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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された第１高周波入力信号および該第１高周波入力信号に周波数が等しい第１基準
信号を乗算して第１直流出力信号を出力する第１乗算器と、
入力された前記第１高周波入力信号と前記第１基準信号に対して位相が90°だけ進んだ第
２基準信号とを乗算して第２直流出力信号を出力する第２乗算器と、
入力された前記第１高周波入力信号に周波数が等しい第２高周波入力信号および前記第１
基準信号を乗算して第３直流出力信号を出力する第３乗算器と、
入力された前記第２高周波入力信号および前記第２基準信号を乗算して第４直流出力信号
を出力する第４乗算器と、
入力された前記第１直流出力信号および前記第３直流出力信号を加算して第５直流出力信
号を出力する第１加算器と、
入力された前記第２直流出力信号および前記第４直流出力信号を加算して第６直流出力信
号を出力する第２加算器と、
入力された前記第５直流出力信号および前記第１基準信号を乗算して第１高周波出力信号
を出力する第５乗算器と、
入力された前記第６直流出力信号および前記第２基準信号を乗算して第２高周波出力信号
を出力する第６乗算器と、
前記第５乗算器および前記第６乗算器に接続されて前記第１高周波出力信号および前記第
２高周波出力信号が加算された第３高周波出力信号を出力する出力端子とを備えており、
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前記第１乃至第４の乗算器に高調波抑圧回路が設けられていることを特徴とする加算回路
。
【請求項２】
　前記第１加算器は、前記第１直流出力信号および前記第３直流出力信号とともに、入力
された第１直流補助信号を加算して前記第５直流出力信号を出力し、
前記第２加算器は、前記第２直流出力信号および前記第４直流出力信号とともに、入力さ
れた第２直流補助信号を加算して前記第６直流出力信号を出力することを特徴とする請求
項１に記載の加算回路。
【請求項３】
　包絡線変動を有する入力信号を２つの定包絡線信号に変換して出力する定包絡線信号生
成回路と、入力された前記２つの定包絡線信号をそれぞれ増幅して出力する２つの増幅器
と、増幅後の前記２つの定包絡線信号が前記第１高周波入力信号および前記第２高周波入
力信号として入力される請求項１または請求項２に記載の加算回路とを備えることを特徴
とする電力増幅回路。
【請求項４】
　送信回路が請求項３に記載の電力増幅回路を介してアンテナに接続されていることを特
徴とする送信装置。
【請求項５】
　送信回路および受信回路がアンテナに接続されており、前記送信回路と前記アンテナと
の間に請求項３に記載の電力増幅回路が挿入されていることを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加算回路およびそれを用いた電力増幅器ならびにそれを用いた送信装置およ
び通信装置に関するものであり、特に、２つの高周波信号を加算することが可能な加算回
路およびそれを用いた電力増幅回路ならびにそれを用いた送信装置および通信装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　複数の信号の加算信号を得るための加算回路として、オペアンプを用いた加算回路が広
く用いられている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平６－51002
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、オペアンプを用いた加算回路は、オペアンプ内にあるトランジスタの持
つ寄生容量と帰還抵抗の積によって決まる最大動作周波数までしか使用できないため、高
周波領域では使用することができないという問題があった。
【０００４】
　本発明はこのような問題点に鑑みて案出されたものであり、その目的は、高周波領域に
おいて、２つのベクトル信号を加算することが可能な加算回路およびそれを用いた電力増
幅回路ならびにそれを用いた送信装置および通信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の加算回路は、入力された第１高周波入力信号および該第１高周波入力信号に周
波数が等しい第１基準信号を乗算して第１直流出力信号を出力する第１乗算器と、入力さ
れた前記第１高周波入力信号と前記第１基準信号に対して位相が90°だけ進んだ第２基準
信号とを乗算して第２直流出力信号を出力する第２乗算器と、入力された前記第１高周波
入力信号に周波数が等しい第２高周波入力信号および前記第１基準信号を乗算して第３直
流出力信号を出力する第３乗算器と、入力された前記第２高周波入力信号および前記第２
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基準信号を乗算して第４直流出力信号を出力する第４乗算器と、入力された前記第１直流
出力信号および前記第３直流出力信号を加算して第５直流出力信号を出力する第１加算器
と、入力された前記第２直流出力信号および前記第４直流出力信号を加算して第６直流出
力信号を出力する第２加算器と、入力された前記第５直流出力信号および前記第１基準信
号を乗算して第１高周波出力信号を出力する第５乗算器と、入力された前記第６直流出力
信号および前記第２基準信号を乗算して第２高周波出力信号を出力する第６乗算器と、前
記第５乗算器および前記第６乗算器に接続されて前記第１高周波出力信号および前記第２
高周波出力信号が加算された第３高周波出力信号を出力する出力端子とを備えており、前
記第１乃至第４の乗算器に高調波抑圧回路が設けられていることを特徴とするものである
。
【０００６】
　また、本発明の加算回路は、上記構成において、前記第１加算器は、前記第１直流出力
信号および前記第３直流出力信号とともに、入力された第１直流補助信号を加算して前記
第５直流出力信号を出力し、前記第２加算器は、前記第２直流出力信号および前記第４直
流出力信号とともに、入力された第２直流補助信号を加算して前記第６直流出力信号を出
力することを特徴とするものである。
【０００７】
　本発明の電力増幅回路は、包絡線変動を有する入力信号を２つの定包絡線信号に変換し
て出力する定包絡線信号生成回路と、入力された前記２つの定包絡線信号をそれぞれ増幅
して出力する２つの増幅器と、増幅後の前記２つの定包絡線信号が前記第１高周波入力信
号および前記第２高周波入力信号として入力される上記各構成のいずれかの本発明の加算
回路とを備えることを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明の送信装置は、送信回路が上記構成の本発明の電力増幅回路を介してアンテナに
接続されていることを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明の通信装置は、送信回路および受信回路がアンテナに接続されており、前記送信
回路と前記アンテナとの間に上記構成の本発明の電力増幅回路が挿入されていることを特
徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の加算回路は、第１高周波入力信号および第１高周波入力信号に周波数が等しい
第１基準信号を乗算して第１直流出力信号を出力する第１乗算器と、第１高周波入力信号
と第１基準信号に対して位相が90°だけ進んだ第２基準信号とを乗算して第２直流出力信
号を出力する第２乗算器と、第１高周波入力信号に周波数が等しい第２高周波入力信号お
よび第１基準信号を乗算して第３直流出力信号を出力する第３乗算器と、第２高周波入力
信号および第２基準信号を乗算して第４直流出力信号を出力する第４乗算器と、第１直流
出力信号および第３直流出力信号を加算して第５直流出力信号を出力する第１加算器と、
第２直流出力信号および第４直流出力信号を加算して第６直流出力信号を出力する第２加
算器と、第５直流出力信号および第１基準信号を乗算して第１高周波出力信号を出力する
第５乗算器と、第６直流出力信号および第２基準信号を乗算して第２高周波出力信号を出
力する第６乗算器と、第５乗算器および第６乗算器に接続されて第１高周波出力信号およ
び第２高周波出力信号が加算された第３高周波出力信号を出力する出力端子とを備える。
このような構成を備える本発明の加算回路によれば、入力された第１高周波入力信号およ
び第２高周波入力信号のそれぞれを互いに直交する信号の直流成分である２つの直流信号
に変換した後に、互いに同相の信号の直流成分である直流信号同士を第１加算器および第
２加算器で加算して２つの直流信号を得るとともに、その２つの直流信号を互いに直交す
る２つの高周波信号に変換した後で合成することにより、第１高周波入力信号および第２
高周波入力信号が加算された信号である第３高周波出力信号を得ることができる。よって
、第１加算器および第２加算器で加算するのは直流信号であるため、高周波領域でも良好
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に使用可能な加算回路を得ることができる。
【００１１】
　また、本発明の加算回路によれば、第１加算器が、第１直流出力信号および第３直流出
力信号とともに、入力された第１直流補助信号を加算して第５直流出力信号を出力し、第
２加算器が、第２直流出力信号および第４直流出力信号とともに、入力された第２直流補
助信号を加算して第６直流出力信号を出力するときには、第１直流補助信号および第２直
流補助信号の電圧を変化させることにより、第３高周波出力信号の振幅および位相を変化
させることができるので、第３高周波出力信号の振幅および位相を制御可能な加算回路を
得ることができる。
【００１２】
　本発明の電力増幅回路によれば、包絡線変動を有する入力信号を２つの定包絡線信号に
変換して出力する定包絡線信号生成回路と、入力された２つの定包絡線信号をそれぞれ増
幅して出力する２つの増幅器と、増幅後の２つの定包絡線信号が第１高周波入力信号およ
び第２高周波入力信号として入力される前述した本発明の加算回路とを備えることから、
増幅器として電力付加効率の高い非線形増幅器を用いることができるので、包絡線変動を
有する入力信号を高い電力付加効率で増幅することができるとともに、高周波領域でも使
用可能な電力増幅回路を得ることができる。
【００１３】
　本発明の送信装置によれば、送信回路が前述した本発明の電力増幅回路を介してアンテ
ナに接続されていることから、高周波領域でも使用可能で電力付加効率が高い本発明の電
力増幅回路を用いて送信回路からの包絡線変動を有する送信信号を増幅することができる
ので、高周波領域でも使用可能で消費電力が小さい送信装置を得ることができる。
【００１４】
　本発明の通信装置によれば、送信回路および受信回路がアンテナに接続されており、送
信回路とアンテナとの間に前述した本発明の電力増幅回路が挿入されていることから、高
周波領域でも使用可能で電力付加効率が高い本発明の電力増幅回路を用いて送信回路から
の包絡線変動を有する送信信号を増幅することができるので、高周波領域でも使用可能で
消費電力が小さい送信装置を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の加算回路ならびにそれを用いた送信装置および通信装置を添付の図面を
参照しつつ詳細に説明する。
【００１６】
　（実施の形態の第１の例）
　図１は本発明の加算回路の実施の形態の一例を模式的に示すブロック図である。
【００１７】
　本例の加算回路は、図１に示すように、第１入力端子41，第２入力端子42，第３入力端
子43，出力端子44，第１制御端子45，第２制御端子46，第１乗算器11，第２乗算器12，第
３乗算器13，第４乗算器14，第５乗算器15，第６乗算器16，第１加算器21，第２加算器22
，移相器31および移相器32を備えている。
【００１８】
　また、第１入力端子41は第１乗算器11および第２乗算器12に接続されており、第２入力
端子42は第３乗算器13および第４乗算器14に接続されており、第３入力端子43は第１乗算
器11，第３乗算器13，第５乗算器15および移相器31，32に接続されている。移相器31は第
２乗算器12および第６乗算器16に接続されており、移相器32は第４乗算器14に接続されて
いる。第１乗算器11，第３乗算器13および第１制御端子45は第１加算器21に接続されてお
り、第１加算器21は第５乗算器15に接続されている。また、第２乗算器12，第４乗算器14
および第２制御端子46は第２加算器22に接続されており、第２加算器22は第６乗算器16に
接続されている。そして、第５乗算器15および第６乗算器は出力端子44に接続されている
。
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【００１９】
　次に、本例の加算回路の動作について説明する。本例の加算回路においては、加算すべ
き第１高周波入力信号Ｓｉ１および第２高周波入力信号Ｓｉ２が第１入力端子41および第
２入力端子42にそれぞれ入力され、第１基準信号Ｒｅｆ１が第３入力端子43に入力される
。第１高周波入力信号Ｓｉ１は、第１入力端子41を介して第１乗算器11および第２乗算器
12に入力され、第２高周波入力信号Ｓｉ２は、第２入力端子42を介して第３乗算器13およ
び第４乗算器14に入力される。第１基準信号Ｒｅｆ１は、第３入力端子43を介して第１乗
算器11および第３乗算器13に入力される。また、第１基準信号Ｒｅｆ１は、移相器31およ
び移相器32に入力され、移相器31および移相器32で移相されて、第１基準信号Ｒｅｆ１よ
りも移相が90°進んだ第２基準信号Ｒｅｆ２として出力される。第２基準信号Ｒｅｆ２は
第２乗算器12および第４乗算器14に入力される。
【００２０】
　ここで、第１高周波入力信号Ｓｉ１，第２高周波入力信号Ｓｉ２，第１基準信号Ｒｅｆ
１および第２基準信号Ｒｅｆ２は互いに周波数が等しい信号であり、例えば、第１高周波
入力信号Ｓｉ１＝Ａ（ｔ）ｃｏｓ（ωｔ＋θＡ（ｔ）），第２高周波入力信号Ｓｉ２＝Ｂ
（ｔ）ｃｏｓ（ωｔ＋θＢ（ｔ）），第１基準信号Ｒｅｆ１＝ｃｏｓωｔ，第２基準信号
Ｒｅｆ２＝ｓｉｎωｔと記述することができる。なお、Ａ（ｔ）は第１高周波入力信号Ｓ
ｉ１の振幅の時間関数，θＡ（ｔ）は入第１高周波入力信号Ｓｉ１の位相の時間関数，Ｂ
（ｔ）は第２高周波入力信号Ｓｉ２の振幅の時間関数，θＢ（ｔ）は第２高周波入力信号
Ｓｉ２の位相の時間関数である。
【００２１】
　第１乗算器11は、入力された第１高周波入力信号Ｓｉ１および第１基準信号Ｒｅｆ１を
乗算して、（１／２）Ａ（ｔ）（ｃｏｓ（２ωｔ＋θＡ（ｔ））＋ｃｏｓ（θＡ（ｔ））
）を得るが、第１乗算器11内のキャパシタを用いた高調波抑圧回路によって高調波成分が
除去されて、第１乗算器11から第１直流出力信号Ｓｄ１＝（１／２）Ａ（ｔ）ｃｏｓ（θ

Ａ（ｔ））が出力される。また、第２乗算器12は、入力された第１高周波入力信号Ｓｉ１
および第２基準信号Ｒｅｆ２を乗算して、（１／２）Ａ（ｔ）（ｓｉｎ（２ωｔ＋θＡ（
ｔ））－ｓｉｎ（θＡ（ｔ）））を得るが、第２乗算器12内のキャパシタを用いた高調波
抑圧回路によって高調波成分が除去されて、第２乗算器12から第２直流出力信号Ｓｄ２＝
（－１／２）Ａ（ｔ）ｓｉｎ（θＡ（ｔ））が出力される。このようにして、第１高周波
入力信号Ｓｉ１は第１基準信号Ｒｅｆ１を基準として２つの直流信号に分解される。
【００２２】
　同様に、第３乗算器13は、入力された第２高周波入力信号Ｓｉ２および第１基準信号Ｒ
ｅｆ１を乗算して、（１／２）Ｂ（ｔ）（ｃｏｓ（２ωｔ＋θＢ（ｔ））＋ｃｏｓ（θＢ

（ｔ）））を得るが、第３乗算器13内のキャパシタを用いた高調波抑圧回路によって高調
波成分が除去されて、第３乗算器13から第３直流出力信号Ｓｄ３＝（１／２）Ｂ（ｔ）ｃ
ｏｓ（θＢ（ｔ））が出力される。また、第４乗算器14器は、入力された第２高周波入力
信号Ｓｉ２および第２基準信号Ｒｅｆ２を乗算して、（１／２）Ｂ（ｔ）（ｓｉｎ（２ω
ｔ＋θＢ（ｔ））－ｓｉｎ（θＢ（ｔ）））を得るが、第４乗算器14内のキャパシタを用
いた高調波抑圧回路によって高調波成分が除去されて、第４乗算器14から第４直流出力信
号Ｓｄ４＝（－１／２）Ｂ（ｔ）ｓｉｎ（θＢ（ｔ））が出力される。このようにして、
第２高周波入力信号Ｓｉ２は第１基準信号Ｒｅｆ１を基準として２つの直流信号に分解さ
れる。
【００２３】
　そして、第１直流出力信号Ｓｄ１および第３直流出力信号Ｓｄ３は第１加算器21に入力
され、第２直流出力信号Ｓｄ２および第４直流出力信号Ｓｄ４は第２加算器22に入力され
る。第１加算器21は入力された第１直流出力信号Ｓｄ１および第３直流出力信号Ｓｄ３を
加算して第５直流出力信号Ｓｄ５を出力し、第２加算器22は入力された第２直流出力信号
Ｓｄ２および第４直流出力信号Ｓｄ４を加算して第６直流出力信号Ｓｄ６を出力する。こ
こで、第１加算器21および第２加算器22は、それぞれ直流電圧を加算するだけなので、例
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えば、通常のオペアンプを用いた利得一定の加算器を用いることができる。
【００２４】
　次に、第５直流出力信号Ｓｄ５は第１基準信号Ｒｅｆ１とともに第５乗算器15に入力さ
れ、第６直流出力信号Ｓｄ６は第２基準信号Ｒｅｆ２とともに第６乗算器16に入力される
。第５乗算器15は、入力された第５直流出力信号Ｓｄ５および第１基準信号Ｒｅｆ１を乗
算して第１高周波出力信号Ｓｏ１を出力し、第６乗算器16は、入力された第６直流出力信
号Ｓｄ６および第２基準信号Ｒｅｆ２を乗算して第２高周波出力信号Ｓｏ２を出力する。
ここで、第１高周波出力信号Ｓｏ１は、第１高周波入力信号Ｓｉ１および第２高周波入力
信号Ｓｉ２がベクトル加算された信号における第１基準信号Ｒｅｆ１と同相の信号になっ
ており、第２高周波出力信号Ｓｏ２は、第１高周波入力信号Ｓｉ１および第２高周波入力
信号Ｓｉ２がベクトル加算された信号における第１基準信号Ｒｅｆ１に直交する信号にな
っている。すなわち、第１高周波出力信号Ｓｏ１および第２高周波出力信号Ｓｏ２は互い
に直交する信号になっている。
【００２５】
　そして、第１高周波出力信号Ｓｏ１および第２高周波出力信号Ｓｏ２は合成されて出力
端子44から第３高周波出力信号Ｓｏ３として出力される。このようにして、第１高周波入
力信号Ｓｉ１および第２高周波入力信号Ｓｉ２がベクトル加算された信号である第３高周
波出力信号Ｓｏ３を得ることができる。なお、本例の加算回路において、第１～第６乗算
器11～16としては、例えばギルバートセル型ミキサ等のミキサ用いることができる。
【００２６】
　このような構成を備える本発明の加算回路によれば、入力された第１高周波入力信号Ｓ
ｉ１および第２高周波入力信号Ｓｉ２のそれぞれを、互いに直交する信号の直流成分であ
る２つの直流信号に変換した後に、互いに同相の信号の直流成分である直流信号同士を第
１加算器21および第２加算器22で加算して２つの直流信号を得るとともに、その２つの直
流信号を互いに直交する２つの高周波信号に変換した後で合成することにより、第１高周
波入力信号Ｓｉ１および第２高周波入力信号Ｓｉ２がベクトル加算された信号である第３
高周波出力信号Ｓｏ３を得ることができる。よって、第１加算器21および第２加算器22で
加算するのは直流信号であるため、高周波領域でも良好に使用可能な加算回路を得ること
ができる。また、出力端子44と第１入力端子41および第２入力端子42との間にそれぞれ２
つの乗算器が配置されていることから、出力端子44から第１入力端子41および第２入力端
子42をみたインピーダンスが十分に高くなるので、第１入力端子41および第２入力端子42
に接続される外部回路のインピーダンスに左右されることなく、良好に第１高周波入力信
号Ｓｉ１および第２高周波入力信号Ｓｉ２をベクトル加算することができる。
【００２７】
　また、本例の加算回路においては、第１制御端子45が第１加算器21に接続されており、
第１制御端子45を介して第１直流補助信号Ｓａ１が第１加算器21に入力される。また、第
２制御端子46が第２加算器22に接続されており、第２制御端子46を介して第２直流補助信
号Ｓａ２が第２加算器22に入力される。そして、第１加算器21は、第１直流出力信号Ｓｄ
１，第３直流出力信号Ｓｄ３および第１直流補助信号Ｓａ１を加算して第５直流出力信号
Ｓｄ５を出力し、第２加算器22は、第２直流出力信号Ｓｄ２，第４直流出力信号Ｓｄ４お
よび第２直流補助信号Ｓａ２ａ１を加算して第６直流出力信号Ｓｄ６を出力する。
【００２８】
　このような構成を備える本例の加算回路によれば、第１直流補助信号Ｓａ１および第２
直流補助信号Ｓａ２の電圧を変化させることにより、第１直流出力信号Ｓｄ１および第２
直流出力信号Ｓｄ２の電圧を変化させることができ、これによって、第１高周波出力信号
Ｓｏ１および第２高周波出力信号Ｓｏ２の振幅を変化させることができる。すなわち、第
１直流補助信号Ｓａ１および第２直流補助信号Ｓａ２によって、第３高周波出力信号Ｓｏ
３を構成する２つの直交成分である第１高周波出力信号Ｓｏ１および第２高周波出力信号
Ｓｏ２の振幅を個別に制御することができるので、第３高周波出力信号Ｓｏ３の振幅およ
び位相を任意に制御することが可能になる。これにより、例えば第３高周波出力信号Ｓｏ
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３の誤差補正を容易に行なうことができる。
【００２９】
　（実施の形態の第２の例）
　図２は本発明の電力増幅回路の実施の形態の一例を模式的に示すブロック図である。
【００３０】
　本例の電力増幅回路は、図２に示すように、包絡線変動を有する入力信号Ｓｉを第１定
包絡線信号Ｓｃ１および第２定包絡線信号Ｓｃ２に変換して出力する定包絡線信号生成回
路71と、入力された２つの定包絡線信号をそれぞれ増幅して出力する２つの増幅器72，73
と、増幅後の２つの定包絡線信号が第１高周波入力信号Ｓｉ１および第２高周波入力信号
Ｓｉ２として入力されて第３高周波出力信号Ｓｏ３を出力信号として出力する本発明の加
算回路74とを備えている。
【００３１】
　本例の電力増幅回路はＬＩＮＣ（Linear Amplification with Nonlinear Component）
方式の電力増幅回路であり、定包絡線信号生成回路71としては、ＬＩＮＣ方式の電力増幅
回路において包絡線変動を有する入力信号を２つの定包絡線信号に変換するのに用いられ
る種々の定包絡線信号生成回路を用いることができる。増幅器72，73としては、一般的な
非線形増幅器を用いることができる。
【００３２】
　本例の電力増幅回路によれば、増幅器72，73として電力付加効率の高い非線形増幅器を
用いることができるので、包絡線変動を有する入力信号を高い電力付加効率で増幅するこ
とができる。また、高周波領域でも良好に使用可能であるとともに出力信号の誤差補正が
容易な本発明の加算回路74を用いていることから、高周波領域でも良好に使用可能である
とともに、出力信号の誤差補正が容易な電力増幅回路を得ることができる。
【００３３】
　（実施の形態の第３の例）
　図３は本発明の加算回路を用いた送信装置の構成例を示すブロック図である。
【００３４】
　本例の送信装置は、図３に示すように、送信回路81が本発明の電力増幅回路70を介して
アンテナ82に接続されている。このような構成を有する本例の送信装置によれば、送信回
路81から出力された包絡線変動を有する送信信号を、高周波領域で良好に使用できるとと
もに電力付加効率が高い本発明の電力増幅回路70を用いて増幅することができるので、高
周波領域で良好に使用できるとともに消費電力が小さい送信装置を得ることができる。
【００３５】
　（実施の形態の第４の例）
　図４は本発明の加算回路を用いた通信装置の構成例を示すブロック図である。
【００３６】
　本例の通信装置は、図４に示すように、送信回路81および受信回路83がアンテナ82に接
続されており、送信回路81とアンテナ82との間に本発明の電力増幅回路70が挿入されてい
る。また、アンテナ82と電力増幅回路70および受信回路83との間にはアンテナ共用回路84
が挿入されている。このような構成を有する本例の通信装置によれば、送信回路81から出
力された包絡線変動を有する送信信号を、高周波領域で良好に使用できるとともに電力付
加効率が高い本発明の電力増幅回路70を用いて増幅することができるので、高周波領域で
良好に使用できるとともに消費電力が小さい通信装置を得ることができる。
【００３７】
　（変形例）
　本発明は前述した実施の形態の例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲において種々の変更，改良が可能である。
【００３８】
　例えば、前述した実施の形態の第１の例の加算回路においては、第１基準信号Ｒｅｆ１
を第１移相器31および第２移相器32を用いて第２基準信号Ｒｅｆ２に変換する例を示した
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が、第１基準信号Ｒｅｆ１および第２基準信号Ｒｅｆ２が別々に入力されるようにしても
よく、この場合には、第１移相器31および第２移相器32は不要である。また、第３高周波
出力信号Ｓｏ３の誤差補正等が不要な場合には、第１制御端子45および第２制御端子46は
不要である。
【００３９】
　また、前述した実施の形態の第１の例の加算回路においては、第１～第６乗算器11～16
内にキャパシタで構成した図示せぬ高調波抑圧回路を設けた例を示したが、例えば第１～
第６乗算器11～16と第１，第２加算器21，22との間等の加算回路内の他の場所に高調波抑
圧回路を設けてもよい。
【実施例】
【００４０】
　次に、本発明の加算回路の具体例について説明する。
【００４１】
　図１に示した実施の形態の第１の例の加算回路から第１制御端子45，第２制御端子46お
よびこれらと第１加算器21，第２加算器22とを接続する配線を取り除いた回路の動作をシ
ミュレーションによって確認した。第１高周波入力信号Ｓｉ１，第２高周波入力信号Ｓｉ
２および第１基準信号Ｒｅｆ１の周波数は１ＧＨｚとした。
【００４２】
　図５はそのシミュレーション結果を示す図であり、ｍ１が第１高周波入力信号Ｓｉ１，
ｍ３が第２高周波入力信号Ｓｉ２，ｍ２が第３高周波出力信号Ｓｏ３を示しており、それ
ぞれ振幅および位相をベクトル表示している。図５に示す図において、第１高周波入力信
号Ｓｉ１は振幅が210.8ｍＶで位相が120°，第２高周波入力信号Ｓｉ２は振幅が210.8ｍ
Ｖで位相が０°，第３高周波出力信号Ｓｏ３は振幅が199.5ｍＶで位相が60°であり、第
１高周波入力信号Ｓｉ１および第２高周波入力信号Ｓｉ２が精度良くベクトル加算されて
第３高周波出力信号Ｓｏ３が得られていることがわかる。これにより本発明の有効性が確
認できた。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の加算回路の実施の形態の一例を模式的に示すブロック図である。
【図２】本発明の加算回路を用いた電力増幅回路の実施の形態の一例を模式的に示すブロ
ック図である。
【図３】本発明の電力増幅回路を用いた送信装置の実施の形態の一例を模式的に示すブロ
ック図である。
【図４】本発明の電力増幅回路を用いた通信装置の実施の形態の一例を模式的に示すブロ
ック図である。
【図５】本発明の加算回路のシミュレーション結果を示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
　11：第１乗算器
　12：第２乗算器
　13：第３乗算器
　14：第４乗算器
　15：第５乗算器
　16：第６乗算器
　21：第１加算器
　22：第２加算器
　44：出力端子44
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