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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の信号を第１の分周比で分周した第１の分周信号と前記第１の信号を第２の分周比
で分周した第２の分周信号とを所定の混合比率で時間的に交互に現れる変速分周信号を生
成する変速分周部と、
　前記変速分周信号に基づいて決定される所定の期間に含まれる被測定信号の変化数を計
数してカウント値を出力する短ゲートタイムカウンタ部と、
　前記カウント値に含まれる高調波成分を除去するローパスフィルタと、を備え、
　前記変速分周信号における前記第１の分周比、前記第２の分周比、及び前記混合比率が
、予め求められた、前記変速分周信号の周波数と前記被測定信号の周波数との組合せに関
連して生ずるパターン雑音のレベル分布特性に基づいて決定され、
　前記被測定信号及び前記変速分周信号において、前記被測定信号の周波数ｘと前記変速
分周信号の周波数ｙとの比ｘ／ｙの小数部によって定義される動作点パラメータの値が、
雑音レベルが増大する所定の有理数の近傍値とならないように、前記被測定信号の周波数
、並びに前記変速分周信号における前記第１の分周比、前記第２の分周比、及び前記混合
比率が決定される、
　周波数測定装置。
【請求項２】
　前記変速分周部は、
　　１）第１の変数に前記変速分周信号に含まれる前記第１の分周信号の比率を示す第１
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の定数を加算する処理と、
　　２－１）加算後の前記第１の変数が前記第１の定数と前記変速分周信号に含まれる前
記第２の分周信号の比率を示す第２の定数との加算結果以上となる場合は、前記第２の分
周信号を出力し、かつ前記第１の変数から前記第１の定数及び前記第２の定数を減算して
から１）へ戻る処理と、
　　２－２）前記加算後の前記第１の変数が前記第１の定数と前記第２の定数との加算結
果より小さい場合は、前記第１の分周信号を出力してから１）へ戻る処理と、
　を繰り返すことで、前記変速分周信号を生成するよう構成されている、
　請求項１に記載の周波数測定装置。
【請求項３】
　被測定信号である第１の信号を第１の分周比で分周した第１の分周信号と前記第１の信
号を第２の分周比で分周した第２の分周信号とを所定の混合比率で時間的に交互に現れる
変速分周信号を生成する変速分周部と、
　基準周波数信号を生成する基準周波数信号源と、
　前記基準周波数信号に基づいて決定される所定の期間に含まれる前記変速分周信号の変
化数を計数したカウント値を出力するカウンタ部と、
　前記カウント値に含まれる高周波成分を除去するローパスフィルタと、を備え、
　前記変速分周信号における前記第１の分周比、前記第２の分周比、及び前記混合比率は
、予め求められた、前記変速分周信号の周波数と前記基準周波数信号の周波数との周波数
比対雑音レベルの分布特性に基づいて決定され、
　前記基準周波数信号及び前記変速分周信号において、前記変速分周信号の周波数ｘと前
記基準周波数信号の周波数ｙとの比ｘ／ｙの小数部によって定義される動作点パラメータ
の値が、雑音レベルが増大する所定の有理数の近傍値とならないように、前記基準周波数
信号の周波数、並びに前記変速分周信号における前記第１の分周比、前記第２の分周比、
及び前記混合比率が決定される、
　周波数測定装置。
【請求項４】
　変速分周信号を生成する変速分周部と、
　前記変速分周信号に基づいて決定される所定の期間に含まれる被測定信号の変化数を計
数してカウント値を出力する短ゲートタイムカウンタ部と、
　前記カウント値に含まれる高調波成分を除去するローパスフィルタと、を備える周波数
測定装置における変速分周信号の生成方法であって、
　所定の周波数を有する第１の信号に基づいて、前記第１の信号を第１の分周比で分周し
た第１の分周信号及び前記第１の信号を第２の分周比で分周した第２の分周信号を生成す
るステップと、
　　１）第１の変数に、生成される変速分周信号に含まれる前記第１の分周信号の比率を
示す第１の定数を加算するステップと、
　　２－１）加算後の前記第１の変数が前記第１の定数と前記変速分周信号に含まれる前
記第２の分周信号の比率を示す第２の定数との加算結果以上である場合は、前記第１の分
周信号を出力し、前記第１の変数から前記第１の定数及び前記第２の定数を減算してから
１）へ戻るステップと、
　　２－２）前記加算後の前記第１の変数が前記第１の定数と前記第２の定数との加算結
果より小さい場合は、前記第２の分周信号を出力してから１）へ戻るステップと、
　を繰り返すことによって、前記変速分周信号に前記第１の分周信号と前記第２の分周信
号とが所定の混合比率で時間的に交互に現れるようにし、
　前記被測定信号及び前記変速分周信号において、前記被測定信号の周波数ｘと前記変速
分周信号の周波数ｙとの比ｘ／ｙの小数部によって定義される動作点パラメータの値が、
雑音レベルが増大する所定の有理数の近傍値とならないように、前記被測定信号の周波数
、並びに前記変速分周信号における前記第１の分周比、前記第２の分周比、及び前記混合
比率が決定される、
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　ことを特徴とする周波数測定装置における変速分周信号の生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明に係る一態様は、周波数の測定に関し、特に、僅かな周波数の変化を検出し得る
装置等に関する。また、該装置に利用可能な信号生成回路及び信号生成方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周波数測定の方式には、決められたゲート時間（ゲートタイム）内に通過するパルスを
カウントする直接カウント方式（例えば特許文献１参照）、及びパルス周期を正確に計測
しその時間の逆数から周波数を求めるレシプロカル方式（例えば特許文献２参照）などが
知られている。上記直接カウント方式は比較的小規模の回路で実現することができるが、
周波数分解能を高めるためにはゲート時間を長く取る必要がある（例えば、０．１Ｈｚの
分解能を得るために必要なゲート時間は１０秒である。）。また、レシプロカル方式はこ
の欠点を克服することができるが、パルス間隔を正確に測定するための回路が直接カウン
ト形式と比較して大規模となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１１９２９１号公報
【特許文献２】特開平５－１７２８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ニオイ物質のセンサーへの付着の有無など、微量の質量変化を検出したい場
合に、物質の付着によるセンサーの周波数変化を利用する方法が考えられる。例えば、セ
ンサーとして水晶振動子を用いたＱＣＭ(Quartz Crystal Microbalance)法を使用するこ
とで、振動子表面の微量の質量変化を周波数変化に変換することができる。この振動子を
利用し、ニオイ成分が付着する材料を振動子表面に設けることによって、各種のニオイセ
ンサーを形成することができる。ニオイ成分は単体もしくは複数の物質で構成される。こ
のニオイセンサーに試料ガスを付与してニオイ成分を付着させ、振動子表面の質量を変化
させると周波数が変化する。単数もしくは複数の種類のセンサーを用意しこの変化を観察
することによって、特定のニオイ成分が存在することを検出する。
【０００５】
　各ニオイセンサーの周波数変化を検出するためには、各センサーの出力に周波数変化を
検出するカウンタや信号処理回路を設けなければならない。更に、センサーに含まれる水
晶振動子の周波数（例えば、３０ＭＨｚ）が付着物質によって変化するといっても、わず
か数Ｈｚから数１００Ｈｚ程度のものでしかなく、１Ｈｚ以下の変化である場合もある。
上述したように、直接カウント方式では周波数分解能が低く、周波数分解能を高めるため
にはゲート時間を相当に長く取る必要がある。さらに測定の際の誤差として、プラスマイ
ナス１カウント誤差、トリガレベルの揺らぎによる誤差に加え、ゲートタイムを長くした
場合、水晶振動子の発振安定性に起因する誤差が重畳されることになる。レシプロカル方
式のカウンタを用いることでこのような欠点を補うことができるが、１つのカウンタの回
路が大規模となるため多数のセンサーを備えるセンサーアレイには不向きである。
【０００６】
　そこで、本発明の一形態では、簡易な回路で周波数測定分解能を改善した周波数変化の
測定装置を提供すること等を目的とし、特に、周波数測定装置等において発生しうるパタ
ーン雑音（ノイズ）の発生を抑制するために使用可能な信号生成回路を提供すること等を
目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　かかる課題を解決するために、本発明の一態様の周波数測定装置は、第１の信号を第１
の分周比で分周した第１分周信号と上記第１の信号を第２の分周比で分周した第２の分周
信号とを所定の混合比率で時間的に交互に現れる変速分周信号を生成する変速分周部と、
上記変速分周信号に基づいて決定される所定の期間に含まれる被測定信号の変化数を計数
してカウント値を出力する短ゲートタイムカウンタ部と、上記カウント値に含まれる高調
波成分を除去するローパスフィルタと、を備え、上記変速分周信号における上記第１の分
周比、上記第２の分周比、及び上記混合比率が、予め求められた、上記変速分周信号の周
波数と上記被測定信号の周波数との組合せに関連して生ずるパターン雑音のレベル分布特
性に基づいて決定される。
　また、参考例の信号生成回路は、第１の信号を生成する第１の信号源と、前記第１の信
号を第１の分周比で分周した第１の分周信号及び前記第１の信号を第２の分周比で分周し
た第２の分周信号が所定の混合比率で時間的に交互に現れる変速分周信号を生成する変速
分周部と、を備える。
【０００８】
　かかる構成によれば、第１の分周信号が有する周波数成分と、第２の分周信号が有する
周波数成分とを所定の混合比率で含む変速分周信号を生成することが可能である。ここで
、第１の分周信号と第２の分周信号とは、第１の信号に基づいてデジタル回路で容易に生
成することが可能である。つまり、回路規模が大きくなりがちなアナログ回路を用いるこ
となく、上記のような変速分周信号を生成することが可能である。また、当該構成の信号
生成回路は周波数測定装置で使用するのに適しており、周波数測定装置において発生しう
るパターン雑音（ノイズ）の発生を抑制することなどが可能となる。
【０００９】
　また、前記変速分周部は、１）第１の変数に前記変速分周信号に含まれる前記第１の分
周信号の比率を示す第１の定数を加算する処理と、２－１）加算後の前記第１の変数が前
記第１の定数と前記変速分周信号に含まれる前記第２の分周信号の比率を示す第２の定数
との加算結果以上となる場合は、前記第２の分周信号を出力し、かつ前記第１の変数から
前記第１の定数及び前記第２の定数を減算してから１）へ戻る処理と、２－２）前記加算
後の前記第１の変数が前記第１の定数と前記第２の定数との加算結果より小さい場合は、
前記第１の分周信号を出力してから１）へ戻る処理と、を繰り返すことで、前記変速分周
信号を生成するよう構成されていることが好ましい。
【００１０】
　かかる構成によれば、第１の分周信号と第２の分周信号とを分散させた形で混合させた
変速分周信号を生成することが可能となる。
【００１２】
　また、本発明の一形態である周波数測定装置は、被測定信号である第１の信号を第１の
分周比で分周した第１の分周信号と上記第１の信号を第２の分周比で分周した第２の分周
信号とを所定の混合比率で時間的に交互に現れる変速分周信号を生成する変速分周部と、
基準周波数信号を生成する基準周波数信号源と、上記基準周波数信号に基づいて決定され
る所定の期間に含まれる上記変速分周信号の変化数を計数したカウント値を出力するカウ
ンタ部と、上記カウント値に含まれる高周波成分を除去するローパスフィルタと、を備え
、上記変速分周信号における上記第１の分周比、上記第２の分周比、及び上記混合比率は
、予め求められた、上記変速分周信号の周波数と上記基準周波数信号の周波数との周波数
比対雑音レベルの分布特性に基づいて決定され、上記基準周波数信号及び上記変速分周信
号において、上記変速分周信号の周波数ｘと上記基準周波数信号の周波数ｙとの比ｘ／ｙ
の小数部によって定義される動作点パラメータの値が、雑音レベルが増大する所定の有理
数の近傍値とならないように、上記基準周波数信号の周波数、並びに上記変速分周信号に
おける上記第１の分周比、上記第２の分周比、及び上記混合比率が決定される。
　また、参考例である周波数測定装置は、上記いずれかの信号生成回路と、基準周波数信
号を生成する基準周波数信号源と、前記基準周波数信号に基づいて決定される所定の期間
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に含まれる前記変速分周信号の変化数を計数したカウント値を出力するカウンタ部と、前
記カウント値に含まれる高周波成分を除去するローパスフィルタと、を備える。
【００１６】
　かかる構成の周波数測定装置によれば、第１の分周信号と第２の分周信号とを利用して
、周波数測定における雑音レベルを抑制することが可能となる。
【００１９】
　かかる構成の周波数測定装置によれば、該装置を用いた周波数測定において雑音レベル
を効果的に抑制することできる。
【００２０】
　また、本発明の一形態である周波数測定装置における変速分周信号の生成方法は、変速
分周信号を生成する変速分周部と、上記変速分周信号に基づいて決定される所定の期間に
含まれる被測定信号の変化数を計数してカウント値を出力する短ゲートタイムカウンタ部
と、上記カウント値に含まれる高調波成分を除去するローパスフィルタと、を備える周波
数測定装置における変速分周信号の生成方法であって、所定の周波数を有する第１の信号
に基づいて、上記第１の信号を第１の分周比で分周した第１の分周信号及び上記第１の信
号を第２の分周比で分周した第２の分周信号を生成するステップと、１）第１の変数に、
生成される変速分周信号に含まれる上記第１の分周信号の比率を示す第１の定数を加算す
るステップと、２－１）加算後の上記第１の変数が上記第１の定数と上記変速分周信号に
含まれる上記第２の分周信号の比率を示す第２の定数との加算結果以上である場合は、上
記第１の分周信号を出力し、上記第１の変数から上記第１の定数及び上記第２の定数を減
算してから１）へ戻るステップと、２－２）上記加算後の上記第１の変数が上記第１の定
数と上記第２の定数との加算結果より小さい場合は、上記第２の分周信号を出力してから
１）へ戻るステップと、を繰り返すことによって、上記変速分周信号に上記第１の分周信
号と上記第２の分周信号とが所定の混合比率で時間的に交互に現れるようにした、ことを
特徴とする。
　また、参考例である信号生成方法は、所定の周波数を有する第１の信号に基づいて、上
記第１の信号を第１の分周比で分周した第１の分周信号及び前記第１の信号を第２の分周
比で分周した第２の分周信号を生成するステップと、１）第１の変数に、生成される変速
分周信号に含まれる前記第１の分周信号の比率を示す第１の定数を加算するステップと、
２－１）加算後の前記第１の変数が前記第１の定数と前記変速分周信号に含まれる前記第
２の分周信号の比率を示す第２の定数との加算結果以上である場合は、前記第１の分周信
号を出力し、前記第１の変数から前記第１の定数及び前記第２の定数を減算してから１）
へ戻るステップと、２－２）前記加算後の前記第１の変数が前記第１の定数と前記第２の
定数との加算結果より小さい場合は、前記第２の分周信号を出力してから１）へ戻るステ
ップと、を繰り返すことによって、前記第１の分周信号と前記第２の分周信号とが所定の
混合比率で時間的に交互に現れる前記変速分周信号を生成する。
【００２１】
　かかる方法によれば、第１の分周信号が有する周波数成分と、第２の分周信号が有する
周波数成分とを所定の混合比率で、かつ分散させた形で混合させた変速分周信号を容易に
生成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】周波数測定装置の構成例を示す図。
【図２】短ゲートカウンタ部の第１の構成例を示す図。
【図３】短ゲートカウンタ部の第２の構成例を示す図。
【図４】ローパスフィルタをアナログ回路で構成した例を示す図。
【図５】ローパスフィルタを移動平均フィルタによって構成した例を示す図。
【図６】測定された周波数の時間経過の一例を示す図。
【図７】カウント値の信号列から高周波成分を除去した例を示す図。
【図８】被測定信号の周波数とサンプリング周波数との比に対するパターン雑音レベルを
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示すグラフ。
【図９】被測定周波数５０１．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の周
波数の時間変化を示すグラフ。
【図１０】被測定周波数５０３．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
周波数の時間変化を示すグラフ。
【図１１】被測定周波数５０５．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
周波数の時間変化を示すグラフ。
【図１２】被測定周波数５１０．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
周波数の時間変化を示すグラフ。
【図１３】被測定周波数５５０．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
周波数の時間変化を示すグラフ。
【図１４】被測定周波数５４９．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
周波数の時間変化を示すグラフ。
【図１５】被測定周波数５４７．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
周波数の時間変化を示すグラフ。
【図１６】被測定周波数５３４．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
周波数の時間変化を示すグラフ。
【図１７】被測定周波数５６６．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
周波数の時間変化を示すグラフ。
【図１８】動作点パラメータに対応するパターン雑音レベルを追加したグラフ。
【図１９】変速分周部を備えた周波数測定装置の第１の構成例を示す図。
【図２０】周波数測定装置における変速分周部の第１の具体的な構成例を示す図。
【図２１】変速分周部の動作の一例を表すフローチャート。
【図２２】変速分周部の動作中における状態を示す図。
【図２３】生成された変速クロックの例を示す図。
【図２４】１６３８５分周信号を用いて測定した、被測定信号の周波数の時間変化を示す
グラフ。
【図２５】１６３８６分周信号を用いて測定した、被測定信号の周波数の時間経過を示す
グラフ。
【図２６】変速分周信号を用いて測定した、被測定信号の周波数の時間経過を示すグラフ
。
【図２７】変速分周部を備えた周波数測定装置の第２の構成例を示す図。
【図２８】変速分周部の第２の具体的な構成例を示す図。
【図２９】被測定信号の２分周信号を用いて測定した、被測定信号の周波数の時間変化を
示すグラフ。
【図３０】被測定信号の３分周信号を用いて測定した、被測定信号の周波数の時間変化を
示すグラフ。
【図３１】変速分周信号を用いて測定した、被測定信号の周波数の時間変化を示すグラフ
。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明に係る実施形態について、以下の構成に従って、図面を参照しながら具体的に説
明する。ただし、以下で説明する実施形態はあくまで本発明の一例に過ぎず、本発明の技
術的範囲を限定するものではない。なお、各図面において、同一の部品には同一の符号を
付しており、その説明を省略する場合がある。
　１．定義
　２．短ゲートタイムカウント方式を使用する周波数測定装置の概要
　３．短ゲートタイムカウント方式において発生する雑音についての説明
　４．実施形態１
　　（１）周波数測定装置の構成例
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　　（２）変速分周部の構成例
　　（３）変速分周部の動作例
　　（４）周波数測定装置の動作例
　５．実施形態２
　　（１）周波数測定装置の構成例
　　（２）変速分周部の構成例
　　（３）周波数測定装置の動作例
　６．まとめ
　７．補足
【００２４】
　＜１．定義＞
　まず、本明細書における用語を以下のとおり定義する。
【００２５】
　「○○部」及び「○○回路」（○○は任意の語。）：電気的な回路または部分を含むが
これに限定されず、当該回路または部分の機能を果たす物理的手段、又はソフトウェアで
実現される機能的手段などをも含む。また、１つの回路または部分が有する機能が２つ以
上の物理的又は機能的手段により実現されても、２つ以上の回路または部分の機能が１つ
の物理的又は機能的手段により実現されても良い。
【００２６】
　＜２．短ゲートタイムカウント方式を使用する周波数測定装置の概要＞
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。まず、特願２００８－０９
９７２１号において、本願の発明者によって提案された「短ゲートタイムカウント法」を
使用する周波測定装置の概略を図１乃至図７を参照して説明する。
【００２７】
　　（周波数測定装置の構成例）
　図１は、本実施形態における周波数測定装置の構成例を示す図である。図１に示すよう
に、周波数測定装置は被測定信号源１０、短ゲートカウンタ部（または「短ゲートタイム
カウンタ部」とも称する。）２０、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）３０、及び基準周波数信
号源４０を含んで構成される。
【００２８】
　　（被測定信号源１０）
　被測定信号源１０はパルス列状の被測定信号６１を生成するよう構成される。被測定信
号源（以下、「パルス発生器」とも称する。）１０は、例えば、発振周波数ｆ０が３０Ｍ
Ｈｚの水晶発振器であり、ニオイセンサー、ガスセンサー、バイオセンサーなどの検出部
に相当する。ニオイ物質などが水晶振動子に付着すると付着量に応じて発振周波数が低下
する。このパルス列状の被測定信号６１は短ゲートカウンタ部２０に供給される。
【００２９】
　　（基準周波数信号源４０）
　基準周波数信号源４０は、被測定信号６１よりも低い周波数を有するパルス列状の信号
である基準周波数信号６２を生成するよう構成される。すなわち、基準周波数信号６２は
被測定信号６１よりも長い周期で変化するものである。以下、この基準周波数信号６２の
１周期を「ゲート時間」または「ゲートタイム」と呼ぶことがある。当該基準周波数信号
源４０は、例えば、被測定信号源１０で用いられたものとは別の水晶発振器の信号を所定
の分周比で分周することで、例えば１００Ｈｚの基準周波数信号６２を生成するよう構成
される。
【００３０】
　　（短ゲートカウンタ部２０）
　短ゲートカウンタ部２０は、供給される被測定信号６１のパルス列を、基準周波数信号
６２に基づいて決定される比較的短いゲート時間で途切れることなく計数するよう構成さ
れる。具体的には、短ゲートカウンタ部２０はゲート時間に含まれる被測定信号６１の変



(8) JP 5876975 B2 2016.3.2

10

20

30

40

50

化数を計数する。例えば、短ゲートカウンタ部２０は基準周波数信号６２の立ち上がりエ
ッジから次の立ち上がりエッジまでの１周期に発生する、被測定信号６１の立ち上がりエ
ッジを計数するものである。ここで計数されたカウント値（以下、「計数値」と称するこ
ともある。）６３はローパスフィルタ３０に逐次供給される。後述するように、短ゲート
カウンタ部２０は、内部カウンタで被測定信号６１の変化を計数し、その計数値を基準周
波数信号６２を用いてサンプリングする構成にすることがある。よって、基準周波数信号
６２の周波数を「サンプリング周波数」と称したり、基準周波数信号６２の１周期を「サ
ンプリング周期」と称したりすることがある。
【００３１】
　　（ローパスフィルタ３０）
　ローパスフィルタ３０は、入力された計数結果に含まれる高周波成分を除去し、その低
周波成分のみを出力信号６４として出力するよう構成される。
【００３２】
　　（短ゲートカウンタ部２０の第１の構成例）
　図２は、短ゲートカウンタ部２０の第１の構成例を示している。短ゲートカウンタ部２
０は、信号源から供給されるパルス列信号を途切れることなく計数する（入力信号に対し
て不感期間を設けない）ことが望まれる。
【００３３】
　そこで、当該第１の構成例では、短ゲートカウンタ部２０は、第１カウンタ２１及び第
２カウンタ２２の２つのカウンタを含んで構成される。被測定信号６１は、第１カウンタ
２１と第２カウンタ２２の両方に供給される。制御部２３は第１カウンタ２１及び第２カ
ウンタ２２にゲート信号、リセット信号を送り、両カウンタの出力を、スイッチを介して
ローパスフィルタ３０に供給する。当該スイッチは、第１カウンタ２１及び第２カウンタ
２２の出力信号のいずれか一方を選択して出力するよう構成されており、物理的なスイッ
チであってもよいし、論理回路で構成されてもよい。ゲート信号は、例えば基準周波数信
号６２の１周期をゲート時間とする信号であり、基準周波数信号６２自体をゲート信号と
して用いてもよい。両カウンタから被測定信号６１の計数値を交互に出力し、一方が計数
しているときには他方がデータ転送及びリセットなどをすることによって、カウンタのリ
セットやデータ転送時に生ずる不感期間を回避する。なお、制御部２３はハードウエアと
して構成しても良いし、パソコンなどによってソフトウェアで構成しても良い。
【００３４】
　　（短ゲートカウンタ部２０の第２の構成例）
　図３は、短ゲートカウンタ部２０の第２の構成例を示している。当該構成では１つのカ
ウンタ２４を用いている。カウンタ２４は直接カウント方式のカウンタであり、供給され
る被測定信号６１の変化を常時計数し、累積カウント値を出力する。カウンタ２４の出力
である累積カウント値は減算器２５と前回累積カウント値を保持するためのレジスタ２６
に供給される。減算器２５はカウンタ２４から取得した今回累積カウント値からレジスタ
２６から取得した前回累積カウント値を減じて今回の計数値であるカウント値６３を取得
し、ローパスフィルタ３０に供給する。
【００３５】
　　（ローパスフィルタ３０の第１の構成例）
　図４は、ローパスフィルタ３０をアナログ回路で構成した例を示す。この例では、抵抗
Ｒ１～Ｒ３、キャパシタＣ１及びＣ２、オペアンプＯＰ１を構成素子とするローパスフィ
ルタを二段接続している。これらの構成素子の回路定数を適宜選定することによって、Ｄ
／Ａ変換器（図示せず）を用いてアナログ信号に変換された短ゲートカウンタ部２０の出
力信号であるカウント値６３から第１の周波数成分または当該第１の周波数以上の高域成
分を除去（抑制）する。ローパスフィルタのカットオフ周波数や信号レスポンス特性は、
出力信号のＳ／Ｎ（信号／雑音）比、出力信号の波形応答特性等によって適宜に設定され
る。短ゲートカウンタ部２０からカウント値６３が１ビットのシリアル信号で出力される
場合には、そのままローパスフィルタ３０に入力することができる。短ゲートカウンタ部
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２０からｎビットで出力される場合には、ｎビット出力に対応したＤ－Ａ変換器を介して
入力することができる。
【００３６】
　　（ローパスフィルタ３０の第２の構成例）
　図５は、ローパスフィルタ３０をデジタルフィルタの一種である移動平均フィルタによ
って構成した例を示す。図５に示すように、ローパスフィルタ３０は、加算器３１、シフ
トレジスタ３２、減算器３３、インバータ３４、各部に動作タイミングクロックなどを供
給する制御部３５、及び除算器３６を含んで構成される。
【００３７】
　短ゲートカウンタ部２０から出力されたカウント値６３は、加算器３１とフィルタのタ
ップ数相当の記憶領域を備えるシフトレジスタ３２との両方に供給される。シフトレジス
タ３２内を移動平均値の計算の対象となるＮ個のデータが、他と同期して順次移動する。
加算器３１の他方には前回計算のトータル値が供給されており、加算器３１は今回の計数
値と前回のトータル値とを加算し、累積加算値を取得する。この累積加算値からシフトレ
ジスタ３２で先頭の（旧い）データの計数値を減算器３３で減算し、これを新トータル値
とする。新トータル値を前回トータル値として加算器に戻し、新トータル値を除算器３６
において対象データ数Ｎで割り算する。このような計算を全データについて行うことによ
って移動平均値が求められる。ここで、除算器３６は出力値をスケーリングする機能を持
つが、スケーリングを気にしなくても良い場合は省略することができる。移動平均フィル
タを多段の構成とする場合、最終段にのみ除算器３６を配しても良い。なお、移動平均フ
ィルタはデジタル回路で構成することが可能であるため、アナログフィルタと比較して回
路規模が小さくなるなどの特徴がある。
【００３８】
　図６は、短ゲートカウンタ部２０で計数されたカウント値６３に基づいて算出された周
波数の時間経過の一例を示している。この例では、サンプリング周波数を１００Ｈｚ（ゲ
ート時間を０．０１秒）として被測定信号６１の変化数を計数した場合を示している。サ
ンプリング周波数が１００Ｈｚの場合には、周波数分解能も１００Ｈｚまで低下するため
、１つのカウント値６３のみからは被測定信号６１における１００Ｈｚ以下の情報を検出
できないが、一方で１秒間に１００個のカウント値６３が得られることになる。図２に示
されるように、カウント値６３の１００倍で表される周波数は、例えば互いに１００Ｈｚ
差である３０，０７２，３００Ｈｚと３０，０７２，４００Ｈｚの間に時間軸上にパルス
状に分布する。
【００３９】
　ここで、サンプリングにおける量子化誤差（±１カウント誤差）について説明する。例
えば、直接カウント方式のカウンタを用いて、１２３．３４Ｈｚで安定しているパルス列
信号の有する周波数を測定する場合について検討する。
【００４０】
　（Ａ）ゲート時間１０秒の場合：　１０秒ごとに１２３３カウント又は１２３４カウン
ト
【００４１】
　測定値は、これを１／１０倍した、１２３．３Ｈｚもしくは１２３．４Ｈｚ（１０秒ご
と）となる。（測定誤差は０．１Ｈｚ）
【００４２】
　（Ｂ）ゲート時間１秒の場合：　１秒ごとに１２３カウント又は１２４カウント
【００４３】
　測定値は、１２３Ｈｚもしくは１２４Ｈｚ（１秒ごと）となる。（測定誤差は１Ｈｚ）
【００４４】
　（Ｃ）ゲート時間０．１秒の場合：　０．１秒ごとに１２カウント又は１３カウント
【００４５】
　測定値は、これを１０倍した、１２０Ｈｚもしくは１３０Ｈｚ（０．１秒ごと）となる
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。（測定誤差は１０Ｈｚ）
【００４６】
　（Ｄ）ゲート時間０．０１秒の場合：　０．０１秒ごとに１カウント又は０カウント
【００４７】
　測定値は、これを１００倍した、１００Ｈｚもしくは２００Ｈｚ（０．０１秒ごと）と
なる。（測定誤差は１００Ｈｚ）
【００４８】
　この（Ａ）～（Ｄ）の例のように、ある一点の周波数で安定している被測定信号６１を
カウントした場合、カウント値６３はゲート時間によって定まる２つの値の差を振幅とす
るパルス列状に分布する。一方、カウントする被測定信号６１の周波数が変動する場合で
も、変動が上記測定誤差に収まる範囲であれば、計数値は２つの値の差を振幅とするパル
ス列状に分布するのに変わりない。例えば、上記の（Ｄ）ゲート時間０．０１秒であって
測定誤差が１００Ｈｚの場合、カウントするパルス列信号の周波数の変動が１００～２０
０Ｈｚの間で収まっている限り、１００Ｈｚもしくは２００Ｈｚの表示が得られる。
【００４９】
　図６に示すように、１秒未満の短いゲート時間で被測定信号６１の変化数の計数を行う
方式（以下、「短ゲートタイムカウント方式」という。）では、カウント値６３がパルス
列状に変化し、被測定信号６１の周波数の変化に応じカウント値における値の出現頻度が
変化する。被測定信号６１における周波数が高ければ当該パルス列が高い値を示す出現頻
度が高くなり、逆に被測定信号６１における周波数が低ければ当該パルス列が低い値を示
す出現頻度が高くなる。計数する被測定信号６１の周波数に関する情報は、パルス列とし
て振る舞う計数値の周波数スペクトルの低域成分に存在する。そこで、ローパスフィルタ
によってカウント値６３から低域成分を抽出する（量子化誤差に起因する高周波成分を除
去する）ことによって計数する被測定信号６１の周波数のうち、その変動分に関する情報
を復調することができる。
【００５０】
　図７は、上述した図６のカウント値６３の信号列をタップ数５１２のローパスフィルタ
３０に与えて高周波成分を除去した例を示している。図７に示されるように、供給された
被測定信号６１の周波数の変化が連続的（アナログ的）な曲線として出力される。ローパ
スフィルタ３０を用いることで、１００Ｈｚのサンプリング周期の計数では、量子化誤差
によって測定不能な領域まで、特に、１Ｈｚ以下の周波数変化まで検出することが可能と
なっていることが分かる。
【００５１】
　このように、短ゲートタイムカウント方式では、ゲート時間を短くする（サンプリング
周波数を高くする）と、各々のカウント値６３における測定誤差は大きくなる一方で、複
数の測定値の列が得られる。この複数の測定値から、ローパスフィルタ３０によって高周
波成分を取り除くことで周波数測定分解能が向上する。前述したように、ローパスフィル
タの特性は、出力信号の所要のＳ／Ｎ、信号応答性などに応じて適宜に設計される。すな
わち、短ゲートタイムカウント方式では、回路規模を小さく抑えることができるため、マ
ルチチャンネル化が容易である。アナログローパスフィルタを用いることによってアナロ
グ出力にも対応することが可能である等の利点を有する。
【００５２】
　短ゲートタイムカウント方式は上述した利点を有するものであるが、種々の実験の結果
、被測定信号源１０が出力する被測定信号６１の周波数とサンプリング周波数との組み合
わせによっては、雑音（ノイズ）が発生（増加）する場合があることが判った。短ゲート
タイムカウント方式において生じる雑音について、図８乃至図１９を参照して説明する。
【００５３】
　＜３．短ゲートタイムカウント方式において発生する雑音についての説明＞
　以下の説明においては、図１に示した周波数測定装置を用いてパターン雑音の発生の実
験を行う。ここでは、短ゲートカウンタ部２０におけるサンプリング周波数を１００Ｈｚ
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とし、ローパスフィルタ３０はタップ数３０の移動平均フィルタを三段直列に接続してい
る。
【００５４】
　図８は、被測定信号６１の周波数（以下、「被測定周波数」とも称する。）とサンプリ
ング周波数との比（動作点パラメータ０～０．５）に対するパターン雑音レベルを示すグ
ラフである。パターン雑音レベルは最大値を１とする相対値（任意単位）で示されている
。
【００５５】
　動作点パラメータは特性把握の便宜上用いられており、以下のように定義される。
　　動作点パラメータ＝被測定周波数÷サンプリング周波数－Ｉｎｔ（被測定周波数÷サ
ンプリング周波数）
【００５６】
　ただし、Ｉｎｔ（ｃ）はｃの整数部を示す関数である。上記定義式より、動作点パラメ
ータは（被測定周波数÷サンプリング周波数）の少数部分を指すものであり、０以上１未
満の間の値を取ることがわかる。パターン雑音のレベル（強度）は動作点パラメータの複
雑な関数であり、動作点パラメータ０．５で対称性を持つ。すなわち、動作点パラメータ
０．５－ｄにおけるパターン雑音レベル強度は、動作点パラメータ０．５＋ｄにおけるパ
ターン雑音強度に等しいという性質がある（０＜ｄ≦０．５）。そこで、図８において、
雑音強度と動作点の関係は、動作点パラメータ０～０．５の範囲で示している。
【００５７】
　図９は、被測定周波数５０１．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとした場合の
グラフを示している。この場合、被測定周波数及びサンプリング周波数から求められる動
作点パラメータは０．０１となる。図９において、横軸は時間、縦軸は周波数、実線は短
ゲートタイムカウント値、短点線は被測定周波数、長点線はローパスフィルタ３０の出力
を示している（以下、図１７まで同様である。）。被測定周波数は一定値であるが、ロー
パスフィルタ３０の出力には、周期的（時間上において一定間隔）に変化が現れ、パター
ン雑音が発生することが判る。
【００５８】
　同様に、図１０は、被測定周波数５０３．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚと
し、動作点パラメータが０．０３となった場合のグラフを示している。ローパスフィルタ
３０の出力には、連続的な周波数変動が見られ、パターン雑音が連続的に発生している。
【００５９】
　図１１は、被測定周波数５０５．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとし、動作
点パラメータが０．０５となった場合のグラフを示している。ローパスフィルタ３０の出
力には、パターン雑音が連続的に発生しているが、図１０に示した動作点パラメータ０．
０３の場合よりもパターン雑音の振幅が減少している。
【００６０】
　図１２は、被測定周波数５１０．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとし、動作
点パラメータが０．１０となった場合のグラフを示している。ローパスフィルタ３０の出
力は、被測定周波数と同じとなり、パターン雑音は発生しない。
【００６１】
　図１３は、被測定周波数５５０．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとし、動作
点パラメータが０．５０となった場合のグラフを示している。ローパスフィルタ３０の出
力は、被測定周波数と同じであり、パターン雑音は発生しない。
【００６２】
　図１４は、被測定周波数５４９．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとし、動作
点パラメータが０．４９となった場合のグラフを示している。ローパスフィルタ３０の出
力には、周期的に周波数変化が現れ、パターン雑音が発生することが判る。
【００６３】
　図１５は、被測定周波数５４７．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとし、動作
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点パラメータが０．４７となった場合のグラフを示している。ローパスフィルタ３０の出
力には、小振幅の周波数変動が見られ、パターン雑音が発生することが判る。
【００６４】
　図１６は、被測定周波数５３４．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとし、動作
点パラメータ０．３４とした場合のグラフを示している。ローパスフィルタ３０の出力に
は、周期的な周波数変動が見られ、パターン雑音が存在することが判る。
【００６５】
　図１７は、被測定周波数５６６．００Ｈｚ、サンプリング周波数１００Ｈｚとし、動作
点パラメータが０．６６（＝０．３４に相当）となった場合のグラフを示している。ロー
パスフィルタ３０の出力には、周期的な周波数変動が見られ、パターン雑音が発生するこ
とが判る。図１６に示した動作点パラメータが０．３４となった場合と比較すると、周波
数変動の振幅は同じであるが、周波数変動の増減の傾向が逆になっている。
【００６６】
　図１８は、上述した図９乃至図１７に示した動作点パラメータに対応するパターン雑音
レベルを図８のグラフ中に追加したものである。
【００６７】
　動作点パラメータ０．０（＝１．０に相当）の近傍値である動作点パラメータ０．０１
、０．０３、及び０．０５のグループでは、動作点パラメータ０．０に近いほど、パター
ン雑音レベルが大きくなっている。
【００６８】
　なお、図１８ではグラフ表示上明確ではない部分があるが、動作点パラメータが単純な
有理数（例えば、１／１～１／１０）で表される横軸上の位置１．０（＝１／１）、０．
５（＝１／２）、０．３３…（＝１／３）、０．２５（＝１／４）、０．２（＝１／５）
、０．６６…（＝２／３）、０．１（＝１／１０）などではパターン雑音レベルが０とな
っている。例えば図１２、図１３に示した例では、動作点パラメータが単純な有理数値（
１／１０、１／２）と一致しているためパターン雑音が生じない。
【００６９】
　動作点パラメータ０．５の近傍であって単純な有理数から外れた動作点パラメータ０．
４９（図１４参照）、０．４７（図１５参照）では、雑音レベルが比較的大きいが、動作
点パラメータ０．０のごく近傍に比べるとパターン雑音レベルは小さい。
【００７０】
　なお、動作点パラメータ０．３４（図１６参照）と、動作点パラメータ０．６６（図１
７）とは、パターン雑音レベルの動作点パラメータ依存性は０．５０を基準として対称な
位置関係となる。
【００７１】
　上述したように、被測定周波数とサンプリング周波数の比を動作点パラメータとして定
義することで、被測定周波数とサンプリング周波数との組み合わせに起因するパターン雑
音レベルを把握することが可能である。そして、動作点パラメータが単純な有理数に近い
値となる被測定周波数とサンプリング周波数の組み合わせを採用することを禁止すること
で、パターン雑音を抑制することができる。
【００７２】
　＜４．実施形態１＞
　ここで、図１９乃至図２６を参照しながら本発明の一形態である実施形態１について説
明する。
【００７３】
　　＜（１）周波数測定装置の構成例＞
　図１９は、変速分周部５０を備えた周波数測定装置の第１の構成例を示す図である。図
１９に示すように、周波数測定装置は、被測定信号源１０、基準周波数信号源４０、変速
分周部５０、短ゲートカウンタ部２０、及びローパスフィルタ３０を含んで構成される。
ここで、被測定信号源１０、短ゲートカウンタ部２０、及びローパスフィルタ３０は、図
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１を参照して既に説明した周波数測定装置と基本的に同様の構成及び機能を有するため、
以下ではその説明を省略する。
【００７４】
　　（基準周波数信号源４０）
　基準周波数信号源４０は、既に説明したように基準周波数信号６２を生成するよう構成
される。ここで、図１における周波数測定装置とは異なり、当該基準周波数信号源４０の
出力である基準周波数信号６２は、短ゲートカウンタ部２０に直接供給されるのではなく
、まずは変速分周部５０に供給される。また、基準周波数信号源４０が生成し供給する基
準周波数信号６２は、必ずしも被測定信号６１より低い周波数を有する信号である必要は
なく、任意に設定可能である。
【００７５】
　　（変速分周部５０）
　変速分周部５０は、基準周波数信号６２に基づいて変速分周信号６５を生成し、短ゲー
トカウンタ部２０に供給するよう構成される。ここで、変速分周部５０について具体的に
説明する。
【００７６】
　　＜（２）変速分周部の構成例＞
　図２０は、周波数測定装置における変速分周部５０の第１の具体的な構成例を示す図で
ある。図２０に示すように、変速分周部５０は、分周信号生成部５１、分周比制御部５２
、定数記憶部５３、及び変数記憶部５４を含んで構成される。変速分周部５０は、基準周
波数信号源４０から供給される基準周波数信号６２に基づいて、変速分周信号６５を生成
する。
【００７７】
　　（分周信号生成部５１）
　分周信号生成部５１は、基準周波数信号６２を第１の分周比（自然数ａ）で分周した第
１の分周信号（ａ分周信号）、及び第２の分周比（自然数ｂ）で分周した第２の分周信号
（ｂ分周信号）を生成する。そして、分周信号生成部５１は分周比制御部５２からの制御
により、ａ分周信号とｂ分周信号とをα：βの混合比率で混合し、ａ分周信号とｂ分周信
号とが時間的に交互に現れる変速分周信号６５を生成する。
【００７８】
　　（分周比制御部５２）
　分周比制御部５２は、定数を記憶可能に構成された定数記憶部５３から定数α及びβを
取得し、変数を記憶可能に構成された変数記憶部５４から変数ｃを取得する。分周比制御
部５２は、これらの定数α及びβ、並びに変数ｃを用いて、分周信号生成部５１を制御し
て変速分周信号６５を生成させる。
【００７９】
　　＜（３）変速分周部の動作例＞
　ここで、変速分周部５０の動作について、図２１乃至図２３を参照しながら説明する。
　図２１は、変速分周部５０の動作の一例を表すフローチャートである。図２２は、変速
分周部５０の動作中における状態を示す図である。以下の例においては、説明を簡単にす
るため分周比ａ＝２、分周比ｂ＝３、定数α＝４、及び定数β＝１２として説明する。な
お、以下においては変速分周信号６５を変速クロックと称し、基準周波数信号６２を基準
パルスと称することがある。
【００８０】
　　（Ｓ１００～Ｓ１１０）
　変速分周部５０は、動作開始後（Ｓ１００）、まず変数記憶部５４に記憶された変数ｃ
を０に初期化する（Ｓ１１０）（図２２のＮｏ．１参照）。
【００８１】
　　（Ｓ１２０）
　次に、変速分周部５０は変数記憶部５４の変数ｃに、生成する変速分周信号６５に含ま
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れるａ分周信号（２分周信号）の比率を示す定数α（４）を、定数記憶部５３から取得し
加算する（Ｓ１２０）。すると、変数ｃは０＋４＝４となる（図２２のＮｏ．２参照）。
【００８２】
　　（Ｓ１３０）
　次に、変速分周部５０は定数記憶部５３の定数α（４）と定数β（１２）との加算結果
（４＋１２＝１６）及び変数記憶部５４の変数ｃ（４）とを比較する（Ｓ１３０）。
【００８３】
　　（Ｓ１６０～Ｓ１７０）
　この時点において、変数ｃ（４）はα＋β（１６）よりも小さいため、変速分周部５０
は基準パルスをａ（２）回カウントして（Ｓ１６０）クロックを生成する（Ｓ１７０）。
ここで、基準パルスをｎ回カウントするとは、１周期が基準パルスの周期のｎ倍になるよ
うな変速クロックを生成することを指す。図２２に変速クロックが１または０のどちらの
値になっているかを示しているが、２分周と記載されている図２２のＮｏ．１～Ｎｏ．２
についてはそれぞれ１、０を示し、その後Ｎｏ．３で１を示している。すなわち、ここで
は変速クロックはその１周期が基準パルスの２倍の周期を有する信号となっている。ここ
までの処理が完了したら、Ｓ１２０に戻って一連の動作を繰り返す。
【００８４】
　　（Ｓ１２０）
　上記一連の動作を３回繰り返した時点（図２２のＮｏ．６の時点）で、変数ｃは１２と
なっている。ここで、変速分周部５０が変数ｃ（１２）に定数α（４）を加算したとき（
Ｓ１２０）、加算結果は（１２＋４＝）１６となる。
【００８５】
　　（Ｓ１３０～Ｓ１４０）
　当該加算結果の１６は、定数α（４）＋定数β（１２）の結果である１６以上となって
いるため（Ｓ１３０）、変速分周部５０は基準パルスをｂ（３）回カウントする（Ｓ１４
０）（図２２のＮｏ．７～９参照）。
【００８６】
　　（Ｓ１５０～Ｓ１７０）
　このとき、変数ｃからは定数α及び定数βを減算する（Ｓ１５０）（図２２のＮｏ．８
参照）。上記で説明したとおり、基準パルスを３回カウントすると、図２２のＮｏ．７～
９に示すように変速クロックは１、０、０となっており、基準パルスの３倍の周期を有す
る信号となっている。なお、ここでは変速クロックは１、０、０となっているが、例えば
１、１、０のようになってもよく、その信号の周期さえ保持していればよい。そして、Ｓ
１４０における基準パルスのカウントによって、当該変速クロックを生成する（Ｓ１７０
）。
【００８７】
　なお、図２２において制御信号とはｃ≧α＋βが成立したときに変化するフラグであり
、１ｂｉｔカウンタとは基準周波数信号６２の変化をカウントする、１ビットのカウンタ
の値を示す。
【００８８】
　図２３は、上記のようにして生成された変速クロックの例である。図２３において、変
速クロック１乃至３は、いずれも基準クロックの２分周信号と３分周信号とを混合比率３
：１（＝１２：４）で混合した変速クロックである。ただし、変速クロック１乃至３では
、それぞれ混合された３分周信号のデューティが異なっている。上記の例では変速クロッ
ク１を例に挙げて説明しているが、変速クロック２または３のように、３分周信号のデュ
ーティが異なるものについても本願の範囲に含まれる。
【００８９】
　　＜（４）周波数測定装置の動作例＞
　次に、本実施形態における周波数測定装置の動作の一例について説明する。ここでは、
３００１２３９１Ｈｚで振動する水晶振動子を含む発振回路を基準周波数信号源４０とし
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、３０１０５８３１Ｈｚで振動する水晶振動子を含む発振回路を被測定信号源１０とする
。変速分周部５０は、基準周波数信号６２を１６３８５分周及び１６３８６分周した信号
をそれぞれ２：３の混合比率で混合し、変速分周信号６５を生成する。被測定信号６１は
、３０１０５８３１Ｈｚから数Ｈｚだけ増加する。この条件において、比較のために上記
１６３８５分周信号、１６３８６分周信号、及び変速分周信号６５をそれぞれ短ゲートカ
ウンタ部２０に供給し、被測定信号６１の周波数の変化を測定した。
【００９０】
　図２４は、１６３８５分周信号を用いて測定した、被測定信号６１の周波数の時間変化
を示すグラフである。図２４には、被測定信号６１の実際の周波数の時間変化も合わせて
記載している。図２４に示したように、測定された周波数は測定期間の前半において、実
際の周波数に対してノイズが重畳されている。このノイズがパターン雑音である。
【００９１】
　図２５は、１６３８６分周信号を用いて測定した、被測定信号６１の周波数の時間経過
を示すグラフである。図２５に示したように、測定された周波数は測定期間の後半におい
て、実際の周波数に対してノイズが重畳されている。
【００９２】
　図２６は、変速分周信号６５を用いて測定した、被測定信号６１の周波数の時間経過を
示すグラフである。図２６に示したように、測定された周波数はいずれの時間においても
ほぼノイズが重畳されておらず、被測定信号６１の周波数が正確に測定されている。
【００９３】
　ここで、変速分周信号６５の生成に用いられる２つの分周信号のそれぞれの分周比及び
２つの分周信号の混合比率の決定方法について説明する。既に図８を参照して説明したよ
うに、パターン雑音は、被測定周波数÷サンプリング周波数－Ｉｎｔ（被測定周波数÷サ
ンプリング周波数）によって定義される動作点パラメータによって把握される。そして、
当該動作点パラメータが単純な有理数に近い値となる被測定周波数とサンプリング周波数
との組み合わせを採用することを禁止することで、パターン雑音を抑制することができる
。本実施形態における短ゲートカウンタ部２０に着目すると、被測定周波数は被測定信号
６１の周波数であり、サンプリング周波数は変速分周信号６５の周波数となる。サンプリ
ング周波数となる変速分周信号６５の周波数は、瞬間的には第１の分周信号（例えば１６
３８５分周信号）の周波数、または第２の分周信号（例えば１６３８６分周信号）の周波
数を有する。しかし、移動平均フィルタでフィルタリングの対象となる、ある程度長い期
間でみると、変速分周信号６５は第１の分周比、第２の分周比、及び混合比率により求め
られる所定の周波数を有する信号と同視することができる。ここで、当該分周比及び混合
比率は、変速分周部５０で任意に決定することが可能である。変速分周部５０は、予め求
められた変速分周信号６５の周波数と被測定信号６１の周波数との周波数比対雑音レベル
の分布特性に基づいて、雑音レベルが小さくなるように第１の分周比、第２の分周比、及
び第１の分周信号と第２の分周信号との混合比率を決定することが可能である。これによ
って、回路規模が大きくなりがちなアナログ回路を用いることなく、周波数測定における
雑音レベルを抑制するような変速分周信号６５を生成することが可能になる。
【００９４】
　より具体的には、変速分周信号６５における第１の分周比、第２の分周比、及び混合比
率を、上記のように被測定信号６１の周波数ｘと変速分周信号６５の周波数ｙとの比ｘ／
ｙの小数部によって定義される動作点パラメータの値が、雑音レベルが増大する所定の有
理数の近傍値とならないように決定する。これによって、周波数測定における雑音レベル
を容易に抑制することが可能となる。
【００９５】
　＜５．実施形態２＞
　以下、図２７乃至図３１を参照しながら本発明の一形態である実施形態２について説明
する。
【００９６】
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　　＜（１）周波数測定装置の構成例＞
　図２７は、変速分周部５０を備えた周波数測定装置の第２の構成例を示す図である。図
２７に示すように、周波数測定装置は、被測定信号源１０、基準周波数信号源４０、変速
分周部５０、短ゲートカウンタ部２０、及びローパスフィルタ３０を含んで構成される。
図１９に示した周波数測定装置の第１の構成例と比較すると、変速分周部５０が、基準周
波数信号源４０と短ゲートカウンタ部２０との間ではなく、被測定信号源１０と短ゲート
カウンタ部２０との間に配置されている点で異なる。この構成の違いによって、短ゲート
カウンタ部２０には、変速分周信号６６及び基準周波数信号６２が供給される。被測定信
号源１０、基準周波数信号源４０、ローパスフィルタ３０の構成及び動作については、第
１の構成例と同様である。
【００９７】
　　（変速分周部５０）
　変速分周部５０は、被測定信号６１に基づいて変速分周信号６６を生成し、短ゲートカ
ウンタ部２０に供給するよう構成される。ここで、変速分周部５０について具体的に説明
する。
【００９８】
　　＜（２）変速分周部の構成例＞
　図２８は、変速分周部５０の第２の具体的な構成例を示す図である。図２８と図２０と
を比較すると判るように、図２８の変速分周部５０では入力信号が基準周波数信号６２で
はなく被測定信号６１である点で異なる。つまり、変速分周部５０は入力信号を被測定信
号６１に置き換えて、第１の構成例で説明したものと同様に動作するものである。
【００９９】
　　＜（３）周波数測定装置の動作例＞
　ここで、本実施形態における周波数測定装置の動作の一例について説明する。本実施形
態では、基準周波数信号源４０は３００１２３９１Ｈｚで振動する水晶振動子を備えた発
振回路を含み、この３００１２３９１Ｈｚの周波数を有する信号を１６３８４分周して基
準周波数信号６２を生成して出力する。被測定信号源１０は、３００１４２４１Ｈｚで振
動する水晶振動子を備え、当該周波数を有する被測定信号６１を生成し出力する。変速分
周部５０は、３００１４２４１Ｈｚの周波数を有する被測定信号６１を２分周した信号及
び３分周した信号をそれぞれ１：４の混合比率で混合し、変速分周信号６６を生成する。
この条件において、比較のために上記２分周信号、３分周信号、及び変速分周信号６６を
短ゲートカウンタ部２０に供給し、基準周波数信号６２に基づいてこれらの信号の周波数
の変化を測定した。
【０１００】
　図２９は、被測定信号６１の２分周信号を用いて測定した、被測定信号６１の周波数の
時間変化を示すグラフである。なお、周波数測定装置で被測定信号６１の２分周信号に基
づいて被測定信号６１の周波数を測定する際は、例えばローパスフィルタ３０の後段にス
ケーリング部（図示せず）を設け、測定した周波数を２倍にスケーリングする。図２９に
は、被測定信号６１の実際の周波数の時間変化も合わせて記載している。図２９に示した
ように、測定された周波数にはパターン雑音が重畳されており、測定期間の前半において
その影響が大きいことがわかる。
【０１０１】
　図３０は、被測定信号６１の３分周信号を用いて測定した、被測定信号６１の周波数の
時間変化を示すグラフである。ここでは、ローパスフィルタ３０の後段に設けたスケーリ
ング部は、測定した周波数を３倍にスケーリングする。図３０に示したように、測定され
た周波数にはパターン雑音が重畳されており、測定時間の前半においてその影響が大きい
ことがわかる。
【０１０２】
　図３１は、被測定信号６１の２分周信号と３分周信号とを１：４で混合した変速分周信
号６６を用いて測定した、被測定信号６１の周波数の時間変化を示すグラフである。ここ
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では、ローパスフィルタ３０の後段に設けたスケーリング部は、測定した周波数を２．８
倍にスケーリングする。スケーリングは、［（第１の分周信号の分周比）×（第２の分周
信号の混合比率）＋（第２の分周信号の分周比）×（第１の分周信号の混合比率）］÷［
（第１の分周信号の混合比率）＋（第２の分周信号の混合比率）］により求めることがで
きる。ここでは、（２×４＋３×１）÷（１＋４）＝１４÷５＝２．８となるため、上記
の通り２．８倍にスケーリングする。図３１に示したように、測定された周波数はいずれ
の時間においてもパターン雑音の影響が軽減されている。
【０１０３】
　ここで、変速分周信号６６の生成に用いられる２つの分周信号のそれぞれの分周比及び
２つの分周信号の混合比率の決定方法について説明する。本実施形態が実施形態１と異な
るのは、短ゲートカウンタ部２０に供給される信号が被測定信号６１及び変速分周信号６
５ではなく、変速分周信号６６と基準周波数信号６２である点である。ここで、パターン
雑音は、図８を参照して説明したように、被測定周波数÷サンプリング周波数－Ｉｎｔ（
被測定周波数÷サンプリング周波数）によって定義される動作点パラメータによって把握
される。実施形態１では、変速分周信号６５の周波数がサンプリング周波数に該当したが
、本実施形態では同様に生成された変速分周信号６６の周波数が被測定周波数に該当する
。そして、本実施形態では、この被測定周波数に該当する変速分周信号６６の周波数が、
第１の分周比、第２の分周比、及び第１の分周信号と第２の分周信号との混合比率によっ
て変化されるとみることができる。変速分周部５０は、予め求められた変速分周信号６６
の周波数と基準周波数信号６２の周波数との周波数比対雑音レベルの分布特性に基づいて
、雑音レベルが小さくなるように第１の分周比、第２の分周比、及び第１の分周信号と第
２の分周信号との混合比率を決定することが可能である。これによって、回路規模が大き
くなりがちなアナログ回路を用いることなく、周波数測定における雑音レベルを抑制する
ような変速分周信号６６を生成することが可能になる。
【０１０４】
　より具体的には、変速分周信号６６における第１の分周比、第２の分周比、及び混合比
率を、上記のように変速分周信号６６の周波数ｘと基準周波数信号６２の周波数ｙとの比
ｘ／ｙによって定義される動作点パラメータの値が雑音レベルが増大する所定の有理数の
近傍値とならないように決定する。これによって、周波数測定における雑音レベルを容易
に抑制することが可能となる。
【０１０５】
　＜６．まとめ＞
　以上のように、本発明における２つの実施形態について説明した。ここから理解される
ように、これらの実施形態における信号生成回路は、第１の信号を生成する第１の信号源
と、変速分周部５０とを含んで構成される。第１の信号及び第１の信号源は、それぞれ基
準周波数信号６２及び基準周波数信号源４０、または被測定信号６１及び被測定信号源１
０のどちらかに対応する。変速分周部５０は、第１の信号を第１の分周比で分周した第１
の分周信号（例えば２分周信号）及び第１の信号を第２の分周比で分周した第２の分周信
号（例えば３分周信号）が、所定の混合比率（例えば１：４）で時間的に交互に現れる変
速分周信号６５（または６６）を生成する。
【０１０６】
　このような構成の信号生成回路では、第１の分周信号が有する周波数成分と、第２の分
周信号が有する周波数成分とを所定の混合比率で含む変速分周信号６５（または６６）を
生成することが可能である。ここで、第１の分周信号と第２の分周信号とは、第１の信号
に基づいてデジタル回路である単純な分周回路を用いて容易に生成することが可能である
。つまり、回路規模が大きくなりがちなアナログ回路を用いることなく、上記のような変
速分周信号６５（または６６）を生成することが可能である。また、当該構成の信号生成
回路は周波数測定装置で使用するのに適しており、周波数測定装置において発生しうるパ
ターン雑音（ノイズ）の発生を抑制することなどが可能となる。
【０１０７】
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　また、上記信号生成回路における変速分周部５０が図２１乃至図２３を用いて説明した
ように構成することで、第１の分周信号と第２の分周信号とを分散させた形で混合させた
変速分周信号６５（または６６）を取得することが可能となる。または、このような方法
で変速分周信号６５（または６６）を生成することで、第１の分周信号が有する周波数成
分と、第２の分周信号が有する周波数成分とを所定の混合比率で、かつ分散させた形で混
合させた変速分周信号を容易に生成することが可能となる。
【０１０８】
　＜７．補足＞
　上記実施形態では適宜具体的な数値を例として挙げながら説明したが、これらの数値に
限定されるものではなく、当業者が理解できる当該発明の範囲において実施可能である。
すなわち、変速分周信号６５（または６６）の生成に用いられる複数の分周信号の分周比
、及びこれらの分周信号の混合比率は任意に決定可能である。また、変速分周信号６５（
または６６）の生成に用いられる分周信号は２種類に限定されるものではなく、３種類以
上の分周信号を混合させて変速分周信号６５（または６６）を生成することも可能である
。
【０１０９】
　なお、上記実施形態等を各種共振周波数変化型センサーに用いると、小型化、軽量化、
高分解能化、低コスト化が可能となる。また、各種センサーの集積化、プラットフォーム
化に好適である。また、ニオイセンサー、ガスセンサー、バイオセンサー用トランスデュ
ーサーアレイ、ＱＣＭデバイス、圧力センサー、加速度センサー等に用いて好適である。
【０１１０】
　また、本願に記載のそれぞれの実施形態は、可能な範囲で互いに組み合わせて構成する
ことが可能である。例えば、被測定信号６１に基づいて第１の変速分周信号６６を生成す
る第１の変速分周部５０と、基準周波数信号６２に基づいて第２の変速分周信号６５を生
成する第２の変速分周部５０との双方を備える構成なども考えられる。上記実施形態の説
明から、このように構成したとしてもパターン雑音を抑制可能なことが容易に理解される
。
【符号の説明】
【０１１１】
１０……被測定信号源、２０……短ゲートカウンタ部、２１・２２・２４……カウンタ、
２３……制御部、２５……減算器、２６……レジスタ、３０……ローパスフィルタ、３１
……加算器、３２……シフトレジスタ、３３……減算器、３４……インバータ、３５……
制御部、３６……除算器、４０……基準周波数信号源、５０……変速分周部、５１……分
周信号生成部、５２……分周比制御部、５３……定数記憶部、５４……変数記憶部、６１
……被測定信号、６２……基準周波数信号、６３……カウント値、６４……出力信号、６
５・６６……変速分周信号、Ｃ１・Ｃ２……キャパシタ、ＯＰ１……オペアンプ、Ｒ１～
Ｒ３……抵抗
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