
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）スペクトラム拡散通信信号を使用する少なくとも一つのセ
ルサイトを経由して複数のユーザが相互間で情報信号を通信するために無線電話を使用す
るセルラ通信システムにおいて、入力ＣＤＭＡ信号に応答して増幅ＣＤＭＡ信号を供給す
るために前記無線電話内に設けられる無線電話送信増幅回路であって、
複数の増幅器段と、入力回路網と、出力回路網と、制御回路とを備え、
前記複数の増幅器段は前記入力ＣＤＭＡ信号を増幅するために並列で接続されており、ま
た、前記複数の増幅器段の各々は、増幅器段入力と、増幅器段出力とを有し、
前記入力回路網は、前記複数の増幅器段の前記増幅器段入力の各々に接続され、前記複数
の増幅器段の中から選択された少なくとも一つの増幅器段に前記入力ＣＤＭＡ信号を供給
し、
前記出力回路網は、前記複数の増幅器段の前記増幅器段出力の各々に接続され、出力ノー
ドに前記増幅ＣＤＭＡ信号を供給し、
前記制御回路は、前記入力回路網と前記出力回路網に接続され、前記増幅ＣＤＭＡ信号の
電力レベルに応答して前記複数の増幅器段の中から前記少なくとも一つの増幅器段を選択
し、
前記入力信号はコード記号のシーケンスからなり、前記制御回路は、前記コード記号間の
遷移を判別し、前記入力回路網に、前記コード記号間の前記遷移においてのみ前記複数の
増幅器段の中から別に選択された少なくとも一つの増幅器段に前記入力信号を供給させる
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増幅回路。
【請求項２】
請求項１に記載の増幅回路であって、

前記制御回路は前記高電力増幅器の利得設定を制御する利得制御ループを有する増幅回路
。
【発明の詳細な説明】
［発明の分野］
本発明は信号増幅器に関する。詳しくは、本発明は、多数の並列増幅装置を採用すること
により、広いダイナミックレンジにわたって高効率で線形な信号増幅を提供する方法及び
回路構成に関する。
［関連する技術の説明］
符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）変調技術は、多数のシステムユーザが存在する通信を行な
う幾つかの技術の一つである。時分割多重接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多重接続（ＦＤ
ＭＡ）および振幅圧伸型単側波帯（ＡＣＳＳＢ）のような振幅変調（ＡＭ）変調方式が知
られているが、ＣＤＭＡは、これら他の技術に対して重要な利点を有する。多重接続通信
システムにおけるＣＤＭＡ技術の使用は、本発明の譲受人に譲渡された米国特許第４９０
１３０７号（「人工衛星または地上の中継器を用いるスペクトラム拡散多重接続通信シス
テム」）に開示されている。
前記特許には、トランシーバを持っている多数の移動電話システムユーザが符号分割多重
接続（ＣＤＭＡ）スペクトラム拡散通信信号を使用する人工衛星中継器あるいは地上ベー
スステーション（セルサイトステーションまたは単にセルサイトと呼ばれる）を介して通
信する多重接続技術が開示されている。ＣＤＭＡ通信の利用においては、周波数スペクト
ラムは多数回再利用され、これによってシステムユーザ容量の増大に対応している。ＣＤ
ＭＡを用いることにより、他の多重接続技術を用いて達成できるよりもはるかに高いスペ
クトラム効率を得ることが出来る。ＣＤＭＡシステムにおいては、システム容量の増加は
、各ユーザが持っている携帯ユニットの送信電力を、他のシステムのユーザへの干渉を低
減させるように制御することにより実現される。
地上のＣＤＭＡセルラ通信システムにおいては、与えられたシステムの帯域によって支持
され得る同時通信リンクの数の点で容量を最大にすることが極めて望ましい。もし、許容
可能なデータ回復を与える最小限の信号対雑音混信比で送信信号がセルサイト受信器に到
達するように各携帯ユニットの送信電力が制御されるならば、システム容量は最大となる
。もし、携帯ユニットから発せられる信号がセルサイト受信器に非常に小さな電力レベル
で到達すれば、ビット誤り率が高くなり、高質の通信ができないであろう。一方、もし、
移動ユニット送信信号を、セルサイト受信器で受信した時に非常に高い電力レベルとなる
ように設定することによって許容し得る通信を確立するなら、同じチャンネル、すなわち
帯域を共有している他の移動ユニットの送信信号との干渉が発生するであろう。この干渉
は、通信用携帯ユニットの全数量が減少しない限り他の携帯ユニットとの通信に悪影響を
及ぼすであろう。
セルサイトステーションで各携帯ユニットから受信した信号を測定し、測定結果は望まし
い電力レベルと比較される。この比較に基づいて、セルサイトは、受信した電力レベルと
望ましい通信を維持するに必要な電力レベルとの差を決定する。好ましくは、望ましい電
力レベルは、システム干渉を減少させるように高質の通信を維持するに必要な最低限の電
力レベルである。
そして、セルサイトステーションは、携帯ユニットの送信電力を調整あるいは“微調整”
するために各システムユーザに電力制御指令信号を送信する。この指令信号によって、携
帯ユニットは、送信電力のレベルを携帯ユニットとセルサイト間の逆リンクでの通信を維
持するのに必要なレベルの近くに変更する。チャンネル状態が変更した時、典型的には携
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前記複数の増幅器段は前記入力信号を受信して低電力増幅器信号を発生する低電力増幅器
と、前記低電力増幅器に接続され、前記低電力増幅器信号を受信して増幅する高電力増幅
器とを有し、



帯ユニットが移動した時、携帯ユニット受信器電力測定及びセルサイトからの電力制御フ
ィードバックによって送信電力レベルが連続的に再調整され、それによって適切な電力レ
ベルに維持される。
この種の電力調整技術を利用するには、携帯ユニット送信器が比較的広いダイナミックレ
ンジにわたって直線的に動作できることが必要である。現在の携帯ユニットは電池で稼動
するため、送信器電力増幅器も、ＣＤＭＡ通信システム特有のダイナミックレンジにわた
って効率よく、線形的に動作できることが必要である。従来の電力増幅器は、可変利得の
ものも固定利得のものも、広いダイナミックレンジにわたって必要な効率性と線形性に欠
けていることが分かっているので、この種の動作を提供することができる電力増幅器の必
要性が存在している。
［発明の概要］
大略、本発明は、線形性を維持しながら効率を改善する方法で、入力信号に応答する増幅
信号を提供する増幅回路の形を取っている。増幅回路は、第一および第二の並列接続増幅
器段の内から選択された一つに入力信号を与える入力スイッチを有する。ここで、第一増
幅器段は、第一入力信号のダイナミックレンジにわたって一定の利得を与えるようにバイ
アスされ、第二増幅器段は、第二入力信号のダイナミックレンジにわたって一定の利得を
与えるようにバイアスされている。出力回路網は選択された増幅器段からの増幅信号を結
合するために設けられている。
好適な実施例では、出力回路網は、選択された増幅器段の出力ノードへの接続用の出力ス
イッチを有し、更に増幅信号の電力を測定するための電力測定回路を有している。増幅さ
れた出力信号の測定電力が予め定められている出力範囲から外れた時、入力スイッチと出
力スイッチの他の増幅器段への接続を制御するためのスイッチ制御回路が設けられている
。ディジタル送信器内部の本発明の特別な構成において、スイッチ制御回路は、入力信号
内のディジタルワードあるいはシンボル間の遷移の間、入力スイッチマトリックスおよび
出力回路網に異なる増幅器段を選択させるのみである。
ある実施例では、入力信号は複数の相異なる最終段トランジスタ回路に直接与えられる。
回路の夫々のゲートは、ブロッキングコンデンサによって直流成分は絶縁されているが、
入力信号のＲＦ周波数成分は一緒に結ばれている。スイッチロジックは、入力信号の増幅
のために必要な回路にのみ直流バイアス電流を選択的に供給する。このように、入力信号
の現在の増幅のために必要な回路のみバイアスすることによって、直流効率は極めて改善
される。
【図面の簡単な説明】
本発明の特徴と利点は、図面と共にみる時、以下の詳細な説明からより明らかとなるであ
ろう。図面中、同じ参照文字は全図面を通じて一致している。
図１は、少なくとも一つのセルサイトと複数の携帯ユニットを含むセル式電話システムの
具体例の模式的概略図である。
図２は、本発明の並列段増幅器の簡略化したブロック図である。
図３は、図２の並列段増幅器内部の増幅器段Ａ１－Ａ４をバイアスするための例示の方式
を図式的に示す。
図４は、本発明の並列段増幅器の別の実施例のブロック図である。
図５Ａは、入力及び出力スイッチ機能が増幅器段それ自身に固有である本発明の他の実施
例を示す。
図５Ｂは、入力及び出力スイッチ機能が増幅器段それ自身に固有である本発明の更に他の
実施例を示す。
図６は、本発明の効率的な並列段増幅器が組み込まれている携帯ユニットスペクトル拡散
送信器のブロック図を示す。
図７は、図６のスペクトル拡散送信器内部に含まれるＲＦ送信器の例示の構造を示す。
図８は、低雑音信号増幅用に設計された本発明に係る並列段増幅器の実施例のブロック図
である。
図９は、本発明の並列段増幅器の単一の段として使用するのに適するデュアルトランジス
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タ増幅器の模式図である。
図１０は、構成要素の増幅器段が利得においてオフセットされている本発明の並列段増幅
器の変換特性を図式的に表す。
図１１は、入力及び出力スイッチ機能が増幅器段それ自身に固有である本発明の更に他の
実施例を示す。
［好適実施例の詳細説明］
Ｉ．ＣＤＭＡセルラ通信への導入
例示の地上セルラ電話通信システムを図１に示す。図１に示したシステムは、システムの
携帯ユーザとセルサイトとの間の通信にＣＤＭＡ変調を利用している。各携帯ユーザは、
本発明の効率的な並列電力増幅器が組み込まれている発信器を内蔵している携帯トランシ
ーバ（例えば、携帯電話）を経由して、一つまたはそれ以上のセルサイトと通信する。本
文においては、“携帯ユニット”という用語は、この説明の目的のために一般に遠方の加
入者ステーションを示すために用いる。しかしながら、携帯ユニットは位置的に固定され
得るということに注目すべきである。携帯ユニットは、多数ユーザ集中加入者システムの
一部である。携帯ユニットは、音声、データあるいは信号形式の組み合わせを伝えるため
に用いられる。“携帯ユニット”という用語は、技術を意味し、ユニットの作用領域ある
いは機能を限定することを意味するものではない。
図１においてシステム制御器およびスイッチ１０は、システム制御情報をセルサイトに提
供するために、一般的に適当なインターフェースと処理用ハードウェアを有する。制御器
１０は、適切な携帯ユニットに送信するために、公衆電話網（ＰＳＴＮ）からの電話呼出
しの適切なセルサイトへの接続を制御する。また、制御器１０は、少なくとも一つのセル
サイトを介した携帯ユニットからの呼出しのＰＳＴＮへの接続を制御する。制御器１０は
、携帯ユニットは一般的に互いに直接には通信しないので、適切なセルサイトステーショ
ンを介して携帯ユーザ間で直接呼び出す。
制御器１０は、専用電話線、光ファイバリンクあるいは無線周波数通信のような種々の手
段によってセルサイトに接続される。図１では、二つの例示したセルサイト１２、１４が
二つの例示した携帯ユニット１６、１８と共に示されている。矢印２０ａ－２０ｂ及び２
２ａ－２２ｂは、それぞれセルサイト１２と携帯ユニット１６及び１８間の可能な通信リ
ンクを示している。セルサイト１２及び１４は、通常同じ電力で送信する。
携帯ユニット１６は、経路２０ａと２６ａ上でセルサイト１２と１４から受信した全電力
を測定する。同様に、携帯ユニット１８は、経路２２ａと２４ａ上でセルサイト１２と１
４から受信した電力を測定する。携帯ユニット１６と１８の各々では、信号が広帯域信号
である場合には、信号電力が受信器内で測定される。従って、この電力測定は、受信信号
と疑似雑音（ＰＮ）スペクトラム拡散信号との相関に先立って行われる。
携帯ユニット１６がセルサイト１２により接近している時は、受信信号電力は、一般に経
路２０ａを経由する信号によって支配される。携帯ユニット１６がセルサイト１４により
接近している時は、受信信号電力は、一般に経路２６ａを経由する信号によって支配され
る。同様に、携帯ユニット１８がセルサイト１４により接近している時は、受信信号電力
は、一般に経路２４ａを経由する信号によって支配される。携帯ユニット１８がセルサイ
ト１２により接近している時は、受信信号電力は、一般に経路２２ａを経由する信号によ
って支配される。
携帯ユニット１６および１８のそれぞれは、最も近いセルサイトへの経路損失を推定する
ために合成測定法を使用する。経路損失の推定は、携帯アンテナ利得とセルサイトＧ／Ｔ
の情報と共に、セルサイト受信器における望ましい搬送波対雑音比を得るのに必要な通常
の送信電力を決定するために用いられる。携帯ユニットが有するセルサイトパラメータの
情報は、メモリに固定されるか、特定のセルサイトに対する規定状態以外の状態を示すた
めに、セルサイト情報放送信号、すなわちセットアップチャンネルで送信される。
携帯ユニット１６および１８は、セルサイト全体を移動するので、各々の送信電力を広い
ダイナミックレンジにわたって調整することが必要となる。広いダイナミックレンジにわ
たって信号増幅が可能な電力増幅器は存在するが、関連する利得変動は携帯ユニット送信
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器の他の部分の設計を複雑にする傾向がある。一定の利得を示すことに加えて、さらに携
帯ユニット送信増幅器は、関係する全ダイナミックレンジにわたって効率的に動作するこ
とによってバッテリ電力を保存することが望まれる。本発明によれば、これら及び他の目
的を満足させる高効率で線形利得の電力増幅器が提供される。
II．効率的な並列電力増幅器の概要
図２に本発明の並列段増幅器４０の簡略化したブロック図が示してある。一般にディジタ
ル変調ＲＦ通信信号である入力信号は、ＲＦ送信変調器（図示せず）から入力回路網４４
により受信される。入力回路網４４は、例示的な四つの並列増幅器段Ａ１－Ａ４のセット
の少なくとも一つに入力信号を中継する。最も簡単な実施例では、入力回路網４４は並列
増幅器段Ａ１－Ａ４の一つに入力信号を選択的に与えるスイッチマトリックスである。し
かしながら、入力回路網４４の他の構成（図４参照）は、歪みおよび信号損失を最小にす
る方法で入力切り替えを行う。好ましい構成では、増幅器段Ａ１－Ａ４それぞれは、高周
波電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）あるいは双極接合トランジスタ（ＢＪＴ）電力増幅器
を有する。
増幅器段Ａ１－Ａ４からの出力は、選択された一つのあるいは複数の増幅器段Ａ１－Ａ４
からの増幅されたＲＦ出力信号を増幅器出力ノード５２に結合する出力回路網４８に供給
される。出力回路網４８はスイッチマトリックスあるいは類似のものを使用して実現でき
るが、後述する（図４参照）出力回路網４８の他の構成は歪みおよび信号損失を最小にす
るような方法で出力切り替えを行う。増幅されたＲＦ信号は、スイッチロジック５６及び
送信アンテナ（図示せず）に供給される。スイッチロジック５６は、出力ノード５２での
増幅されたＲＦ信号のレベルをモニタし、モニタ出力信号レベルが含まれている範囲にわ
たって出力電力を供給するように設計されている増幅器段Ａ１－Ａ４を選択するように、
入力回路網４４と出力回路網４８に指示する。他の実施例では、スイッチロジック５６は
、関連する基地局からの受信電力レベルあるいは電力制御指令をモニタする。
図３に示した好適な実施例では、増幅器段Ａ１－Ａ４は、異なる出力信号範囲にわたって
等しい利得を与えるようにそれぞれバイアスされている。例示の実施例では、増幅器段Ａ
１は、－２３ dBmまでの入力信号に応答する５ dBmまでの出力電力に対してほぼ２８ dBの線
形利得を提供するようにバイアスされる。同様に、増幅器段Ａ２、Ａ３およびＡ４は、異
なる出力信号範囲にわたって増幅器段Ａ１と同じ線形利得を生じるようにそれぞれバイア
スされる。特に、図３の例示の実施例では、増幅器段Ａ２は、－２３から－１３ dBmの間
の入力信号に応答して５－１５ dBmの範囲にわたって出力信号エネルギを産出する。一方
、増幅器段Ａ３およびＡ４は、それぞれ－１３から－４ dBmおよび－４から＋１ dBmの入力
信号に対応して１５－２４ dBmおよび２４－２８ dBmの出力信号エネルギを供給する。増幅
器段がＦＥＴあるいはＢＪＴ回路として構成された場合、規定の出力範囲にわたる動作に
要求される各増幅器段にバイアス電流のレベルを供給するためにバイアス回路網（図示せ
ず）が用いられるであろう。図３に示す利得値と範囲は特別な例に役立つことを意図して
おり、他の構成は全く異なる入力および出力電力範囲と関連する、ということに注目すべ
きである。
再び、図３の特別の場合について考慮するに、入力信号レベルが増加して－２３ dBmに近
づいたと仮定する。この場合、入力信号は、スイッチロジック５６がＲＦ出力信号のレベ
ルが約５ dBmに上昇したことを検知するまで増幅器段Ａ１に印加され続ける。この接合点
において、スイッチロジック５６は、入力信号を増幅器段Ａ２に与えるように入力回路網
４４に命令し、そしてＡ２からの合成増幅ＲＦ出力信号を出力ノード５２に結合し始める
ように出力回路網４８に指令する。増幅器段Ａ２とＡ３との間、および増幅段Ａ３とＡ４
との間の同様な遷移が、ＲＦ出力信号レベルがそれぞれ１５および２４ dBmに接近する時
に、スイッチロジック５６によって制御される。随意的に、スイッチロジック５６は、入
力信号レベルが遷移境界の近傍で変化する時に、隣接する増幅器段Ａ１－Ａ４間の過剰な
切り替えを防止するためにヒステリシスを備えてもよい。各増幅器段Ａ１－Ａ４は特定の
ＲＦ出力信号範囲にわたって同一の利得を示すよう構成されているので、並列増幅器４０
は、全出力範囲にわたって一定の利得を有する単一の増幅器のような周囲の回路要素とし
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て働く。本発明のこの特徴は、出力信号範囲にわたって利得変化を調整する必要性を回避
するので、ＲＦ送信回路に関わる設計を有利に単純化する。図３によって説明した個々の
増幅器段Ａ１－Ａ４の内の唯一つが一時にＯＮされるのが好ましいが、後述する他の実施
例では希望するＲＦ出力を得るために一時に異なる増幅器段の組み合わせがＯＮ／ＯＦＦ
される、ということに注目すべきである。
図２に示すように、ディジタル変調入力信号内の固有のディジタルワードや記号間の境界
に関連するタイミング情報は、ローカル制御プロセッサからスイッチロジック５６に供給
される。本発明の他の観点によれば、スイッチロジック５６は、入力信号内のディジタル
ワードや記号間の遷移の間増幅器段Ａ１－Ａ４の相異なる一つを選択するように入力回路
網４４と出力回路網４８に指令するのみである。このことは、増幅器段Ａ１－Ａ４を介す
る信号経路間のどのような位相差も増幅されたＲＦ出力信号によって運ばれるディジタル
情報の正確さを悪化させることはない、ということを保証する。例えば、後述する例示の
ＣＤＭＡ変調フォーマットでは、ディジタル入力データの流れは、直交Ｗａｌｓｈコード
あるいは“記号”のセットを用いてコード化される。この実施例では、スイッチロジック
５６は、Ｗａｌｓｈ記号間の遷移の間にのみ増幅器段Ａ１－Ａ４間で切り替えるように入
力回路網４４と出力回路網４８に指令することができる。例示の実施例では、各Ｗａｌｓ
ｈ記号の期間はＲＦ出力電力の変化割合に比して非常に短い（例えば、３．２５ｍｓ）の
で、多くの機会は、ＲＦ出力信号レベルが異なる出力範囲へ交差する時間に近い増幅器段
間で切り替えるために一般的に利用される。
次に、図４には、本発明の並列段増幅器９０の別の実施例のブロック図が示されている。
入力信号、再び一般的にはディジタル変調ＲＦ通信信号は、第一直交位相分割器９４で受
信される。第一直交位相分割器９４は、入力信号を等しい大きさおよび直交位相の一対の
入力信号成分に分割する。第一分割器９４からの直交位相信号成分は、第二および第三の
直交位相分割器９８および１０２に供給される。第二分割器９８は直交位相出力を利得調
整要素Ｇ１、Ｇ２に供給し、第三分割器１０２は直交位相出力を利得調整要素Ｇ３、Ｇ４
に供給する。利得調整要素Ｇ１－Ｇ４はそれぞれ対応する固定利得増幅器Ｆ１－Ｆ４の一
つに直列に接続され、利得調整要素と固定利得増幅器の各々の直列接続は調整利得増幅器
段を構成する。
調整利得増幅器段の出力は、第一、第二および第三直交位相結合器１０６、１１０および
１１４の配列を利用して結合される。合成した増幅出力信号は、利得制御ロジック１１９
と送信アンテナ（図示せず）に送られる。利得制御ロジック１１８は、調整利得増幅器段
の各種結合を選択し、そして各調整利得段の利得を設定することによって全体の増幅器利
得を設定するように動作する。図４の例示の実施例では、固定利得増幅器Ｆ１－Ｆ４の各
々はＮ dBの同一の規定利得を与えるようバイアスされ、各利得調整要素Ｇ１－Ｇ４は－３
dBあるいは０ dBの利得／減衰に設定される。これにより、下記の表１に示されているよう
に、希望するＲＦ出力電力のレベルは調整利得増幅器段の選択された一つの利得を設定す
ることにより生じる。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表Ｉの第一行を参照すると、増幅器Ｆ１－Ｆ４の夫々が作動し、利得調整要素Ｇ１－Ｇ４
の夫々が－３ dBに設定された場合、Ｎ dBのＲＦ出力電力が生じる。もし、ＲＦ出力電力が
（Ｎ－３） dBに近づくように入力信号レベルが低下すれば、固定利得増幅器Ｆ３、Ｆ４は
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止められ、利得調整要素Ｇ１とＧ２は０ dBに設定される。表Ｉに示すように、固定利得増
幅器Ｆ３とＦ４が止められと、利得調整要素Ｇ３とＧ４の設定は無関係になる。次いでＲ
Ｆ出力電力レベルを（Ｎ－６） dBに減少させたい時には、固定利得増幅器Ｆ２が止められ
、利得調整要素Ｇ１が０ dBの設定に戻される。再び、制御プロセッサからのタイミング情
報によって、利得制御ロジック１１８は、入力信号内に固有のディジタルワードや記号間
を遷移している間のみ固定利得増幅器Ｆ１－Ｆ４をＯＮ／ＯＦＦする。利得制御ロジック
１１８は、出力電力が切り替え境界近傍で変化する時に利得調整要素Ｇ１－Ｇ４と固定利
得増幅器Ｆ１－Ｆ４の過剰な切り替えを回避するためにヒステリシスを備えてもよい。
増幅器段が第一、第二、第三の直交位相結合器１０６、１１０、１１４によりＯＦＦされ
た時は、増幅器段の出力インピーダンスは重要ではない。しかしながら、ＤＣ効率は、望
ましいＲＦ出力電力を産出するために必要なこれら増幅器段Ｆ１－Ｆ４のみをＯＮするこ
とによって維持される。
図４は好適な実施例を示すが、位相シフトおよび結合を用いた他の実施例もまた可能であ
ることに留意すべきである。例えば、利得調整要素Ｇ１－Ｇ４は、それぞれ直交位相分割
器９８、１０２の直前に置かれたただ二つの利得調整要素に置き換えることができる。代
りに、単一の利得調整要素を直交位相分割器９４の直前に置くことが出来る。究極的には
、本発明を採用するシステムにおける他の回路により補償された増幅器９０の全利得中に
結果的に起こる変化により、利得調整要素Ｇ１－Ｇ４はすべて削除することが出来る。更
に、直交位相分割器９４、９８、１０２は、直交位相結合器１０６、１１０、１１４と同
様に、どのようなタイプの移相器にも置き換えることができる。また、直交位相分割器と
結合器の数は並列増幅器段の数によってのみ得られるということは注目すべきである。
次に、図５Ａを参照すると、本発明の更に他の実施例が示されており、ここでは増幅器段
間の選択は各段を構成するトランジスタ増幅器をＯＮ／ＯＦＦさせることにより達成され
る。図５Ａの実施例では、各増幅器段Ａ１－Ａ４は、一つあるいはそれ以上の電界効果ト
ランジスタ（ＦＥＴ）で構成されると仮定している。しかしながら、これらの増幅器段の
夫々はＢＪＴあるいは他の能動回路でも良いことが理解できる。与えられた段はその段を
構成するＦＥＴ回路を能動化することによって選択され、与えられたＦＥＴ回路の電力供
給を外し、この電力供給を絶たれたＦＥＴによって逆の負荷を最小限にするために電力供
給を絶たれたＦＥＴの出力インピーダンスが高いことを保障することにより選択から外さ
れる。この方法では、Ａ１－Ａ４の各段でのＦＥＴ回路を選択的にＯＮ／ＯＦＦすること
によって希望する数の段の追加結合が達成される。図２の実施例とは対照的に、入力切り
替え機能と出力切り替え機能は、共にＦＥＴ回路自身に固有のものである。このようにし
て、スイッチロジック５６は、増幅器段Ａ１－Ａ４を直接制御する。
出力回路網４８は、それぞれ増幅器段Ａ１－Ａ４と出力ノード５２との間に接続された整
合要素６６－６９を有する。整合要素６６－６９は、増幅器段Ａ１－Ａ４の出力と出力ノ
ード５２に結合されたアンテナ（図示せず）との間の最適な電力整合を提供するのに役立
つ。増幅器段Ａ１－Ａ４と関連する整合要素６６－６９との各組み合わせはほとんど等価
な信号利得を与え、そして希望する出力電力のレベルを出すのに必要な組み合わせの各々
はスイッチロジック５６によってＯＮ／ＯＦＦされる。従って、出力電力の希望するレベ
ルを産出するために必要な増幅器段Ａ１－Ａ４の数のみが、ある与えられた瞬間にＯＮさ
れ、これによりＤＣ電力を保存し、ほぼ一定の効率を維持する。更に、出力切り替え機能
を達成するための個々の段Ａ１－Ａ４と、整合要素６６－６９を有する出力回路網４８を
使用することによって、切り替えを通じた電力損失と信号歪みを避けることが出来る。
図５Ｂは本発明の更に他の実施例を示し、ここでは一つまたはそれ以上の増幅器利得セル
あるいはトランジスタが各増幅器段Ａ１－Ａ４の出力と中間ノード７２との間に挿入され
る。図５Ｂは図５Ａと同様である。しかしながら、各増幅器回路用の個々の整合回路網６
６－６９の代わりに、内部に多数の利得セル７４－８４を有する最終増幅器デバイス８５
が、単一の整合回路網８６に結合されている。図５Ｂの例示の実施例では、単一の利得セ
ルトランジスタ７４が段Ａ１と中間ノード７２との間に接続されている。同様に、単一の
利得セルトランジスタ７６が段Ａ２と中間ノード７２との間に接続されている。一対の利
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得セルトランジスタ７８、８０が段Ａ３と中間ノード７２との間に接続され、他の一対の
利得セルトランジスタ８２、８４が段Ａ４と中間ノード７２との間に接続されている。図
５Ａに示す出力回路網とは対照的に、図５Ｂの構成は単一の最終増幅回路８５を使用して
おり、この最終増幅回路８５内の個々の利得セル７４－８４は分離した入力を有している
。このことは、物理的大きさとコストを低減し、最終増幅回路８５を単一のダイ（ die）
の上で製作することが出来る。図５Ａの実施例のように、出力スイッチは不要である。何
故なら、もし利得セル７４－８４がＢＪＴかＦＥＴのいずれかであれば、それらをバイア
スをオフすることによって、それらの夫々の出力を高インピーダンス状態に最小の実負荷
で実現するからである。
各利得セル７４－８４は、先行増幅器段Ａ１－Ａ４によって提供されるバイアス電流を介
してＯＮ／ＯＦＦされる。利得セルトランジスタの特定のセットをＯＮ／ＯＦＦすること
によって、出力電力の望ましいレベルが調節される。励磁の実施例では、段Ａ３あるいは
Ａ４が能動化された時、利得セルトランジスタ（７８、８０）あるいは（８２、８４）の
両方を夫々ＯＮするために十分なバイアス電流が産出されるということが分かる。また、
増幅器段Ａ３とＡ４の各々は夫々二つの分離したセルトランジスタ（７８、８０）と（８
２，８４）を駆動するが、他の実施例では各段ではより多いあるいはより少ない利得セル
トランジスタが使用されるであろうことに留意しなければならない。
さて、図５Ｂの例示の増幅器の構成について考えてみる。図５では、各利得セルトランジ
スタ７４－８４は、先行増幅器段Ａ１－Ａ４によってＯＮにバイアスされた時に約１Ｗの
電力を供給するように設計されている。表 IIは、利得セルトランジスタの種々の組み合わ
せがそれぞれの増幅器段Ａ１－Ａ４によってＯＮにバイアスされた時、この例示の構成に
よって産出される出力電力の異なるレベルを示している。表 IIを調べると、増幅器段Ａ１
かＡ２のいずれかをＯＮすることによって全ＲＦ出力電力は１Ｗ増加し、一方増幅器段Ａ
３かＡ４のいずれかをＯＮすることによって全ＲＦ出力電力は２Ｗ増加する。このように
、表 IIの方法に従い、図５Ｂの特別な実施例は、４個の増幅器段Ａ１－Ａ４を用い、そし
て望ましい出力電力を発生させるのに必要な段のみをＯＮにバイアスすることによってＤ
Ｃ効率を維持することにより、１から６Ｗの各種ＲＦ出力電力レベルを発生させるために
用いることができる。表 IIは単に例示の構成を示すのみであり、各利得セルトランジスタ
７４－８４は１Ｗ前後を供給するように設計され得ることに注目すべきである。しかしな
がら、各利得セル７４－８４を同じ大きさに選ぶと最終増幅回路８５の製造は単純化され
る。
表 IIの第一行に表されている図５Ｂの特別な実施例において、もしたった一つの増幅器段
とその関連する利得セルトランジスタ、例えばＡ１とトランジスタ７４がＯＮにバイアス
され、他の総てのＡ２－Ａ４のバイアスがオフされていると、単一の出力整合回路８６の
みを使用している時には、オフ状態のトランジスタ（７６、７８、８０、８２、８４）の
反動負荷（ reactive　 loading）は最適な利得整合を提供しないであろう。しかしながら
、低出力レベル、例えば表 IIに示されている１Ｗでの改良されたＤＣ効率が達成される。
更に、選択された個々の増幅器段、この場合Ａ１あるいは本発明が採用されている関連す
るシステムにおいて、どのような利得不整合も調整されるであろう。
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図１１に、図５Ｂの実施例と類似の他の実施例を示す。図１１の実施例は、入力信号が４
個の切り替えドライバ増幅器それぞれを通過せず、４個の異なる最終段トランジスタ回路
１１０２、１１０４、１１０６および１１０８に直接供給されている点が図５Ｂの実施例
と相違する。回路１１０２－１１０８のいずれか一つあるいは総ては、単一あるいは多重
ゲートデバイスであり、示した構成は単なる例示であることに留意すべきである。加えて
、図１１には回路１１０２－１１０８を共通ゲートと共通ドレインを有するＦＥＴ回路と
して示されているが、先の図について前述したように、それらは共通エミッタと共通ベー
スを有するＢＪＴ回路でもよいし、あるいは単一のダイ上に製造可能な異なる回路種類の
組み合わせでもよい。
回路１１０２－１１０８の夫々のゲートは、ブロッキングコンデンサ１１１２、１１１４
、１１１６および１１１８によってＤＣでは絶縁されているが、入力信号のＲＦ周波数で
は結合されている。スイッチロジック１１２０は、入力信号の増幅に必要とされる回路１
１０２－１１０８に対してのみ選択的にＤＣバイアス電流を供給する。このように、入力
信号の現在の増幅に必要とされる回路のみをバイアスすることにより、ＤＣ効率は著しく
改善される。結果として、前記表 IIと同様の最終段増幅方式が構成される。また、入力整
合回路網（図示せず）、好ましくは能動化された全ての回路１１０２－１１０８と共に最
良の動作状態になるよう最適化された入力整合回路網が含まれている。
III．デュアルトランジスタ増幅器段
図９は、本発明の並列段増幅器内の単一段（すなわち、段Ａ１－Ａ４の一つ）としての使
用に適するデュアルトランジスタ増幅器４００の図式表示である。増幅器段４００は、入
力ドライバＦＥＴ（Ｑ１）と出力ドライバＦＥＴ（Ｑ２）を有する。図９では、一対のデ
ュアルゲート電界効果トランジスタ（Ｑ１、Ｑ２）が増幅器段４００を構成しているが、
他の実施例では単一ゲート電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）、あるいは双極接合トランジ
スタ（ＢＪＴ）、あるいは他の回路技術を用いて実現したトランジスタ等を用いることが
できる。
増幅器４００への小信号入力は、ＦＥＴＱ１への電力遷移が最適となるように設計されて
いる入力整合回路網４０４を介してＦＥＴＱ１のゲートに供給される。同様に、デバイス
間整合回路網４０８は、ＦＥＴＱ１の出力からＦＥＴＱ２の入力への電力遷移を最大にす
るよう働く。同様な方法で、出力整合回路網４１２は、ＦＥＴＱ２の出力インピーダンス
と増幅器４００によって駆動される負荷（図示せず）との間の最適電力整合を提供する。
ＦＥＴＱ１とＱ２を通る静止状態のバイアス電流は、夫々ＤＣゲート電位Ｖ g1とＶ g2の調
整によって制御される。一般的には、ＤＣゲート電位Ｖ g1とＶ g2は、増幅器４００が低お
よび高出力電力レベルにわたって一定の利得を示すように設定される。図９の実施例では
入力ＦＥＴＱ１の寸法は出力ＦＥＴＱ２の対応する寸法よりも小さく、例示的には約８：
１の比に選択されるが、他の構成では他の比率がより適切であることが理解されよう。こ
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の設計では、増幅器４００から低いレベルの出力電力のみが要求される時、出力ＦＥＴＱ
２に供給されるバイアス電流を実質的に削減させることによって効率が上昇する。低いレ
ベルの出力電力のみが要求される時は、ＦＥＴＱ２を通るバイアス電流は出力電力の中間
レベルに対して要求されるバイアス電流に比べて減少し、そしてＦＥＴＱ１を通るバイア
ス電流は幾分増加する。より小さな入力ＦＥＴＱ１は、低出力電力レベルに対してより大
きな出力ＦＥＴＱ２よりも効率的に動作することができるので、増幅器４００の効率は、
低電力動作の間ＦＥＴＱ２を通るバイアス電流を実質的に減少させることによって増加す
る。バイアス電流の変化は、ＤＣゲート電位Ｖ g1とＶ g2をアナログ形式、あるいは離散ス
テップの調整を通して制御することによって行われる。
IV．ＣＤＭＡ携帯ユニット内の効率的電力増幅器
図６を参照すると、本発明の効率的並列段増幅器が組み込まれている携帯ユニットスペク
トル拡散送信器のブロック図が示されている。例示のＣＤＭＡシステムでは、携帯ユニッ
ト対基地局リンク、すなわち“逆リンク”に適切な信号対雑音比を与えるために直交信号
が採用されている。
図６の送信器において、例えばボコーダによってデータに変換された音声から成るデータ
ビット２００は、ビットが回旋（ CONVOLUTIONAL）コード化されるエンコーダ２０２に供
給される。データビットレートがエンコーダ２０２のビット処理率よりも小さい時は、エ
ンコーダ２０２の動作率と整合するビットレートで反復データストリームを作るために、
エンコーダ２０２が入力データビット２００を繰り返すようにコード記号の反復が用いら
れる。例示の実施例では、エンコーダ２０２は１１．６ｋビット／秒の規定ビットレート
（Ｒｂ）でデータビット２００を受信し、Ｒｂ／ｒ＝３４．８記号／秒を産出する。ここ
で、“ｒ”は、エンコーダ２０２のコード率（例えば、１／３）を表す。コード化された
データは、ブロックインターリーブ２０４に送られてブロックインターリーブされる。
６４次の直交モジュレータ２０６内では、記号は、（１／ｒ）／（Ｒｂ／ｌｏｇ 2６４）
＝５８００文字／秒の率で、ｌｏｇ 2６４＝６の記号を含む文字にグループ分けられ、そ
こには６４の可能な文字が存在する。好適な実施例では、各文字は長さ６４のＷａｌｓｈ
シーケンスにコード化される。すなわち、各Ｗａｌｓｈａシーケンスは６４のバイナリビ
ット、すなわち“チップ”を含み、そこには長さ６４の６４個のＷａｌｓｈコードがある
。６４の直交コードは、Ｗａｌｓｈａコードがマトリックスの単一の行または列である６
４×６４ＨａｄａｍａｒｄマトリックスからのＷａｌｓｈａコードに対応する。
モジュレータ２０６によって産出されたＷａｌｓｈａシーケンスは、排他的ＯＲ結合器２
０８に供給され、そこで特別の携帯ユニットに特有のＰＮコードと共に結合器で“カバー
”すなわち多重化される。この様な“長”ＰＮコードは、ユーザＰＮ長コードマスクに従
って、ＰＮ長コード発生器２１０によって率Ｒｃで発生させられる。例示の実施例では、
長コード発生器２１０は、Ｗａｌｓｈａチップ当たり四つのＰＮチップを産出するために
、１．２２８８Ｍ hzの例示チップ率Ｒｃで動作する。本発明によれば、携帯ユニット送信
器内の効率的並列段増幅器は、各Ｗａｌｓｈａコード記号の境界（すなわち、連続するコ
ード記号の最終のＰＮチップの後および最初のＰＮチップの前）において、これらＰＮチ
ップ間でのみ状態変化することが許される。
図７を参照すると、ＲＦ送信器２５０の例示の構成が示されている。符号分割多重接続（
ＣＤＭＡ）スペクトラム拡散の応用において、一対の短ＰＮシーケンスＰＮ IとＰＮ Qは、
夫々ＰＮ I発生器２５２とＰＮ Q発生器２５４によって排他ＯＲ結合器２５６と２５８に供
給される。ＰＮ IおよびＰＮ Qシーケンスは、それぞれ同相（Ｉ）および直交位相（Ｑ）通
信チャンネルに関係し、一般的に各ユーザの長ＰＮコードの長さよりもかなり短い長さ（
３２７６８チップ）である。得られたＩチャンネル符号拡散シーケンス２６０とＱチャン
ネル符号拡散シーケンス２６２は、夫々ベースバンドフィルタ２６４と２６６を通過する
。
ディジタルーアナログ（Ｄ／Ａ）変換器２７０および２７２は、夫々ディジタルＩチャン
ネルおよびＱチャンネル情報をアナログ形式に変換するために提供されている。Ｄ／Ａ変
換器２７０と２７２によって産出されたアナログ波形は、夫々局部発信器（ＬＯ）の搬送
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周波数信号Ｃｏｓ（２πｆｔ）およびＳｉｎ（２πｆｔ）と共に混合器２８８および２９
０に供給され、そこでそれらは混合されて加算器２９２に供給される。直交位相搬送信号
Ｓｉｎ（２πｆｔ）およびＣｏｓ（２πｆｔ）は、適当な周波数供給源（図示せず）から
供給される。これらの混合ＩＦ信号は、加算器２９２で加算され、混合器２９４に供給さ
れる。
混合器２９４は、加算した信号を周波数シンセサイザ２９６からのＲＦ周波数信号と混合
し、これによってＲＦ周波数帯への周波数上方変換（ upconversion）が行われる。ＲＦは
、その後バンドパスフィルタ２９８され、本発明の効率的並列段ＲＦ増幅器２９９に供給
される。再び、携帯ユニット制御器は、増幅器２９９内の増幅器段の選択された組み合わ
せを、各Ｗａｌｓｈａコード記号間の遷移を決定するＰＮチップ間でのみ変更させること
によって適正な位相が維持されることを保証する。
Ｖ．ＣＤＭＡ携帯ユニットにおける二段並列増幅器
図８は、前述しかつ図６と図７示したものと同様のＣＤＭＡ携帯ユニットにおける、広い
ダイナミックレンジにわたる信号増幅のために設計された並列段増幅器３１０のブロック
図である。増幅器３１０は、低電力増幅器（ＬＰＡ）３１３と高電力増幅器（ＨＰＡ）３
１６によって表されている並列増幅器段と、第一および第二スイッチ（３１８、３２２）
によって表されている出力スイッチマトリックスと、第一および第二ダミー負荷（３２０
、３２４）と、スイッチロジック３３４を有している。簡潔にいえば、増幅器３１０は、
低レベルの出力電力のみが要求される時には低レベルのＤＣ電流を引き出すＬＰＡ３１３
を専ら利用し、高レベルの出力電力が要求される時にはＨＰＡ３１６を専ら利用すること
によって改善されたＤＣ効率を生み出す。この効率は、スイッチロジックがＬＰＡ３１３
とＨＰＡ３１６の夫々の出力を第一および第二ダミー負荷（３２０、３２４）とアンテナ
（図示せず）間で交互に切り替える動作を行うことによって成し遂げられる。低電力動作
の間、スイッチロジック３３４は、ＨＰＡ３１６の出力を第一ダミー負荷３２０に供給す
るよう第一スイッチ３１８を切り替え、ＬＰＡ３１３の出力をアンテナ（図示せず）に供
給するよう第二スイッチ３２２を切り替える。より多くの送信電力が要求される時には、
ＨＰＡ３１６は、ＨＰＡ３１６の出力が第一ダミー負荷に供給された状態で、ＬＰＡ３１
３による送信電力と同じ電力を産出し始める。適正な切り替え境界では、スイッチロジッ
ク３３４は、ＨＰＡ３１６の出力をアンテナ（図示せず）に供給するよう第一スイッチ３
１８を切り替え、ＬＰＡ３１３の出力を第二ダミー負荷３２４に供給するよう第二スイッ
チ３２４を切り替える。
好適な実施例では、ＬＰＡ３１３は、低電力モード動作の間、Ａ級増幅器として機能する
。すなわち、ＬＰＡ３１３は、供給されるＲＦ入力信号のレベルに依存しない電力利得を
提供し、一方ＬＰＡ３１３は圧縮状態にない。更に、ＬＰＡ－３１３は、ＬＰＡ３１３が
圧縮状態にない限り、Ａ級増幅器のように、ＲＦ出力電力レベルに無関係にほぼ一定のＤ
Ｃ電力を消費する。低電力モード動作の間、アンテナに供給される出力電力のレベルは、
本質的にはＬＰＡ３１３に供給されるＲＦ入力電力のレベルを調節することによって制御
される。ＬＰＡ３１３は、低電力モード動作の間は均一の利得を提供し、入力電力を最小
の歪みで線形に追跡するので、ＬＰＡ３１３によって産出されるＲＦ出力電力レベルは、
ＬＮＡ（低ノイズ増幅器）３１２に先行するＡＧＣ増幅器（図示せず）によって効果的に
制御される。
本発明に従って、ＨＰＡ３１６の出力に現れる出力電力は、低電力動作モードと高電力動
作モードの間の切り替えの直前の遷移期間の間、ＬＮＡ３１３によって産出される出力電
力に適合させられる。特に、遷移期間の間、ＨＰＡ３１６により産出される電力は利得制
御ループ３２６でモニターされる。利得制御ループ３２６は、遷移期間の間ＨＰＡ３１６
の利得を増幅器３１３の利得と同等に設定し、それによってＬＮＡ３１３とＨＰＡ３１６
の出力における電力レベルを等しくしている。この方法で、“シームレス”遷移が低電力
モードから高電力モードに、またその逆に行われる。例示のＣＤＭＡ構成では、スイッチ
ロジック３３４は、ただスイッチ３１８と３２２をＷａｌｓｈａコード記号境界でトグル
させるだけである。
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高電力モードの間、ＨＰＡ３１６は、本質的にＡＢ級またはＢ級増幅器のいずれかとして
動作する。すなわち、増幅器３１６の電力利得とＤＣ電力消費は、ＲＦ入力電力レベルの
関数である。好適な実施例では、ＨＰＡ３１６は、少なくとも一つのＦＥＴを有する。Ｆ
ＥＴ増幅器のゲート電圧は、ＦＥＴによって引き出される電流の量とＦＥＴの利得に影響
するため、より高いＤＣ効率は、動作の任意のレベルに要求される最小ＦＥＴ電流を望ま
しいＲＦ出力電力レベルに整合させることによって得ることができる。ＨＰＡ３１６の利
得は望ましい動作範囲にわたって非線形であるため、増幅器３１０によって産出されるＲ
Ｆ信号のレベルは、ＨＰＡ３１６に供給される信号レベルを調整することによって専ら制
御されることはない。むしろ、利得制御ループ３２６は、ＲＦ電力の望ましいレベルがア
ンテナに供給されるように、ＨＰＡ３１６の利得を設定するために動作する。
図８に示すように、利得制御ループ３２６は、ＨＰＡ３１６の出力に接続された検出器／
バッファ３４０を有している。検出器／バッファ３４０は、演算増幅器３４４とコンデン
サ３４６より成るループ積分器を駆動する。ＨＰＡ３１６は、一般的に一個またはそれ以
上のＦＥＴ増幅器を有するため、電流増幅器３４８は、必要なＦＥＴ増幅器バイアス電流
を供給するために制御ループ３２６内に含まれている。電力制御ループ３２６は、検出器
／バッファ３４０によって測定された時、ＨＰＡ３１６のゲートおよびドレイン電圧を制
御することによってＨＰＡ３１６のＲＦ出力電力を設定する。この方法では、ＨＰＡ３１
６の非線形性を克服することができる。なぜなら、ＨＰＡ３１６の入力電力は、ＡＧＣ増
幅器（図示せず）によって設定されたように、出力要求が増加するに伴って増加し続ける
が、ＨＰＡの出力電力は利得制御ループ３２６によって設定され続けるからである。
ＣＤＭＡ送信器内に収納するのに適切な増幅器３１０の例示の構成では、利得制御ループ
３２６は、信号電力が増幅器３１０によってアンテナに供給されない“ブランク”フレー
ムの間開放されるスイッチ３５２を有している。このようなブランクフレームは、全デー
タ送信率が最大送信率（ full-rate）よりも小さい時に実データの能動フレーム間に挿入
される。スイッチ３５２は、各ブランクフレームの開始直前に集積ループを開放し、次の
能動フレームの開始後直ちにループを閉じる。
VI．利得オフセット並列段
図１０は、構成要素の増幅器段が利得においてオフセットされている本発明の並列段増幅
器の遷移特性を図式的に表したものである。便利上、図１０のバイアス技術は、図２に示
した並列段増幅器を参照して説明する。図１０に例示したバイアス的アプローチにおいて
は、各増幅器段Ａ１－Ａ４は、異なる利得に設定されている。段間の切り替えは前記した
方法で生じるが、段間の利得オフセットは、増幅されたＲＦ出力信号の電力の不連続な変
化をもたらす。前述したように、スイッチロジック５６（図２）は、出力ノード５２にお
ける増幅されたＲＦ信号のレベルをモニターする。スイッチロジック５６は、モニターさ
れた出力信号レベルにおける動作のために設計された適当な段Ａ１－Ａ４を選択するよう
に入力切り替えマトリックスと出力回路網４８に指令する。
図１０を参照すると、増幅器段Ａ１－Ａ４は、夫々所定の範囲内の入力信号に応答して線
形利得を提供するためにバイアスされる。特に、増幅器段Ａ１は、Ｐ IN0とＰ IN1間の入力
信号に応答するＰ OUT0からＰ OUT1までの出力信号範囲にわたって線形利得を産出するため
にバイアスされる。同様に、増幅器段Ａ２、Ａ３およびＡ４は、夫々Ｐ OUT1からＰ OUT2ま
で、Ｐ OUT2からＰ OUT3まで、Ｐ OUT3からＰ OUT4までの出力信号範囲にわたって線形利得を
提供するためにバイアスされる。増幅器段がＦＥＴあるいはＢＪＴ回路として実現される
時、バイアス回路網（図示せず）は、特定の出力範囲にわたる動作に必要な各増幅器段に
バイアス電流のレベルを供給するために用いられる。
図１０で意図されている段間の利得オフセットは、例えば並列段電力増幅器と共に使用さ
れる自動利得制御（ＡＧＣ）回路に要求されるダイナミックレンジを減少させたい時に利
用されるであろう。また、低電力レベルにおいて表れる減少した利得は低入力信号レベル
でのより少ない雑音増幅をもたらし、その際信号対雑音比がしばしば最低となるというこ
とも重要である。従って、図１０の利得オフセット技術は、全ての増幅器チェーンの全体
の雑音性能を改善するためと同様に、低入力信号レベルでの雑音性能を改善するために有
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利に用いられる。
好適な実施例の前記の記述は、当業者に本発明を製作あるいは使用することを可能とさせ
るために提供される。これらの実施例に対する種々の変更は当業者にとって容易であり、
またここに規定した一般原理は発明能力を使用することなく他の実施例に適応し得る。以
上のように、本発明は、ここに示した実施例に限定されるものではなく、ここに開示した
原理および新規な特徴と矛盾しない最大の範囲と一致するものである。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ Ａ 】 【 図 ５ Ｂ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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