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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポートと、複数
の前記被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つの前記ネットワークアナ
ライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、前記被測定物側ポートは、前記ネッ
トワークアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポー
ト群を構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザであって、
　前記ネットワークアナライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受
信用ポートと、
　前記主ポート群において実現可能な前記接続関係の一つと、前記副ポート群において実
現可能な前記接続関係の一つとの組み合わせについて伝送トラッキングを、前記主ポート
群において実現可能な接続関係の全てについて、前記送受信用ポートにより送信される前
の信号および受信された信号に基づき決定する伝送トラッキング決定手段と、
　前記伝送トラッキング決定手段により決定された伝送トラッキング以外の伝送トラッキ
ングを、前記伝送トラッキング決定手段により決定された伝送トラッキングに基づき導き
出す伝送トラッキング導出手段と、
　を備えたネットワークアナライザ。
【請求項２】
　請求項１に記載のネットワークアナライザであって、
　前記伝送トラッキング導出手段は、前記主ポート群において実現可能な前記接続関係の
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一つと、前記副ポート群において実現可能な前記接続関係の他の一つとの組み合わせにつ
いて伝送トラッキングを導き出すために、導出対象の伝送トラッキングの始点および終点
の接続関係以外の接続関係を二つ用いる、
　ネットワークアナライザ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のネットワークアナライザであって、
　前記主ポート群は、２個の前記ネットワークアナライザ側ポートに接続される３個の前
記被測定物側ポートを有し、
　前記副ポート群は、１個の前記ネットワークアナライザ側ポートに接続される３個の前
記被測定物側ポートを有し、
　前記副ポート群が２個存在する、
　ネットワークアナライザ。
【請求項４】
　請求項１または２に記載のネットワークアナライザであって、
　前記送受信用ポートにより送信される送信信号に関する送信信号パラメータを、前記測
定系誤差要因の生ずる前に測定する送信信号測定手段と、
　前記送受信用ポートにより受信された受信信号に関する受信信号パラメータを測定する
受信信号測定手段と、
　を備えたネットワークアナライザ。
【請求項５】
　請求項４に記載のネットワークアナライザであって、
　前記受信信号は、前記送信信号が反射された反射信号を含む、
　ネットワークアナライザ。
【請求項６】
　ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポートと、複数
の前記被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つの前記ネットワークアナ
ライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、前記被測定物側ポートは、前記ネッ
トワークアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポー
ト群を構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザの伝送トラッキングを
測定するための伝送トラッキング測定方法であって、
　前記ネットワークアナライザは、前記ネットワークアナライザ側ポートと１対１に接続
し、信号を送受信するための送受信用ポートを有し、
　前記主ポート群において実現可能な前記接続関係の一つと、前記副ポート群において実
現可能な前記接続関係の一つとの組み合わせを、前記主ポート群において実現可能な接続
関係の全てについて実現する接続関係実現工程と、
　前記接続関係実現工程において一つの組み合わせが実現した際に、前記ネットワークア
ナライザ側ポートに接続されている前記被測定物側ポートにおける２ポートの組み合わせ
の結合を全て実現する被測定物側ポート結合工程と、
　前記送受信用ポートにより送信される前の信号および受信された信号を測定する信号測
定工程と、
　前記信号測定工程の測定結果に基づき、前記被測定物側ポート結合工程により実現され
た結合についての伝送トラッキングを決定する伝送トラッキング決定工程と、
　前記伝送トラッキング決定工程により決定された伝送トラッキング以外の伝送トラッキ
ングを、前記伝送トラッキング決定工程により決定された伝送トラッキングに基づき導き
出す伝送トラッキング導出工程と、
　を備えた伝送トラッキング測定方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の伝送トラッキング測定方法であって、
　前記被測定物側ポート結合工程は、４個のポートにおける２個の組み合わせを全て結合
可能な４ポート校正器を使用して実現される、
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　伝送トラッキング測定方法。
【請求項８】
　ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポートと、複数
の前記被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つの前記ネットワークアナ
ライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、前記被測定物側ポートは、前記ネッ
トワークアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポー
ト群を構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザであって、前記ネット
ワークアナライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受信用ポートを
有するネットワークアナライザによりネットワークを解析するネットワーク解析方法であ
って、
　伝送トラッキング決定手段が、前記主ポート群において実現可能な前記接続関係の一つ
と、前記副ポート群において実現可能な前記接続関係の一つとの組み合わせについて伝送
トラッキングを、前記主ポート群において実現可能な接続関係の全てについて、前記送受
信用ポートにより送信される前の信号および受信された信号に基づき決定する伝送トラッ
キング決定工程と、
　伝送トラッキング導出手段が、前記伝送トラッキング決定手段により決定された伝送ト
ラッキング以外の伝送トラッキングを、前記伝送トラッキング決定手段により決定された
伝送トラッキングに基づき導き出す伝送トラッキング導出工程と、
　を備えたネットワーク解析方法。
【請求項９】
　ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポートと、複数
の前記被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つの前記ネットワークアナ
ライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、前記被測定物側ポートは、前記ネッ
トワークアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポー
ト群を構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザであって、前記ネット
ワークアナライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受信用ポートを
有するネットワークアナライザによりネットワークを解析するネットワーク解析処理をコ
ンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記主ポート群において実現可能な前記接続関係の一つと、前記副ポート群において実
現可能な前記接続関係の一つとの組み合わせについて伝送トラッキングを、前記主ポート
群において実現可能な接続関係の全てについて、前記送受信用ポートにより送信される前
の信号および受信された信号に基づき決定する伝送トラッキング決定処理と、
　前記伝送トラッキング決定処理により決定された伝送トラッキング以外の伝送トラッキ
ングを、前記伝送トラッキング決定処理により決定された伝送トラッキングに基づき導き
出す伝送トラッキング導出処理と、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
　ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポートと、複数
の前記被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つの前記ネットワークアナ
ライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、前記被測定物側ポートは、前記ネッ
トワークアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポー
ト群を構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザであって、前記ネット
ワークアナライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受信用ポートを
有するネットワークアナライザによりネットワークを解析するネットワーク解析処理をコ
ンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータによって読み取り可能
な記録媒体であって、
　前記主ポート群において実現可能な前記接続関係の一つと、前記副ポート群において実
現可能な前記接続関係の一つとの組み合わせについて伝送トラッキングを、前記主ポート
群において実現可能な接続関係の全てについて、前記送受信用ポートにより送信される前
の信号および受信された信号に基づき決定する伝送トラッキング決定処理と、



(4) JP 4462979 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

　前記伝送トラッキング決定処理により決定された伝送トラッキング以外の伝送トラッキ
ングを、前記伝送トラッキング決定処理により決定された伝送トラッキングに基づき導き
出す伝送トラッキング導出処理と、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータによって読み取
り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被測定物の回路パラメータを演算計測するネットワークアナライザに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、被測定物（ＤＵＴ：Device
Under Test）の回路パラメータ（例えば、Ｓパラメータ）を測定することが行われている
。従来技術にかかる被測定物（ＤＵＴ）の回路パラメータの測定法を図１８を参照して説
明する。
【０００３】
　信号源１１０から周波数ｆ１の信号をDUT２００を介して受信部１２０に送信する。こ
の信号は受信部１２０により受信される。受信部１２０により受信された信号の周波数を
ｆ２とする。受信部１２０により受信された信号を測定することによりDUT２００のＳパ
ラメータや周波数特性を取得することができる。
【０００４】
　このとき、信号源１１０等の測定系とDUT２００との不整合などにより測定に測定系誤
差が生ずる。この測定系誤差は、例えばＥｄ：ブリッジの方向性に起因する誤差、Ｅｒ：
周波数トラッキングに起因する誤差、Ｅｓ：ソースマッチングに起因する誤差、である。
周波数ｆ１＝ｆ２の場合の信号源１１０に関するシグナルフローグラフを図１９に示す。
RF INは、信号源１１０からDUT２００等に入力する信号、Ｓ１１ｍはDUT２００等から反
射されてきた信号から求められたDUT２００等のＳパラメータ、Ｓ１１ａは測定系誤差の
無い真のDUT２００等のＳパラメータである。
【０００５】
　周波数ｆ１＝ｆ２の場合は、例えば特許文献１に記載のようにして誤差を補正すること
ができる。このような補正をキャリブレーションという。キャリブレーションについて概
説する。信号源１１０に校正キットを接続し、オープン（開放）、ショート（短絡）、ロ
ード（標準負荷Z0）の三種類の状態を実現する。このときの校正キットから反射された信
号をブリッジにより取得して三種類の状態に対応した三種類のＳパラメータ（Ｓ１１ｍ）
を求める。三種類のＳパラメータから三種類の変数Ｅｄ、Ｅｒ、Ｅｓを求める。
【０００６】
　しかしながら、周波数ｆ１が周波数ｆ２と等しくない場合がある。例えば、DUT２００
がミキサ等の周波数変換機能を有するデバイスである場合である。この場合は、受信部１
２０による測定系誤差も無視できない。信号源１１０と受信部１２０とを直結した場合の
シグナルフローグラフを図２０に示す。Ｓ２１ｍは、受信部１２０が受信した信号から求
められたDUT２００等のＳパラメータである。図２０に示すように、Ｅｔ（伝送トラッキ
ング）、ＥＬという受信部１２０による測定系誤差が生ずる。これについても、特許文献
１に記載のようなキャリブレーションでは求めることができない。
【０００７】
　そこで、周波数ｆ１が周波数ｆ２と等しくない場合は、特許文献２に記載のようにして
誤差を補正する。まず、三種類の校正キット（オープン（開放）、ショート（短絡）、ロ
ード（標準負荷Z0））を信号源に接続する。これは、特許文献１に記載の方法と同様であ
るので、Ｅｄ、Ｅｓ、Ｅｒを求めることができる。さらに、信号源１１０と受信部１２０
とを直結し、そのときの測定結果により、伝送トラッキングＥｔ、ＥＬを求めることがで
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きる（特許文献２の図８、図９を参照）。
【０００８】
　なお、上記の例は、信号源１１０および受信部１２０を有するネットワークアナライザ
が２ポートを有している場合に適合するものである。ネットワークアナライザが４ポート
を有している場合は、４ポートから２ポートを選んで直結することになり、４×３／２＝
６通りの結合を全て行なう必要がある。一般的に、ネットワークアナライザがｎポートを
有している場合は、ｎポートから２ポートを選んで直結することになり、ｎ×（ｎ－１）
／２通りの結合を全て行なう必要がある。
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－３８０５４号公報
【特許文献２】国際公開第０３／０８７８５６号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記のように、ｎポートから２ポートを選んで直結して、全ての２ポー
トの組み合わせを実現するのは多大な労力を要する。
【００１１】
　そこで、本発明は、伝送トラッキングを測定するために、ネットワークアナライザのポ
ートにおける２ポートを選んで直結する労力の軽減を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポー
トと、複数の被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つのネットワークア
ナライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、被測定物側ポートは、ネットワー
クアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポート群を
構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザであって、ネットワークアナ
ライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受信用ポートと、主ポート
群において実現可能な接続関係の一つと、副ポート群において実現可能な接続関係の一つ
との組み合わせについて伝送トラッキングを、主ポート群において実現可能な接続関係の
全てについて、送受信用ポートにより送信される前の信号および受信された信号に基づき
決定する伝送トラッキング決定手段と、伝送トラッキング決定手段により決定された伝送
トラッキング以外の伝送トラッキングを、伝送トラッキング決定手段により決定された伝
送トラッキングに基づき導き出す伝送トラッキング導出手段とを備えるように構成される
。
【００１３】
　上記のように構成された発明によれば、ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物
に接続される被測定物側ポートと、複数の被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択
して、一つのネットワークアナライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、被測
定物側ポートは、ネットワークアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主
ポート群および副ポート群を構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザ
が提供される。
【００１４】
　送受信用ポートは、ネットワークアナライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信
するためのものである。伝送トラッキング決定手段は、主ポート群において実現可能な接
続関係の一つと、副ポート群において実現可能な接続関係の一つとの組み合わせについて
伝送トラッキングを、主ポート群において実現可能な接続関係の全てについて、送受信用
ポートにより送信される前の信号および受信された信号に基づき決定する。伝送トラッキ
ング導出手段は、伝送トラッキング決定手段により決定された伝送トラッキング以外の伝
送トラッキングを、伝送トラッキング決定手段により決定された伝送トラッキングに基づ
き導き出す。
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【００１５】
　また、本発明は、伝送トラッキング導出手段が、主ポート群において実現可能な接続関
係の一つと、副ポート群において実現可能な接続関係の他の一つとの組み合わせについて
伝送トラッキングを導き出すために、導出対象の伝送トラッキングの始点および終点の接
続関係以外の接続関係を二つ用いるようにしてもよい。
【００１６】
　また、本発明は、主ポート群は、２個のネットワークアナライザ側ポートに接続される
３個の被測定物側ポートを有し、副ポート群は、１個のネットワークアナライザ側ポート
に接続される３個の被測定物側ポートを有し、副ポート群が２個存在するようにしてもよ
い。
【００１７】
　また、本発明は、送受信用ポートにより送信される送信信号に関する送信信号パラメー
タを、測定系誤差要因の生ずる前に測定する送信信号測定手段と、送受信用ポートにより
受信された受信信号に関する受信信号パラメータを測定する受信信号測定手段とを備える
ようにしてもよい。
【００１８】
　また、本発明においては、受信信号は送信信号が反射された反射信号を含むようにして
もよい。
【００１９】
　本発明は、ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポー
トと、複数の被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つのネットワークア
ナライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、被測定物側ポートは、ネットワー
クアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポート群を
構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザの伝送トラッキングを測定す
るための伝送トラッキング測定方法であって、ネットワークアナライザは、ネットワーク
アナライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受信用ポートを有し、
主ポート群において実現可能な接続関係の一つと、副ポート群において実現可能な接続関
係の一つとの組み合わせを、主ポート群において実現可能な接続関係の全てについて実現
する接続関係実現工程と、接続関係実現工程において一つの組み合わせが実現した際に、
ネットワークアナライザ側ポートに接続されている被測定物側ポートにおける２ポートの
組み合わせの結合を全て実現する被測定物側ポート結合工程と、送受信用ポートにより送
信される前の信号および受信された信号を測定する信号測定工程と、信号測定工程の測定
結果に基づき、被測定物側ポート結合工程により実現された結合についての伝送トラッキ
ングを決定する伝送トラッキング決定工程と、伝送トラッキング決定工程により決定され
た伝送トラッキング以外の伝送トラッキングを、伝送トラッキング決定工程により決定さ
れた伝送トラッキングに基づき導き出す伝送トラッキング導出工程とを備えるように構成
される。
【００２０】
　上記のように構成された発明によれば、ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物
に接続される被測定物側ポートと、複数の被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択
して、一つのネットワークアナライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、被測
定物側ポートは、ネットワークアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主
ポート群および副ポート群を構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザ
の伝送トラッキングを測定するための伝送トラッキング測定方法が提供される。
【００２１】
　ネットワークアナライザは、ネットワークアナライザ側ポートと１対１に接続し、信号
を送受信するための送受信用ポートを有している。
【００２２】
　接続関係実現工程は、主ポート群において実現可能な接続関係の一つと、副ポート群に
おいて実現可能な接続関係の一つとの組み合わせを、主ポート群において実現可能な接続
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関係の全てについて実現する。被測定物側ポート結合工程は、接続関係実現工程において
一つの組み合わせが実現した際に、ネットワークアナライザ側ポートに接続されている被
測定物側ポートにおける２ポートの組み合わせの結合を全て実現する。信号測定工程は、
送受信用ポートにより送信される前の信号および受信された信号を測定する。伝送トラッ
キング決定工程は、信号測定工程の測定結果に基づき、被測定物側ポート結合工程により
実現された結合についての伝送トラッキングを決定する。伝送トラッキング導出工程は、
伝送トラッキング決定工程により決定された伝送トラッキング以外の伝送トラッキングを
、伝送トラッキング決定工程により決定された伝送トラッキングに基づき導き出す。
【００２３】
　また、本発明は、被測定物側ポート結合工程は、４個のポートにおける２個の組み合わ
せを全て結合可能な４ポート校正器を使用して実現されるようにしてもよい。
【００２４】
　本発明は、ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポー
トと、複数の被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つのネットワークア
ナライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、被測定物側ポートは、ネットワー
クアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポート群を
構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザであって、ネットワークアナ
ライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受信用ポートを有するネッ
トワークアナライザによりネットワークを解析するネットワーク解析方法であって、伝送
トラッキング決定手段が、主ポート群において実現可能な接続関係の一つと、副ポート群
において実現可能な接続関係の一つとの組み合わせについて伝送トラッキングを、主ポー
ト群において実現可能な接続関係の全てについて、送受信用ポートにより送信される前の
信号および受信された信号に基づき決定する伝送トラッキング決定工程と、伝送トラッキ
ング導出手段が、伝送トラッキング決定手段により決定された伝送トラッキング以外の伝
送トラッキングを、伝送トラッキング決定手段により決定された伝送トラッキングに基づ
き導き出す伝送トラッキング導出工程とを備えるように構成される。
【００２５】
　本発明は、ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポー
トと、複数の被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つのネットワークア
ナライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、被測定物側ポートは、ネットワー
クアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポート群を
構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザであって、ネットワークアナ
ライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受信用ポートを有するネッ
トワークアナライザによりネットワークを解析するネットワーク解析処理をコンピュータ
に実行させるためのプログラムであって、主ポート群において実現可能な接続関係の一つ
と、副ポート群において実現可能な接続関係の一つとの組み合わせについて伝送トラッキ
ングを、主ポート群において実現可能な接続関係の全てについて、送受信用ポートにより
送信される前の信号および受信された信号に基づき決定する伝送トラッキング決定処理と
、伝送トラッキング決定処理により決定された伝送トラッキング以外の伝送トラッキング
を、伝送トラッキング決定処理により決定された伝送トラッキングに基づき導き出す伝送
トラッキング導出処理とをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００２６】
　本発明は、ネットワークアナライザ側ポートと、被測定物に接続される被測定物側ポー
トと、複数の被測定物側ポートのうちのいずれか一つを選択して、一つのネットワークア
ナライザ側ポートに接続するポート接続手段とを有し、被測定物側ポートは、ネットワー
クアナライザ側ポートとの接続関係が独立して設定可能な主ポート群および副ポート群を
構成するテストセットに接続されるネットワークアナライザであって、ネットワークアナ
ライザ側ポートと１対１に接続し、信号を送受信するための送受信用ポートを有するネッ
トワークアナライザによりネットワークを解析するネットワーク解析処理をコンピュータ
に実行させるためのプログラムを記録したコンピュータによって読み取り可能な記録媒体
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であって、主ポート群において実現可能な接続関係の一つと、副ポート群において実現可
能な接続関係の一つとの組み合わせについて伝送トラッキングを、主ポート群において実
現可能な接続関係の全てについて、送受信用ポートにより送信される前の信号および受信
された信号に基づき決定する伝送トラッキング決定処理と、伝送トラッキング決定処理に
より決定された伝送トラッキング以外の伝送トラッキングを、伝送トラッキング決定処理
により決定された伝送トラッキングに基づき導き出す伝送トラッキング導出処理とをコン
ピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータによって読み取り可能な
記録媒体である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。
【００２８】
　図１は、本発明の実施形態にかかるネットワークアナライザ１が使用される測定系の構
成を示す図である。測定系は、ネットワークアナライザ１、９ポートテストセット１０、
ＤＵＴ２０を備える。
【００２９】
　ネットワークアナライザ１は、送受信用ポート１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄを備える。９ポ
ートテストセット１０は、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ１、ＮＰ２、ＮＰ３、Ｎ
Ｐ４およびＤＵＴ側ポートＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３、ＴＰ４、ＴＰ５、ＴＰ６、ＴＰ７、
ＴＰ８、ＴＰ９を備える。ＤＵＴ（Device Under Test：被測定物）２０は、ポート２０
ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ、２０ｅ、２０ｆ、２０ｇ、２０ｈ、２０ｊを備える。
【００３０】
　送受信用ポート１ａは、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ１に接続されている。送
受信用ポート１ｂは、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ２に接続されている。送受信
用ポート１ｃは、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ３に接続されている。送受信用ポ
ート１ｄは、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ４に接続されている。送受信用ポート
１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄは、信号を送受信するためのポートである。
【００３１】
　ＤＵＴ側ポートＴＰ１はポート２０ａに接続される。ＤＵＴ側ポートＴＰ２はポート２
０ｂに接続される。ＤＵＴ側ポートＴＰ３はポート２０ｃに接続される。ＤＵＴ側ポート
ＴＰ４はポート２０ｄに接続される。ＤＵＴ側ポートＴＰ５はポート２０ｅに接続される
。ＤＵＴ側ポートＴＰ６はポート２０ｆに接続される。ＤＵＴ側ポートＴＰ７はポート２
０ｇに接続される。ＤＵＴ側ポートＴＰ８はポート２０ｈに接続される。ＤＵＴ側ポート
ＴＰ９はポート２０ｊに接続される。
【００３２】
　図２は、本発明の実施の形態に係るネットワークアナライザ１の構成を示したブロック
図である。ネットワークアナライザ１は、送受信用ポート１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、信号
源２、切替器３、ブリッジ４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ、レシーバ（受信信号測定手段）５ａ
、５ｂ、５ｃ、５ｄ、９ポートテストセット接続関係取得部６、伝送トラッキング決定部
７、伝送トラッキング導出部８を備える。ネットワークアナライザ１は、送受信用ポート
１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄにより送受信された信号に基づき、ＤＵＴ２０の特性を測定する
ためのものである。
【００３３】
　信号源２は、信号出力部２ａ、ブリッジ２ｂ、レシーバ（Ｒ）２ｃ（送信信号測定手段
）を有する。
【００３４】
　信号出力部２ａは、所定の周波数の信号を出力する。この信号は、送受信用ポート１ａ
、１ｂ、１ｃ、１ｄのいずれかから送信される送信信号である。
【００３５】
　ブリッジ２ｂは、信号出力部２ａから出力された送信信号をレシーバ（Ｒ）２ｃおよび
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切替器３に供給する。ブリッジ２ｂが供給する信号は、ネットワークアナライザ１による
測定系誤差要因の影響を受けていない信号といえる。
【００３６】
　レシーバ（Ｒ）２ｃ（送信信号測定手段）は、ブリッジ２ｂから受けた信号のＳパラメ
ータを測定する。よって、レシーバ（Ｒ）２ｃは、ネットワークアナライザ１による測定
系誤差要因の影響の生ずる前に、送信信号に関するＳパラメータ（送信信号パラメータ）
を測定する。
【００３７】
　切替器３は、信号源２から与えられた送信信号を、ブリッジ４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄの
うちのいすれか一つに与える。
【００３８】
　ブリッジ４ａは、信号源２から与えられた送信信号を、送受信用ポート１ａに向けて出
力する。さらに、ブリッジ４ａは、送受信用ポート１ａが受信した受信信号を受け、レシ
ーバ５ａに向けて出力する。送受信用ポート１ｂ、１ｃ、１ｄのいずれかから送信された
送信信号が、送受信用ポート１ａにより受信されたものが受信信号である。ただし、送受
信用ポート１ａから送信された送信信号が反射され、送受信用ポート１ａにより受信され
たもの（反射信号）もまた、受信信号である。
【００３９】
　なお、送受信用ポート１ａと、送受信用ポート１ｂ、１ｃ、１ｄのいずれかとがＤＵＴ
２０あるいは後述する４ポート校正器３０により接続される。よって、送受信用ポート１
ｂ、１ｃ、１ｄのいずれかから送信された送信信号が、送受信用ポート１ａにより受信さ
れる。また、送受信用ポート１ａから送信された送信信号が、ＤＵＴ２０、９ポートテス
トセット１０あるいは後述する４ポート校正器３０により反射され、送受信用ポート１ａ
により受信される。
【００４０】
　ブリッジ４ｂは、信号源２から与えられた送信信号を、送受信用ポート１ｂに向けて出
力する。さらに、ブリッジ４ｂは、送受信用ポート１ｂが受信した受信信号を受け、レシ
ーバ５ｂに向けて出力する。送受信用ポート１ａ、１ｃ、１ｄのいずれかから送信された
送信信号が、送受信用ポート１ｂにより受信されたものが受信信号である。ただし、送受
信用ポート１ｂから送信された送信信号が反射され、送受信用ポート１ｂにより受信され
たもの（反射信号）もまた、受信信号である。
【００４１】
　なお、送受信用ポート１ｂと、送受信用ポート１ａ、１ｃ、１ｄのいずれかとがＤＵＴ
２０あるいは後述する４ポート校正器３０により接続される。よって、送受信用ポート１
ａ、１ｃ、１ｄのいずれかから送信された送信信号が、送受信用ポート１ｂにより受信さ
れる。また、送受信用ポート１ｂから送信された送信信号が、ＤＵＴ２０、９ポートテス
トセット１０あるいは後述する４ポート校正器３０により反射され、送受信用ポート１ｂ
により受信される。
【００４２】
　ブリッジ４ｃは、信号源２から与えられた送信信号を、送受信用ポート１ｃに向けて出
力する。さらに、ブリッジ４ｃは、送受信用ポート１ｃが受信した受信信号を受け、レシ
ーバ５ｃに向けて出力する。送受信用ポート１ａ、１ｂ、１ｄのいずれかから送信された
送信信号が、送受信用ポート１ｃにより受信されたものが受信信号である。ただし、送受
信用ポート１ｃから送信された送信信号が反射され、送受信用ポート１ｃにより受信され
たもの（反射信号）もまた、受信信号である。
【００４３】
　なお、送受信用ポート１ｃと、送受信用ポート１ａ、１ｂ、１ｄのいずれかとがＤＵＴ
２０あるいは後述する４ポート校正器３０により接続される。よって、送受信用ポート１
ａ、１ｂ、１ｄのいずれかから送信された送信信号が、送受信用ポート１ｃにより受信さ
れる。また、送受信用ポート１ｃから送信された送信信号が、ＤＵＴ２０、９ポートテス
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トセット１０あるいは後述する４ポート校正器３０により反射され、送受信用ポート１ｃ
により受信される。
【００４４】
　ブリッジ４ｄは、信号源２から与えられた送信信号を、送受信用ポート１ｄに向けて出
力する。さらに、ブリッジ４ｄは、送受信用ポート１ｄが受信した受信信号を受け、レシ
ーバ５ｄに向けて出力する。送受信用ポート１ａ、１ｂ、１ｃのいずれかから送信された
送信信号が、送受信用ポート１ｄにより受信されたものが受信信号である。ただし、送受
信用ポート１ｄから送信された送信信号が反射され、送受信用ポート１ｄにより受信され
たもの（反射信号）もまた、受信信号である。
【００４５】
　なお、送受信用ポート１ｄと、送受信用ポート１ａ、１ｂ、１ｃのいずれかとがＤＵＴ
２０あるいは後述する４ポート校正器３０により接続される。よって、送受信用ポート１
ａ、１ｂ、１ｃのいずれかから送信された送信信号が、送受信用ポート１ｄにより受信さ
れる。また、送受信用ポート１ｄから送信された送信信号が、ＤＵＴ２０、９ポートテス
トセット１０あるいは後述する４ポート校正器３０により反射され、送受信用ポート１ｄ
により受信される。
【００４６】
　レシーバ（受信信号測定手段）５ａは、ブリッジ４ａから受けた信号のＳパラメータを
測定する。よって、レシーバ（Ｔａ）５ａは、送受信用ポート１ａにより受信された受信
信号に関するＳパラメータ（受信信号パラメータ）を測定する。
【００４７】
　レシーバ（受信信号測定手段）５ｂは、ブリッジ４ｂから受けた信号のＳパラメータを
測定する。よって、レシーバ（Ｔｂ）５ｂは、送受信用ポート１ｂにより受信された受信
信号に関するＳパラメータ（受信信号パラメータ）を測定する。
【００４８】
　レシーバ（受信信号測定手段）５ｃは、ブリッジ４ｃから受けた信号のＳパラメータを
測定する。よって、レシーバ（Ｔｃ）５ｃは、送受信用ポート１ｃにより受信された受信
信号に関するＳパラメータ（受信信号パラメータ）を測定する。
【００４９】
　レシーバ（受信信号測定手段）５ｄは、ブリッジ４ｄから受けた信号のＳパラメータを
測定する。よって、レシーバ（Ｔｄ）５ｄは、送受信用ポート１ｄにより受信された受信
信号に関するＳパラメータ（受信信号パラメータ）を測定する。
【００５０】
　９ポートテストセット接続関係取得部６は、どのネットワークアナライザ側ポートが、
どのＤＵＴ側ポートに接続しているか（接続関係という）を取得して、伝送トラッキング
決定部７に与える。接続関係の取得は、例えば、利用者が与えるようにしてもよい。９ポ
ートテストセット接続関係取得部６が９ポートテストセット１０と接続されており、９ポ
ートテストセット１０の接続関係が信号として、９ポートテストセット接続関係取得部６
に与えられるようにすることも考えられる。
【００５１】
　伝送トラッキング決定部７は、レシーバ（Ｒ）２ｃおよびレシーバ５ａ、５ｂ、５ｃ、
５ｄから測定結果を受け、伝送トラッキングを決定する。いずれの接続関係についての伝
送トラッキングかは、９ポートテストセット接続関係取得部６から与えられた接続関係に
より判明する。
【００５２】
　伝送トラッキング導出部８は、伝送トラッキング決定部７により決定された伝送トラッ
キング以外の伝送トラッキングを、伝送トラッキング決定部７により決定された伝送トラ
ッキングに基づき導き出す。
【００５３】
　図３は、９ポートテストセット１０の構成を示す図である。９ポートテストセット１０
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は、ポート接続部１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ１、Ｎ
Ｐ２、ＮＰ３、ＮＰ４およびＤＵＴ側ポートＴＰ１、ＴＰ２、ＴＰ３、ＴＰ４、ＴＰ５、
ＴＰ６、ＴＰ７、ＴＰ８、ＴＰ９を備える。
【００５４】
　ポート接続部１２ａは、ＤＵＴ側ポートＴＰ１およびＴＰ２のうちのいずれか一つを選
択して、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ１に接続する。ポート接続部１２ａは、さ
らに、ＤＵＴ側ポートＴＰ２およびＴＰ３のうちのいずれか一つを選択して、ネットワー
クアナライザ側ポートＮＰ２に接続する。ただし、ＤＵＴ側ポートＴＰ２に、ネットワー
クアナライザ側ポートＮＰ１を接続する場合は、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ２
にはＤＵＴ側ポートＴＰ２を接続しない。ＤＵＴ側ポートＴＰ２に、ネットワークアナラ
イザ側ポートＮＰ２を接続する場合は、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ２にはＤＵ
Ｔ側ポートＴＰ１を接続しない。
【００５５】
　ポート接続部１２ｂは、ＤＵＴ側ポートＴＰ４、ＴＰ５およびＴＰ６のうちのいずれか
一つを選択して、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ３に接続する。
【００５６】
　ポート接続部１２ｃは、ＤＵＴ側ポートＴＰ７、ＴＰ８およびＴＰ９のうちのいずれか
一つを選択して、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ４に接続する。
【００５７】
　ここで、どのネットワークアナライザ側ポートが、どのＤＵＴ側ポートに接続している
かという接続関係の取り得る状態を図４に示す。
【００５８】
　接続関係Ａにおいては、ＤＵＴ側ポートＴＰ１がネットワークアナライザ側ポートＮＰ
１に接続されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ２がネットワークアナライザ側ポートＮＰ２に
接続されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ４がネットワークアナライザ側ポートＮＰ３に接続
されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ７がネットワークアナライザ側ポートＮＰ４に接続され
ている。
【００５９】
　このような接続関係を、ＤＵＴ側ポートＴＰ１について、Ａ１という。ＤＵＴ側ポート
ＴＰ２について、Ａ２という。ＤＵＴ側ポートＴＰ４について、Ａ３という。ＤＵＴ側ポ
ートＴＰ７について、Ａ４という。
【００６０】
　接続関係Ｂにおいては、ＤＵＴ側ポートＴＰ１がネットワークアナライザ側ポートＮＰ
１に接続されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ３がネットワークアナライザ側ポートＮＰ２に
接続されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ５がネットワークアナライザ側ポートＮＰ３に接続
されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ８がネットワークアナライザ側ポートＮＰ４に接続され
ている。
【００６１】
　このような接続関係を、ＤＵＴ側ポートＴＰ１について、Ｂ１という。ＤＵＴ側ポート
ＴＰ３について、Ｂ２という。ＤＵＴ側ポートＴＰ５について、Ｂ３という。ＤＵＴ側ポ
ートＴＰ７について、Ｂ８という。
【００６２】
　接続関係Ｃにおいては、ＤＵＴ側ポートＴＰ２がネットワークアナライザ側ポートＮＰ
１に接続されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ３がネットワークアナライザ側ポートＮＰ２に
接続されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ６がネットワークアナライザ側ポートＮＰ３に接続
されている。ＤＵＴ側ポートＴＰ９がネットワークアナライザ側ポートＮＰ４に接続され
ている。
【００６３】
　このような接続関係を、ＤＵＴ側ポートＴＰ２について、Ｃ１という。ＤＵＴ側ポート
ＴＰ３について、Ｃ２という。ＤＵＴ側ポートＴＰ６について、Ｃ３という。ＤＵＴ側ポ
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ートＴＰ９について、Ｃ４という。
【００６４】
　図５に、ネットワークアナライザ側ポートと、ＤＵＴ側ポートとの接続関係の例を示す
。図５に示す例では、ＤＵＴ側ポートＴＰ２がネットワークアナライザ側ポートＮＰ１に
接続されている（Ｃ１）。ＤＵＴ側ポートＴＰ３がネットワークアナライザ側ポートＮＰ
２に接続されている（Ｃ２）。ＤＵＴ側ポートＴＰ４がネットワークアナライザ側ポート
ＮＰ３に接続されている（Ａ３）。ＤＵＴ側ポートＴＰ７がネットワークアナライザ側ポ
ートＮＰ４に接続されている（Ａ４）。
【００６５】
　ここで、ＤＵＴ側ポートＴＰ１、ＴＰ２およびＴＰ３を主ポート群１４ａ、ＤＵＴ側ポ
ートＴＰ４、ＴＰ５およびＴＰ６を副ポート群１４ｂ、ＤＵＴ側ポートＴＰ７、ＴＰ８お
よびＴＰ９を副ポート群１４ｃという。主ポート群１４ａにおける接続関係、副ポート群
１４ｂにおける接続関係および副ポート群１４ｃにおける接続関係は、独立して定めるこ
とができる。図５に示す例では、主ポート群１４ａにおける接続関係がＣだからといって
、副ポート群１４ｂにおける接続関係および副ポート群１４ｃにおける接続関係をＣにす
る必要は無く、Ａであってもよい。
【００６６】
　図６は、ＤＵＴ２０の構成の一例を示す機能ブロック図である。ＤＵＴ２０は、例えば
、デュプレクサである。ＤＵＴ２０は、ＧＳＭデュプレクサ（ＤＰＸ）２２ａ、ＤＣＳデ
ュプレクサ（ＤＰＸ）２２ｂ、デュプレクサ（ＤＰＸ）２２ｃを備える。
【００６７】
　ＧＳＭデュプレクサ（ＤＰＸ）２２ａは、アンテナ用のポート２０ａ、送信用のポート
２０ｊ、受信用のポート２０ｆに接続されている。ＧＳＭデュプレクサ（ＤＰＸ）２２ａ
は、アンテナ用のポート２０ａから信号を受け、受信用のポート２０ｆに出力する。さら
に、ＧＳＭデュプレクサ（ＤＰＸ）２２ａは、送信用のポート２０ｊから信号を受け、ア
ンテナ用のポート２０ａから送信する。
【００６８】
　ＤＣＳデュプレクサ（ＤＰＸ）２２ｂは、アンテナ用のポート２０ｂ、送信用のポート
２０ｈ、受信用のポート２０ｅに接続されている。ＤＣＳデュプレクサ（ＤＰＸ）２２ｂ
は、アンテナ用のポート２０ｂから信号を受け、受信用のポート２０ｅに出力する。さら
に、ＤＣＳデュプレクサ（ＤＰＸ）２２ｂは、送信用のポート２０ｈから信号を受け、ア
ンテナ用のポート２０ｂから送信する。
【００６９】
　デュプレクサ（ＤＰＸ）２２ｃは、アンテナ用のポート２０ｃ、送信用のポート２０ｇ
、受信用のポート２０ｄに接続されている。デュプレクサ（ＤＰＸ）２２ｃは、アンテナ
用のポート２０ｃから信号を受け、受信用のポート２０ｄに出力する。さらに、デュプレ
クサ（ＤＰＸ）２２ｃは、送信用のポート２０ｇから信号を受け、アンテナ用のポート２
０ｃから送信する。
【００７０】
　図１に示した測定系においては、測定系誤差要因が生じる。測定系誤差要因には、Ｅｄ
：ブリッジの方向性に起因する誤差、Ｅｒ：周波数トラッキングに起因する誤差、Ｅｓ：
ソースマッチングに起因する誤差、Ｅｔ：伝送トラッキング、ＥＬがある。このような測
定系誤差要因を測定し、ＤＵＴ２０の測定結果における誤差を除去する必要がある。すな
わち、校正を行なう必要がある。
【００７１】
　図７は、測定系の校正を行なうための構成を示す図である。９ポートテストセット１０
には、ＤＵＴ２０のかわりに４ポート校正器３０が接続される。なお、９ポートテストセ
ット１０の接続関係は、Ａ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４であるとする。
【００７２】
　４ポート校正器３０は、校正用ポート３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄを備える。校正
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用ポート３２ａは、９ポートテストセット１０を介して、送受信用ポート１ａに接続され
る。校正用ポート３２ｂは、９ポートテストセット１０を介して、送受信用ポート１ｂに
接続される。校正用ポート３２ｃは、９ポートテストセット１０を介して、送受信用ポー
ト１ｃに接続される。校正用ポート３２ｄは、９ポートテストセット１０を介して、送受
信用ポート１ｄに接続される。
【００７３】
　９ポートテストセット１０の接続関係は、Ａ１、Ａ２、Ａ３およびＡ４なので、ＤＵＴ
側ポートＴＰ１が校正用ポート３２ａに、ＤＵＴ側ポートＴＰ２が校正用ポート３２ｂに
、ＤＵＴ側ポートＴＰ４が校正用ポート３２ｃに、ＤＵＴ側ポートＴＰ７が校正用ポート
３２ｄに接続される。
【００７４】
　図８は、４ポート校正器３０の構成を示すブロック図である。４ポート校正器３０は、
スイッチ３３ａ、３３ｂ、３３ｃ、３３ｄ、サブ校正器３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、３４ｄ
、２ポート結合器３６を備える。
【００７５】
　スイッチ３３ａは、校正用ポート３２ａを、サブ校正器３４ａあるいは２ポート結合器
３６に接続する。スイッチ３３ｂは、校正用ポート３２ｂを、サブ校正器３４ｂあるいは
２ポート結合器３６に接続する。スイッチ３３ｃは、校正用ポート３２ｃを、サブ校正器
３４ｃあるいは２ポート結合器３６に接続する。スイッチ３３ｄは、校正用ポート３２ｄ
を、サブ校正器３４ｄあるいは２ポート結合器３６に接続する。
【００７６】
　図９は、サブ校正器３４ａの構成を示すブロック図である。サブ校正器３４ａは、校正
用具３８ｏｐ、短絡校正用具３８ｓ、標準負荷校正用具３８Ｌ、校正用具接続部３７を有
する。
【００７７】
　校正用具は、特開平１１－３８０５４号公報に記載のようにオープン（開放）、ショー
ト（短絡）、ロード（標準負荷Z0）の三種類の状態を実現する周知のものである。
【００７８】
　開放校正用具３８ｏｐは、送受信用ポート１ａについて、開放の状態を実現する。短絡
校正用具３８ｓは、送受信用ポート１ａについて、短絡の状態を実現する。標準負荷校正
用具３８Ｌは、送受信用ポート１ａについて、標準負荷の状態を実現する。
【００７９】
　校正用具接続部３７は、送受信用ポート１ａに、開放校正用具３８ｏｐ、短絡校正用具
３８ｓ、標準負荷校正用具３８Ｌの内のいずれか一つを接続する。校正用具接続部３７は
、一種のスイッチである。
【００８０】
　なお、サブ校正器３４ｂ、３４ｃ、３４ｄは、サブ校正器３４ａと同じ構成である。た
だし、サブ校正器３４ｂは、送受信用ポート１ｂに接続される。サブ校正器３４ｃは、送
受信用ポート１ｃに接続される。サブ校正器３４ｄは、送受信用ポート１ｄに接続される
。
【００８１】
　２ポート結合器３６は、校正用ポート３２ａおよびスイッチ３３ａを介して送受信用ポ
ート１ａと、校正用ポート３２ｂおよびスイッチ３３ｂを介して送受信用ポート１ｂと、
校正用ポート３２ｃおよびスイッチ３３ｃを介して送受信用ポート１ｃと、校正用ポート
３２ｄおよびスイッチ３３ｄを介して送受信用ポート１ｄと接続されている。
【００８２】
　２ポート結合器３６は、送受信用ポート１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄにおける二個のポート
の組み合わせを全て実現できる。すなわち、送受信用ポート１ａと１ｂ、送受信用ポート
１ａと１ｃ、送受信用ポート１ａと１ｄ、送受信用ポート１ｂと１ｃ、送受信用ポート１
ｂと１ｄ、送受信用ポート１ｃと１ｄの６種類の結合が可能である。２ポート結合器３６
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は、これらの６種類の結合から一つづつ選択して実現し、最終的には６種類全てを実現す
る。
【００８３】
　図１０は、送受信用ポート１ａと１ｂとがＤＵＴ２０により結合された状態を示すシグ
ナルフローグラフである。ただし、Ｓ１１、Ｓ１２、Ｓ２１、Ｓ２２は測定系誤差の無い
真のＤＵＴ２０のＳパラメータである。図１０に示す状態では、送受信用ポート１ａから
送信信号が出力され、送受信用ポート１ｂにより受信される。また、送受信用ポート１ａ
から出力された送信信号が反射され、送受信用ポート１ａにより受信される。
【００８４】
　測定系誤差要因は、Ｅｄ（ブリッジの方向性に起因する誤差）、Ｅｒ（周波数トラッキ
ングに起因する誤差）、Ｅｓ（ソースマッチングに起因する誤差）、Ｅｔ（伝送トラッキ
ング）、ＥＬがある。４ポート校正器３０を使用して、これらの誤差要因を測定する。
【００８５】
　まず、スイッチ３３ａにより、校正用ポート３２ａを、サブ校正器３４ａに接続する。
このときの状態をシグナルフローグラフで表したものが図１１である。ただし、Ｘは、開
放校正用具３８ｏｐ、短絡校正用具３８ｓおよび標準負荷校正用具３８ＬのＳパラメータ
である。Ｒは、レシーバ（Ｒ）２ｃにより測定される、送信信号に関するＳパラメータで
ある。Ｔａは、レシーバ（Ｔａ）５ａにより測定される、反射信号に関するＳパラメータ
である。このとき、Ｔａ／Ｒ＝Ｅｄ＋Ｅｒ・Ｘ／（１－Ｅｓ・Ｘ）という関係が成立する
。
【００８６】
　Ｘは三種類（開放校正用具３８ｏｐ、短絡校正用具３８ｓおよび標準負荷校正用具３８
ＬのＳパラメータ）の値をとるため、Ｅｄ、Ｅｒ、Ｅｓを求めることができる。
【００８７】
　次に、スイッチ３３ａにより、校正用ポート３２ａを、２ポート結合器３６に接続する
。さらに、スイッチ３３ｂにより、校正用ポート３２ｂを、２ポート結合器３６に接続す
る。２ポート結合器３６は、校正用ポート３２ａと校正用ポート３２ｂとを結合すること
により、送受信用ポート１ａと１ｂとを結合する。このときの状態をシグナルフローグラ
フで表したものが図１２である。ただし、Ｔｂは、レシーバ（Ｔｂ）５ｂにより測定され
る、受信信号に関するＳパラメータである。このとき、Ｔｂ／Ｒに基づき、Ｅｔを求める
ことができる。また、Ｔａ／Ｒに基づき、ＥＬを求めることができる。
【００８８】
　このようにして、Ｅｔ（伝送トラッキング）などを測定できる。Ｅｔを決定するために
は、二個の送受信用ポートを２ポート結合器３６により結合しなければならない。二個の
送受信用ポートの結合は、二個の接続関係の結合として表すことができる。例えば、図７
に示すような状態において、２ポート結合器３６により、送受信用ポート１ａと１ｂとを
結合したとする。これは接続関係Ａ１およびＡ２の結合ということになる。
【００８９】
　図１３に、測定系において決定すべきＥｔ（伝送トラッキング）を決定するために必要
な接続関係の結合を示す。図１３において、Ａ１、Ａ２などという表記は、接続関係を示
す。なお、Ａ１＝Ｂ１というのは、どちらもＤＵＴ側ポートＴＰ１がネットワークアナラ
イザ側ポートＮＰ１に接続されているから、同じ状態であるということを意味する。また
、Ｂ２＝Ｃ２というのは、どちらもＤＵＴ側ポートＴＰ３がネットワークアナライザ側ポ
ートＮＰ２に接続されているから、同じ状態であるということを意味する。さらに、各接
続関係を結ぶ直線は、Ｅｔ（伝送トラッキング）を測定するために、結合すべき接続関係
を意味する。例えば、接続関係Ａ１およびＡ２は結合する必要がある。しかし、接続関係
Ａ４およびＢ３は結合する必要がない。
【００９０】
　図１３を参照するとわかるように、主ポート群１４ａにおける接続関係の一つＡ１、Ａ
２と、副ポート群１４ｂ、１４ｃにおける接続関係の全てＡ３、Ａ４、Ｂ３、Ｂ４、Ｃ３
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、Ｃ４、との結合が必要である。同様に、主ポート群１４ａにおける接続関係の一つＢ１
、Ｂ２と、副ポート群１４ｂ、１４ｃにおける接続関係の全てＡ３、Ａ４、Ｂ３、Ｂ４、
Ｃ３、Ｃ４、との結合が必要である。同様に、主ポート群１４ａにおける接続関係の一つ
Ｃ１、Ｃ２と、副ポート群１４ｂ、１４ｃにおける接続関係の全てＡ３、Ａ４、Ｂ３、Ｂ
４、Ｃ３、Ｃ４、との結合が必要である。
【００９１】
　ここで、図１３に示すような結合関係を４ポート校正器３０の２ポート結合器３６によ
り全て実現しようとした場合、４ポート校正器３０の９ポートテストセット１０に対する
脱着を７回繰り返さなければならない。ただし、後述するように、本発明の実施形態にお
けるネットワークアナライザ１が伝送トラッキング導出部８を備えているため、実際には
３回でよい。
【００９２】
　図１４は、４ポート校正器３０の９ポートテストセット１０に対する脱着の態様を示す
図である（伝送トラッキング導出部８が無いと仮定した場合）。なお、図１４に示す脱着
の順番は、必ずしも、これに限定されない。
【００９３】
　まず、図１４（ａ）に示すように、４ポート校正器３０を９ポートテストセット１０に
取りつけて、（１）接続関係Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４を結合する。すなわち、接続関係Ａ
１とＡ２との結合、接続関係Ａ１とＡ３との結合、接続関係Ａ１とＡ４との結合、接続関
係Ａ２とＡ３との結合、接続関係Ａ２とＡ４との結合、接続関係Ａ３とＡ４との結合を順
々に実現していく。そして、４ポート校正器３０を９ポートテストセット１０から外し、
また取りつけて、（２）接続関係Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４を結合する。さらに、４ポート
校正器３０を９ポートテストセット１０から外し、また取りつけて、（３）接続関係Ｃ１
、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４を結合する。
【００９４】
　さらに、図１４（ｂ）に示すように、４ポート校正器３０を９ポートテストセット１０
から外し、また取りつけて、（４）接続関係Ｃ１、Ｃ２、Ａ３、Ａ４を結合する。そして
、４ポート校正器３０を９ポートテストセット１０から外し、また取りつけて、図１４（
ｃ）に示すように、（５）接続関係Ａ１、Ａ２、Ｃ３、Ｃ４を結合する。最後に、４ポー
ト校正器３０を９ポートテストセット１０から外し、また取りつけて、図１４（ｄ）に示
すように、（６）接続関係Ａ１、Ａ２、Ｂ３、Ｂ４を結合し、４ポート校正器３０を９ポ
ートテストセット１０から外し、また取りつけて、（７）接続関係Ｃ１、Ｃ２、Ｂ３、Ｂ
４を結合する。
【００９５】
　ところが、本発明の実施形態におけるネットワークアナライザ１が伝送トラッキング導
出部８を備えているため、図１５に示すように、接続関係の結合は、（１）接続関係Ａ１
、Ａ２、Ａ３、Ａ４の結合、（２）接続関係Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４の結合、（３）接続
関係Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４の結合、の三種類ですむ。他の結合（点線で図示）にかかる
Ｅｔ（伝送トラッキング）は、（１）、（２）、（３）の結合にかかるＥｔ（伝送トラッ
キング）から導出することができる。
【００９６】
　図１６は、Ｅｔ（伝送トラッキング）の導出法の原理を説明するための図である。ここ
で、説明の便宜上、図１６（ａ）に示すように、ネットワークアナライザ１を２ポート結
合器３６に直接に接続するものとする。送受信用ポート１ａは２ポート結合器３６のポー
ト１と、送受信用ポート１ｂは２ポート結合器３６のポート２と、送受信用ポート１ｃは
２ポート結合器３６のポート３と、送受信用ポート１ｄは２ポート結合器３６のポート４
とが接続されているものとする。
【００９７】
　図１６（ａ）を参照して、ポート１とポート２とを接続することにより伝送トラッキン
グＥｔ12が測定できる。ただし、Ｅｔijは、ポートｉに接続された送受信ポートから信号



(16) JP 4462979 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

が送信され、この送信信号がポートｊに接続された送受信ポートにより受信されるときの
伝送トラッキングを意味する。さらに、ポート１とポート３とを接続することにより伝送
トラッキングＥｔ13が測定できる。ポート２とポート３とを接続することにより伝送トラ
ッキングＥｔ23が測定できる。ポート１とポート４とを接続することにより伝送トラッキ
ングＥｔ14が測定できる。
【００９８】
　ここで、Ｅｔ24をポート２とポート４とを接続することなく導出できる。Ｅｔ34も、ポ
ート３とポート４とを接続することなく導出できる。これは、Ｅｔik／Ｅｔjk=（kに関係
なく一定）という定理に基づく。ただし、i≠jであり、k≠i、k≠jであるものとする。例
えば、Ｅｔ24／Ｅｔ14 =Ｅｔ23／Ｅｔ13である。Ｅｔ14、Ｅｔ23、Ｅｔ13は既に測定して
あるため、Ｅｔ24を導出できる。
【００９９】
　図１６（ｂ）は、Ｅｔ24の導出法を図示したものである。Ｅｔ24は、ポート２からポー
ト４へ向かう矢印として表される。ポート２からポート４へ向かうためには、ポート２か
らポート３へ向かい（Ｅｔ23）、ポート３からポート１へ向かい（Ｅｔ13の逆）、ポート
１からポート４へ向かう（Ｅｔ14）ようにしてもよい。これは、Ｅｔ24が、Ｅｔ14、Ｅｔ
23、Ｅｔ13から導出できることと合致する。すなわち、ポート２からポート４へ向かう矢
印として表されるＥｔ24を、ポート２からポート４へ到達するような他の矢印三本（ポー
ト２からポート３へ向かう矢印、ポート１からポート３へ向かう矢印（逆方向）、ポート
１からポート４へ向かう矢印）を用いて求めることができる。
【０１００】
　図１５を参照して、例えば、接続関係Ａ２と接続関係Ｂ３との結合についてのＥｔ（伝
送トラッキング）は、図１６を参照して説明した方法を適用すれば、接続関係Ａ２と接続
関係Ａ１との結合についてのＥｔ、接続関係Ｂ１（＝Ａ１）と接続関係Ｂ２との結合につ
いてのＥｔ、接続関係Ｂ２と接続関係Ｂ３との結合についてのＥｔから導出できることが
わかる。このように、Ｅｔの始点および終点である接続関係Ａ２および接続関係Ｂ３以外
の二つの接続関係Ａ１、Ｂ２を用いて、Ｅｔを導出できることがわかる。
【０１０１】
　また、接続関係Ａ２と接続関係Ｃ３との結合についてのＥｔ（伝送トラッキング）は、
接続関係Ａ２と接続関係Ａ１との結合についてのＥｔ、接続関係Ｂ１（＝Ａ１）と接続関
係Ｂ２との結合についてのＥｔ、接続関係Ｃ２（＝Ｂ２）と接続関係Ｃ３との結合につい
てのＥｔから導出できることがわかる。このように、Ｅｔの始点および終点である接続関
係Ａ２および接続関係Ｃ３以外の二つの接続関係Ｂ１、Ｃ２を用いて、Ｅｔを導出できる
ことがわかる。
【０１０２】
　ネットワークアナライザ１の伝送トラッキング決定部７は、（１）、（２）、（３）の
結合にかかるＥｔ（伝送トラッキング）を決定する。測定結果が、どの結合についてのＥ
ｔであるかは、９ポートテストセット接続関係取得部６から与えられた接続関係により判
明する。
【０１０３】
　伝送トラッキング導出部８は、伝送トラッキング決定部７により決定された（１）、（
２）、（３）の結合にかかるＥｔに基づき、上記のような導出法を使用して、決定されて
いないＥｔを導出する。
【０１０４】
　次に、本発明の実施形態の動作を図１７のフローチャートを参照して説明する。
【０１０５】
　まず、主ポート群１４ａにおける接続関係のうちの一つを、９ポートテストセット１０
のポート接続部１２ａ、１２ｂ、１２ｃを操作することにより実現する（Ｓ１０）。主ポ
ート群１４ａにおける接続関係は、Ａ１、Ａ２と、Ｂ１、Ｂ２と、Ｃ１、Ｃ２との三種類
がある。このうちの一つ、例えば、Ａ１、Ａ２を実現する。
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【０１０６】
　次に、副ポート群１４ｂ、１４ｃにおける接続関係のうちの一つを、９ポートテストセ
ット１０のポート接続部１２ａ、１２ｂ、１２ｃを操作することにより実現する（Ｓ１２
）。副ポート群１４ｂ、１４ｃにおける接続関係は、Ａ３、Ａ４と、Ｂ３、Ｂ４と、Ｃ３
、Ｃ４との三種類がある。このうちの一つ、例えば、Ａ３、Ａ４を実現する。
【０１０７】
　そして、４ポート校正器３０を９ポートテストセット１０のＤＵＴ側ポートに接続する
（Ｓ１４）。Ａ１、Ａ２およびＡ３、Ａ４が実現された場合、ＤＵＴ側ポートＴＰ１が校
正用ポート３２ａに、ＤＵＴ側ポートＴＰ２が校正用ポート３２ｂに、ＤＵＴ側ポートＴ
Ｐ４が校正用ポート３２ｃに、ＤＵＴ側ポートＴＰ７が校正用ポート３２ｄに接続される
。すなわち、ネットワークアナライザ側ポートＮＰ１、ＮＰ２、ＮＰ３、ＮＰ４に接続さ
れているＤＵＴ側ポートを校正用ポート３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄに接続する。
【０１０８】
　そして、ネットワークアナライザ１は、信号を送信する。そして、Ｒ（送信信号パラメ
ータ）、Ｔａ、Ｔｂ、Ｔｃ、Ｔｄ（受信信号パラメータ）を測定する（Ｓ１６）。Ｒ、Ｔ
ａ、Ｔｂ、Ｔｃ、Ｔｄの測定の際の、４ポート校正器３０の動作は、先に説明した通りで
ある。校正用ポート３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄに接続されているＤＵＴ側ポート（
ネットワークアナライザ側ポートにも接続されている）における２ポートの組み合わせを
一つづつ実現し、最終的には６種類全てを実現することになる。
【０１０９】
　ここで、主ポート群１４ａにおける接続関係の全てを実現したか否かを判定する（Ｓ１
８）。まだ、実現していないものがあれば（Ｓ１８、Ｎｏ）、主ポート群１４ａにおける
接続関係のうちの一つの実現（Ｓ１０）に戻る。これにより、例えば、以下のような接続
関係の結合についてＲ、Ｔａ、Ｔｂ、Ｔｃ、Ｔｄが測定されることになる。
【０１１０】
　まず、主ポート群１４ａにおける接続関係のうちの一つ、Ａ１、Ａ２を実現し（Ｓ１０
）、副ポート群１４ｂ、１４ｃおける接続関係のうちの一つ、Ａ３、Ａ４を実現する（Ｓ
１２）。これにより、（１）接続関係Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４の結合（図１５参照）、に
ついて、Ｒ、Ｔａ、Ｔｂ、Ｔｃ、Ｔｄが測定される（Ｓ１６）。
【０１１１】
　次に、主ポート群１４ａにおける接続関係のうちの一つ、Ｂ１、Ｂ２を実現し（Ｓ１０
）、副ポート群１４ｂ、１４ｃおける接続関係のうちの一つ、Ｂ３、Ｂ４を実現する（Ｓ
１２）。これにより、（２）接続関係Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４の結合（図１５参照）、に
ついて、Ｒ、Ｔａ、Ｔｂ、Ｔｃ、Ｔｄが測定される（Ｓ１６）。
【０１１２】
　最後に、主ポート群１４ａにおける接続関係のうちの一つ、Ｃ１、Ｃ２を実現し（Ｓ１
０）、副ポート群１４ｂ、１４ｃおける接続関係のうちの一つ、Ｃ３、Ｃ４を実現する（
Ｓ１２）。これにより、（３）接続関係Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４の結合（図１５参照）、
について、Ｒ、Ｔａ、Ｔｂ、Ｔｃ、Ｔｄが測定される（Ｓ１６）。
【０１１３】
　ここまで行なえば、主ポート群１４ａにおける接続関係の全て（Ａ１、Ａ２と、Ｂ１、
Ｂ２と、Ｃ１、Ｃ２との三種類）を実現したことになる（Ｓ１８、Ｙｅｓ）。
【０１１４】
　主ポート群１４ａにおける接続関係の全てを実現したならば（Ｓ１８、Ｙｅｓ）、伝送
トラッキング決定部７が、Ｒ、Ｔａ、Ｔｂ、Ｔｃ、Ｔｄの測定結果および９ポートテスト
セット接続関係取得部６により取得された接続関係に基づき、Ｅｔ（伝送トラッキング）
を決定する（Ｓ２０）。
【０１１５】
　伝送トラッキング導出部８は、伝送トラッキング決定部７により決定された（１）、（
２）、（３）の結合にかかるＥｔに基づき、上記のような導出法を使用して、決定されて
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いないＥｔを導出する（Ｓ２２）。
【０１１６】
　本発明の実施形態によれば、主ポート群１４ａにおける接続関係のうちの一つ（例えば
Ａ１、Ａ２）と、副ポート群１４ｂ、１４ｃおける接続関係のうちの一つ（例えばＡ３、
Ａ４）との組み合わせについてＥｔ（伝送トラッキング）を、伝送トラッキング決定部７
が決定する。
【０１１７】
　しかも、Ｅｔ（伝送トラッキング）の測定は、主ポート群１４ａにおいて実現可能な接
続関係の全て（Ａ１、Ａ２と、Ｂ１、Ｂ２と、Ｃ１、Ｃ２との三種類）について行なわれ
る。例えば、図１５を参照して、（１）Ａ１、Ａ２と、Ａ３、Ａ４との組み合わせ、（２
）Ｂ１、Ｂ２と、Ｂ３、Ｂ４との組み合わせ、（３）Ｃ１、Ｃ２と、Ｃ３、Ｃ４との組み
合わせ、についてＥｔ（伝送トラッキング）の測定が行なわれる。
【０１１８】
　この測定されたＥｔ（伝送トラッキング）に基づき、伝送トラッキング導出部８が測定
されていないＥｔを導出する。例えば、接続関係Ａ２と接続関係Ｂ３との結合についての
Ｅｔ（伝送トラッキング）は、Ｅｔの始点および終点である接続関係Ａ２および接続関係
Ｂ３以外の二つの接続関係Ａ１、Ｂ２を用いて導出する。
【０１１９】
　このようにして、Ｅｔ（伝送トラッキング）を測定あるいは導出するため、４ポート校
正器３０の９ポートテストセット１０に対する脱着の回数は３回ですむ。伝送トラッキン
グ導出部８によるＥｔ（伝送トラッキング）の導出が無ければ、７回（図１４参照）の脱
着が必要であることと比較すれば、脱着の回数を少なくできる。
【０１２０】
　４ポート校正器３０の９ポートテストセット１０に対する脱着は、ネットワークアナラ
イザ１の送受信ポート１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄにおける２ポートを選んで直結するために
行なわれる。４ポート校正器３０の９ポートテストセット１０に対する脱着の回数が少な
くなったため、ネットワークアナライザ１の送受信ポート１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄにおけ
る２ポートを選んで直結するための労力も軽減されることになる。
【０１２１】
　また、上記の実施形態は、以下のようにして実現できる。ＣＰＵ、ハードディスク、メ
ディア（フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭなど）読み取り装置を備えたコ
ンピュータのメディア読み取り装置に、上記の各部分（例えば９ポートテストセット接続
関係取得部６、伝送トラッキング決定部７、伝送トラッキング導出部８）を実現するプロ
グラムを記録したメディアを読み取らせて、ハードディスクにインストールする。このよ
うな方法でも、上記の実施形態を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の実施形態にかかるネットワークアナライザ１が使用される測定系の構成
を示す図である。
【０１２３】
【図２】本発明の実施の形態に係るネットワークアナライザ１の構成を示したブロック図
である。
【０１２４】
【図３】９ポートテストセット１０の構成を示す図である。
【０１２５】
【図４】どのネットワークアナライザ側ポートが、どのＤＵＴ側ポートに接続しているか
という接続関係の取り得る状態を示す図である。
【０１２６】
【図５】ネットワークアナライザ側ポートと、ＤＵＴ側ポートとの接続関係の例を示す図
である。
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【０１２７】
【図６】ＤＵＴ２０の構成の一例を示す機能ブロック図である。
【０１２８】
【図７】測定系の校正を行なうための構成を示す図である。
【０１２９】
【図８】４ポート校正器３０の構成を示すブロック図である。
【０１３０】
【図９】サブ校正器３４ａの構成を示すブロック図である。
【０１３１】
【図１０】送受信用ポート１ａと１ｂとがＤＵＴ２０により結合された状態を示すシグナ
ルフローグラフである。
【０１３２】
【図１１】校正用ポート３２ａをサブ校正器３４ａに接続した状態を示すシグナルフロー
グラフである。
【０１３３】
【図１２】送受信用ポート１ａと１ｂとを結合した状態を示すシグナルフローグラフであ
る。
【０１３４】
【図１３】測定系において決定すべきＥｔ（伝送トラッキング）を決定するために必要な
接続関係の結合を示す図である。
【０１３５】
【図１４】４ポート校正器３０の９ポートテストセット１０に対する脱着の態様を示す図
である（伝送トラッキング導出部８が無いと仮定した場合）。
【０１３６】
【図１５】４ポート校正器３０の９ポートテストセット１０に対する脱着の態様を示す図
である。
【０１３７】
【図１６】Ｅｔ（伝送トラッキング）の導出法の原理を説明するための図である。
【０１３８】
【図１７】本発明の実施形態の動作を示すフローチャートである。
【０１３９】
【図１８】従来技術にかかる被測定物（ＤＵＴ）の回路パラメータの測定法を説明するた
めの図である。
【０１４０】
【図１９】周波数ｆ１＝ｆ２の場合の信号源１１０に関するシグナルフローグラフである
。
【０１４１】
【図２０】信号源１１０と受信部１２０とを直結した場合のシグナルフローグラフである
。
【符号の説明】
【０１４２】
　１　ネットワークアナライザ
　１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ　送受信用ポート
　２　信号源
　２ａ　信号出力部
　２ｂ　ブリッジ
　２ｃ　レシーバ（Ｒ）（送信信号測定手段）
　４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ　ブリッジ
　５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ　レシーバ（受信信号測定手段）
　６　９ポートテストセット接続関係取得部
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　７　伝送トラッキング決定部
　８　伝送トラッキング導出部
　１０　９ポートテストセット
　１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　ポート接続部
　ＮＰ１～ＮＰ４　ネットワークアナライザ側ポート
　ＴＰ１～ＴＰ９　ＤＵＴ側ポート
　１４ａ　主ポート群
　１４ｂ、１４ｃ　副ポート群
　２０　ＤＵＴ
　３０　４ポート校正器
　３２ａ、３２ｂ、３２ｃ、３２ｄ　校正用ポート
　３６　２ポート結合器

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】
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