｃが高い電圧
である高出力時には、電圧出力ＯＵＴは大きく振幅することができるが、電圧Ｖｃが低い
電圧である低出力時には、電圧出力ＯＵＴは小さくしか振幅できない。
【００１１】
しかしながら、図１１及び図１２から分かるように、低出力時に電圧Ｖｃを下げたとして
も、増幅部トランジスタＱを流れる電流Ｉｃの量は変わらない。消費電力（ＤＣ損失）は
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、電圧Ｖｃ×電流Ｉｃで定まるため、電圧Ｖｃを下げた以上の消費電力の低減は得られな
い。
【００１２】
しかし、電圧Ｖｃが低出力時である場合には、電圧出力ＯＵＴの振幅が小さくても構わな
いことから、電流Ｉｃの量も少なくして、消費電力の低減を図ることができれば、より望
ましい。
【００１３】
そこで本発明は、前記課題に鑑みてなされたものであり、低出力時に消費される電力の低
減を図った電力増幅回路を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、本発明に係る電力増幅回路は、
　駆動電圧として第１供給電圧がコレクタに供給され、ベースに入力された入力信号を増
幅して出力する、バイポーラトランジスタにより構成された、増幅部トランジスタと、
　前記増幅部トランジスタが増幅動作をする際に、前記増幅部トランジスタの前記ベース
をバイアスするためのバイアス電流を生成し、前記増幅部トランジスタの前記ベースに供
給する、バイアス電流生成回路と、
　前記第１供給電圧に応じて、前記第１供給電圧と同等の電圧を有する第２供給電圧が供
給され、前記バイアス電流に加えて、前記増幅部トランジスタの前記ベースに追加バイア
ス電流を供給する、追加バイアス電流生成回路であって、前記第２供給電圧が所定値より
大きければ前記追加バイアス電流を前記増幅部トランジスタの前記ベースに供給するが、
前記第２供給電圧が所定値より小さければ前記追加バイアス電流を供給しない、追加バイ
アス電流生成回路と、
　制御電流を前記バイアス電流生成回路及び前記追加バイアス電流生成回路に供給し、前
記バイアス電流生成回路及び前記追加バイアス電流生成回路が前記バイアス電流及び前記
追加バイアス電流を前記増幅部トランジスタの前記ベースに供給するかどうかを切り替え
る、切替制御回路と、
　を備え、
　前記追加バイアス電流生成回路は、前記増幅部トランジスタの前記ベースに接続された
エミッタと、前記切替制御回路から前記制御電流が供給されるベースとを有する、第１バ
イポーラトランジスタを備え、
　前記バイアス電流生成回路は、前記増幅部トランジスタの前記ベースに接続されたエミ
ッタと、前記切替制御回路から前記制御電流が供給されるベースとを有する、第２バイポ
ーラトランジスタを備え、
　前記切替制御回路が、前記制御電流により、前記バイアス電流生成回路の前記第２バイ
ポーラトランジスタをオフにして、前記バイアス電流生成回路が前記バイアス電流を供給
しないようにする場合には、前記制御電流により、前記追加バイアス電流生成回路の前記
第１バイポーラトランジスタもオフになり、前記追加バイアス電流生成回路が前記追加バ
イアス電流を供給しないようになる、
　ことを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
〔第１実施形態〕
第１実施形態は、電力増幅回路における増幅部トランジスタに供給するベース電流の量を
、高出力時よりも低出力時の方が少なくなるようにして、この増幅部トランジスタのコレ
クタからエミッタに流れる電流を減少させることにより、低出力時における消費電力の低
減を図ったものである。より詳しくを、以下に説明する。
【００１６】
図１は、本実施形態に係る電力増幅回路１００の構成と、その周辺回路を示す図である。
この図１から分かるように、本実施形態に係る電力増幅回路１００は、上述した図１１の
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電力増幅回路５に、ＮＰＮバイポーラトランジスタＱ５、Ｑ６を追加することにより構成
されている。
【００１７】
具体的には、バイポーラトランジスタＱ５とバイポーラトランジスタＱ６とは、直列に接
続されており、これにより、本実施形態における追加バイアス電流生成回路１１０を構成
している。
【００１８】
バイポーラトランジスタＱ６のコレクタには、ＤＣ／ＤＣコンバータ２０から、電圧Ｖｃ
１が供給されている。本実施形態では、この電圧Ｖｃ１は、増幅部トランジスタＱのコレ
クタに供給される電圧Ｖｃ２と、同等である。但し、電圧Ｖｃ１を供給するノードと電圧
Ｖｃ２を供給するノードとは、ＤＣ／ＤＣコンバータ２０内において、高周波的には短絡
してあり、互いに影響がない構成になっている。
【００１９】
さらに、このバイポーラトランジスタＱ６のコレクタには、自らのベースも接続されてい
る。つまり、バイポーラトランジスタＱ６はダイオードとして機能する。このバイポーラ
トランジスタＱ６のエミッタは、バイポーラトランジスタＱ５のコレクタに接続されてい
る。
【００２０】
バイポーラトランジスタＱ５のベースは、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタに接続
されている。バイポーラトランジスタＱ５のエミッタは、増幅部トランジスタＱのベース
に接続されている。したがって、バイポーラトランジスタＱ５を通って、増幅部トランジ
スタＱのベースに流れ込む追加バイアス電流Ｉａｄは、バイポーラトランジスタＱ１のコ
レクタから、バイポーラトランジスタＱ５のベースに流れ込む制御電流Ｉｃｏｎの量によ
って、制御される。
【００２１】
切替制御回路５０は、上述した図１１と同様に、抵抗Ｒ１とバイポーラトランジスタＱ１
、Ｑ２とを備えて構成されている。抵抗Ｒ１の一端には、制御電圧Ｖｃｏｎが供給されて
おり、抵抗Ｒ１の他端は、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタに接続されている。バ
イポーラトランジスタＱ１のコレクタには、自らのベースも接続されている。つまり、バ
イポーラトランジスタＱ１はダイオードとして機能する。また、このバイポーラトランジ
スタＱ１のエミッタは、バイポーラトランジスタＱ２のコレクタに接続されている。
【００２２】
バイポーラトランジスタＱ２のコレクタには、自らのベースも接続されている。つまり、
バイポーラトランジスタＱ２はダイオードとして機能する。このバイポーラトランジスタ
Ｑ２のエミッタは、グランドに接続されている。これらのことから分かるように、切替制
御回路５０は、抵抗Ｒ１に、ダイオード（Ｑ１、Ｑ２）が２つ直列に接続された構成にな
っている。
【００２３】
バイアス電流生成回路６０も、上述した図１１と同様に、バイポーラトランジスタＱ３、
Ｑ４を備えて構成されている。バイポーラトランジスタＱ３のコレクタには、基準電圧Ｖ
ｒｅｆが供給されている。バイポーラトランジスタＱ３のベースは、バイポーラトランジ
スタＱ１のコレクタに接続されており、バイポーラトランジスタＱ３のエミッタは、バイ
ポーラトランジスタＱ４のコレクタと増幅部トランジスタＱのベースとに接続されている
。したがって、バイポーラトランジスタＱ３を通って、増幅部トランジスタＱのベースに
流れ込むバイアス電流Ｉｂｉａｓは、バイポーラトランジスタＱ１のコレクタから、バイ
ポーラトランジスタＱ３のベースに流れ込む制御電流Ｉｃｏｎの量によって、制御される
。
【００２４】
バイポーラトランジスタＱ４のコレクタには、自らのベースも接続されている。つまり、
バイポーラトランジスタＱ４はダイオードとして機能する。このバイポーラトランジスタ
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Ｑ４のエミッタは、グランドに接続されている。
【００２５】
バイポーラトランジスタＱ３とバイポーラトランジスタＱ４との間から、増幅部トランジ
スタＱのベースに流れ込むバイアス電流がＩｂｉａｓであり、バイポーラトランジスタＱ
５から増幅部トランジスタＱのベースに流れ込む追加バイアス電流がＩａｄであり、信号
生成回路３０から増幅部トランジスタＱのベースに流れ込む信号電流がＩｓｇであるので
、増幅部トランジスタＱのベースに流れ込む全体のベース電流Ｉｂは次のように表現でき
る。
Ｉｂ＝Ｉｂｉａｓ＋Ｉａｄ＋Ｉｓｇ
【００２６】
但し、増幅部トランジスタＱと、追加バイアス電流生成回路１１０との間は高周波的に遮
断されており、また、増幅部トランジスタＱには、高周波的に短絡され、直流的には遮断
された高周波の信号電流Ｉｓｇが入力されるものとする。
【００２７】
以上が、本実施形態に係る電力増幅回路１００の構成であるが、次に、この電力増幅回路
１００の動作について説明する。
【００２８】
切替制御回路５０に供給される制御電圧Ｖｃｏｎは、この電力増幅回路１００を動作させ
る場合には、所定の電圧（例えば、３．６Ｖ）であるが、動作させない場合、つまりオフ
の場合には、０Ｖになる。制御電圧Ｖｃｏｎが０Ｖの場合には、バイポーラトランジスタ
Ｑ３、Ｑ５がオフになるので、増幅部トランジスタＱもオフになり、この電力増幅回路１
００は動作しないようになる。これにより、待機状態にある電力増幅回路１００の消費電
力が低減できる。
【００２９】
一方、制御電圧Ｖｃｏｎが所定の電圧（例えば、３．６Ｖ）である場合には、バイポーラ
トランジスタＱ３、Ｑ５がオンになり、バイアス電流Ｉｂｉａｓと追加バイアス電流Ｉａ
ｄが、増幅部トランジスタＱのベースに供給される。
【００３０】
切替制御回路５０のダイオードを構成するバイポーラトランジスタＱ１、Ｑ２を流れる電
流の量は、周囲の温度によって変化する。すなわち、温度が上昇すると流れる電流が増加
し、温度が下降すると流れる電流が減少する。このため、温度に応じて、ノードＮ１の電
圧が変化する。すなわち、温度が上昇すると、抵抗Ｒ１を流れる電流が増加するので、抵
抗Ｒ１における電圧降下が増大し、ノードＮ１の電圧が減少する。これにより、バイポー
ラトランジスタＱ３、Ｑ５のベースに流れ込む制御電流Ｉｃｏｎも減少する。このため、
周囲の温度が上昇すると、バイアス電流Ｉｂｉａｓと追加バイアス電流Ｉａｄが減少し、
増幅部トランジスタＱのベースに流れ込むベース電流Ｉｂも減少する。
【００３１】
一方、温度が下降すると、抵抗Ｒ１を流れる電流が減少するので、抵抗Ｒ１における電圧
降下が減少する。これにより、ノードＮ１の電圧が増加し、バイポーラトランジスタＱ３
、Ｑ５のベースに流れ込む制御電流Ｉｃｏｎも増加する。このため、周囲の温度が下降す
ると、バイアス電流Ｉｂｉａｓと追加バイアス電流Ｉａｄが増加し、増幅部トランジスタ
Ｑのベースに流れ込むベース電流Ｉｂも増加する。つまり、この切替制御回路５０は、温
度補償機能を有している。但し、この温度補償機能は、必ずしも必要なものではなく、省
くことも可能である。この場合、バイポーラトランジスタＱ１、Ｑ２は不要となる。
【００３２】
バイアス電流生成回路６０は、バイポーラトランジスタＱ３のベースに流れ込む制御電流
Ｉｃｏｎに応じて、バイアス電流Ｉｂｉａｓを、増幅部トランジスタＱのベースに供給す
る。
【００３３】
追加バイアス電流生成回路１１０は、バイポーラトランジスタＱ５のベースに流れ込む制

10

20

30

40

50

(6) JP 3829121 B2 2006.10.4



御電流Ｉｃｏｎに応じて、追加バイアス電流Ｉａｄを、増幅部トランジスタＱのベースに
供給する。本実施形態では、特に、この追加バイアス電流生成回路１１０は、ＤＣ／ＤＣ
コンバータ２０から供給される電圧Ｖｃ１が高電圧（例えば、３．６Ｖ）である場合には
、この追加バイアス電流Ｉａｄを供給するが、電圧Ｖｃ１が低電圧（例えば、１．５Ｖ）
である場合には、この追加バイアス電流Ｉａｄを供給しないように構成されている。これ
を実現するために、本実施形態に係る追加バイアス電流生成回路１１０は、次の条件を満
たしている。
【００３４】
各バイポーラトランジスタのベース－エミッタ間のオン電圧をＶｂｅｏｎ、コレクタ－エ
ミッタ間のオン電圧をＶｃｅｏｎとすると、電圧Ｖｃ１は以下のように設定すればよい。
【００３５】
［高出力時（電圧Ｖｃ１が高電圧）］
増幅部トランジスタＱのベース（Ｂ）－エミッタ（Ｅ）間オン電圧をＶｂｅｏｎ（Ｑ）と
し、バイポーラトランジスタＱ５のコレクタ（Ｃ）－エミッタ（Ｅ）間オン電圧をＶｃｅ
ｏｎ（Ｑ５）とし、バイポーラトランジスタＱ６のベース（Ｂ）－エミッタ（Ｅ）間オン
電圧をＶｂｅｏｎ（Ｑ６）とする。この場合、次の条件を満たすことにより、追加バイア
ス電流Ｉａｄを供給できる。
Ｖｃ１＞Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）＋Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）＋Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）
【００３６】
これにより、追加バイアス電流Ｉａｄを増幅部トランジスタＱのベースに供給できるため
、増幅部トランジスタＱのバイアスポイントを高く設定できる。
【００３７】
［低出力時（電圧Ｖｃ１が低電圧）］
低出力時には、上述した高出力時とは逆に、次の条件を満たすことにより、追加バイアス
電流Ｉａｄを供給しないようにすることができる。
Ｖｃ１＜Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）＋Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）＋Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）
【００３８】
これにより、追加バイアス電流Ｉａｄが増幅部トランジスタＱのベースに供給されないよ
うにできるため、増幅部トランジスタＱのバイアスポイントを低くできる。
【００３９】
図２は、本実施形態に係る増幅部トランジスタＱの静特性を示すグラフである。この図２
においては、上述したように、電圧Ｖｃ１＝電圧Ｖｃ２＝電圧Ｖｃであることを前提とし
ている。そして、この図２に示すように、本実施形態によれば、高出力時における増幅部
トランジスタＱのバイアスポイントよりも、低出力時における増幅部トランジスタＱのバ
イアスポイントの方が、低くなっている。このため、増幅部トランジスタＱをコレクタか
らエミッタに流れる電流Ｉｃは、低出力時の方が少なくなり、Ｉｃ×Ｖｃである消費電力
を減少させることができる。
【００４０】
図３は、高出力時における増幅部トランジスタＱの高周波の静特性を示すグラフであり、
図４は、高出力時における増幅部トランジスタＱの高周波の静特性を示すグラフである。
【００４１】
図３に示すように、高出力時におていは、バイアスポイントが高いため、大きな振幅の電
圧出力ＯＵＴを得ることができる。すなわち、電圧出力ＯＵＴは、信号生成回路３０から
の信号電流Ｉｓｇの振幅に応じて、大きな振幅を形成する。これに対して、低出力時にお
いては、図４に示すように、バイアスポイントが低くなるので、小さな振幅の電圧出力Ｏ
ＵＴが得られる。すなわち、低出力時の電圧出力ＯＵＴの振幅は、高出力時の電圧出力Ｏ
ＵＴの振幅よりも小さくなる。このように、本実施形態に係る電力増幅回路１００におい
ては、低出力時における電圧出力ＯＵＴの振幅が小さいことから、バイアスポイントを低
くしても、動作上、何ら問題が生じないのである。
【００４２】
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〔第２実施形態〕
第２実施形態は、バイポーラトランジスタＱ６のコレクタ側に抵抗を挿入することにより
、上述した第１実施形態におけるＶｃ１＞Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）＋Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）＋Ｖｂ
ｅｏｎ（Ｑ６）の領域で、電圧Ｖｃ１に対して電流Ｉｃが線形な傾きを示すようにしたも
のである。より詳しくを、以下に説明する。
【００４３】
図５Ａは、本実施形態に係る電力増幅回路２００の構成とその周辺回路を示す図であり、
上述した図１に対応する図である。この図５Ａに示すように、本実施形態に係る電力増幅
回路２００においては、バイポーラトランジスタＱ６のコレクタと、ＤＣ／ＤＣコンバー
タ２０との間に、抵抗Ｒ２が追加挿入されている。このため、電圧Ｖｃ１は、ＤＣ／ＤＣ
コンバータ２０から抵抗Ｒ２の一端に供給されたのち、抵抗Ｒ２の他端からバイポーラト
ランジスタＱ６のコレクタに供給される。それ以外の構成は、上述した第１実施形態と同
様である。
【００４４】
本実施形態における電圧Ｖｃ１は以下のように表現することができる。
Ｖｃ１＝Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）＋Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）＋Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）＋Ｉａｄ×Ｒ２
【００４５】
また、バイポーラトランジスタＱ５のベース（Ｂ）－エミッタ（Ｅ）間オン電圧をＶｂｅ
ｏｎ（Ｑ５）とすると、このＶｂｅｏｎ（Ｑ５）は切替制御回路５０により決定され、一
定であるものとする。このときの追加バイアス電流ＩａｄとＶｃｅｏｎ（Ｑ５）の関係を
示すグラフと、追加バイアス電流ＩａｄとＶｂｅｏｎ（Ｑ６）＋Ｉａｄ×Ｒ２との関係を
示すグラフとを、図５Ｂに示す。
【００４６】
この図５Ｂを参照しつつ、バイポーラトランジスタＱ５の静特性を領域Ａ（追加バイアス
電流Ｉａｄがほぼ０）、領域Ｂ（飽和領域）、領域Ｃ（線形領域）の３つに分けて考える
。
【００４７】
領域Ａでは、追加バイアス電流Ｉａｄはほぼ０であるため、増幅部トランジスタＱのバイ
アスは、バイアス電流生成回路６０により決定される。このため、増幅部トランジスタＱ
は、低いバイアスポイントとなる。
【００４８】
領域Ｂでは、流れる追加バイアス電流Ｉａｄの量により、Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）が定まり、
Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）＋Ｉａｄ×Ｒ２が定まることとなる。ここで、バイポーラトランジス
タＱ５を流れる電流は追加バイアス電流Ｉａｄであり、バイポーラトランジスタＱ６及び
抵抗Ｒ２を流れる電流も追加バイアス電流Ｉａｄであるので、両者は等しくなる。このた
め、図５Ｂの２つのグラフから、それぞれ、Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）とＶｂｅｏｎ（Ｑ６）＋
Ｉａｄ×Ｒ２とを求めることができる。これにより、Ｖｃ１＝Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）＋Ｖｃｅ
ｏｎ（Ｑ５）＋Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）＋Ｉａｄ×Ｒ２を算出することができる。
【００４９】
領域Ｃでは、Ｖｂｅｏｎ（Ｑ５）が一定であることから、バイポーラトランジスタＱ５を
コレクタからエミッタに流れる電流は一定になり、つまり、追加バイアス電流Ｉａｄが一
定になる。追加バイアス電流Ｉａｄが一定であることからＶｂｅｏｎ（Ｑ６）＋Ｉａｄ×
Ｒ２も一定になる。このときのＶｃｅｏｎ（Ｑ５）は次のように表現される。
Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）＝Ｖｃ１－Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）－Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）－Ｉａｄ×Ｒ２
【００５０】
図６は、本実施形態に係る増幅部トランジスタＱの静特性を示すグラフである。この図６
においても、上述した第１実施形態と同様に、電圧Ｖｃ１＝電圧Ｖｃ２＝電圧Ｖｃである
ことを前提としている。そして、この図６に示すように、本実施形態においても、高出力
時における増幅部トランジスタＱのバイアスポイントよりも、低出力時における増幅部ト
ランジスタＱのバイアスポイントの方が、低くなっている。このため、増幅部トランジス
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タＱをコレクタからエミッタに流れる電流Ｉｃは、低出力時の方が少なくなり、Ｉｃ×Ｖ
ｃである消費電力を減少させることができる。
【００５１】
しかも、抵抗Ｒ２が存在することにより、Ｖｃ１＞Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）＋Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５
）＋Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）の領域で、増幅部トランジスタＱのコレクタからエミッタに流れ
る電流Ｉｃが線形性を示すようになる。このため、電圧Ｖｃ（＝Ｖｃ１＝Ｖｃ２）が高い
高出力時と、電圧Ｖｃが低い低出力時との間にも、この電力増幅回路２００が動作する電
圧Ｖｃを設定することができる。すなわち、３個、４個、５個…などの複数の電圧Ｖｃを
バイアスポイントとして設定することができるようになり、この電力増幅回路２００の動
作として、複数の電圧Ｖｃを設定することができるようになる。
【００５２】
なお、本発明は上記実施形態に限定されず種々に変形可能である。例えば、上述した温度
補償機能付きの切替制御回路５０の構成は、上述した実施形態の構成に限られるものでは
ない。例えば、図７に示すように、第１実施形態における切替制御回路５０の代わりに、
バイポーラトランジスタＱ４とカレントミラー接続されたバイポーラトランジスタＱ１１
を備えた切替制御回路５４のように構成しても良い。この図７に示すような構成の切替制
御回路５０では、バイポーラトランジスタＱ１１により温度補償機能が実現される。
【００５３】
このことは、上述した第２実施形態でも同様である。第２実施形態に係る電力増幅回路２
００に、切替制御回路５４の構成を適用すると、図８に示すような回路構成となる。
【００５４】
さらに、上述した実施形態におけるバイポーラトランジスタＱ６の個数は、高出力と低出
力とを切り替える電圧Ｖｃ１の設定値により任意に選択される。すなわち、ダイオード接
続されたバイポーラトランジスタＱ６を省いてもよいし、複数個設けるようにしてもよい
。すなわち、バイポーラトランジスタＱ６の個数Ｎは、０個、１個、２個、３個…であっ
てもよい。バイポーラトランジスタＱ６を省いた場合には、第１実施形態に係る電力増幅
回路１００は図９に示すような構成となり、第２実施形態に係る電力増幅回路２００は図
１０に示すような構成となる。
【００５５】
換言すれば、バイポーラトランジスタＱ６の個数Ｎは、０又は正の整数であればよい。こ
の場合、高出力時（電圧Ｖｃ１が高電圧）の動作条件、及び、低出力時（電圧Ｖｃ１が低
電圧）の動作条件は、例えば第１実施形態においては次のように表現できる。
【００５６】
［高出力時（電圧Ｖｃ１が高電圧）］
Ｖｃ１＞Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）＋Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）＋Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）×Ｎ
［低出力時（電圧Ｖｃ１が低電圧）］
Ｖｃ１＜Ｖｂｅｏｎ（Ｑ）＋Ｖｃｅｏｎ（Ｑ５）＋Ｖｂｅｏｎ（Ｑ６）×Ｎ
【００５７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る電力増幅回路によれば、低出力時に消費される電力の
低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態に係る電力増幅回路の構成とその周辺回路を示す図。
【図２】第１実施形態に係る電力増幅回路における増幅部トランジスタの静特性のグラフ
を示す図。
【図３】第１実施形態に係る電力増幅回路における増幅部トランジスタの静特性と高周波
動作時の電圧出力の負荷線とを示す図（高出力時）。
【図４】第１実施形態に係る電力増幅回路における増幅部トランジスタの静特性と高周波
動作時の電圧出力の負荷線とを示す図（低出力時）。
【図５Ａ】第２実施形態に係る電力増幅回路の構成とその周辺回路を示す図。
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【図５Ｂ】Ｖｂｅｏｎ（Ｑ５）が一定である場合における、追加バイアス電流とＶｃｅｏ
ｎ（Ｑ５）の関係のグラフと、追加バイアス電流とＶｂｅｏｎ（Ｑ６）＋Ｉａｄ×Ｒ２の
関係のグラフを示す図。
【図６】第２実施形態に係る電力増幅回路における増幅部トランジスタの静特性のグラフ
を示す図。
【図７】第１実施形態に係る電力増幅回路の変形例を示す図。
【図８】第２実施形態に係る電力増幅回路の変形例を示す図。
【図９】第１実施形態に係る電力増幅回路の別の変形例を示す図。
【図１０】第２実施形態に係る電力増幅回路の別の変形例を示す図。
【図１１】従来の電力増幅回路の構成とその周辺回路を示す図。
【図１２】従来の電力増幅回路における増幅部トランジスタの静特性のグラフを示す図。
【符号の説明】
ＺＬ　負荷インピーダンス
Ｑ　増幅部トランジスタ（バイポーラトランジスタ）
Ｑ１～Ｑ６　バイポーラトランジスタ
Ｉｂｉａｓ　バイアス電流
Ｉａｄ　追加バイアス電流
Ｉｓｇ　信号電流
Ｉｂ　ベース電流
１０　電源
２０　ＤＣ／ＤＣコンバータ
３０　信号生成回路
５０　切替制御回路
６０　バイアス電流生成回路
１００　電力増幅回路
１１０　追加バイアス電流生成回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ Ａ 】 【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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