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(57)【要約】
【課題】送信端子からアンテナ端子、および送信端子か
ら受信端子への２倍波および３倍波を抑圧しつつ、送信
端子からアンテナ端子への基本波の通過損失の劣化を防
止することができる高周波スイッチ回路を得ること。
【解決手段】送信端子１１に少なくとも１つ以上接続さ
れ、高周波信号の基本波の実効波長に対して略１／４の
長さを有する第１のショートスタブ５１と、送信端子１
１に少なくとも１つ以上接続され、高周波信号の基本波
の実効波長に対して略１／６の長さを有する第２のショ
ートスタブ５２と、送信端子１１に少なくとも１つ以上
接続されたオープンスタブ５３と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信端子から入力された高周波信号をアンテナ端子から出力し、前記アンテナ端子から
入力された前記高周波信号を受信端子から出力する高周波スイッチ回路であって、
　アノードが前記アンテナ端子に接続され、カソードが前記送信端子に接続された第１の
ダイオードと、
　一端が前記アンテナ端子に接続され、他端が前記受信端子に接続され、前記高周波信号
の基本波の実効波長に対して略１／４の長さを有する高周波線路と、
　アノードが前記高周波線路の他端に接続された第２のダイオードと、
　一端が前記第２のダイオードのカソードに接続され、他端が接地されたキャパシタと、
　前記キャパシタに並列に接続されたインダクタと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／４の長さを有する第１のショートスタブと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／６の長さを有する第２のショートスタブと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続されたオープンスタブと、
　を備える
　ことを特徴とする高周波スイッチ回路。
【請求項２】
　送信端子から入力された高周波信号をアンテナ端子から出力し、前記アンテナ端子から
入力された前記高周波信号を受信端子から出力する高周波スイッチ回路であって、
　アノードが前記アンテナ端子に接続され、カソードが前記送信端子に接続された第１の
ダイオードと、
　一端が前記アンテナ端子に接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対して略１
／４の長さを有する第１の高周波線路と、
　アノードが前記第１の高周波線路の他端に接続された第２のダイオードと、
　一端が前記第２のダイオードのカソードに接続され、他端が接地されたキャパシタと、
　前記キャパシタに並列に接続されたインダクタと、
　一端が前記第１の高周波線路の他端に接続され、他端が前記受信端子に接続され、前記
高周波信号の基本波の実効波長に対して略１／４の長さを有する第２の高周波線路と、
　アノードが前記受信端子に接続された第３のダイオードと、
　前記第３のダイオードのカソードに接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／４の長さを有するショートスタブと、
　前記第３のダイオードのカソードに接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／１２の長さを有するオープンスタブと、
　を備える
　ことを特徴とする高周波スイッチ回路。
【請求項３】
　送信端子から入力された高周波信号をアンテナ端子から出力し、前記アンテナ端子から
入力された前記高周波信号を受信端子から出力する高周波スイッチ回路であって、
　アノードが前記アンテナ端子に接続され、カソードが前記送信端子に接続された第１の
ダイオードと、
　一端が前記アンテナ端子に接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対して略１
／４の長さを有する第１の高周波線路と、
　アノードが前記第１の高周波線路の他端に接続された第２のダイオードと、
　一端が前記第２のダイオードのカソードに接続され、他端が接地されたキャパシタと、
　前記キャパシタに並列に接続されたインダクタと、
　一端が前記第１の高周波線路の他端に接続され、他端が前記受信端子に接続され、前記
高周波信号の基本波の実効波長に対して略１／４の長さを有する第２の高周波線路と、
　アノードが前記受信端子に接続された第３のダイオードと、
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　前記第３のダイオードのカソードに接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／６の長さを有するショートスタブと、
　前記第３のダイオードのカソードに接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／８の長さを有するオープンスタブと、
　を備える
　ことを特徴とする高周波スイッチ回路。
【請求項４】
　送信端子から入力された高周波信号をアンテナ端子から出力し、前記アンテナ端子から
入力された前記高周波信号を受信端子から出力する高周波スイッチ回路であって、
　アノードが前記アンテナ端子に接続され、カソードが前記送信端子に接続された第１の
ダイオードと、
　一端が前記アンテナ端子に接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対して略１
／４の長さを有する第１の高周波線路と、
　アノードが前記第１の高周波線路の他端に接続された第２のダイオードと、
　一端が前記第２のダイオードのカソードに接続され、他端が接地されたキャパシタと、
　前記キャパシタに並列に接続されたインダクタと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／４の長さを有する第１のショートスタブと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／６の長さを有する第２のショートスタブと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続された第１のオープンスタブと、
　一端が前記第１の高周波線路の他端に接続され、他端が前記受信端子に接続され、前記
高周波信号の基本波の実効波長に対して略１／４の長さを有する第２の高周波線路と、
　アノードが前記第２の高周波線路の他端に接続された第３のダイオードと、
　前記第３のダイオードのカソードに接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／４の長さを有する第３のショートスタブと、
　前記第３のダイオードのカソードに接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／１２の長さを有する第２のオープンスタブと、
　を備える
　ことを特徴とする高周波スイッチ回路。
【請求項５】
　送信端子から入力された高周波信号をアンテナ端子から出力し、前記アンテナ端子から
入力された前記高周波信号を受信端子から出力する高周波スイッチ回路であって、
　アノードが前記アンテナ端子に接続され、カソードが前記送信端子に接続された第１の
ダイオードと、
　一端が前記アンテナ端子に接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対して略１
／４の長さを有する第１の高周波線路と、
　アノードが前記第１の高周波線路の他端に接続された第２のダイオードと、
　一端が前記第２のダイオードのカソードに接続され、他端が接地されたキャパシタと、
　前記キャパシタに並列に接続されたインダクタと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／４の長さを有する第１のショートスタブと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／６の長さを有する第２のショートスタブと、
　前記送信端子に少なくとも１つ以上接続された第１のオープンスタブと、
　一端が前記第１の高周波線路の他端に接続され、他端が前記受信端子に接続され、前記
高周波信号の基本波の実効波長に対して略１／４の長さを有する第２の高周波線路と、
　アノードが前記第２の高周波線路の他端に接続された第３のダイオードと、
　前記第３のダイオードのカソードに接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／６の長さを有する第３のショートスタブと、
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　前記第３のダイオードのカソードに接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／８の長さを有する第２のオープンスタブと、
　を備える
　ことを特徴とする高周波スイッチ回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波スイッチ回路に関するものであり、特に、マイクロ波帯からミリ波帯
に至る周波数帯に用いられて好適な高周波スイッチ回路に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の高周波スイッチ回路として、例えば下記特許文献１に示されたものがある。この
特許文献１では、アンテナ端子と送信端子との間をダイオードを介して接続し、送受信さ
れる高周波信号の基本波（以下、単に「基本波」という）の実効波長の１／６の長さを有
するショートスタブを送信端子に接続し、アンテナ端子と受信端子との間を基本波の実効
波長の１／４の長さを有する高周波線路を介して接続し、受信端子にダイオードをシャン
ト接続した構成が開示されている。
【０００３】
　この特許文献１に示された高周波スイッチ回路では、上記した２つのダイオードを順バ
イアスしてオン状態とすることで、送信端子とアンテナ端子との間を通過経路とし、送信
端子と受信端子との間を遮断経路とする。一方、上記した２つのダイオードを逆バイアス
してオフ状態とすることで、アンテナ端子と受信端子との間を通過経路とし、アンテナ端
子と送信端子との間を遮断経路とする。すなわち、上記した２つのダイオードのバイアス
状態を同時に切り替えることによって、高周波信号の経路切替を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８-１６２８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１では、送信端子に基本波の実効波長の１／６の長さを有するショートスタブ
を接続することにより、送信端子からアンテナ端子、および送信端子から受信端子への基
本波の３倍波の高調波（以下、単に「３倍波」という）を抑圧している。しかしながら、
高周波信号の基本波に対するインピーダンスの不整合が生じるため、送信端子からアンテ
ナ端子への基本波の通過損失が大きくなる、という問題があった。
【０００６】
　また、特許文献１では、基本波の実効波長の１／４の長さを有する高周波線路の一端は
、送信時においてダイオードを介して接地されるため、高周波線路の他端から受信端子側
を見た基本波に対するインピーダンスが無限大と等価となり、送信端子から受信端子への
基本波を遮断している。このとき、基本波の実効波長の１／４の長さを有する高周波線路
の他端から受信端子側を見た高周波信号の基本波の２倍波の高調波（以下、単に「２倍波
」という）に対するインピーダンスは略零となるため、送信端子からアンテナ端子への２
倍波は抑圧される。また、受信端子は、送信時においてダイオードを介して接地されるた
め、送信端子から高周波線路を通過した２倍波は抑圧される。しかしながら、送信端子か
らアンテナ端子、および送信端子から受信端子への２倍波の抑圧量は、これらの高周波線
路およびダイオードによる作用のみに依存するため、送信端子からアンテナ端子、および
送信端子から受信端子への２倍波の抑圧量が小さい、という問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、送信端子からアンテナ端子、および送
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信端子から受信端子への２倍波および３倍波を抑圧しつつ、送信端子からアンテナ端子へ
の基本波の通過損失の劣化を防止することを可能とする高周波スイッチを得ることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、送信端子から入力された高
周波信号をアンテナ端子から出力し、前記アンテナ端子から入力された前記高周波信号を
受信端子から出力する高周波スイッチ回路であって、アノードが前記アンテナ端子に接続
され、カソードが前記送信端子に接続された第１のダイオードと、一端が前記アンテナ端
子に接続され、他端が前記受信端子に接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対
して略１／４の長さを有する高周波線路と、アノードが前記高周波線路の他端に接続され
た第２のダイオードと、一端が前記第２のダイオードのカソードに接続され、他端が接地
されたキャパシタと、前記キャパシタに並列に接続されたインダクタと、前記送信端子に
少なくとも１つ以上接続され、前記高周波信号の基本波の実効波長に対して略１／４の長
さを有する第１のショートスタブと、前記送信端子に少なくとも１つ以上接続され、前記
高周波信号の基本波の実効波長に対して略１／６の長さを有する第２のショートスタブと
、前記送信端子に少なくとも１つ以上接続されたオープンスタブと、を備えることを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、送信端子からアンテナ端子、および送信端子から受信端子への２倍
波および３倍波を抑圧しつつ、送信端子からアンテナ端子への基本波の通過損失の劣化を
防止することが可能となるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態１にかかる高周波スイッチ回路の一構成例を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態２にかかる高周波スイッチ回路の一構成例を示す図である。
【図３】図３は、実施の形態３にかかる高周波スイッチ回路の一構成例を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態３にかかる高周波スイッチ回路の別の一構成例を示す図であ
る。
【図５】図５は、図４に示す高周波スイッチ回路の特性例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、添付図面を参照して、本発明の実施の形態にかかる高周波スイッチ回路を詳細
に説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。
【００１２】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１にかかる高周波スイッチ回路の一構成例を示す図である。実施の
形態１にかかる高周波スイッチ回路は、高周波信号の送信および受信を切り替えるスイッ
チ回路として機能する。
【００１３】
　図１に示すように、実施の形態１にかかる高周波スイッチ回路は、送信信号を出力する
とともに受信信号が入力されるアンテナ端子１０と、送信信号が入力される送信端子１１
と、受信信号を出力する受信端子１２と、バイアス電圧が印加されるバイアス端子１３と
、アノードがアンテナ端子１０に接続され、カソードが送信端子１１に接続された第１の
ダイオード２１と、一端がアンテナ端子１０に接続され、他端がバイアス端子に接続され
たインダクタ４４と、一端がインダクタ４４の他端に接続され、他端が接地されたキャパ
シタ４３と、一端がアンテナ端子１０に接続され、他端が受信端子１２に接続された基本
波の実効波長の略１／４の長さを有する高周波線路３１と、アノードが高周波線路３１の
他端に接続された第２のダイオード２２と、一端が第２のダイオード２２のカソードに接
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続され、他端が接地されたキャパシタ４１と、キャパシタ４１に並列に接続されたインダ
クタ４２と、送信端子１１に接続された基本波の実効波長の略１／４の長さを有する第１
のショートスタブ５１と、同様に送信端子１１に接続された基本波の実効波長の略１／６
の長さを有する第２のショートスタブ５２と、同様に送信端子１１に接続されたオープン
スタブ５３とを備えている。
【００１４】
  つぎに、実施の形態１にかかる高周波スイッチ回路の動作について、図１を参照して説
明する。実施の形態１にかかる高周波スイッチ回路は、バイアス端子１３に正の電圧を印
加すると、第１のダイオード２１および第２のダイオード２２は順バイアスされオン状態
となる。また、バイアス端子１３に負の電圧を印加すると、第１のダイオード２１および
第２のダイオード２２は逆バイアスされオフ状態となる。
【００１５】
　送信時には、バイアス端子１３に正の電圧を印加して第１のダイオード２１および第２
のダイオード２２をオン状態とする。このとき、送信端子１１とアンテナ端子１０との間
の経路は通過経路となり、送信端子１１と受信端子１２との間の経路は遮断経路となる。
なぜなら、送信端子１１から入力された送信信号の基本波は、アンテナ端子１０へは第１
のダイオード２１を介して通過し、受信端子１２へは基本波の実効波長の略１／４の長さ
を有する高周波線路３１の他端が第２のダイオード２２およびコンデンサ４１を介して接
地されることにより、送信端子１１側から受信端子１２側を見た基本波に対する高周波線
路３１のインピーダンスが無限大と等価となるためである。
【００１６】
　また、受信時には、バイアス端子１３に負の電圧を印加して第１のダイオード２１およ
び第２のダイオード２２をオフ状態とする。このとき、アンテナ端子１０と受信端子１２
との間の経路は通過経路となり、アンテナ端子１０と送信端子１１との間の経路は遮断経
路となる。なぜなら、アンテナ端子１０から入力された受信信号の基本波は、送信端子１
１へは第１のダイオード２１がオフとなるため遮断され、受信端子１２へは第２のダイオ
ード２２がオフとなることにより、高周波線路３１を介して通過するためである。
【００１７】
　実施の形態１にかかる高周波スイッチ回路では、第１のショートスタブ５１の長さを基
本波の実効波長の略１／４とすることにより、送信端子１１側からアンテナ端子１０側、
および送信端子１１側から受信端子１２側を見た２倍波に対するインピーダンスが略零と
なるため、送信端子１１からアンテナ端子１０、および送信端子１１から受信端子１２へ
の２倍波を抑圧することができる。また、第２のショートスタブ５２の長さを基本波の実
効波長の略１／６とすることにより、送信端子１１側からアンテナ端子１０側、および送
信端子１１側から受信端子１２側を見た３倍波に対するインピーダンスが略零となるため
、送信端子１１からアンテナ端子１０、および送信端子１１から受信端子１２への３倍波
を抑圧することができる。
【００１８】
　ここで、第２のショートスタブ５２の長さを基本波の実効波長の略１／６とすることに
より、送信端子１１側からアンテナ端子１０側を見た送信信号の基本波に対するインピー
ダンスの不整合が生じる。このため、オープンスタブ５３により送信端子１１側からアン
テナ端子１０側を見た送信信号の基本波に対するインピーダンスの整合を図っている。し
たがって、送信時、すなわち送信端子１１とアンテナ端子１０との間の経路を通過経路と
した場合における基本波の通過損失の劣化を抑えることができる。
【００１９】
　以上のように、実施の形態１にかかる高周波スイッチ回路によれば、送信端子に基本波
の実効波長の略１／４の長さを有する第１のショートスタブおよび基本波の実効波長の略
１／６の長さを有する第２のショートスタブを接続するとともに、送信端子側からアンテ
ナ端子側を見た送信信号の基本波に対するインピーダンスの整合を図るオープンスタブを
接続するようにしたので、送信端子からアンテナ端子、および送信端子から受信端子への
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２倍波および３倍波を抑圧しつつ、送信端子からアンテナ端子への通過損失の劣化を抑え
ることができる。
【００２０】
　なお、実施の形態１では、アンテナ端子と受信端子との間の高周波線路、第２のダイオ
ード、インダクタ、およびキャパシタを有する構成を１つ備えた場合について述べたが、
同様の構成をアンテナ端子と受信端子との間に２つ以上備え、多段構成とすることも可能
である。これにより、送信時における送信端子から受信端子への基本波をさらに抑圧でき
る。
【００２１】
　また、送信端子と第１のダイオードのアノードとの接続点に基本波の実効波長の略１／
４の長さを有する第１のショートスタブおよび基本波の実効波長の略１／６の長さを有す
る第２のショートスタブをそれぞれ２つ以上備えることにより、送信端子からアンテナ端
子、および送信端子から受信端子への２倍波および３倍波をさらに抑圧できる。 
【００２２】
実施の形態２． 
　図２は、実施の形態２にかかる高周波スイッチ回路の一構成例を示す図である。実施の
形態２にかかる高周波スイッチ回路は、実施の形態１と同様に、高周波信号の送信および
受信を切り替えるスイッチ回路として機能する。
【００２３】
　図２に示すように、実施の形態２にかかる高周波スイッチ回路は、送信信号を出力する
とともに受信信号が入力されるアンテナ端子１０と、送信信号が入力される送信端子１１
と、受信信号を出力する受信端子１２と、バイアス電圧が印加されるバイアス端子１３と
、アノードがアンテナ端子１０に接続され、カソードが送信端子１１に接続された第１の
ダイオード２１と、一端がアンテナ端子１０に接続され、他端がバイアス端子に接続され
たインダクタ４４と、一端がインダクタ４４の他端に接続され、他端が接地されたキャパ
シタ４３と、一端がアンテナ端子１０に接続された基本波の実効波長の略１／４の長さを
有する第１の高周波線路３１と、アノードが第１の高周波線路３１の他端に接続された第
２のダイオード２２と、一端が第２のダイオード２２のカソードに接続され、他端が接地
されたキャパシタ４１と、キャパシタ４１に並列に接続されたインダクタ４２と、一端が
第１の高周波線路３１の他端に接続され、他端が受信端子１２に接続された基本波の実効
波長の略１／４の長さを有する第２の高周波線路３２と、アノードが受信端子１２に接続
された第３のダイオード２３と、第３のダイオードのカソードに接続されたショートスタ
ブ５４と、同様に第３のダイオードのカソードに接続されたオープンスタブ５５とを備え
ている。
【００２４】
　つぎに、実施の形態２にかかる高周波スイッチ回路の動作について、図２を参照して説
明する。実施の形態２にかかる高周波スイッチ回路は、バイアス端子１３に正の電圧を印
加すると、第１のダイオード２１、第２のダイオード２２、および第３のダイオード２３
は順バイアスされオン状態となる。また、バイアス端子１３に負の電圧を印加すると、第
１のダイオード２１、第２のダイオード２２、および第３のダイオード２３は逆バイアス
されオフ状態となる。
【００２５】
　送信時には、バイアス端子１３に正の電圧を印加して第１のダイオード２１、第２のダ
イオード２２、および第３のダイオード２３をオン状態とする。このとき、送信端子１１
とアンテナ端子１０との間の経路は通過経路となり、送信端子１１と受信端子１２との間
の経路は遮断経路となる。なぜなら、送信端子１１から入力された送信信号の基本波は、
アンテナ端子１０へは第１のダイオード２１を介して通過し、受信端子１２へは基本波の
実効波長の略１／４の長さを有する第１の高周波線路３１の他端が第２のダイオード２２
およびコンデンサ４１を介して接地されることにより、送信端子１１側から受信端子１２
側を見た基本波に対する高周波線路３１のインピーダンスが無限大と等価となるためであ
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る。
【００２６】
　また、受信時には、バイアス端子１３に負の電圧を印加して第１のダイオード２１、第
２のダイオード２２、および第３のダイオード２３をオフ状態とする。このとき、アンテ
ナ端子１０と受信端子１１との間の経路は通過経路となり、アンテナ端子１０と送信端子
１１との間の経路は遮断経路となる。なぜなら、アンテナ端子１０から入力された受信信
号の基本波は、送信端子１１へは第１のダイオード２１がオフとなるため遮断され、受信
端子１２へは第２のダイオード２２および第３のダイオード２３がオフとなることにより
、第１の高周波線路３１および第２の高周波線路３２を介して通過するためである。
【００２７】
　実施の形態２にかかる高周波スイッチ回路では、送信時、すなわち第３のダイオード２
３がオン状態である場合には、受信端子１２とショートスタブ５４およびオープンスタブ
５５とが第３のダイオード２３を介して接続される。したがって、ショートスタブ５４の
長さを基本波の実効波長の略１／４とすることにより、送信端子１１側から受信端子１２
側を見た２倍波に対するインピーダンスが略零となるため、送信端子１１から受信端子１
２への２倍波を抑圧することができ、オープンスタブ５５の長さを基本波の実効波長の略
１／１２とすることにより、送信端子１１側から受信端子１２側を見た３倍波に対するイ
ンピーダンスが略零となるため、送信端子１１から受信端子１２への３倍波を抑圧するこ
とができる。
【００２８】
　あるいは、ショートスタブ５４の長さを基本波の実効波長の略１／６とすることにより
、送信端子１１から受信端子１２への３倍波を抑圧し、オープンスタブ５５の長さを基本
波の実効波長の略１／８とすることにより、送信端子１１から受信端子１２への２倍波を
抑圧することも可能である。
【００２９】
　一方、受信時、すなわち第３のダイオード２３がオフ状態である場合には、受信端子１
２とショートスタブ５４およびオープンスタブ５５とが切り離される。したがって、受信
時、すなわちアンテナ端子１０と受信端子１２との間の経路を通過経路とした場合におけ
る基本波の通過損失を劣化することなく、送信時、すなわち送信端子１１と受信端子１２
との間の経路を遮断経路とした場合における送信端子１１から受信端子１２への２倍波お
よび３倍波を抑圧することができる。
【００３０】
　以上のように、実施の形態２にかかる高周波スイッチ回路によれば、受信端子に第３の
ダイオードのアノードを接続し、第３のダイオードのカソードに基本波の実効波長の略１
／４の長さを有するショートスタブおよび基本波の実効波長の略１／１２の長さを有する
オープンスタブを接続するようにしたので、送信時における送信端子から受信端子への基
本波の２倍波および３倍波の高調波を抑圧しつつ、受信時におけるアンテナ端子から受信
端子への基本波の通過損失の劣化を抑えることができる。あるいは、ショートスタブの長
さを基本波の実効波長の略１／６とし、オープンスタブの長さを基本波の実効波長の略１
／８としても、同様の効果が得られる。
【００３１】
　なお、実施の形態２では、アンテナ端子と第２の高周波線路との間の第１の高周波線路
、第２のダイオード、インダクタ、およびキャパシタを有する構成を１つ備えた場合につ
いて述べたが、同様の構成をアンテナ端子と第２の高周波線路との間に２つ以上備え、多
段構成とすることも可能である。これにより、実施の形態１と同様に、送信時における送
信端子から受信端子への基本波をさらに抑圧できる。
【００３２】
実施の形態３． 
　図３は、実施の形態３にかかる高周波スイッチ回路の一構成例を示す図である。実施の
形態３にかかる高周波スイッチ回路は、実施の形態１および実施の形態２と同様に、高周
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波信号の送信および受信を切り替えるスイッチ回路として機能する。
【００３３】
　図３に示すように、実施の形態３にかかる高周波スイッチ回路は、送信信号を出力する
とともに受信信号が入力されるアンテナ端子１０と、送信信号が入力される送信端子１１
と、受信信号を出力する受信端子１２と、バイアス電圧が印加されるバイアス端子１３と
、アノードがアンテナ端子１０に接続され、カソードが送信端子１１に接続された第１の
ダイオード２１と、一端がアンテナ端子１０に接続され、他端がバイアス端子に接続され
たインダクタ４４と、一端がインダクタ４４の他端に接続され、他端が接地されたキャパ
シタ４３と、一端がアンテナ端子１０に接続された基本波の実効波長の略１／４の長さを
有する第１の高周波線路３１と、アノードが第１の高周波線路３１の他端に接続された第
２のダイオード２２と、一端が第２のダイオード２２のカソードに接続され、他端が接地
されたキャパシタ４１と、キャパシタ４１に並列に接続されたインダクタ４２と、送信端
子１１に接続された基本波の実効波長の略１／４の長さを有する第１のショートスタブ５
１と、同様に送信端子１１に接続された基本波の実効波長の略１／６の長さを有する第２
のショートスタブ５２と、同様に送信端子１１に接続された第１のオープンスタブ５３と
、一端が第１の高周波線路３１の他端に接続され、他端が受信端子１２に接続された基本
波の実効波長の略１／４の長さを有する第２の高周波線路３２と、アノードが受信端子１
２に接続された第３のダイオード２３と、第３のダイオードのカソードに接続された第３
のショートスタブ５４と、同様に第３のダイオードのカソードに接続された第２のオープ
ンスタブ５５とを備えている。
【００３４】
　実施の形態３にかかる高周波スイッチ回路では、実施の形態１と同様に、基本波の実効
波長の略１／４の長さを有する第１のショートスタブ５１により、送信端子１１からアン
テナ端子１０、および送信端子１１から受信端子１２への２倍波を抑圧することができ、
基本波の実効波長の略１／６の長さを有する第２のショートスタブ５２により、送信端子
１１からアンテナ端子１０、および送信端子１１から受信端子１２への３倍波を抑圧する
ことができる。また、実施の形態１と同様に、第１のオープンスタブ５３により送信端子
１１側からアンテナ端子１０側を見た送信信号の基本波に対するインピーダンスの整合を
図り、送信時、すなわち送信端子１１とアンテナ端子１０との間の経路を通過経路とした
場合における基本波の通過損失の劣化を抑えることができる。
【００３５】
　また、実施の形態３にかかる高周波スイッチ回路では、実施の形態２と同様に、送信時
、すなわち第３のダイオード２３がオン状態である場合には、受信端子１２と第３のショ
ートスタブ５４および第２のオープンスタブ５５とが第３のダイオード２３を介して接続
される。したがって、第３のショートスタブ５４の長さを基本波の実効波長の略１／４と
することにより、送信端子１１から受信端子１２への２倍波を抑圧し、第２のオープンス
タブ５５の長さを基本波の実効波長の略１／１２とすることにより、送信端子１１から受
信端子１２への３倍波を抑圧することができる。
【００３６】
　あるいは、実施の形態２と同様に、第３のショートスタブ５４の長さを基本波の実効波
長の略１／６とすることにより、送信端子１１から受信端子１２への３倍波を抑圧し、第
２のオープンスタブ５５の長さを基本波の実効波長の略１／８とすることにより、送信端
子１１から受信端子１２への２倍波を抑圧することも可能である。
【００３７】
　一方、受信時、すなわち第３のダイオード２３がオフ状態である場合には、受信端子１
２と第３のショートスタブ５４および第２のオープンスタブ５５とが切り離される。した
がって、受信時、すなわちアンテナ端子１０と受信端子１２との間の経路を通過経路とし
た場合における基本波の通過損失を劣化することなく、送信時、すなわち送信端子１１と
受信端子１２との間の経路を遮断経路とした場合における送信端子１１から受信端子１２
への２倍波および３倍波を抑圧することができる。
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【００３８】
　図４は、実施の形態３にかかる高周波スイッチ回路の別の一構成例を示す図である。図
４に示す高周波スイッチ回路では、図３に示す構成に加えて、アノードが受信端子１２と
第２の高周波線路３２との接続点に接続されたダイオード２４と、一端がダイオード２４
のカソードに接続され、他端が接地されたキャパシタ４５と、キャパシタ４５に並列に接
続されたインダクタ４６とを備えている。これらのダイオード２４、キャパシタ４５、お
よびインダクタ４６と、第２の高周波線路３２とを含む構成により、実施の形態１および
実施の形態２と同様に、送信端子から受信端子への基本波をさらに抑圧できる。
【００３９】
　図５は、図４に示す高周波スイッチ回路の特性例を示す図である。図５（ａ）は、送信
端子１１－アンテナ端子１０間の通過特性を示す図である。図５（ａ）において、横軸は
周波数を示し、縦軸は送信端子１１－アンテナ端子１０間の通過信号振幅を示している。
【００４０】
　図５（ｂ）は、送信端子１１－受信端子１２間のアイソレーション特性を示す図である
。図５（ｂ）において、横軸は周波数を示し、縦軸は送信端子１１－受信端子１２間の通
過信号振幅を示している。なお、図５（ａ），（ｂ）の横軸に示すｆｏは、基本波の周波
数であり、２ｆｏは、２倍波の周波数、３ｆｏは、３倍波の周波数を示している。
【００４１】
　図５（ａ）に示すように、送信端子１１－アンテナ端子１０間の通過特性では、送信端
子１１からアンテナ端子１０への基本波の通過損失の劣化は抑えられ、且つ、送信端子１
１からアンテナ端子１０への２倍波および３倍波は抑圧されている。
【００４２】
　また、図５（ｂ）に示すように、送信端子１１－受信端子１２間のアイソレーション特
性では、送信端子１１から受信端子１２への基本波は抑圧され、且つ、送信端子１１から
受信端子１２への２倍波および３倍波も抑圧されている。
【００４３】
　以上のように、実施の形態３にかかる高周波スイッチ回路によれば、実施の形態１と同
様に、送信端子に基本波の実効波長の略１／４の長さを有する第１のショートスタブ、基
本波の実効波長の略１／６の長さを有する第２のショートスタブ、および送信端子側から
アンテナ端子側を見た送信信号の基本波に対するインピーダンスの整合を図る第１のオー
プンスタブを接続し、実施の形態２と同様に、受信端子に第３のダイオードのアノードを
接続し、第３のダイオードのカソードに基本波の実効波長の略１／４の長さを有する第３
のショートスタブおよび基本波の実効波長の略１／１２の長さを有する第２のオープンス
タブを接続するようにしたので、送信端子からアンテナ端子、および送信端子から受信端
子への基本波の通過損失の劣化を抑えるとともに、送信端子から受信端子への２倍波およ
び３倍波をさらに抑圧することが可能となる。あるいは、実施の形態２と同様に、第３の
ショートスタブの長さを基本波の実効波長の略１／８とし、第２のオープンスタブの長さ
を基本波の実効波長の略１／６としても、同様の効果が得られる。
【００４４】
　なお、以上の実施の形態に示した構成は、本発明の構成の一例であり、別の公知の技術
と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、一部を省略する
等、変更して構成することも可能であることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　以上のように、本発明にかかる高周波スイッチ回路は、送信端子からアンテナ端子、お
よび送信端子から受信端子への２倍波および３倍波を抑圧しつつ、送信端子からアンテナ
端子への基本波の通過損失の劣化を防止することができる発明として有用である。
【符号の説明】
【００４６】
　１０ アンテナ端子
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　１１　送信端子
　１２　受信端子
　１３　バイアス端子
　２１，２２，２３，２４　ダイオード
　３１，３２　高周波線路
　４１，４３，４５　キャパシタ
　４２，４４，４６　インダクタ
　５１，５２，５４　ショートスタブ
　５３，５５　オープンスタブ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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