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(57)【要約】
　少なくとも1つのRFポート接続を介して(ネットワーク
アナライザを含む)アナライザユニットに接続可能に構
成される測定装置が提示される。この測定装置は、少な
くとも1つの測定ユニットと、該測定ユニットに接続お
よび一体化された少なくとも1つの校正/制御ユニットと
、を備える。この校正/制御ユニットは、少なくとも1つ
の測定ユニットをアナライザユニットに接続することを
可能にするように構成される。この校正/制御ユニット
は、RF反射係数が既知の複数の校正負荷にそれぞれ関連
したいくつかの端子をそれぞれ備え、RF反射係数を示す
記録データ、および校正/制御ユニットのRF伝達係数を
示す記録データを保持するメモリユーティリティを備え
る。この校正により、校正/制御ユニットに一体化され
たまま測定ユニットのRF応答の計算を可能にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも1つのRFポート接続を介してアナライザユニットに接続可能であるように構
成される測定装置であって、
　少なくとも1つの測定ユニットと、
　前記少なくとも1つの測定ユニットに接続および一体化された少なくとも1つの校正/制
御ユニットと、
を備え、
　前記校正/制御ユニットは、少なくとも1つのRFコネクタを介して前記少なくとも1つの
測定ユニットそれぞれを前記アナライザユニットに接続することを可能にするように構成
され、
　前記校正/制御ユニットは、RF反射係数がそれぞれ知られている複数の校正負荷に関連
したいくつかの端子を備えると共に、前記RF反射係数を示す記録データおよび前記校正/
制御ユニットのRF伝達係数を示す記録データを保持するメモリユーティリティを備え、そ
れによって前記校正/制御ユニットに一体化されたままでありつつ前記少なくとも1つの測
定ユニットそれぞれのRF応答の計算を可能にすることを特徴とする測定装置。
【請求項２】
　前記校正/制御ユニットは、
　制御器ユーティリティと、
　前記端子の各1つおよび各前記少なくとも1つの測定ユニットを前記アナライザユニット
のネットワークアナライザに選択的に接続することを可能にする少なくとも1つの制御可
能な動作可能スイッチと、
を備えていることを特徴とする請求項1に記載の装置。
【請求項３】
　少なくとも2つの測定ユニットを備え、それぞれが、1つまたは複数のRFコネクタを介し
て前記校正/制御ユニットに接続されることを特徴とする請求項1または2に記載の装置。
【請求項４】
　前記校正/制御ユニットが、前記校正/制御ユニットに機械的強度および電磁耐性が提供
されるRFカバーを有するハウジング内にエンクローズされていることを特徴とする請求項
1から3のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記校正/制御ユニットが、複数の校正負荷を与えるように動作可能な2つ以上のスイッ
チを備えていることを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記メモリユーティリティが、前記複数の校正負荷を特徴付けるデータを記憶すること
を特徴とする請求項1に記載の装置。
【請求項７】
　前記校正負荷を特徴付ける前記データが、温度、湿度、加速および機械的撹拌のうちの
少なくとも1つを含む環境条件への前記校正負荷の前記RF反射係数の依存性を示すデータ
を含むことを特徴とする請求項6に記載の装置。
【請求項８】
　前記メモリユーティリティが、前記校正/制御ユニットを特徴付けるデータを記憶する
ことを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記校正/制御ユニットを特徴付ける前記データが、温度、湿度、加速、機械的撹拌の
うちの少なくとも1つを含む環境条件への前記校正/制御ユニットのRF応答の依存性を示す
データを含むことを特徴とする請求項8に記載の装置。
【請求項１０】
　前記メモリユーティリティが、前記少なくとも1つの測定ユニットを特徴付けるデータ
を記憶することを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載の装置。
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【請求項１１】
　前記少なくとも1つの測定ユニットを特徴付ける前記データが、前記校正/制御ユニット
と前記少なくとも1つの測定ユニットの間のRF信号伝搬についてのRF校正データを含むこ
とを特徴とする請求項10に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも1つの測定ユニットを特徴付ける前記データが、温度、湿度、加速、機
械的撹拌のうちの少なくとも1つを含む環境条件への前記少なくとも1つの測定ユニットの
RF応答の依存性を示すデータを含むことを特徴とする請求項10または11に記載の装置。
【請求項１３】
　1つまたは複数の環境条件を感知するための1つまたは複数のセンサを含むことを特徴と
する請求項1から12のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記校正/制御ユニットが、前記少なくとも1つの測定ユニットのポジションを決定する
ための1つまたは複数のセンサを備えていることを特徴とする請求項1から13のいずれか一
項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記RFポート接続のうちの対応する1つにそれぞれが関連した2つ以上の校正/制御ユニ
ットを含み、各前記少なくとも1つの測定ユニットの前記RF応答が、前記RFポート接続ご
とに計算されることを特徴とする請求項1から14のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記メモリユーティリティが、前記測定装置の識別データ、前記測定装置が測定に使用
された時間、前記測定装置によって実行された測定回数、前記校正/制御ユニットによっ
て行われた校正シーケンス数、前記測定装置から前記アナライザへの実行済みの接続回数
のうちの少なくとも1つを示すデータを記憶することを特徴とする請求項1から15のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項１７】
　RF信号の伝送可能なコネクタによってアナライザユニットと少なくとも1つの測定ユニ
ットの間で相互接続され、データ送信コネクタを介して前記アナライザユニットに接続さ
れるように構成されている校正/制御ユニットであって、
　RF反射係数がそれぞれ知られているいくつかの端子と、
　前記端子の前記RF反射係数を示す記録データおよび前記校正/制御ユニットのRF伝達係
数を示す記録データを含むメモリユーティリティと、
を備えていることを特徴とする校正/制御ユニット。
【請求項１８】
　1つまたは複数のRF接続を介して少なくとも1つの測定ユニットをアナライザユニットに
接続することによって前記少なくとも1つの測定ユニットを校正するのに用いられる方法
であって、
　RF反射係数がそれぞれ知られているいくつかの端子、ならびに前記RF反射係数を示す記
録データおよび校正/制御ユニットのRF伝達係数を示す記録データを保持するメモリユー
ティリティを具備している校正/制御ユニットを提供するステップと、
　前記校正/制御ユニットと前記少なくとも1つの測定ユニットとの間に少なくとも1つのR
Fコネクタを用いて前記校正/制御ユニットを介して前記少なくとも1つの測定ユニットを
前記アナライザユニットに接続可能にするように前記校正/制御ユニットを前記少なくと
も1つの測定ユニットに一体化するステップと、
　前記校正/制御ユニットに一体化されたままでありつつ前記少なくとも1つの測定ユニッ
トのRF応答を決定するために、知られている前記RF反射係数および前記校正/制御ユニッ
トの前記RF伝達係数を利用することによって前記少なくとも1つの測定ユニットを校正す
るステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１９】
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　前記校正するステップが、前記RF接続ごとに実行されることを特徴とする請求項18に記
載の方法。
【請求項２０】
　前記RF反射係数を示す前記記録データおよび前記校正/制御ユニットのRF伝達係数を示
す前記記録データが、前記校正/制御ユニットを前記少なくとも1つの測定ユニットに一体
化する前にオフラインで実行される第1の校正手順を実行することによって与えられるこ
とを特徴とする請求項18または19に記載の方法。
【請求項２１】
　前記測定ユニット内の少なくとも1つのセンサのRF応答を決定することによって前記測
定ユニットの前記RF応答の追加の補正を行うステップを含むことを特徴とする請求項18か
ら20のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記校正/制御ユニットを介して前記少なくとも1つの測定ユニットを前記アナライザユ
ニットに接続したとき、前記校正/制御ユニットの前記メモリユーティリティから前記ア
ナライザユニットの中に前記校正/制御ユニットの前記RF伝達係数を取り出すステップを
含むことを特徴とする請求項18から21のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　RF信号経路を、前記アナライザユニット内のネットワークアナライザユーティリティか
ら前記校正/制御ユニット内の各前記端子へ選択的に向けるように、前記校正/制御ユニッ
ト内のスイッチを動作させると同時に、前記ネットワークアナライザによって各前記端子
の反射係数を測定するステップと、測定されたデータを前記アナライザユニットに記憶す
るステップとを含むことを特徴とする請求項22に記載の方法。
【請求項２４】
　前記少なくとも1つの測定ユニットの再校正を選択的に行うステップを含むことを特徴
とする請求項18から23のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記少なくとも1つの測定ユニットの識別データ、前記少なくとも1つの測定ユニットが
測定に使用された時間、前記少なくとも1つの測定ユニットによって実行された測定回数
、前記校正/制御ユニットによって行われた校正シーケンス数、前記少なくとも1つの測定
ユニットから前記アナライザへの実行済みの接続回数、のうちの少なくとも1つを決定す
るステップと、
　決定されたデータを分析し、前記データの少なくとも1つの予め定められた条件の存在
を識別すると前記少なくとも1つの測定ユニットの前記再校正を選択的に実施するステッ
プと、
　を含むことを特徴とする請求項24に記載の方法。
【請求項２６】
　少なくとも1つの環境条件を感知するステップと、前記条件の変化を識別すると前記少
なくとも1つの測定ユニットの前記再校正を実施するステップとを含むことを特徴とする
請求項24に記載の方法。
【請求項２７】
　前記再校正が、ユーザ、アナライザ、および前記測定ユニットのうちのどれか1つによ
って実施されることを特徴とする請求項24から26のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　温度、湿度、加速、機械的撹拌のうちの少なくとも1つを含む少なくとも1つの環境条件
を感知するステップを含むことを特徴とする請求項18から27のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項２９】
　前記少なくとも1つの環境条件への前記少なくとも1つの測定ユニットのRF応答の依存性
を決定するステップを含むことを特徴とする請求項28に記載の方法。
【請求項３０】
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　前記校正/制御ユニットと前記少なくとも1つの測定ユニットの間の前記RFコネクタ同士
の中間のクロストークを補正するステップを含むことを特徴とする請求項18から29のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　少なくとも1つのRFポート接続を介して測定ユニットをアナライザユニットに接続する
こともよって測定ユニットをRF校正するのに用いられる方法であって、
　校正/制御ユニットを前記測定ユニットに、前記校正/制御ユニットを介して前記測定ユ
ニットを前記アナライザユニットに接続することを可能にするように、一体化するステッ
プを具備し、
　前記校正/制御ユニットは、RF反射係数がそれぞれ知られているいくつかの端子を備え
ると共に、前記校正/制御ユニットが前記測定ユニットに一体化される前に、前記RF反射
係数を示すデータおよび前記校正/制御ユニットのRF伝達係数を示すデータが与えられ、
記憶されるメモリユーティリティを備え、それによって前記測定ユニットと前記校正/制
御ユニットを切り離すことを必要とせずに必要なときに前記測定ユニットの前記RF校正を
可能にすることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に校正技術の分野におけるものであり、RF測定装置と共に使用するため
の校正方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　校正は、あらゆる測定技法において重要なプロセスであり、校正の精度が高くなるほど
、測定結果はより良いものとなり、すなわち、わずかな測定値の変動に対する測定システ
ムの感度が高くなる。
【０００３】
　RF校正手順は、測定誤差を訂正すること、したがって、被試験装置(DUT)の応答が正確
に記録されることを確実にすることを目的としている。述べた種類の従来技術によれば、
信号送受信機を含むベクトルネットワークアナライザ(VNA)が、しばしば使用され、校正
負荷は、VNAの適切な信号ポートに接続されると測定され、そのような接続は、校正が行
われることになる度に実行される。校正装置は、知られている負荷を有する校正負荷また
は端子のセットを含む。この校正は、これら負荷ごとにVNAの応答を連続測定するために
校正負荷(calibration load)同士の間で(手動的または自動的に)スイッチングし、これに
よって信号送受信面(signal transmitting/receiving plane)とDUT接続面の間の信号伝搬
が、これら面の中間の信号送信媒体によってどのように影響を受けるか決定することから
なる。校正手順を終了すると、校正装置は、DUTによって置き換えられる。
【０００４】
　特定種類の校正手順のいくつかの例は、米国特許第5,434,511号および米国特許第6,914
,436号に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第5,434,511号明細書
【特許文献２】米国特許第6,914,436号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　当技術分野において、一方では、より高精度の校正プロセスを可能にし、他方では、校
正装置とDUT(測定装置)の間の置き換えの必要を解消するまたは少なくともかなり減らす
ように、RF校正手順を容易にする必要がある。後者の特色は、様々な応用例、例えば、測
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定装置を頻繁に切断できない応用例、および/または測定装置に手が届かない(access to)
応用例にとってとても大切である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、信号送受信面から測定装置の入力面(すなわち、測定装置への接続面)へ直ち
に移すことを可能にし、ことによっては測定装置の入力面からセンサ測定面またはセンサ
支援回路測定面(sensor support circuit measurement plane)へさらに移すことも可能に
する新規なRF校正方法およびシステムを提供することによって上記課題を解決する。これ
は、知られている反射係数、すなわち知られている(予め試験済みの)負荷の負荷または端
子を有する校正装置を使用し、そのような校正装置を測定装置に一体化することによって
実現される。
【０００８】
　本発明は、校正を受けることになる測定ユニットのアレイ、すなわち2つ以上の測定ユ
ニット(一般には、少なくとも2つのそのような測定ユニット)を含む測定装置で使用でき
る。これに関連して、本発明は、測定中に測定ユニット同士間(プローブアレイ中)のクロ
ストークの影響を考慮に入れることもできる。
【０００９】
　本発明の広範な一態様によれば、少なくとも1つのRFポート接続を介してアナライザユ
ニットに接続可能であるように構成される測定装置であって、少なくとも1つの測定ユニ
ットと、この少なくとも1つの測定ユニットに接続および一体化された少なくとも1つの校
正/制御ユニットとを備え、校正/制御ユニットが、少なくとも1つのRFコネクタを介して
各少なくとも1つの測定ユニットをアナライザユニットに接続することを可能にするよう
に構成され、校正/制御ユニットが、知られているRF反射係数の複数の校正負荷にそれぞ
れ関連したいくつかの端子を備えると共に、RF反射係数を示す記録データおよび校正/制
御ユニットのRF伝達係数を示す記録データを保持するメモリユーティリティを備え、それ
によって校正/制御ユニットに一体化されたままでありつつ各少なくとも1つの測定ユニッ
トのRF応答の計算を可能にする測定装置が提供される。
【００１０】
　校正/制御ユニットが、測定ユニットに一体化されるので、測定ユニットの(RF応答の)
校正プロセスは、必要なときいつでも、例えば連続的または周期的に実行できる。
【００１１】
　校正ユニットは、制御器ユーティリティ(controller utility)と、上記端子の各1つお
よび上記少なくとも1つの測定ユニットをアナライザユニット(そのネットワークアナライ
ザ)に選択的に接続することを可能にする制御可能に動作可能なスイッチとを備える。校
正/制御ユニットの制御器ユーティリティは、アナライザユニットの制御器に接続可能で
ある。
【００１２】
　測定装置は、2個以上の測定ユニットを備えてもよく、それぞれが、1つまたは複数のRF
コネクタを介して校正/制御(CPC)ユニットに接続され、ならびに測定装置は、2つ以上のC
PCユニットを備えてもよい。後者の場合には、各CPCユニットは、RFポート接続のうちの
対応する1つに関連している。
【００１３】
　本発明のいくつかの実施形態では、CPCユニットは、RFカバーを有するハウジング内に
囲まれる。これにより、機械的強度および電磁耐性をCPCユニットに与える。
【００１４】
　CPCユニットは、複数の校正負荷を与えるように動作可能な2つ以上のスイッチを備えて
もよい。メモリユーティリティは、複数の校正負荷を特徴付けるデータを記憶してもよい
。校正負荷を特徴付けるデータは、1つまたは複数の環境条件への校正負荷の値の依存性
を示すデータを含んでもよい。メモリユーティリティは、CPCユニットを特徴付けるデー
タを記憶してもよく、このデータは、環境条件への校正/制御ユニットの応答の依存性を
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示すデータを同様に含んでもよい。いくつかの他の実施形態では、メモリユーティリティ
は、測定ユニットを特徴付けるデータを(やはり)記憶してもよく、このデータは、CPCユ
ニットと測定ユニットの間のRF信号伝搬についてのRF校正データを含んでもよく、1つま
たは複数の環境条件への測定ユニットの応答の依存性を示すデータを含むこともできる。
【００１５】
　したがって、環境条件を感知するための1つまたは複数のセンサが、測定装置中に設け
られてもよい。
【００１６】
　CPCユニットは、測定ユニットのポジションを決定するための1つまたは複数のポジショ
ンセンサを備えてもよい。
【００１７】
　好ましくは、CPCユニットのメモリユーティリティは、測定装置の識別データ、測定装
置が測定に使用された時間、測定装置によって実行された測定回数、校正/制御ユニット
によって行われた校正シーケンス数、測定装置からアナライザへの実行済みの接続回数、
のうちの1つまたは複数を示すデータを記憶する。これにより、これらデータを制御し、
少なくとも1つの予め定められた条件を識別すると、測定ユニットの再校正を呼び出すこ
とを可能にする。再構成プロセスは、1つまたは複数の環境条件の変化を識別することに
よって呼び出され得る。
【００１８】
　本発明の別の広範な態様によれば、RF信号の伝送可能なコネクタによってアナライザユ
ニットと少なくとも1つの測定ユニットの間で相互接続され、データ送信コネクタを介し
てこのアナライザユニットに接続されるように構成される校正/制御ユニットであって、R
F反射係数がそれぞれ知られているいくつかの端子と、上記端子のRF反射係数を示す記録
データおよび校正/制御ユニットのRF伝達係数を示す記録データを含むメモリユーティリ
ティとを備える校正/制御ユニットが提供される。
【００１９】
　本発明のさらに別の広範な態様によれば、1つまたは複数のRF接続を介して少なくとも1
つの測定ユニットをアナライザユニットに接続することによって少なくとも1つの測定ユ
ニットを校正するのに用いられる方法であって、
　-　校正/制御ユニットを用意するステップであって、RF反射係数がそれぞれ知られてい
るいくつかの端子、ならびにこのRF反射係数を示す記録データおよび校正/制御ユニット
のRF伝達係数を示す記録データを保持するメモリユーティリティを備える校正/制御ユニ
ットを用意するステップと、
　-　校正/制御ユニットを介して少なくとも1つの測定ユニットをアナライザユニットに
接続することを可能にするように校正/制御ユニットを少なくとも1つの測定ユニットに一
体化するステップと、
　-　校正/制御ユニットに一体化されたままでありつつ少なくとも1つの測定ユニットのR
F応答を決定するために、上記知られているRF反射係数および校正/制御ユニットのRF伝達
係数を利用することによって少なくとも1つの測定ユニットを校正するステップと
を含む方法が提供される。
【００２０】
　RF反射係数を示す記録データおよび校正/制御ユニットのRF伝達係数を示す記録データ
は、校正/制御ユニットを測定装置内に一体化する前に事前校正手順(フェーズ1校正)を実
行することによって与えられる。
【００２１】
　本発明のさらなる態様によれば、少なくとも1つのRFポート接続を介して測定ユニット
をアナライザユニットに接続することによって測定ユニットをRF校正するのに用いられる
方法であって、校正/制御ユニットを測定ユニットに、校正/制御ユニットを介して測定ユ
ニットをアナライザユニットに接続することを可能にするように、一体化するステップを
含み、校正/制御ユニットが、それぞれ知られているRF反射係数のいくつかの端子を備え
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ると共に、校正/制御ユニットが測定ユニットに一体化される前に、RF反射係数を示すデ
ータおよび校正/制御ユニットのRF伝達係数を示すデータが与えられ、記憶されるメモリ
ユーティリティを備え、それによって測定ユニットと校正/制御ユニットを切り離すこと
を必要とせずに必要なときに測定ユニットのRF校正を可能にする方法が提供される。
【００２２】
　本発明が有用であり得る応用例には、例えば海洋中、遠隔位置における環境モニタリン
グ、地球物理学上の、例えばボアホール内センシング、採石所におけるセンシング、産業
上の、例えば製造ラインのモニタリング、処理プラントにおけるモニタリング、医療上の
、植込み型装置、無菌環境における使用が含まれる。本発明の使用が有利であり得る条件
には、センサポジションがコンソールに対して可変であること、センサ位置に手が届かな
いこと、センサが使い捨てであること、センサが危険な環境で動作すること、センサが無
菌であること、センサが様々な温度で動作することが含まれる。
【００２３】
　本発明を理解し、本発明が実際にどのように実施できるか分かるために、ここで、添付
図面を参照して非限定の例だけによって実施形態を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明による測定システムの構成図である。
【図２Ａ】図1の測定システムの構成の一例を示す図である。
【図２Ｂ】図1の測定システムの構成の一例を示す図である。
【図３】本発明の測定装置に用いられるのに適している校正/制御ユニットの構成を例示
する図であって、構成図によって校正/制御ユニットを示す図である。
【図４】本発明の測定装置に用いられるのに適している校正/制御ユニットの構成を例示
する図であって、その電気回路を示す図である。
【図５Ａ】本発明の校正方法の一例の流れ図である。
【図５Ｂ】本発明の校正方法の一例の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図1を参照すると、本発明により構成され動作可能な測定システムが、構成図によって
示されており、全体的に10と呼ばれる。システム10は、アナライザ16に接続可能な測定装
置12を備える。本発明の測定装置12は、測定ユニット(プローブ)12Aと、校正/プローブ制
御(CPC)ユニット12Bとを備える。アナライザ16は、ネットワークアナライザ14を備え、CP
Cユニット12Bとのデジタル信号および/またはアナログ通信を取り扱うための適切な通信
ユニット(図示せず)も備える。
【００２６】
　ネットワークアナライザ14は、任意の知られている適切なタイプのものであってもよく
、したがって詳細に説明するまでもないが、ただし、ネットワークアナライザ14が、RF信
号を送受信するように構成され動作可能であることに留意されたい。ネットワークアナラ
イザ14は、RF信号の相対的な振幅と位相の両方を記録するためのベクトルネットワークア
ナライザ(VNA)として構成され動作可能であってもよい。
【００２７】
　ネットワークアナライザ14は、以下のことを実行するように構成されており、すなわち
、その信号ポートを介してRF信号を送受信し、受信した信号を分析して校正負荷との信号
相互作用を示すRF信号の振幅および適宜位相を決定し、校正補正パラメータを引き渡す。
ネットワークアナライザ14は、この校正補正パラメータを用いて測定装置12のRF応答を測
定するようにも構成される。
【００２８】
　アナライザ16は、追加の特色を有し得るものであり、例えば、以下にさらに説明される
ように、測定装置12の再使用、またはシステム内での他の認証されていない測定装置の取
り付けを防ぐために、セキュリティ問題への責任を負っていてもよい。アナライザ16は、
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以下の機能、すなわち、電力供給、測定装置12とのデジタル信号および/またはアナログ
通信を処理する手段、真空/圧力通信(vacuum/pressure communication)19、液体分配ライ
ン、光信号通信、超音波信号通信のうちの少なくとも1つを測定装置12にもたらすことも
できると共に、このアナライザ16は、測定装置12内のアブレーション/切断用装置/器具へ
の制御および電力、ユーザおよび/または機械の入力および/または出力、ならびに測定装
置12に用いられる他のタイプのプローブの制御を与えることもできる。
【００２９】
　測定システム10の構成についての特定の例であるが、それに限定されない例を示す図2A
および2Bの参照を行う。測定装置12は、プローブ12Aと、このプローブ12Aに一体化された
CPC 12Bとを含み、プローブ12AおよびCPC 12Bは、共通のハウジング12Cに収容される。プ
ローブ12Aは、センサ11を、その支援回路13と共に備え、適切なコネクタ付のケーブルを
介してCPC 12Bに接続される。
【００３０】
　図2Aの例では、アナライザ16と測定装置12の間にただ1つのRF信号接続(RFポート接続)
がある。このRF接続は、例えば、限定されるものではないが、プローブセンサ11が反射モ
ードでの動作を対象としたものであるときに使用され得る。また、図2Aに例示されるよう
に、光信号ケーブル15は、プローブ12A内のセンサ11まで光信号を送信、および/またはそ
のセンサ11から光信号を送信するために適宜設けられる。
【００３１】
　図2Bの例では、アナライザ16と測定装置12の間に2つのRF信号接続(RFポート接続)があ
る。2つのRF信号接続は、例えば、限定されるものではないが、プローブ12Aに用いられる
センサ11が、反射モードと伝送モード(transmission mode)の両方での動作のために構成
されるとき、または例えば、センサ11が、2つの反射モードの信号を用いた動作のために
構成されるときに使用され得る。図2Bの例にやはり示されるように、真空/圧力通信ライ
ン(vacuum/pressure communication line)が、真空/圧力通信19をプローブ12Aにもたらす
ために使用される。
【００３２】
　本発明の実施形態は、アナライザ16と測定装置12の間に3つ以上のRF信号接続を利用し
てもよいことを理解されたい。一般的には、nを1以上の整数とすると、アナライザユニッ
トと測定装置の間にn個のそのようなRF信号接続(RFポート接続)があってもよい。
【００３３】
　図2Aは、アナライザ16から測定装置12へのインタフェースをより詳細に示す。図示する
ように、ケーブルC1およびC2が設けられており、ケーブルC1は、RF信号伝送用のケーブル
として構成され、例えば同軸ケーブルであり、ケーブルC2は、ユニット12とユニット16の
間にデータ転送および制御のために構成され、USBケーブル、同軸ケーブル、RS232プロト
コルデータの送信用ケーブル、GFSKプロトコルデータの送信用ケーブル、またはデジタル
通信および/またはアナログ通信を支援するのに使用できるような当技術分野で知られた
任意の他のケーブルであり得る。ケーブルC2は、測定装置12への電力供給を支援すること
もできる。CPCユニット12Bは、RFグレードコネクタC3(例えば、雄形SMA)を介してケーブ
ルC1に接続され、コネクタC4(例えばSMAまたはUSB)を介してケーブルC2に接続され、この
ようにして測定装置12とアナライザ16の間のRF接続およびデータ接続を可能にする。プロ
ーブ12A側では、CPCユニット12Bは、RFグレードコネクタC5(例えばSMA)を介してプローブ
に接続される。
【００３４】
　RFグレードコネクタは、校正面を定めることができるインタフェースを提供し、反復可
能な測定結果を与えるように適切に選択される。RFグレードコネクタは、測定装置12とア
ナライザ16の間、およびCPC 12Bとプローブ12Aの間の全てのRF信号伝送経路(ポート)の接
続に使用される。RFグレードコネクタの例には、N-タイプ、BNC、SMA、SMB、MCX、MMCX、
U.FLが含まれる。
【００３５】
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　好ましくは、(プリント回路基板として実装される)CPCユニット12Bは、機械的強度およ
び電磁耐性をCPCユニット12Bに与えるためのRFカバーを有するハウジング内に囲まれる。
ハウジングの機械的強度は、例えばCPCユニットの機械的応力または環境変化により生じ
得る幾何学的歪みを解消することによってより良い校正を可能にする。この歪みにより、
CPCユニット内でRF信号の伝搬が変化することになり、校正性能の劣化をもたらし得る。
ハウジングの電磁耐性は、CPCユニット12Bとプローブ12AのRF干渉を低減し、外部RF源とC
PCユニット12BのRF干渉を低減することによってより良い校正を可能にする。CPCユニット
12Bのコネクタは、ハウジングの中に組み込まれ得る。ハウジングは、様々な環境条件に
おいて測定装置12の動作を可能にし、放射線および/または気体を使用することによる測
定装置の殺菌を可能にするために構築され得る。
【００３６】
　特に図示しないが、適宜、測定装置12は、出力(例えばLED表示器)要素および/または入
力(例えば制御ボタン)要素を備えてもよいことに留意されたい。これら要素は、プローブ
12Aに関連しており、プローブ12Aの動作を制御するのに使用される。
【００３７】
　測定装置は、共通のCPCユニット12Bに関連した2つ以上のセンサ11(一般には2つ以上の
測定ユニット)を含んでもよいことにも留意されたい。例えば、図2B中のRFコネクタC5は
、(特に図示しないが)CPCユニットを2つのセンサに接続するために使用されてもよい。
【００３８】
　同じ測定ユニットまたは異なる測定ユニットに関連した2つ以上のRF線路C5が存在して
いるときは、異なるC5線路中を伝搬するRF信号同士の間のクロストークが存在する可能性
がある。すなわち、これら線路同士の間にいくらかの信号漏れ(結合)があり得る。好まし
くは、そのようなクロストークの影響は、補正されるべきである。この補正は、以下の3
つの段階で実現できる。
【００３９】
　第1の段階では、線路C5同士の間のRF伝達係数が決定される。上述のように、これは、
測定装置の組み立て前にオフラインで行われる。RF伝達係数の決定は、例えば、以下の方
法を用いて行うことができる。
　(1)(測定ユニット12Aのn個の測定ユニット/センサ11に関連した)n本の線路C5の全てを
ネットワークアナライザに接続する。
　(2)知られている負荷をn個のセンサのうちの特定のセンサ(測定ユニット)にかけ、一方
、他の(n-1)個のセンサを(例えばオープン負荷として)負荷のない状態に保つ。
　(3)各線路C5でRF伝達係数を測定し、このようにして、隣接する線路間の伝送の大きさ
および位相(すなわち、SCij、ただしi、j=1～n、i≠j)を生成する。
【００４０】
　やはりオフラインで行われる第2の段階では、これらRF伝達係数は、メモリユーティリ
ティ24に記憶される。
【００４１】
　適宜、上記のSCパラメータデータは、フィッティングされてもよく、フィッティングパ
ラメータは、メモリユーティリティ24に記憶される。このフィッティングは、メモリの記
憶領域の使用をより少なくすることを可能にする。
【００４２】
　クロストークの補正の第3の段階は、オンラインで実行され、以下の通りであり得る。
　(1)SCパラメータデータが、メモリユーティリティ24から取り出される。
　(2)校正段階のフェーズ2に続いて、各センサ11からの測定が行われる。
　(3)SCパラメータデータを使用して各センサ11のクロストークを補正した本当の応答を
抽出する。
【００４３】
　次に、アナライザ16と測定装置12の間にただ1つのRF信号接続(RFポート接続)がある、
図2Aの上記の例のシステム構成に用いられるのに適切なCPCユニット12Bの構成の非限定の



(11) JP 2011-525986 A 2011.9.29

10

20

30

40

50

例を示す図3の参照を行う。この例では、測定装置12へのデータ通信と電力供給は共に、
データ通信信号がDC電力供給電圧に「乗っている」(重畳されている)状態でコネクタC4に
接続された同軸ケーブルC2を介して引き渡される。図示するように、CPCユニット12Bは、
いくつかの端子に接続されたスイッチ20と、制御器/プロセッサ22と、コードおよびデー
タ記憶装置として使用されるメモリユーティリティ24と、電力変換/安定化ユニット26と
、バイアスユーティリティ(bias utility)(バイアスTEE)28とを備える。バイアスユーテ
ィリティ28は、アナライザ16からのDC電圧供給とこのDCに乗っているデータ通信信号とを
分離するために使用される。この電圧供給は、電力変換/安定化ユニット26によってフィ
ルタ処理され、適切に調整される(例えば、5ボルトは、リニア電圧レギュレータ(LVR)に
よって3.3ボルト供給に変換される)。そのようなフィルタ処理および適切に調整された電
圧供給は、スイッチ20、制御器/プロセッサ22、メモリ24、および動作するために電力を
必要とする測定装置内の他の構成要素に動作電圧を供給する。
【００４４】
　測定装置12への電力/電圧供給(power/voltage supply)は、ケーブルC2内の別個の電気
的接続を用いて供給できることを理解されたい。この場合、バイアスユーティリティ28を
使用する必要はない。
【００４５】
　測定装置12への電力/電圧供給は、電池などの測定装置12内の電力/電圧源によって供給
されてもよいことも理解されたい。この場合、測定装置12への電力供給に対応するための
ケーブルC2の必要がない。
【００４６】
　スイッチ20は、CPC回路(プリント回路基板)にハンダ付けされ得る。このスイッチは、
接続C3およびC5に関連した接続ポートJ1およびJ3を有し、複数の校正負荷にも接続される
。本例では、スイッチ20は、ショート終端J2、オープン終端J4、およびロード終端J5を含
む3つの校正負荷端子に関連している。他のタイプの校正負荷が、使用されてもよく、な
らびに校正負荷の個数は、4個以上であってもよいことが理解されよう。校正負荷の個数
および/またはタイプは、校正精度を高めるために選択され得る。スイッチ20は、4つのス
イッチング状態以外を有してもよいことが理解されよう。加えて、複数の校正負荷を与え
るように動作可能な2つ以上のスイッチがCPCユニット内にあってもよい。
【００４７】
　メモリユーティリティ24は、揮発性メモリタイプおよび/または不揮発性メモリタイプ
を含み得る。揮発性メモリタイプの例には、スタティックランダムアクセスメモリ(RAM)
、ダイナミックRAMが含まれる。不揮発性メモリタイプの例には、EEPROM、EPROM、フラッ
シュメモリ、リードオンリメモリが含まれる。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、メモリ24は、複数の校正負荷を特徴付けるデータを記憶する
。校正負荷を特徴付けるデータは、周波数依存性であり得る。校正負荷を特徴付けるデー
タは、環境パラメータ/条件(例えば、温度、湿度、加速、機械的撹拌)への校正負荷の値
の依存性を示すデータも含み得る。
【００４９】
　メモリ24は、CPCユニット12Bを特徴付けるデータも記憶し、このデータは、周波数依存
性であり得る。このデータは、CPCユニットのフル2ポート複素パラメータ(the full 2-po
rt complex parameter)、伝達係数(S11、S22、S12およびS21)を含み得る。CPCユニットを
特徴付けるデータは、環境パラメータ/条件(例えば、温度、湿度、加速、機械的撹拌)へ
のCPCユニットの応答の依存性を示すデータも含み得る。
【００５０】
　メモリ24は、プローブ12Aを特徴付けるデータを記憶することもできる。このデータは
、コネクタC5とセンサの間のRF信号伝搬についてのRF校正データを含むことができる。こ
のデータは、センサ支援回路および/またはセンサの特定の応答に関する情報を含むこと
もできる。このデータは、環境パラメータ/条件(例えば、温度、湿度、加速、機械的撹拌
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)へのプローブの応答の依存性を示すデータを含み得る。
【００５１】
　CPCユニットは、環境パラメータ値を記録するためのセンサを含むこともできる。また
、CPCユニットは、測定ユニット12、例えばGPS受信機の位置/ポジションを決定するため
のセンサを含んでもよい。
【００５２】
　CPCユニットは、その中のRF信号伝搬が、伝送線(TL)の形態であるように構築され得る
。TLは、例えば、インピーダンス不整合の解消、放射の低減、CPCユニット内のクロスト
ークの低減に役立つ。CPC回路基板上の構成要素の配置、およびCPC回路基板の設計は、CP
Cユニット内のRF信号伝搬の外乱を低減するようなものであり得る。これら外乱は、干渉
、損失、クロストークおよびノイズに関連し得る。CPCユニットは、CPCユニットのサイズ
が、典型的には、CPCユニットを通じて伝搬するRF信号の波長の半分未満であるように構
築され得る。例えば、約1GHzのRF信号については、CPCの最大寸法サイズが、10cm未満で
あるべきである。これは、CPCユニット内の空洞共振の解消に役立つ。CPCユニットは、CP
Cユニットのサイズが、相変化(phase change)に関連した誤差を最小にするのに十分小さ
いものであるように構築され得る。
【００５３】
　図4により詳細に例示されるように、スイッチ(例えば、Skyworks Solutionsから市販の
AS204-80、またはHittite Microwave社から市販のHMC345LP3であり得る)のポートJ1およ
びJ3は、4700pFのコンデンサを介して(図3中の)接続C3およびC5に接続される。やはり図
に示されるように、ショート終端J2は、4700pFのコンデンサを介してグランドに短絡され
、ロード終端J5は、抵抗器(50オームのSMT抵抗器)を介しおよび4700pFのコンデンサを介
してグランドに短絡される。あるタイプのスイッチの使用時に生じるDC電圧を阻止するた
めに、スイッチのポートは、4700pFのコンデンサに接続されることを理解されたい。オー
プン終端は、1つもコンデンサを必要とせず、ロード終端では、抵抗器の後にコンデンサ
を配置することが最良である。使用されるスイッチのタイプにより、そのポート(例えば
、Texas Instrumentsから市販のTS3V330および/またはTS5A3359)で存在するDC電圧になら
ない場合、コンデンサを使用する必要はないことが理解されよう。
【００５４】
　図3に戻ると、校正プロセス中、終端J2、J4およびJ5の間の自動スイッチングが、CPCユ
ニット12B上の制御スイッチ20を用いて実行される。CPCのSパラメータ、伝達係数(S11、S
12、S21、S22)、および各校正終端経路(S11オープン、S11ショートおよびS11ロード)の反
射係数は、メモリユーティリティ24に記憶される。メモリユーティリティ24の動作および
スイッチ20の動作は、マイクロコントローラ22によって制御される。適宜、この制御器22
は、測定装置12内の出力(例えば、LED表示器)要素および/または入力(例えば、制御ボタ
ン)要素の制御もする。マイクロコントローラ22は、アナライザ16と測定装置12の間でデ
ータを伝達するための適切な整合回路を介してアナライザ16のマイクロコントローラ(CPU
)と通信もし、データは、校正プロセスにさらに使用されることになる。加えて、以下に
さらに説明するように、マイクロコントローラ22は、測定装置12を認証し、測定装置の再
使用を無効にするように構成され動作可能であることが好ましい。
【００５５】
　本発明によれば、校正手順は、事前校正(フェーズ1)を含む2フェーズの手順であり、事
前校正(フェーズ1)は、CPCユニット12Bを測定装置12に一体化する前に実行される。これ
により、測定装置12AからCPCユニット12Bを分解することを必要とせずに、装置12の動作
中に、さらなる「実際の」校正(フェーズ2)を可能にする。したがって、VNA出力から校正
ユニットの入力コネクタへ測定面を移す校正手順で知られているものに加えて、本発明で
は、測定面は、測定装置内でアナライザ出力面から測定ユニットへの接続面(プローブ12A
のC5の面)へ直ちに/瞬時に移される。本発明のいくつかの実施形態では、RF反射信号の補
正のさらなる段階が、入力面をセンサ面またはセンサ支援回路面(sensor support circui
t plane)に移すために用いられる。
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【００５６】
　本発明の校正方法の流れ図を例示する図5Aおよび図5Bの参照を行う。この例は、図2Aの
システム構成に関する。しかし、n個のRF信号接続(ポート)が存在するとき、および/また
は校正負荷の個数が4つ以上であるときに、同じ手順を用いることができることを理解さ
れたい。
【００５７】
　初めに、図5Aに示すように、校正フェーズ1が、オフラインで、すなわち校正ユニット
が測定装置に一体化する前に実行される。この校正フェーズ1では、校正負荷S11オープン
、S11ショートおよびS11ロードの複素反射係数(S11)が、決定される(ステップ100)。次い
で、CPCユニット12Bのフル2ポート複素パラメータ、伝達係数(S11、S22、S12およびS21)
が、決定される(ステップ104)。ステップ104は、スイッチ20がポートJ3に向けられる、す
なわちスイッチ内のRF信号経路がポートJ1からポートJ3になると実行される。反射係数S1
1オープンは、J4に接続されるときのJ1のS11に対応し、S11ショートは、J2に接続される
ときのJ1のS11に対応し、S11ロードは、J5に接続されるときのJ1のS11に対応する。これ
ら上記のSパラメータは、当技術分野で知られた標準的なやり方で得ることができる。
【００５８】
　この校正フェーズ1の第2の段階では、上記のSパラメータ、および校正負荷(S11オープ
ン、S11ショートおよびS11ロード)の反射係数を示すデータは、メモリユーティリティ24
に記憶される(ステップ102および106)。適宜、上記のSパラメータデータが、フィッティ
ングされてもよく、フィッティングパラメータは、メモリユーティリティ24に記憶される
。このフィッティングは、メモリユーティリティ24内のメモリの記憶領域の使用をより少
なくすることを可能にする。
【００５９】
　次いで、測定装置は、測定ユニット(プローブ)12AをCPCユニット12Bに一体化すること
によって組み立てられる。後者は、フェーズ1の校正中に測定された上記のSパラメータお
よび校正負荷(S11オープン、S11ショートおよびS11ロード)を示すデータを、CPCユニット
12Bのメモリユーティリティ24内に格納する。この段階以降、測定ユニット12Aおよび校正
/制御ユニット12Bは、一体化した測定装置12として形成される。
【００６０】
　測定装置12の動作時に、アナライザ16に接続されると、測定装置内でアナライザ出力面
からプローブ12Aへの接続面へ信号測定面を移すために、測定したRF信号の補正を計算す
るため、記憶したパラメータを利用したフェーズ2の校正が、オンラインで実行される。
これは、図5Bに例示される。測定した信号は、2つの段階で補正される。
【００６１】
　まず、測定装置12は、ケーブルC1、C2、およびより多くの信号ポートがある場合には追
加のケーブルを介して、アナライザユニット16に接続され(ステップ200)、したがって、
アナライザユニット16のネットワークアナライザユーティリティ(network analyzer util
ity)14に接続される。各ケーブルは、別個に接続されてもよい。適宜、全てのケーブルが
、専用コネクタに中に組み込まれてもよく、この専用コネクタは、アナライザ16上の適合
するコネクタに接続される。専用コネクタの使用は、それにより、より簡単な接続、より
速い接続および取り外し、ならびに高品位のRF信号接続経路が実現されるので有利である
。コネクタは、アナライザユニット16と測定装置12の間の他のケーブルおよび/または接
続を組み込んでもよい。例えば、真空/圧力通信ライン、液体分配ライン、光信号ケーブ
ル、超音波センサのケーブル、アブレーション/切断用装置/器具のケーブル、またはさら
なるケーブルである。接続に続いて、CPCユニット内の各校正負荷の記憶した反射係数デ
ータ(S11)、およびCPCのフル2ポートパラメータ(S11、S22、S12、S21)が、CPCユニットの
メモリ24からアナライザ16へ取り出される(ステップ202)。
【００６２】
　次いで、測定装置12が、測定位置に配置された後、スイッチ20が、ネットワークアナラ
イザユーティリティ14からCPCユニット内の各校正負荷(J2、J4およびJ5)へRF信号経路を
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ユニット内の各校正負荷の反射係数を共に測定し、測定されたデータは、アナライザ16に
記憶される(ステップ204)。測定したパラメータは、
　オープンに向けられたスイッチに対応する測定した反射係数であるΓ1パラメータ、
　ショートに向けられたスイッチに対応する測定した反射係数であるΓ2パラメータ、
　ロードに向けられたスイッチに対応する測定した反射係数であるΓ3パラメータを含む
。
【００６３】
　測定装置12が所定の位置にあるときにのみΓ1、Γ2およびΓ3を測定することにより、
校正精度が、測定装置12とアナライザユニット16の相対的ポジションの空間的変動によっ
て、および測定装置12およびアナライザユニット16を接続するケーブルのポジションの変
化によって影響を受けることにならないことを確実にする。
【００６４】
　反射係数および伝達係数の解析により、
【００６５】
【数１】

【００６６】
が与えられ、ただし、Γmは、測定した反射係数であり、Γaは、実際の反射係数であり、
Ed=S11は、指向性誤差であり、Ert=S21*S12は、反射トラッキング誤差であり、Es=S22は
、ソースマッチ誤差である。
【００６７】
　線形システムを補正するとき、測定した反射係数と実際の反射係数の間の関係は、
【００６８】
【数２】

【００６９】
である。
【００７０】
　校正終端のうちの各校正終端からの反射(Γ1、Γ2、Γ3)を測定し、事前(フェーズ1)校
正中に決定されたようなメモリから実際の反射(S1=S11オープン、S2=S11ショート、S3=S1
1ロード)を求めた後、3つの誤差は、以下の式、
【００７１】
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【数３】

【００７２】
を用いて計算でき、ただし、Corr1は、RF信号反射の補正の第1の段階の結果であり、これ
は、ネットワークアナライザ出力面からCPCユニット(C3)の入射面へ測定面を移すことを
明らかにしている。
【００７３】
　この補正の後、スイッチがCPCユニット内の校正負荷に向けられたときに測定された信
号(Γ1、Γ2、Γ3)は、追加の校正シーケンスが開始されるまでもはや使用されない。
【００７４】
　この時点以降、スイッチ20は、J3に向けられ、すなわち、スイッチ内のRF信号経路は、
J1からJ3である。センサによる測定は、任意または自動的に行うことができる。
【００７５】
　センサによって行われる測定ごとに、CPCユニット内部の2ポートの応答に対する追加の
補償が、メモリユーティリティから取り出されたCPCユニットのSパラメータ(S11、S22、
およびS12S21)の使用によって行われ、すなわち、
【００７６】
【数４】

【００７７】
であり、ただし、Corr2は、RF信号反射の補正の第2の段階の結果であり、これは、CPC(C3
)の入射面からプローブ(C5)の入力面へ測定面を移すものと考えられる。Corr2の補正した
RF信号反射は、最終的な、十分校正された、反射についてのRF応答信号である。
【００７８】
　2つ以上のRFポート接続があるときは、複数の校正/プローブ制御(CPC)ユニット(校正/
プローブ制御ユニット12Bなど)が、測定装置12内に組み込まれ、上記の校正プロセスの段
階1および段階2が、RF信号ポート接続ごとに行われ、十分校正された、RFポートごとのRF
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応答信号を得ることになると理解されたい。図2Bに示すように、単一の制御線(C2)が、複
数の校正/プローブ制御(CPC)ユニット全ての動作を制御するために使用されてもよい。
【００７９】
　適宜、RF信号反射の補正の追加段階が、プローブ(C5)の入力面からセンサ測定面または
センサ支援回路測定面へ測定面を移すために、組み込まれてもよい。この補正は、Corr2
の補正に形態が類似しており、この補正は、プローブケーブルおよび適宜プローブ支援回
路の2ポートの応答を特徴付けるパラメータを使用する。これら2ポートの応答のパラメー
タは、事前測定され、CPCのメモリ24に記憶される。動作時に、これら2ポートの応答のパ
ラメータは、アナライザユニット16によってメモリ24から取り出される。
【００８０】
　上述のように、追加の校正シーケンス(再校正)は、「いつでも」開始できる。
【００８１】
　再校正は、ユーザによって、(周期的に、またはある入力に基づいて)アナライザによっ
て、および/または(周期的に、またはある入力に基づいて)測定装置12によって呼び出さ
れ得る。この再校正は、空間的条件、時間的条件、環境的条件、またはこれら条件の組み
合わせが、変化してしまったときに有利である。これら変化は、RF信号の校正の劣化をも
たらす可能性があり、したがって再校正は、測定したRF信号の精度レベルを保つ上で重要
である。
【００８２】
　特に、校正は、各測定の前に行うことができ、すなわち、「オンザフライ校正(calibra
tion on the fly)」である。
【００８３】
　再校正の手順は、校正プロセスのフェーズ2の段階3から「ピックアップ(pick-up)」す
る。すなわち、スイッチが、CPC内の各校正負荷に向かって選択的に向けられると、反射
係数(S11)が再び測定され、アナライザ16に記憶される。次に、補正Corr1が、すでに上記
詳述したように導出される。この補正に続いて、スイッチ20は、J3に向けられ、すなわち
、スイッチ内のRF信号経路は、J1からJ3となる。センサによる測定は、任意または自動的
に行うことができる。上述のように、センサによって行われる測定ごとに、追加の補正Co
rr2が実行される。詳細には、「オンザフライ校正」モードで働いているときは、センサ
による各測定に続いて、再校正の手順が、再び開始される。
【００８４】
　すでに述べたように、再校正は、環境変化の感知により開始できる。RF信号伝搬経路に
関連した構成要素のRF特性が、環境パラメータに依存し得るので、環境パラメータの変化
は、校正に影響を及ぼし得る。これら変化は、RF信号の校正の劣化をもたらす可能性があ
り、したがって、再校正は、環境パラメータ値が変化するときに測定したRF信号の精度レ
ベルを保つ上で重要である。
【００８５】
　環境パラメータの感知は、アナライザ16および/または測定装置12内の適切なセンサを
用いることによって行うことができる。すでに詳述したように、環境パラメータ値への測
定装置12の構成要素の依存性を特徴付けるデータは、メモリ24に記憶される。図5A～図5B
を参照して説明される校正手順の全ての段階は、校正手順の精度を高めるために、環境パ
ラメータ値への測定装置12の構成要素の依存性を特徴付けるデータを使用できる。
【００８６】
　環境パラメータの感知は、測定手順中に行うことができる。環境パラメータの変化を使
用して再校正を作動させる(開始する)ことができる。環境パラメータの感知は、測定装置
12によって自律的に行うことができる。再校正の作動は、環境パラメータの変化が、メモ
リ24に記憶された対応する閾値より高いときに、測定装置12によって開始される。環境パ
ラメータの感知は、測定装置12内の適切なセンサから、および/またはアナライザ16内の
適切なセンサから環境パラメータ値を記録することによって、アナライザ16によって行う
ことができる。再校正の作動は、環境パラメータの変化が、アナライザ16のデータベース
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に記憶された閾値より高いときに、アナライザ16によって開始される。
【００８７】
　適宜、環境パラメータ値は、メモリ24および/またはアナライザ16のデータベースに連
続的または選択的に保存/記憶/記録される。
【００８８】
　上述のように、本発明は、望ましくない測定装置の再使用、またはシステム中への他の
認証されていない測定装置の取り付けを防ぐことも実現する。そのために、メモリユーテ
ィリティ24は、適宜暗号化された形式で、特定の測定装置の識別(ID)データを記憶するこ
ともできる。各プローブ12Aおよび/または各CPCユニット12Bは、固有のIDデータに関連し
ている。測定装置の製造中に、測定装置の固有のIDデータが、メモリ24に記憶される。動
作時に、測定装置またはアナライザ16のマイクロコントローラは、メモリユーティリティ
中の各IDデータにアクセスするように動作し、識別プロセスを実行し(例えば、プローブ
および/またはCPCユニットのIDを読み取り、IDデータの認証を行い、IDデータをアナライ
ザ16内のデータベースと比較し、測定したデータをセンサの特定の応答と比較し)、その
後にのみ、測定装置12の使用開始を可能にする。
【００８９】
　メモリ24は、適宜暗号化された形式で測定装置の利用データを記憶することもできる。
例えば、使用時間、使用数、行われた校正シーケンス数、測定装置12からアナライザ16へ
の実行済みの接続回数、行われた測定回数である。この測定装置の利用データを使用して
、装置12が使用されるやり方を監視/「実施」/制限/制御することができる。
【符号の説明】
【００９０】
　　10　システム、測定システム
　　11　センサ、プローブセンサ
　　12　測定装置、ユニット
　　12A　測定ユニット(プローブ)、プローブ
　　12B　校正/プローブ制御(CPC)ユニット、CPCユニット、CPC
　　12C　共通のハウジング
　　13　支援回路
　　14　ネットワークアナライザ
　　15　光信号ケーブル
　　16　アナライザ、アナライザユニット
　　19　真空/圧力通信
　　20　スイッチ
　　22　制御器/プロセッサ、マイクロコントローラ、制御器
　　24　メモリユーティリティ、メモリ
　　26　電力変換/安定化ユニット
　　28　バイアスユーティリティ
　　C1　ケーブル
　　C2　ケーブル、同軸ケーブル
　　C3　RFグレードコネクタ、接続
　　C4　コネクタ
　　C5　RFグレードコネクタ、RFコネクタ、RF線路、線路、接続、コネクタ
　　J1　接続ポート、ポート
　　J2　ショート終端、終端
　　J3　接続ポート、ポート
　　J4　オープン終端、終端
　　J5　ロード終端、終端
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【図５Ｂ】



(20) JP 2011-525986 A 2011.9.29

10

20

30

40

【国際調査報告】



(21) JP 2011-525986 A 2011.9.29

10

20

30

40



(22) JP 2011-525986 A 2011.9.29

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,
BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,J
P,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE,PG
,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(72)発明者  ダン・ハシムショニー
            イスラエル・３７８０８・ギヴァット・アダ・シムタット・ハルリット・ストリート・１
(72)発明者  ギル・コーヘン
            イスラエル・９３７０６・エルサレム・ダヴィッドソン・ストリート・８
(72)発明者  イド・ゲルトナー
            イスラエル・４６５８８・ヘルズリヤ・エル・アル・ストリート・４
Ｆターム(参考) 2G028 CG15  CG20  LR07  MS02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

