
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の端子を有するマルチポートデバイスをテストするためのマルチポートデバイス解
析装置において：
　被試験マルチポートデバイスのいずれか１つの端子にテスト信号を供給するための信号
源と；
　被試験マルチポートデバイスの全ての端子をそれぞれに対応して接続するための複数の
テストポートと、そのテストポートの総数は被試験マルチポートデバイスの端子総数と同
一またはそれを超えるものであり；
　被試験マルチポートデバイスの端子に接続されているテストポートから出力された信号
を測定するための複数の測定ユニットと、その測定ユニットの総数は被試験マルチポート
デバイスの端子総数と同一またはそれを超えるものであり

；
　その複数の測定ユニットにより測定された各テストポートから出力された信号の測定値
について、その相対値としての基準データを求めるために上記テスト信号を測定する基準
信号用測定ユニットと；
　それぞれが対応する上記テストポートに割り当てられた複数の終端抵抗（ターミナルレ
ジスタ）と；
　いずれか１つのテストポート（入力テストポート）に上記テスト信号を選択的に供給し
、かつその入力テストポートから上記終端抵抗を取り外すとともに、それ以外の全てのテ
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、しかもその測定ユニットは全
てのテストポートに対応して設けられており



ストポートを上記終端抵抗に接続するためのスイッチ手段と；
　により構成され、
　上記テストポート全てが入力テストポートとして割り当てられるまで、上記テスト信号
を印加するテストポートの選択を変更することにより、被試験マルチポートデバイスのパ
ラメータを、上記テストポートと被試験マルチポートデバイスターミナル間の接続を変更
せずに取得することができることを特徴とするマルチポートデバイス解析装置。
【請求項２】
　上記被試験マルチポートデバイスのパラメータの測定開始前に、その被試験マルチポー
トデバイスを接続せずに、上記マルチポートデバイス解析装置の誤差係数を求める手段と
；
　被試験マルチポートデバイスの全ての端子を上記マルチポートデバイス解析装置の対応
するテストポートに接続して被試験マルチポートデバイスの上記パラメータを測定し、そ
の測定値について上記誤差係数を補償した測定値を計算することにより、上記被試験マル
チポートデバイスの真のパラメータ値を求める手段と；
　をさらに有する、請求項１に記載のマルチポートデバイス解析装置。
【請求項３】
　上記誤差係数を求める手段は、上記入力テストポートに上記テスト信号を選択的に供給
しかつその入力テストポートに所定のキャリブレーション条件を設定するように上記スイ
ッチ手段を駆動し、これにより、その入力テストポートからの信号を対応する上記測定ユ
ニットにより測定してその入力テストポートについての上記誤差係数を求める、請求項２
に記載のマルチポートデバイス解析装置。
【請求項４】
　上記誤差係数を求める手段は、上記入力テストポートに上記テスト信号を選択的に供給
しかつその入力テストポートおよび特定テストポート間またはその入力テストポートある
いは特定テストポートに所定のキャリブレーション条件を設定するように上記スイッチ手
段を駆動し、これにより、その入力テストポートとその特定テストポートからの信号を対
応する上記測定ユニットによりそれぞれ測定して、その入力テストポートと特定テストポ
ート間の誤差係数を求める、請求項２に記載のマルチポートデバイス解析装置。
【請求項５】
　上記誤差係数を求める手段は、上記入力テストポートの選択を連続的に変更するととも
に、その間に該当する誤差係数を測定し、全てのテストポートが入力テストポートとして
割り当てられるまでその動作を実施するように上記スイッチ手段を駆動する、請求項２に
記載のマルチポートデバイス解析装置。
【請求項６】
　上記誤差係数は、上記入力テストポートから特定のテストポートへのリークに関わる第
１の誤差係数と、上記入力テストポートからの反射信号に関わる第２の誤差係数と、上記
入力テストポートと上記特定テストポート間の伝達信号に関わる誤差係数とを含む、請求
項２に記載のマルチポートデバイス解析装置。
【請求項７】
　上記誤差係数を求める手段は、上記入力テストポートに、あるいは上記入力テストポー
トと特定テストポート間に、所定のキャリブレーション条件を設定し、その所定のキャリ
ブレーション条件にはテストポートについての「オープン」、「ショート」および「ロー
ド」を含む、請求項２に記載のマルチポートデバイス解析装置。
【請求項８】
　上記被試験マルチポートデバイスのパラメータには、そのマルチポートデバイスのスキ
ャッタリング（Ｓ）パラメータを含む、請求項１に記載のマルチポートデバイス解析装置
。
【請求項９】
　上記終端抵抗のそれぞれは、マルチポートデバイス解析装置および被試験マルチポート
デバイスの特性インピーダンスに設定されている、請求項１に記載のマルチポートデバイ
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ス解析装置。
【請求項１０】
　上記テストポートの総数は４個またはそれを超えるものである、請求項１に記載のマル
チポートデバイス解析装置。
【請求項１１】
　複数の端子を有するマルチポートデバイスをマルチポートデバイス解析装置を用いて測
定するための方法において：
　（ａ）被試験マルチポートデバイスをそのマルチポートデバイス解析装置のテストポー
トに接続せずに、マルチポートデバイス解析装置の誤差係数を取得するステップと；
　（ｂ）被試験マルチポートデバイスの全ての端子をマルチポートデバイス解析装置の対
応するテストポートに接続するステップと；
　（ｃ）被試験マルチポートデバイスのいずれか１つの端子に、選択したテストポート（
入力テストポート）からテスト信号を供給し、かつ被試験マルチポートデバイスの他の端
子を上記マルチポートデバイス解析装置に設けられた終端抵抗により終端するステップと
；
　（ｄ）上記マルチポートデバイス解析装置の対応するテストポートから伝えられる上記
被試験マルチポートデバイスの端子からの信号を、 対応する測定ユ
ニットにより測定するステップと；
　（ｅ）上記（ｃ）および（ｄ）のステップを、上記テストポートの全てが入力テストポ
ートとして割り当てられるまでテストポートを次々に切り替えながら繰り返すことにより
、上記マルチポートデバイス解析装置と被試験マルチポートデバイス間の接続を変更せず
に、被試験マルチポートデバイスの上記パラメータを取得するステップと；
　によりなることを特徴とするマルチポートデバイスのパラメータの測定方法。
【請求項１２】
　上記マルチポートデバイス解析装置の誤差係数を求めるためのステップ（ａ）は、選択
した１のテストポート（上記入力テストポート）に上記テスト信号を供給し、かつその入
力テストポートに所定のキャリブレーション条件を設定して、その入力テストポートから
の信号を測定することにより、その入力テストポートについての上記誤差係数を求めるプ
ロセスを有する、請求項１１に記載のマルチポートデバイスのパラメータの測定方法。
【請求項１３】
　上記マルチポートデバイス解析装置の誤差係数を求めるためのステップ（ａ）は、選択
した１のテストポート（上記入力テストポート）に上記テスト信号を供給し、かつその入
力テストポートと特定テストポート間あるいはその入力テストポートまたはその特定テス
トポートに所定のキャリブレーション条件を設定して、その入力テストポートと特定テス
トポートからの信号を測定することにより、その入力テストポートと特定テストポートに
ついての上記誤差係数を求めるプロセスを有する、請求項１１に記載のマルチポートデバ
イスのパラメータの測定方法。
【請求項１４】
　上記マルチポートデバイス解析装置の誤差係数を求めるためのステップ（ａ）は、テス
トポートの選定を連続的に変更し、かつその間に該当する誤差係数を測定し、全てのテス
トポートが入力テストポートとして割り当てられるまでその動作を実施するプロセスを有
する、請求項１１に記載のマルチポートデバイスのパラメータの測定方法。
【請求項１５】
　３端子を有する３ポートデバイスをテストするための３ポートデバイス解析装置におい
て：
　被試験３ポートデバイスのいずれか１つの端子にテスト信号を供給するための信号源と
；
　被試験３ポートデバイスの全ての端子をそれぞれに対応して接続するための３個のテス
トポートと；
　被試験３ポートデバイスの端子に接続されているテストポートから出力された信号を測

10

20

30

40

50

(3) JP 3668136 B2 2005.7.6

全てのテストポートに



定するための ３個の測定ユニットと；
　その３個の測定ユニットにより測定された各テストポートから出力された信号の測定値
について、その相対値としての基準データを求めるために上記テスト信号を測定する基準
信号用測定ユニットと；
　それぞれが対応する上記テストポートに割り当てられた３個の終端抵抗（ターミナルレ
ジスタ）と；
　いずれか１つのテストポート（入力テストポート）に上記テスト信号を選択的に供給し
、かつ既にテスト信号を供給している上記入力テストポートから上記終端抵抗を取り外す
とともに、それ以外の全てのテストポートを上記終端抵抗に接続するためのスイッチ手段
と；
　により構成され、上記テストポート全てが入力テストポートとして割り当てられるまで
、上記テスト信号を印加するテストポートの選択を変更することにより、被試験３ポート
デバイスのパラメータを、上記テストポートと被試験３ポートデバイスターミナル間の接
続を変更せずに取得することを特徴とする３ポートデバイス解析装置。
【請求項１６】
　上記被試験３ポートデバイスのパラメータの測定開始前に、その被試験３ポートデバイ
スを接続せずに、上記３ポートデバイス解析装置の誤差係数を求める手段と；
　被試験３ポートデバイスの全ての端子を上記３ポートデバイス解析装置の対応するテス
トポートに接続して被試験３ポートデバイスの上記パラメータを測定し、その測定値につ
いて上記誤差係数を補償した測定値を計算することにより、上記被試験３ポートデバイス
の真のパラメータ値を求める手段と；
　をさらに有する、請求項１５に記載の３ポートデバイス解析装置。
【請求項１７】
　上記誤差係数を求める手段は、上記入力テストポートに上記テスト信号を選択的に供給
しかつその入力テストポートに所定のキャリブレーション条件を設定するように上記スイ
ッチ手段を駆動し、これにより、その入力テストポートからの信号を対応する上記測定ユ
ニットにより測定してその入力テストポートについての上記誤差係数を求める、請求項１
６に記載の３ポートデバイス解析装置。
【請求項１８】
　上記誤差係数を求める手段は、上記入力テストポートに上記テスト信号を選択的に供給
しかつその入力テストポートおよび特定テストポート間またはその入力テストポートある
いは特定テストポートに所定のキャリブレーション条件を設定するように上記スイッチ手
段を駆動し、これにより、その入力テストポートとその特定テストポートからの信号を対
応する上記測定ユニットによりそれぞれ測定して、その入力テストポートと特定テストポ
ート間の誤差係数を求める、請求項１６に記載の３ポートデバイス解析装置。
【請求項１９】
　上記誤差係数を求める手段は、上記入力テストポートの選択を連続的に変更するととも
に、その間に該当する誤差係数を測定し、全てのテストポートが入力テストポートとして
割り当てられるまでその動作を実施するように上記スイッチ手段を駆動する、請求項１６
に記載の３ポートデバイス解析装置。
【請求項２０】
　上記誤差係数を求める手段は、上記入力テストポートに、あるいは上記入力テストポー
トと特定テストポート間に、所定のキャリブレーション条件を設定し、その所定のキャリ
ブレーション条件にはテストポートについての「オープン」、「ショート」および「ロー
ド」を含む、請求項１６に記載の３ポートデバイス解析装置。
【請求項２１】
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、全てのテストポートに対応する

　請求項１に記載のマルチポートデバイス解析装置であって、
　前記マルチポートデバイス解析装置の誤差係数（方向性誤差係数Ｅｄ、反射トラッキン
グ誤差係数Ｅｒ、ソースマッチ誤差係数Ｅｓ、伝達トラッキング誤差係数Ｅｔ、ロードマ
ッチ誤差係数Ｅｌ、アイソレーション誤差係数Ｅｘ）を求め、



【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【請求項２２】
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　前記誤差係数に基づき、下記の式により、前記被試験マルチポートデバイスの前記パラ
メータＳｉｊを求める（ただし、参照符号「ｉ」は、テスト信号が供給されるテストポー
トの番号を示し、参照符号「ｊ」は、信号が受信されるテストポートの番号を示し、Ｓｉ
ｊｍは、誤差を有したＳパラメータ測定値を示す）、
　マルチポートデバイス解析装置。

　請求項１１に記載のマルチポートデバイスのパラメータの測定方法であって、
　前記マルチポートデバイス解析装置の誤差係数（方向性誤差係数Ｅｄ、反射トラッキン
グ誤差係数Ｅｒ、ソースマッチ誤差係数Ｅｓ、伝達トラッキング誤差係数Ｅｔ、ロードマ
ッチ誤差係数Ｅｌ、アイソレーション誤差係数Ｅｘ）を求めるステップと、
　前記誤差係数に基づき、下記の式により、前記被試験マルチポートデバイスの前記パラ
メータＳｉｊを求めるステップ（ただし、参照符号「ｉ」は、テスト信号が供給されるテ
ストポートの番号を示し、参照符号「ｊ」は、信号が受信されるテストポートの番号を示
し、Ｓｉｊｍは、誤差を有したＳパラメータ測定値を示す）と、
　を備えるマルチポートデバイスのパラメータの測定方法。



【数２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【請求項２３】

10

20

30

(6) JP 3668136 B2 2005.7.6

　請求項１５に記載の３ポートデバイス解析装置であって、
　前記３ポートデバイス解析装置の誤差係数（方向性誤差係数Ｅｄ、反射トラッキング誤
差係数Ｅｒ、ソースマッチ誤差係数Ｅｓ、伝達トラッキング誤差係数Ｅｔ、ロードマッチ
誤差係数Ｅｌ、アイソレーション誤差係数Ｅｘ）を求め、
　前記誤差係数に基づき、下記の式により、前記被試験３ポートデバイスの前記パラメー
タＳｉｊを求める（ただし、参照符号「ｉ」は、テスト信号が供給されるテストポートの
番号を示し、参照符号「ｊ」は、信号が受信されるテストポートの番号を示し、Ｓｉｊｍ
は、誤差を有したＳパラメータ測定値を示す）、
　３ポートデバイス解析装置。



【数３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、３個またはそれを超えるターミナル（端子またはポート）を有するマルチポ
ートデバイスの特性を解析するためのマルチポートデバイス解析装置および解析方法に関
する。特に本発明は、マルチポートの被測定デバイスと解析装置間の接続を変えずに、高
効率および高ダイナミックレンジで、マルチポートデバイスの各種パラメータを測定する
ことができるマルチポートデバイス解析装置と解析方法、及びそのマルチポートデバイス
解析装置の校正方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
各種の通信（コミュニケーション）システムで使用される通信デバイス（被測定デバイス
）のような高周波数素子の特性を解析する場合に、ネットワークアナライザがよく用いら
れる。ネットワークアナライザは、伝達関数、反射特性、位相特性（以後「スキャタリン
グパラメータＳ」または「Ｓパラメータ」と呼ぶ）等の被測定デバイスの各種テストパラ
メータを取得することができる。このようなＳパラメータは、この技術分野で周知であり
、ネットワークアナライザから出力されたテスト信号に対する結果として、被測定デバイ
スから出力される周波数応答（電圧や位相）を観察して求められる。
【０００３】
一般にネットワークアナライザは、２つのポート、すなわち入力ポートと出力ポートで構
成されている。入力ポートは、被測定デバイスに周波数掃引信号（テスト信号）を送出し
、出力ポートは、被測定デバイスの応答出力信号を受信する。ネットワークアナライザの
入力ポートと出力ポートは、ネットワークアナライザ内部の切り替え（スイッチ）動作に
より、一方のポートを他方のポートに切り替えできるように構成されている。このような
ネットワークアナライザの構成例を、第１図のブロック図に示している。
【０００４】
図１に示すネットワークアナライザの構成と動作を以下に簡単に説明する。ネットワーク
アナライザ１０は、２つの入力・出力ポート（テストポート）Ｐ１、Ｐ２を有し、それら
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入力ポート、出力ポートは、方向性ブリッジ（または方向性カップラ、方向性結合器）５
１、５２にそれぞれに接続している。方向性ブリッジ５１、５２のそれぞれは、信号分離
回路として機能する。信号発生器５５から出力されたテスト信号は、切替スイッチ５３で
選択されたいずれかのブリッジ５１または５２に送信される。テスト信号（周波数掃引信
号）は、選択されたブリッジ５１または５２から、対応するいずれかのテストポートＰ１
またはＰ２を介して、被測定デバイス（図示せず）に送信される。信号発生器５５から出
力されたテスト信号は更に、基準信号としてネットワークアナライザの内部に供給されて
いる。即ち、この基準信号とブリッジ５１または５２からの入力信号は、それぞれ周波数
変換器５７、５８、５９に供給され、より低い周波数を有する信号に変換される。
【０００５】
周波数変換された入力信号及び基準信号は、それぞれＡ／Ｄ変換器６１、６２、６３によ
りデジタル信号に変換される。それらデジタル信号は、被測定デバイスのＳパラメータを
求めるために、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）６５で処理される。Ｓパラメータ
、またはＳパラメータから得た他の測定データは、ネットワークアナライザシステムの総
合的動作を制御するＣＰＵ６８の制御に基づいて、各種の形態で表示部６９により表示さ
れる。
通信システム等で用いるデバイスや素子のような被測定デバイスは、必ずしも２端子（タ
ーミナルまたはポート）のみで構成されるとは限らず、３個またはそれを超える端子で構
成されることがある（以後「マルチポートデバイス」と呼ぶ）。マルチポートデバイスの
Ｓパラメータを測定する場合においては、３個まはたそれを超えるポートを有するＳパラ
メータ・テストセットを、２ポートのネットワークアナライザと組み合わせて用いること
が可能である。このような例として図２に、３ポートＤＵＴ（被試験デバイス）を、Ｓパ
ラメータ測定用の３ポートテストセットに接続して試験する構成例を示す。
【０００６】
図２の３ポートテストセットを用いる場合には、ＤＵＴをより高確度でテストするために
、ＤＵＴを３個のテストポート９０、９２、９４に接続する前に、そのテストセットを校
正（キャリブレーション）することが望ましい。一般に、このような校正のプロセスは、
所定の２ポート用校正セットを、テストポート９０と９２間、そしてテストポート９２と
９４間、さらにテストポート９４と９０間にそれぞれ使用して実行する。その校正プロセ
スが完了すると、ＤＵＴをテストセットに接続してＳパラメータ測定を実施する。
【０００７】
次に、従来のネットワークアナライザを用いて、３ポートの被試験デバイスのＳパラメー
タ測定を行う場合の具体的な動作を説明する。図３は、３ポートデバイスをテストするた
めに構成されたネットワークアナライザの例を示すブロック図である。図３のネットワー
クアナライザ２００は、３ポート用テストセットを内蔵した構成となっており、したがっ
て、図２の例と同様に機能する。
ネットワークアナライザ２００は、掃引周波数信号を発生する信号源２１０、それぞれが
２つの切替回路（図中▲１▼、▲２▼として示されている）を有する５つの切替スイッチ
２１２、２１４、２１６、２１８、２２０、受信回路２２２、３個の方向性ブリッジ（方
向性結合器）２３０、２３２、２３４を含んで構成している。受信回路２２２は、３個の
測定ユニット２２４、２２６、２２８を有している。したがって、図３の受信回路２２２
は、図１に示す３個の周波数変換器５７、５８、５９、３個のＡ／Ｄ変換器６１、６２、
６３、及びＤＳＰ６５に対応している。測定ユニット２２８は、信号源２１０から出力さ
れた信号の振幅、すなわち基準振幅レベル「Ｒ」を測定するものである。それ以外の２つ
の測定ユニット２２４、２２６のそれぞれは、被測定デバイス（ＤＵＴ）４０から出力さ
れた信号（伝達信号や反射信号）の振幅を測定するものである。この例では、測定ユニッ
ト２２４と２２８間の電圧比に基づく測定動作またはその測定結果を「測定Ａ」、測定ユ
ニット２２６と２２８間の電圧比に基づく測定動作またはその測定結果を「測定Ｂ」と称
して説明を行うものとする。
【０００８】
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図４は、図３に示したネットワークアナライザを用いて３ポートデバイス４０のＳパラメ
ータ測定を行う場合の設定テーブルを示す図であり、Ｓパラメータのタイプとスイッチ設
定の関係および周波数掃引動作の回数との関係を示している。図４では、ＳＷ１－ＳＷ５
の記号は、図３にそれぞれ示す５個の切替スイッチ２１２－２２０に対応している。切替
スイッチ内の切替回路（▲１▼、▲２▼として示す）がＯＮの場合には、その切替スイッ
チは他の回路素子に続く信号通路に接続され、切替回路がＯＦＦの場合には、その切替ス
イッチはターミナルレジスタ（終端抵抗）を介してグラウンド（アース）に接続されるこ
とを意味する。
【０００９】
３ポートデバイス（ＤＵＴ）４０は、ネットワークアナライザ２００の３つのテストポー
ト２４０、２４２、２４４に接続されている。まず、テスト信号がテストポート２４０を
介してＤＵＴ４０に供給されるように、スイッチ設定を行う。この状態の下で、ネットワ
ークアナライザ２００は、ＤＵＴ４０のＳパラメータＳ１１、Ｓ２１、Ｓ３１を測定する
。例えば、ＳパラメータＳ１１を測定する場合には、テスト（周波数掃引）信号２１０は
、切替スイッチ２１２（ＳＷ１）とテストポート２４０を介してＤＵＴ４０に供給される
。同時に、ＤＵＴ４０の入力ターミナル（１）から反射された信号は、「測定Ａ」を実行
するために、方向性ブリッジ２３０と切替スイッチ２１６（ＳＷ３）を介して、測定ユニ
ット２２４により受信される。更に同時に、ＳパラメータＳ２１を測定する場合には、Ｄ
ＵＴ４０のターミナル（２）から出力された伝達信号は、「測定Ｂ」を実行するために、
方向性ブリッジ２３２と切替スイッチ２１８（ＳＷ４）、２２０（ＳＷ５）を介して、測
定ユニット２２６により受信される。このようにして、ＳパラメータＳ１１、Ｓ２１は、
テスト信号２１０の１回の周波数掃引動作によって、測定を行うことができる。
【００１０】
Ｓパラメータ３１の測定においては、テストポート２４０を介してＤＵＴ４０のターミナ
ル（１）にテスト信号２１０を供給するとともに、ＤＵＴ４０のターミナル（３）から出
力された伝達信号を測定する。すなわち、ＤＵＴ４０のターミナル（３）から出力された
伝達信号が、方向性ブリッジ２３４と切替スイッチ２２０（ＳＷ５）を介して、測定ユニ
ット２２６により受信されるように、各スイッチが設定される。上述のように、Ｓパラメ
ータＳ１１、Ｓ２１、Ｓ３１の測定を行う場合には、図４の左欄の最下部に示すように、
ＤＵＴ４０のターミナル（１）に周波数掃引信号（テスト信号）を２回供給しなければな
らない。
【００１１】
同様に、ＤＵＴ４０のターミナル（２）にテスト信号を供給してＳパラメータの測定を行
う場合には、ネットワークアナライザ２００は、図４の中央欄に示されている各設定に基
づいて、ＤＵＴ４０のＳパラメータＳ１２、Ｓ２２、Ｓ３２の測定をそれぞれ行う。ネッ
トワークアナライザ２００は更に、図４の右欄に示されている各設定に基づいて、ＤＵＴ
４０のＳパラメータＳ１３、Ｓ２３、Ｓ３３の測定をそれぞれ行う。このようにして、全
てのＳパラメータは、上述で説明された手順と条件により測定される。
【００１２】
図２に示した３ポート用テストセットや図３に示した３ポート用ネットワークアナライザ
２００を用いた測定においては、２つのテストポート間で校正プロセス（２ポートキャリ
ブレーション）を実行しても、その校正（キャリブレーション）は、３ポートの被測定デ
バイスの正確な測定には十分ではないという問題がある。具体的には、２ポートキャリブ
レーションは、テストの実行前に、図２のテストポート９０と９２との間（図３の２４０
と２４２との間）、図２のテストポート９２と９４との間（図３の２４２と２４４との間
）、および図２のテストポート９４と９０との間（図３の２４４と２４０との間）で、そ
れぞれ実施することになる。しかし、上述の校正プロセスにおいては、着目している２つ
のテストポートについての誤差要因（係数）を取り除くことはできても、第３のテストポ
ートの誤差要因を十分に校正することはできない。例えば、２つのテストポート９０、９
２間（図３の２４０、２４２間）について校正を行った場合には、この状態の下でそれ以
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外のテストポート９４に対応する誤差要因は測定されず、その誤差は補償されないことに
なる。
【００１３】
また、上述した従来のテストセットやネットワークアナライザ２００を用いたＳパタメー
タ測定における他の問題は、測定を行うためにかなりの長時間を要することである。例え
ば、図４に示すように、３種類のＳパラメータのそれぞれを測定する際に、２回の周波数
掃引動作を行う必要がある。従って、９種類のＳパラメータ全てを取得するためには、６
回の周波数掃引動作を行う必要があり、結果として測定を終了するまでにかなりの時間が
かかってしまう。
また、更に他の問題は、信号の損失、すなわち測定ダイナミックレンジの悪化である。図
３の例において、ＤＵＴから出力された伝達信号を測定ユニットに送信するために、切替
スイッチ２１８が、切替スイッチ２１６または２２０と直列に接続されている。このため
、ＤＵＴからの伝達信号は、測定ユニット２２４または２２６に到達するまでに損失を生
じてしまう。このような損失は、ネットワークアナライザの測定ダイナミックレンジや感
度を減少させる。
【００１４】
３ポート被測定デバイス（ＤＵＴ）を、２ポート用ネットワークアナライザを用いて（図
５Ａ）、または２ポート用テストセットを用いて（図５Ｂ）テストすることも可能である
。この場合において、ＤＵＴの第３のターミナル（端子）を、既知の値を有する終端抵抗
（ターミナルレジスタ）を介して終端（接地）しなければならない。このような測定の構
成において、Ｓパラメータ測定を行う前に、２つのテストポートＰ１、Ｐ２（Ｑ１、Ｑ２
）間で、２ポートキャリブレーション（校正）を実施する。次に、ＤＵＴの２つのポート
（ターミナル）を、ネットワークアナライザ（図５Ａ）、またはテストセット（図５Ｂ）
のテストポートに接続し、ＤＵＴの残りのポートを終端抵抗Ｒに接続する。この状態の下
で、ＤＵＴの２つのポートでのＳパラメータ測定が行われる。そして、ＤＵＴの次の２つ
のポートをテストポートに接続し、残りのポートを終端抵抗Ｒに接続して、テストポート
に接続されている２つのポートでのＳパラメータ測定が行われる。さらにもう一度この動
作を繰り返すことで、ＤＵＴの全てのＳパラメータを測定することができる。
【００１５】
上述で説明した図５Ａの２ポート用ネットワークアナライザ、または図５Ｂの２ポート用
テストセットを用いた測定の場合、ＤＵＴとネットワークアナライザ（テストセット）、
終端抵抗（ターミナルレジスタ）Ｒ間の接続を、手動で何度も変更しなければならない。
従って、このテスト方式は、複雑で時間がかかり不便である。更に、終端抵抗（ターミナ
ルレジスタ）Ｒの値が、理想の値からずれている場合には、その接続ポートで反射が生じ
る可能性があり、結果としてＳパラメータ測定に誤差が生じることになる。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、３個またはそれを超えるポート（ターミナル：端子）を有する
マルチポートデバイスのパラメータを、高効率でより正確に測定を行うことのできるマル
チポートデバイス解析装置と解析方法を提供することにある。
また、本発明の他の目的は、マルチポートデバイス解析装置の誤差要因（係数）をあらか
じめ検出し、マルチポートデバイス測定の際に、そのような誤差要因を補償することがで
きるマルチポートデバイス解析装置の校正方法を提供することにある。
【００１７】
また、本発明の更に他の目的は、マルチポートデバイスと解析装置との間の接続を変更せ
ずに、高効率かつ高ダイナミックレンジでマルチポートデバイスの各種パラメータを測定
することができるマルチポートデバイス解析装置と解析方法を提供することである。
また、本発明の更に他の目的は、３ポートデバイスのＳパラメータ測定を、より高効率、
正確で、かつ高ダイナミックレンジで実施することができる３ポートデバイス用解析装置
とその校正方法を提供することである。
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【００１８】
また、本発明の更に他の目的は、２ポート用ネットワークアナライザを用いて、３ポート
デバイスのＳパラメータの測定を、高効率で且つ正確に実行できるように構成した３ポー
トデバイス用解析装置を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
３個またはそれを超えるポートを有するマルチポートデバイスをテストする場合において
、本発明のマルチポートデバイス解析装置は、被試験マルチポートデバイス（ＤＵＴ）の
いずれか１つのターミナル（端子またはポート）にテスト信号を供給するための信号源と
、被試験マルチポートデバイスの全ての端子を対応するテストポートにそれぞれ接続する
ための複数のテストポートと、被試験マルチポートデバイスの端子に接続されているテス
トポートから出力された信号を測定するための複数の測定ユニットと、その複数の測定ユ
ニットにより測定された各テストポートから出力された信号の測定値について、その相対
値としての基準データを求めるために上記テスト信号を測定する基準信号用測定ユニット
と、それぞれが１のテストポートに割り当てられた複数の終端抵抗（ターミナルレジスタ
）と、いずれか１つのテストポート（入力ポート）にテスト信号を選択的に供給し、かつ
テスト信号が供給されているテストポート（入力ポート）から終端抵抗を取り外すととも
に、それ以外の全てのテストポートを終端抵抗に接続するためのスイッチ手段とにより構
成されている。このような状態の下で、マルチポートＤＵＴのパラメータは、テストポー
ト全てが入力ポートとして割り当てられるまで、テスト信号を印加するテストポートの選
択を変更することにより、テストポートとマルチポートＤＵＴのターミナル間の接続を変
更せずに取得することができる。
【００２０】
本発明によれば、マルチポートデバイス用解析装置は、被試験マルチポートデバイス（Ｄ
ＵＴ）の全てのポート（ターミナル：端子）と接続できる数のテストポートを有している
。ＤＵＴ全体がこの解析装置に一旦接続されると、その後は解析装置とＤＵＴ間の接続を
変える必要がなくなる。更に、本発明のマルチポートデバイス用解析装置は、テストポー
トのそれぞれに終端抵抗（ターミナルレジスタ）が備えられており（ＤＵＴから出力され
た信号を受信するため）、その終端抵抗それぞれは、校正（キャリブレーション）段階と
Ｓパラメータの測定段階の両構成に共通に含まれている。従って、終端抵抗が所望値から
外れても、正確な測定を実現することができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明の好ましい実施例について、図面を参照して説明する。本発明のマルチポートデバ
イス解析装置の第１実施例を、図６－図１３に示す。この実施例におけるマルチポートデ
バイス解析装置は、３ポートデバイス解析装置として構成している。図６の３ポートデバ
イス解析装置は、ネットワークアナライザ１００となっており、同一のハウジング内に３
ポート用テストセットを有して構成している。ネットワークアナライザ１００は、信号源
１１２と、パワーデバイダ（分配器）１１４と、４個の測定ユニット１２２、１２４、１
２６および１２８を有する受信回路１２０と、それぞれが２個の切替回路とターミナルレ
ジスタ（終端抵抗：正規化インピーダンス）を有する切替スイッチ１３０および１３２と
、３個の方向性ブリッジ（または方向性結合器）１３４、１３６および１３８と、３個の
テストポート１４４、１４６および１４８とを有して構成している。
【００２２】
信号源１１２は、掃引コントロール部１１６から出力されたコントロール信号に応答して
、周波数が所定範囲内で直線的に変化するテスト信号を発生する。パワーデバイダ１１４
は、信号源１１２から出力されたテスト信号のパワーを分割し、そのテスト信号を切替ス
イッチ１３０、１３２を介して被試験３ポートデバイス（ＤＵＴ）１４０の選択された入
力ターミナルに供給するとともに、受信回路１２０内の測定ユニット１２２に供給する。
受信回路１２０は、４個の測定ユニット１２２、１２４、１２６、１２８を有している。
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測定ユニットのそれぞれは、例えば図１に示すような周波数変換器、Ａ／Ｄ変換器、信号
処理プロセッサで構成されている。測定ユニット１２２は、信号源１１２から出力された
信号の振幅、すなわち基準振幅値「Ｒ」を測定するものである。それ以外の３個の測定ユ
ニット１２４、１２６、１２８のそれぞれは、被試験３ポートデバイスから出力される信
号（伝達信号や反射信号）の振幅測定用に使用される。この例では、測定ユニット１２２
と１２４間の電圧比に基づいて得られる測定結果を「測定Ａ」、測定ユニット１２２と１
２６間の電圧比に基づいて得られる測定結果を「測定Ｂ」と称して説明する。更に、測定
ユニット１２２と１２８間の電圧比に基づいて得られる測定結果を「測定Ｃ」と称して説
明する。
【００２３】
切替スイッチ１３０と１３２のそれぞれは、図６の▲１▼、▲２▼として示される２つの
切替回路を有しており、その切替回路により、受信した信号を次の外部信号経路に接続す
るか、内部の終端抵抗（ターミナルレジスタ）に接続するかの切替を行う。切替スイッチ
１３０および１３２内の終端抵抗のそれぞれは、ＤＵＴ１４０およびネットワークアナラ
イザ１００の特性（正規化）インピーダンスである、例えば５０オームに設定されている
。このように、切替スイッチ１３０、１３２のそれぞれは、３ポートＤＵＴの選択された
入力ポートにテスト信号を供給し、それ以外のポートを終端する機能を果たす。
【００２４】
３個の方向性ブリッジ（または方向性結合器）１３４、１３６および１３８のそれぞれは
、切替スイッチ１３０、１３２から出力されるテスト信号をＤＵＴに送信し、ＤＵＴから
出力される信号（伝達信号や反射信号）を検出して受信回路１２０に供給する。方向性ブ
リッジ１３４から出力される検出信号は、測定ユニット１２４に供給され、方向性ブリッ
ジ１３６から出力される検出信号は、測定ユニット１２６に供給され、方向性ブリッジ１
３８から出力される検出信号は、測定ユニット１２８にそれぞれ供給される。
【００２５】
図７は、図６に示したネットワークアナライザを用いて、３ポートＤＵＴ１４０のＳパラ
メータ測定を行う場合において、各種のＳパラメータやスイッチ設定、周波数掃引の回数
との関係を示すテーブルである。図７では、ＳＷ１とＳＷ２は、切替スイッチ１３０と１
３２にそれぞれに対応している。このテーブルでは、各切替スイッチ内の切替回路（▲１
▼、▲２▼として示す）がＯＮの場合は、その切替回路は外部回路素子に接続した状態と
なっていることを示し、切替回路がＯＦＦの場合は、その切替回路は終端抵抗（ターミナ
ルレジスタ）を介してグラウンドに接続した状態となっていることを示す。
【００２６】
３ポートＤＵＴ１４０は、ネットワークアナライザ１００の３個のテストポート１４４、
１４６、１４８に接続している。まず、方向性ブリッジ１３４とテストポート１４４を介
してＤＵＴ１４０のポート（１）にテスト（周波数掃引）信号が供給されるよう切替スイ
ッチ１３０を設定する。この状態の下で、ネットワークアナライザ１００は、ＤＵＴ１４
０のＳパラメータＳ１１、Ｓ２１、Ｓ３１を測定する。ＤＵＴ１４０のポート（１）から
出力される反射信号は、方向性ブリッジ１３４を介して測定ユニット１２４で受信され、
ＳパラメータＳ１１（測定Ａ）が求められる。Ｓ２１を測定する場合には、ＤＵＴ１４０
のポート（２）から出力される伝達信号は、方向性ブリッジ１３６を介して測定ユニット
１２６（測定Ｂ）で受信される。Ｓ３１を測定する場合においては、ＤＵＴ１４０のポー
ト（３）から出力される伝達信号は、測定ユニット１２８（測定Ｃ）で受信される。この
ようにして、１回の周波数掃引動作により、３種類のＳパラメータＳ１１、Ｓ２１、Ｓ３
１の測定が行われる。
【００２７】
次に、テスト（周波数掃引）信号を、方向性ブリッジ１３６とテストポート１４６を介し
て、ＤＵＴ１４０のポート（２）に供給するために、切替スイッチ１３０と１３２を、図
７の中央欄に示すように設定する。この状態の下で、ネットワークアナライザ１００は、
ＤＵＴ１４０のＳパラメータＳ１２、Ｓ２２、Ｓ３２の測定をそれぞれ行う。すなわち、
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ＤＵＴ１４０のポート（１）から出力される伝達信号は、ＳパラメータＳ１２を測定（測
定Ａ）するために、方向性ブリッジ１３４を介して測定ユニット１２４により受信される
（測定Ａ）。ＤＵＴ１４０のポート（２）から出力される反射信号は、ＳパラメータＳ２
２を測定する（測定Ｂ）ために、方向性ブリッジ１３６を介して測定ユニット１２６によ
り受信される。ＤＵＴ１４０のポート（３）から出力される伝達信号は、ＳパラメータＳ
３２を測定する（測定Ｃ）ために、方向性ブリッジ１３８を介して測定ユニット１２６に
より受信される。このようにして、１回の周波数掃引動作により、３種類のＳパラメータ
Ｓ１２、Ｓ２２、Ｓ３２の測定が行われる。
【００２８】
次に、テスト（周波数掃引）信号を、方向性ブリッジ１３８とテストポート１４８を介し
て、ＤＵＴ１４０のポート（３）に供給するために、切替スイッチ１３０と１３２を、図
７の右欄に示すように設定する。この状態の下で、ネットワークアナライザ１００は、Ｄ
ＵＴ１４０のＳパラメータＳ１３、Ｓ２３、Ｓ３３の測定をそれぞれ行う。すなわち、Ｄ
ＵＴ１４０のポート（１）から出力された伝達信号は、ＳパラメータＳ１３を測定する（
測定Ａ）ために、方向性ブリッジ１３４を介して測定ユニット１２４により受信される。
ＤＵＴ１４０のポート（２）から出力される伝達信号は、ＳパラメータＳ２３を測定する
（測定Ｂ）ために、方向性ブリッジ１３６を介して測定ユニット１２６により受信される
。ＤＵＴ１４０のポート（３）から出力された反射信号は、ＳパラメータＳ３３を測定を
する（測定Ｃ）ために、方向性ブリッジ１３８を介して測定ユニット１２８により受信さ
れる。このようにして、１回の周波数掃引動作により、３種類のＳパラメータＳ１３、Ｓ
２３、Ｓ３３の測定が行われる。
【００２９】
上述のように、本発明のネットワークアナライザは、ＤＵＴ１４０のポートと同じ数の測
定ユニット１２４、１２６、１２８（基準テスト信号用の測定ユニット１２２）を有して
いる。ＤＵＴ１４０のそれぞれのポートから出力される３種類の信号（１つの反射信号と
２つの伝達信号）は、テスト信号の周波数掃引を１回実施することによって同時に測定・
評価される。従って、ＤＵＴ１４０の９種類のＳパラメータの測定を、合計３回の周波数
掃引動作によって実施することができる。また、測定ユニットと方向性ブリッジの１組（
ペア）のそれぞれを、ＤＵＴの各ポートに対応して割り当てているため、ＤＵＴ１４０か
らの上記３種類の信号は、切替スイッチを用いたり、または信号経路の接続を変えたりす
ることなく、対応する測定ユニットに送信することができる。従って、信号経路において
生じる損失を低減させることができるため、測定のダイナミックレンジを拡大することが
できる。
【００３０】
本発明の校正（キャリブレーション）方法を、図８－図１３を参照して説明する。図８は
、３ポートネットワークアナライザ１０ 2と３ポートテストセット３０ 2との組み合わせに
より構成した３ポートデバイス解析装置を示す概念ブロック図である。図８の例において
は、ネットワークアナライザとテストセットは分離して示されているが、この装置の構成
は、テストセットを同じハウジング内に有する図６のネットワークアナライザと基本的に
同じである。
図８では、ネットワークアナライザ１０ 2は、信号源１２、掃引コントローラ２２、３個
の測定ユニット１４、１６、１８、測定コントローラ２４、表示部２６、およびコントロ
ーラ２８を有して構成されている。信号源１２は、掃引コントローラ２２の制御下で、正
弦波のテスト信号を発生する。例えば、信号源１２と掃引コントローラ２２は、周波数シ
ンセサイザを形成し、周波数が所定範囲内で直線状（周波数掃引）に変化するテスト信号
を発生する。被測定３ポートデバイス（ＤＵＴ）４０をテストする場合には、切替スイッ
チ３２（テストセット３０ 2）により選択されたＤＵＴ４０のポートに、そのテスト信号
が供給される。３個の測定ユニット１４、１６、１８は、図６に示したネットワークアナ
ライザに設けられた測定ユニット１２４、１２６、１２８にそれぞれ対応している。
【００３１】
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測定コントローラ２４は、ネットワークアナライザ１０ 2の全体動作を制御するものであ
り、キャリブレーション（校正）の行程を実行して、マルチポートデバイス解析装置の全
体としての誤差係数を求め、それを補償（相殺）することにより、ＤＵＴのＳパラメータ
測定をより正確に行う。表示部２６は、テストパラメータの各種測定条件や測定結果等の
表示を行う。コントローラ２８には、各種のキーやスイッチ、ポインティングデバイス等
が備わっており、装置の利用者とインタフェースするように機能する。
【００３２】
テストセット３０ 2は、切替スイッチ３２、３個の方向性ブリッジ（方向性結合器）３４
、３６、３８、及び３個のテストポート４４、４６、４８を有して構成している。被測定
デバイス（ＤＵＴ）４０の３つのポートは、ケーブル１１を介して対応するテストポート
に接続されている。切替スイッチ３２は、信号源から発生したテスト信号を選択して、３
個のテストポート４４、４６、４８の１つ、すなわちＤＵＴ４０のいずれか１つのポート
（ターミナル）に供給する。方向性ブリッジ３４、３６、３８のそれぞれは、対応するテ
ストポート、例えばＤＵＴ４０のポートから出力された信号を検出し、対応する測定ユニ
ット１４、１６、１８に送信する。
【００３３】
図９は、図８のマルチポートデバイス解析装置の測定モードを示すテーブルである。この
テーブルは、テストセット３０ 2のどのテストポートがＤＵＴにテスト信号を供給し、ど
のテストポートがＤＵＴから出力された信号を受信するかを示している。例として、測定
モード「ａ」では、テストポート４４は、信号源「Ｓ」として機能し、テストポート４６
および４８は、受信した信号を測定ユニット１６および１８に送信するための受信器「Ｒ
」として機能する。しかし、ＤＵＴからの反射信号は、テストポート４４を経由して測定
ユニット１４により受信されるので、図に示すラベル「Ｓ」は信号源と受信器の両方を意
味することに注意されたい。このように、ＤＵＴのＳパラメータＳ１１、Ｓ２１、Ｓ３１
は、モード「ａ」で測定され、ＳパラメータＳ１２、Ｓ２２、Ｓ３２はモード「ｂ」で測
定され、ＳパラメータＳ１３、Ｓ２３、Ｓ３３はモード「ｃ」で測定される。
【００３４】
図１０および図１１のシグナルフローグラフを参照して、図９のテーブルに示す測定モー
ド「ａ」から測定モード「ｃ」に伴う誤差項目すなわち誤差係数（要因）について以下に
説明する。図１０（ａ）は、図９のテーブルにおいて「Ｓ」で示されたテストポートに対
応するシグナルフローモデルを、図１０（ｂ）は、図９のテーブルにおいて「Ｒ」で示さ
れたテストポートに対応するシグナルフローモデルを示している。テストポート４４、４
６、４８のそれぞれは、２つのノード、例えば図１０（ａ）ではノード５０および５２、
図１０（ｂ）ではノード５４および５６で示されている。
【００３５】
図１０（ａ）に示すように、信号源１２が接続されているテストポートに関しては、信号
源１２から発生したテスト信号は、ノード５０に入力される。同時に、そのテスト信号の
一部は、テストセット３０ 2内の方向性ブリッジ等を介して、Ｒモードになっている他の
テストポートにも伝送される（誤差係数Ｅｄ：方向性）。ＤＵＴ４０から出力された反射
信号は、反射ノード５２に入力される。それと同時に、反射信号の一部は、Ｒモードのテ
ストポートに入力され（誤差係数Ｅｒ：反射トラッキング）、反射信号の他の一部は、テ
ストセット３０ 2内のテストポート又は他の素子により反射されて入力ノード５０に戻る
（誤差係数Ｅｓ：ソースマッチ）。
【００３６】
図１０（ｂ）に示すように、例えば測定ユニットにのみ接続されており、したがってＲモ
ードにあるテストポートにおいては、ＤＵＴから出力された信号は、測定ユニットにより
受信される。同時に、ＤＵＴから出力された信号の一部は、反射ノード５４に入力してＲ
モードのテストポートに伝送し（誤差係数Ｅｔ：伝達トラッキング）、その信号の他の一
部は、テストセット３０ 2内のテストポート又は他の素子により反射されて入力ノード５
６に戻る（誤差係数Ｅｌ：ロードマッチ）。
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【００３７】
図１１は、３ポートＤＵＴがテストセット３０ 2に、図９に示す測定モード「ａ」として
接続されている場合のシグナルフローグラフである。３ポートのＤＵＴ４０においては、
９種類のＳパラメータＳ１１、Ｓ１２、Ｓ１３、Ｓ２１、Ｓ２２、Ｓ２３、Ｓ３１、Ｓ３
２、Ｓ３３が定義され、その各Ｓパラメータは複素数で表現される振幅比としてあらわさ
れる。ＳパラメータＳ２１およびＳ３１は、それぞれテストポート４４からテストポート
４６および４８までの伝達係数を示している。ＳパラメータＳ１１は、テストポート４４
における反射係数を示している。同様に、ＳパラメータＳ３２およびＳ１２は、それぞれ
テストポート４６からテストポート４８および４４までの伝達係数を示している。Ｓパラ
メータＳ２２は、テストポート４６における反射係数を示している。ＳパラメータＳ１３
およびＳ２３は、それぞれテストポート４８からテストポート４４および４６までの伝達
係数を示している。ＳパラメータＳ３３は、テストポート４８における反射係数を示して
いる。上記の全てのＳパラメータは、各測定モード「ａ」、「ｂ」、および「ｃ」におい
て、測定ユニット１４、１６、１８により、受信信号の電圧と位相を測定することにより
求めることができる。
【００３８】
図１０（ａ）と図１０（ｂ）を参照して上記で説明し、また図１１でも示すように、Ｓパ
ラメータの測定には、各種の誤差係数（要因）が関与している。例えば測定モード「ａ」
では、信号源１２と測定ユニット１４の双方に接続されているテストポート４４は、３種
類の誤差係数Ｅｄ、Ｅｓ、Ｅｒに関与している。また、測定ユニット１６に接続されてい
るテストポート４６は、２種類の誤差係数Ｅｔ、Ｅｌに関与しており、測定ユニット１６
に接続されているテストポート４８は、２種類の誤差係数Ｅｔ’、Ｅｌ’にそれぞれ関与
している。更に、信号源１２から発生されるテスト信号の一部は、テストセット３０ 2内
にリークして測定ユニット１６、あるいは測定ユニット１８に到達する可能性があるため
、これらも誤差係数（Ｅｘ、Ｅｘ’：アイソレーション）となる。従って、３ポートのＤ
ＵＴのＳパラメータ測定をより正確に行うためには、このような誤差係数（要因）を検出
し、補償しなければならない。
【００３９】
図１２は、本発明の３ポートデバイス解析装置における、上述のような校正（キャリブレ
ーション）のプロセスを示すフローチャートである。校正プロセスを実施する間は、ＤＵ
Ｔ４０を解析装置のテストポートから取り外す。図１３は、このようにＤＵＴが接続され
ていない状態での３ポートデバイス解析装置における、校正時のシグナルフローグラフを
示している。図１２及び図１３においては、信号源１２に接続されたテストポートを「テ
ストポートａ」として、またこの「テストポートａ」に対応する測定ユニットを「回路ａ
」として現している。また、信号源１２が接続されていない２つのテストポートのそれぞ
れを「テストポートｂ」、「テストポートｃ」とし、それぞれのテストポートに対応する
測定ユニットを「回路ｂ」、「回路ｃ」として現している。
【００４０】
図１２の校正プロセスでは、図８に示すマルチポートデバイス解析装置の参照符号を用い
て説明しているが、その校正プロセスは、図６に示すマルチポートデバイス解析装置にも
同様に適用できる。使用者はコントローラを通して校正プロセスを起動する（ステップ１
００）。テストセット３０ 2内の切替スイッチ３２は、どれか１つの測定モードを選択す
る（ステップ１０１）。例えば、測定モード「ａ」が選択されて、テストポート４４（テ
ストポートａ）にテスト信号が供給される。好ましくは、この校正プロセスを、３種類の
条件、すなわち「オープン」、「ショート」、「ロード」を有する校正（キャリブレーシ
ョンセット）セットを用いて実施する。
【００４１】
誤差係数Ｅｘ、Ｅｘ’を測定する場合、測定コントローラ２４は、テストポートａ（テス
トポート４４）をオープン（開放）に設定し、所定周波数のテスト信号をテスト信号源か
らテストポートａに供給する（ステップ１０２）。ＤＵＴは接続されていないため、テス
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トポート４６で信号は受信されない。したがって、回路ｂ（測定ユニット１６）は、テス
トセット３０ 2内の信号源から測定ユニット１６にリーク（漏洩）した信号である誤差係
数Ｅｘを直接測定することができる（ステップ１０３）。同様に、回路ｃ（測定ユニット
１８）で受信された信号を測定することによって、誤差係数Ｅｘ’を直接求めることが出
来る（ステップ１０４）。
【００４２】
図１２の校正プロセスにおいて、誤差係数Ｅｄ、Ｅｓ、Ｅｒを、以下のようにして求める
。一般に、これら３つの誤差係数を求めるには、テストポートａ（テストポート４４）に
テスト信号を印加した状態で、３つの異なる条件を設定する。それぞれの条件の下で、回
路ａ（測定ユニット１４）により受信された信号を検証して３つの式を取得する。これら
の式を解くことにより、３つの誤差係数Ｅｄ、Ｅｓ、Ｅｒのそれぞれの値を求めることが
出来る。
例えば、テストポート４４における信号の反射係数をＳ１１とすると、回路ａ（測定ユニ
ット１４）で受信された電圧Ｒ１１は、
ＶＲ１１＝Ｅｄ＋ＥｒＳ１１／（１－ＥｓＳ１１）　．．．（１）
となる。一般に、上述した３つの異なる条件とは、テストポート４４の「オープン（開放
）」、「ショート（短絡）」、および「ロード」である。「ロード」とは、５０オームの
ような装置の特性（正規化）インピーダンスと同一のインピーダンス値を有する終端抵抗
（ターミナルレジスタ）をテストポート４４に接続した状態を意味する。
【００４３】
図１２の校正プロセスでは、テストポートａ（テストポート４４）を開放（オープン）状
態に維持して、回路ａ（測定ユニット１４）の受信電圧測定を行う（ステップ１０５）。
テストポートを開放した（オープン）場合は、反射信号はテスト信号と同一の位相となる
ので、Ｓ１１＝１となり、これを（１）式に代入して表すと、回路ａの受信電圧は以下の
ようになる。
ＶＲ１１＝Ｅｄ＋Ｅｒ／（１－Ｅｓ）　　　　　　　．．．（２）
次のステップでは、テストポートａ（テストポート４４）を短絡（ショート）して（ステ
ップ１０６）、回路ａ（測定ユニット１４）による受信電圧の測定を行う（ステップ１０
７）。テストポート４４を短絡（ショート）した場合は、反射信号はテスト信号と反対の
位相となるので、Ｓ１１＝－１となり、これを（１）式に代入してあらわすと、回路ａの
受信電圧は以下のようになる。
ＶＲ１１＝Ｅｄ－Ｅｒ／（１＋Ｅｓ）　　　　　　　．．．（３）
更に次のステップでは、テストポート４４を、正規化インピーダンスにより終端（ロード
）して（ステップ１０８）、回路ａ（測定ユニット１４）による受信電圧の測定を行う（
ステップ１０９）。テストポート４４を正規化（理想的）インピーダンスで終端した場合
は、反射信号は発生しない、したがってＳ１１＝０となり、これを（１）式に代入して表
すと、回路ａの受信電圧は以下のようになる。
ＶＲ１１＝Ｅｄ　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．（４）
従って、上述の手順で取得した３つの式（１）、（２）、（３）を解くことで、３種の誤
差係数Ｅｄ、Ｅｓ、Ｅｒをそれぞれ求めることができる（ステップ１１０）。
【００４４】
図１２の校正プロセスは、次に２つの誤差係数Ｅｔ、Ｅｌを求めるステップを行う。テス
トポート４４とテストポート４６を理想的に接続した状態では、それぞれのテストポート
における反射係数は０であり、それぞれのテストポートにおける伝達係数は１である。し
たがって、この状態において、測定ユニット１４および測定ユニット１６で測定された受
信電圧は、
ＶＲ１１＝Ｅｄ＋ＥｒＥｌ（１－ＥｓＥｌ）　　　　．．．（５）
ＶＲ２１＝Ｅｔ／（１－ＥｓＥｌ）　　　　　　　　．．．（６）
となる。誤差係数Ｅｄ、Ｅｒ、Ｅｓは、上述で説明したステップ１１０において既に取得
されているため、（５）式を用いてＥｌを求めることができ、更に（６）式を用いてＥｔ
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を求めることができる。
【００４５】
従って、図１２のフローチャートにおいて、まずテストポートａ（４４）とテストポート
ｂ（４６）間を接続する（ステップ１１１）。そして回路ａ（測定ユニット１４）により
受信電圧ＶＲ１１を測定し、回路ｂ（測定ユニット１６）により受信電圧ＶＲ２１を測定
する（ステップ１１２）。これらの電圧値を取得した後、上述のステップ１１０で取得し
た３つの誤差係数Ｅｄ、Ｅｓ、Ｅｒを、上記の（５）式及び（６）式に代入することによ
り、テストポートｂ（テストポート４６）に対する２つの誤差係数Ｅｔ、Ｅｌを取得する
ことができる（ステップ１１３）。
【００４６】
上記のステップ１１１－１１３と同様なプロセスにより、誤差係数Ｅｔ’、Ｅｌ’も求め
ることができる。すなわちテストポートａ（テストポート４４）とテストポートｃ（テス
トポート４８）間を接続して（ステップ１１４）、回路ａ（測定ユニット１４）により受
信電圧ＶＲ１１を測定し、回路ｃ（測定ユニット１８）により受信電圧ＶＲ３１を測定す
る（ステップ１１５）。このような状態において、回路ａ（測定ユニット１４）による電
圧測定値と回路ｃ（測定ユニット１８）による電圧測定値は、
ＶＲ１１＝Ｅｄ＋ＥｒＥｌ’／（１－ＥｓＥｌ’）　．．．（７）
ＶＲ３１＝Ｅｔ’／（１－ＥｓＥｌ’）　　　　　　．．．（８）
となる。誤差係数Ｅｄ、Ｅｒ、Ｅｓは、上述で説明したステップ１１０において既に取得
されているため、これらを（７）式と（８）式に代入して、テストポートｃ（テストポー
ト４８）に関する２つの誤差係数Ｅｔ’、Ｅｌ’を求めることができる（ステップ１１６
）。
【００４７】
上述の校正（キャリブレーション）プロセスにより、測定モードａ（テストポート４４に
テスト信号を供給した場合）における誤差係数を取得することができる。したがって次に
、誤差係数の取得を終了していない他の測定モードがあるか否かが判断される（ステップ
１１７）。上述の例では、測定モードｂおよび測定モードｃにおける誤差係数の検証は未
だされていないので、テストポートｂ（テストポート４６）にテスト信号を供給するため
に、テストセット３０ 2内の切替スイッチ３２の設定を変えるステップ１０１に戻る。そ
の後、ステップ１０１から１１７までの動作を、測定モードｂおよび測定モードｃにおけ
る誤差係数の全てを取得するまで繰り返す。誤差係数を全て取得すると、校正プロセスを
終了する。
【００４８】
以上で説明したように、全ての測定モードについて、マルチポートデバイス解析装置内の
誤差係数を、正確に取得することができる。従って、ＤＵＴをマルチポートデバイス解析
装置に接続してそのＳパラメータ測定を行う場合には、Ｓパラメータの測定値の計算にお
いて、これら誤差係数を除去（補償）することができる。したがって、３ポートＤＵＴ４
０のＳパラメータを、正確に得ることができる。
本発明のマルチポートデバイス解析装置は、マルチポートＤＵＴの全てのポートに接続で
きるテストポート数を有している。したがって、一旦マルチポートＤＵＴが全体としてマ
ルチポートデバイス解析装置に接続されると、その後はＤＵＴと解析装置間の接続を変え
る必要はない。更に、本発明のマルチポートデバイス解析装置は、それぞれのポート（信
号受信ポート）にターミナルレジスタ（終端抵抗）が備えられており、それら終端抵抗は
、解析装置の校正段階とＤＵＴのＳパラメータ測定段階の双方において共通に用いられて
いる。従って、終端抵抗が所望値から外れていても、その終端抵抗値が正確に既知である
かぎり、正確な測定を達成することができる。
【００４９】
図１４は、本発明のマルチポートデバイス解析装置の第２実施例の基本的構成を示すブロ
ック図であり、この実施例では、ｎポートを有するマルチポートデバイスを測定できる構
成となっている。この例において、マルチポートデバイス解析装置３００は、ｎ個のテス
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トポートＰ１－Ｐｎと、ｎ個のターミナル（ポート）を有するマルチポートデバイス（Ｄ
ＵＴ）からの信号を測定するためのｎ個の測定ユニットＭＵ１－ＭＵｎを有する受信回路
３２０（基準テスト信号を測定する測定ユニットＲを除く）を有する構成となっている。
図１４において、マルチポートデバイス解析装置３００は更に、ｎ個の方向性ブリッジ（
方向性結合器）ＢＲＧ１－ＢＲＧｎと、ｎ個の切替スイッチＳＷ１－ＳＷｎと、ｎ個のタ
ーミナルレジスタ（終端抵抗）ＴＲ１－ＴＲｎと、信号源１１２と、パワー分配器１１４
と、掃引コントローラ１１６を有している。図１４に示すように、テストポート、測定ユ
ニット、切替スイッチ、方向性ブリッジのそれぞれの数は、第１実施例の場合よりも増加
してはいるが、その基本的な構成は図６や図８に示す構成と同一である。
【００５０】
信号源１１２は、掃引コントローラ１１６から出力されたコントロール信号に応答して、
所定範囲内で周波数を直線状に変化したテスト信号を発生する。パワー分配器１１４は、
信号源１１２から出力されたテスト信号のパワーを分配し、いずれか１つの切替スイッチ
ＳＷ１－ＳＷｎを介して、ｎポートＤＵＴの選択されたターミナル（ポート、端子）にそ
のテスト信号を供給する。測定ユニットＲは、信号源１１２から出力されたテスト信号の
信号レベルを測定する。他の測定ユニットＭＵ１－ＭＵｎは、ＤＵＴの対応するポートか
ら出力された信号（伝達信号や反射信号）の信号レベルを測定する。
【００５１】
切替スイッチＳＷ１－ＳＷｎのそれぞれにより、対応するテストポートと方向性ブリッジ
を、信号源（テスト信号）１１２またはターミナルレジスタ（終端抵抗）ＴＲのいずれか
に接続する。ｎポートＤＵＴのＳパラメータ測定を行う場合には、信号源１１２から出力
されたテスト信号を、テストポートＰ１－Ｐｎのいずれか１つに供給し、残りのテストポ
ートをターミナルレジスタ（終端抵抗）ＴＲに接続する。各ターミナルレジスタ（終端抵
抗）ＴＲ１－ＴＲｎは、本発明のマルチポートデバイス解析装置やマルチポートＤＵＴの
特性（正規化）インピーダンスに設定する。その特性インピーダンスは一般に５０オーム
である。方向性ブリッジＢＲＧ１－ＢＲＧｎは、ＤＵＴから出力された信号（伝達信号や
反射信号）を、対応する測定ユニットＭＵ１－ＭＵｎに送信する。
【００５２】
図１４のマルチポートデバイス解析装置は、各種誤差係数を求めるために、ＤＵＴのＳパ
ラメータ測定を実施する前に、キャリブレーション（校正）を行う。キャリブレーション
の行程において求める誤差係数の種類やそれらの誤差係数を求めるためのプロセスは、前
述した３ポートデバイス解析装置（第１実施例）の場合と基本的に同じである。しかし、
誤差係数とＳパラメータの数は、ＤＵＴのポート数と解析装置のテストポート数がそれぞ
れ３個以上である場合には、第１実施例より大きくなる。
【００５３】
図１４のマルチポートデバイス解析装置の基本的な動作プロセスを、図１５のフローチャ
ートに示す。図１５の例では、図の上半分は、キャリブレーション（校正）の動作手順を
示しており、図の下半分は、Ｓパラメータ測定の動作手順を示している。まず基本動作の
開始においては、校正プロセスを実施すべきかが判断される（ステップ３５０）。もし本
発明のマルチポートデバイス解析装置３００が、意図したＤＵＴの測定に十分な確度を有
することが既知である場合は、校正プロセスを省略して、直ちにＳパラメータの測定プロ
セスに移行することができる（ステップ３５５）。
【００５４】
校正プロセスを実施する場合には、まず信号源１１２から出力されたテスト信号を、テス
トポートＰｉに供給する（ステップ３５１）。ここで参照符号「ｉ」は、１からｎの間の
数であり、テスト信号をｉ個目のテストポート（入力テストポート）に供給することを示
している。また、後でも説明するが、参照符号「ｊ」は、ｊ個目のテストポートが信号を
受け、その受信信号を対応する測定ユニットＭＵｊにより測定することを示している。テ
スト信号がテストポートＰｉに供給される状態の下で、対応する誤差係数は、「ｊ」を１
からｎの間でテストポートＰｊを変えることによって測定される（ステップ３５２）。
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【００５５】
テストポートＰｊについて、例えばテストポートＰ１からＰｎまでの全てについて誤差係
数の試験をした場合には、入力テストポートＰｉが最後のテストポートかどうかが判断さ
れる（ステップ３５３）。もし入力テストポートＰｉが最後のテストポート、すなわちｎ
個目のテストポートであるときは、校正プロセスは終了する。もし入力テストポートとし
て指定されていない他のテストポートが残っている場合には、次のテストポートにテスト
信号を供給するように、入力テストポートの順を例えばｉ＝ｉ＋１のように１だけ加算す
る（ステップ３５４）。上記のプロセスを、全てのテストポートが入力テストポートとし
て指定されるまで繰り返すことにより（ステップ３５３）、校正のプロセスを終了する。
【００５６】
校正（キャリブレーション）動作が終了した後、Ｓパラメータ測定のプロセスを開始する
。Ｓパラメータの測定は、ＤＵＴのポート（ターミナル）１－ｎの全てを、本発明のマル
チポートデバイス解析装置３００のテストポートＰ１－Ｐｎにそれぞれ接続することから
開始する（ステップ３５５）。上述した校正プロセスと同様に、テスト信号を、テストポ
ートＰｉに供給する（ステップ３５６）。この参照符号「ｉ」は、１からｎ間の数であり
、ｉ個目のテストポート（入力テストポート）にテスト信号を供給することを示している
。ｎ個のポートを有するＤＵＴのＳパラメータは、テストポートＰｊを変更する毎にＳパ
ラメータの測定を行って求める（ステップ３５７）。このテストポートＰｊは、ｊ個目の
テストポートがＤＵＴから信号を受信していることを示しており、この受信信号が対応す
る測定ユニットＭＵｊにより測定される。参照符号「ｊ」は、１からｎ間の数である。
【００５７】
テストポートＰｊをテストポートＰ１からＰｎ間の全てについて変更してＳパラメータ測
定を行った場合は、入力テストポートＰｉが最終テストポートかが判断される（ステップ
３５８）。テストポートＰｉが最終テストポート、例えばｎ個目のテストポートであれば
、Ｓパラメータ測定のプロセスは終了する。入力テストポートとして指定されていない他
のテストポートがまだ存在する場合には、入力テストポートを次のテストポートに切り換
えて、そこにテスト信号を供給するために、その順を例えばｉ＝ｉ＋１のように１だけ加
算する（ステップ３５９）。以上の動作を、テストポート全てが入力テストポートとして
指定されるまで繰り返すことにより（ステップ３５８）、全てのＳパラメータが測定され
、その測定プロセスは終了する。
【００５８】
図１６は、誤差係数の第１グループ、即ちＥｄｉ（方向性）、Ｅｒｉ（反射トラッキング
）およびＥｓｉ（ソースマッチ）の測定を行う場合の構成を示すブロック図である。この
誤差係数において、参照符号「ｉ」は、テストポート（入力テストポート）Ｐｉにテスト
信号が供給されていることを示しる。したがって、これらの誤差係数Ｅｄｉ、Ｅｒｉおよ
びＥｓｉは、入力テストポートＰｉすなわち図１６のテストポートＰ１に関わる誤差係数
である。これら誤差係数の意味は、図１２のフローチャートに関して説明したものと同じ
である。図１６では、キャリブレーションキット（校正キット）３４０を、入力テストポ
ートＰｉに接続している。一般に、校正キット３４０は、上述の図１２に関して説明した
ように、テストポートＰｉについて「オープン」、「ショート」および「ロード」のよう
な、少なくとも３種類の条件を選択することができる。
【００５９】
図１７は、誤差係数の第２グループ、即ちＥｔｉｊ（伝達トラッキング）、Ｅｌｉｊ（ロ
ードマッチ）の測定を行う場合の構成を示すブロック図である。参照符号「ｉ」は、テス
トポート（入力テストポート）Ｐｉにテスト信号が供給されることを示しており、参照符
号「ｊ」は、信号をテストポートＰｊが受信し、対応する測定ユニットＭＵｊでその受信
信号ｗを測定することを示している。これら誤差係数の意味は、図１２のフローチャート
に関連して説明したものと同じである。従って、図１７に示すように、テストポートＰ１
（入力テストポートＰｉ）とテストポートＰ２（信号を受信するテストポートＰｊ）は、
互いに接続されており、測定ユニットＭＵ１とＭＵ２は受信された信号の測定をそれぞれ
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行う。誤差係数Ｅｔｉｊ、Ｅｌｉｊは、上で説明した（５）式および（６）式を用いて求
める。
【００６０】
図示していないが、誤差係数Ｅｘｉｊ（アイソレーション）は、入力テストポートＰｉを
開放（オープン）して、またはターミナルレジスタによりテストポートＰｉを終端し、あ
るいはテストポートＰｉをショート（短絡）して測定する。誤差係数Ｅｘｉｊは、特定の
入力テストポートＰｉにおいて、テストポートＰｊの全てについて同時に測定を行うこと
ができる。あるいは、誤差係数Ｅｘｉｊは、特定した入力テストポートにおいて、受信す
るテストポートＰｊを１つ１つ変更して測定を行ってもよい。
【００６１】
前述した誤差係数測定を行うための動作手順は、図１８のフローチャートに示すように要
約することができる。したがって、図１８のフローチャートにおける各ステップは、図１
５のフローチャートにおけるステップ３５２のサブステップである。図１８のプロセスに
おいて、まずテスト信号を入力テストポートＰｉに供給して、テストポートＰｉに関する
誤差係数Ｅｄｉ、ＥｒｉおよびＥｓｉの測定をそれぞれ行う（ステップ３７０）。
次に、入力テストポートＰｉとテストポートＰｊ（受信テストポート）を、ケーブルを介
して互いに接続する（ステップ３７１）。測定ユニットＭＵｉ、ＭＵｊで計測された電圧
に基づいて、誤差係数ＥｔｉｊおよびＥｌｉｊを、（５）式および（６）式を用いて計算
する（ステップ３７２）。誤差係数ＥｔｉｊおよびＥｌｉｊを測定した後、誤差係数Ｅｘ
ｉｊの測定プロセスに移行する。即ち、テストポートＰｉとＰｊの接続を外し（ステップ
３７３）、誤差係数Ｅｘｉｊを、受信するテストポートＰｊに漏洩（リーク）した電圧を
測定することによって取得する（ステップ３７５）。上述したように、誤差係数Ｅｘｉｊ
の測定動作は、テストポートＰｊの全てについて同時に行うことができる。
【００６２】
入力テストポートＰｉと特定のテストポートＰｊ間の誤差係数を取得した場合には、テス
トポートＰｊが最後のテストポートか否かが判断される（ステップ３７５）。未だ入力テ
ストポートＰｉとの関連で検証されていないテストポートが存在する場合には、特定のテ
ストポート順を、例えばｊ＋ｊ＝１のように累進する（ステップ３７６）。このようにし
て、ステップ３７１からステップ３７６のプロセスを、入力テストポートＰｉにおける最
後のストポートＰｊ間について誤差係数が取得されるまで繰り返す。特定の（受信する）
テストポートＰｊが最後のテストポート、すなわちｎ個目のテストポートであるときは、
入力テストポートＰｉについての校正プロセスを終了することができ、次のテストポート
を入力テストポートとした校正プロセスに移行する（図１５に示すステップ３５３および
３５４）。
【００６３】
図１９は、図１４のマルチポートデバイス解析装置について、ｎポートを有するマルチポ
ートデバイスをテストするためのテスト信号が、次のテストポートに供給されている状態
における、基本的な構成を示すブロック図である。上述のように、校正動作のプロセスま
たはＳパラメータの測定プロセスにおいて、各テストポートは、信号源１１２から出力さ
れたテスト信号を受信する入力テストポートとして割り当てられなければならない。図１
９の例では、テストポートＰ２が、入力テストポートとしてテスト信号を受信している状
態を示している。これに対し図１４の例では、テストポートＰ１がテスト信号を受信して
いる状態を示している。
【００６４】
　以上説明したように、ｎ個のテストポートを有する本発明のマルチポートデバイス解析
装置３００の誤差係数を、正確に取得することができる。従って、マルチポートＤＵＴを
マルチポートデバイス解析装置に接続して、マルチポートＤＵＴのＳパラメータ測定値の
計算を行う際に、これらの誤差係数を、Ｓパラメータの計測値から取り除く（補償）こと
ができる。その結果、ｎポートＤＵＴ４０のＳパラメータを、より正確に得ることができ
る。このような計算動作を達成することができる式の例を以下に示す。
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【数４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
であり、またＳｉｊｍは、誤差を有したＳパラメータ測定値であることを示す。
　本発明のマルチポートデバイス解析装置３００は、マルチポートＤＵＴの全てのポート
と接続ができる数のテストポートを有している。したがって、一旦マルチポートＤＵＴを
解析装置に接続すると、その後は解析装置とＤＵＴ間の接続を変更する必要がない。更に
、本発明のマルチポートデバイス解析装置は、テストポートのそれぞれにターミナルレジ
スタ（終端抵抗）が設けられており（ＤＵＴからの信号を受信するため）、その各ターミ
ナルレジスタは、校正段階においてもＳパラメータ測定段階においても共通に用いられて
いる。従って、ターミナルレジスタが所望値からずれていても、ターミナルレジスタの正
確な値が既知であるかぎり、その値ずれは誤差とならず、正確な測定を達成することがで
きる。
【００６５】
図２０は、本発明のマルチポートデバイス解析装置の第３実施例の基本的な構成を示すブ
ロック図であり、３ポートデバイスを測定するための構成例である。この例では、マルチ
ポートデバイス解析装置は、２ポートネットワークアナライザ４１０と、３ポートテスト
セット４３０との組み合わせにより構成されている。図２０の構成では、ネットワークア
ナライザ４１０は、信号源１２と、掃引コントローラ２２と、２個の測定ユニット１４お
よび１６と、測定コントローラ２４と、表示部２６と、コントローラ２８を有する構成を
している。信号源１２は、掃引コントローラ２２の制御により、正弦波テスト信号を発生
する。３ポートの被測定デバイス（ＤＵＴ）４０をテストする場合は、切替スイッチ３２
（テストセット４３０内）により選択されたＤＵＴ４０のポートにテスト信号が供給され
る。
【００６６】
測定コントローラ２４は、ネットワークアナライザ４１０の総合的な動作を制御しており
、解析装置全体としての誤差係数を求めるための校正プロセスを実行し、被測定デバイス
のＳパラメータをより正確に求めるために、その誤差係数を補償するプロセスを実行する
。表示部２６は、テストパラメータについて、各種の測定条件や測定結果を表示する。コ
ントローラ２８は、解析装置の利用者とのインタフェースとして機能する各種キーやスイ
ッチ、ポインティングデバイス等を含んでいる。
【００６７】
テストセット４３０は、切替スイッチ３２と、３個の方向性ブリッジ（方向性カップラ）
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３４、３６、３８と、３個のテストポート４４、４６、４８と、スイッチ１５０と、ター
ミナルレジスタ（終端抵抗）１５２を含んだ構成をしている。被測定デバイス（ＤＵＴ）
４０の３個のポートは、ケーブル１１を介して対応するテストポートに接続されている。
切替スイッチ３２は、信号源１２からのテスト信号を、テストポート４４、４６、４８の
選択した１つに、したがってＤＵＴ４０のいずれか１つのポート（ターミナル）に供給す
る。
【００６８】
方向性ブリッジ３４、３６、３８のそれぞれは、対応するテストポート、すなわちＤＵＴ
のポートから出力された信号を検出し、２つの測定ユニット１４、１６に送信する。この
例のネットワークアナライザ４１０は、２個の測定ユニット１４、１６しか有しないので
、方向性ブリッジのいずれか１つから出力された信号は、ターミナルレジスタ（終端抵抗
）１５２に供給される。このような選択は、スイッチ１５０により実施される。ターミナ
ルレジスタ（終端抵抗）１５２は、解析装置（およびＤＵＴ）の正規化（特性）インピー
ダンスに設定され、その値は通常５０オームである。
【００６９】
図２１は、図２０のマルチポートデバイス解析装置における、測定モードを示すテーブル
である。このテーブルは、テストセット４３０のどのテストポートがＤＵＴ４０にテスト
信号を供給するか、どのテストポートがＤＵＴから測定ユニットに信号を送信するか、ど
のテストポートがターミナルレジスタ（終端抵抗）１５２に接続しているかを示している
。例として、モード「ａ」では、テストポート４４は、ＤＵＴにテスト信号を入力し、Ｄ
ＵＴから反射された信号を測定ユニット１４に送信するための信号源「Ｓ」として機能す
る。テストポート４６は、受信した信号を測定ユニット１６に送信するための受信器「Ｒ
」として機能し、テストポート４８は、ターミナルレジスタ（終端抵抗）１５２を介して
対応するＤＵＴのポートを終端するためのロード「Ｌ」として機能する。このように、Ｄ
ＵＴ４０のＳパラメータＳ１１、Ｓ２１、Ｓ３１は、測定モード「ａ」と「ｂ」により、
ＳパラメータＳ１２、Ｓ２２、Ｓ３２は、測定モード「ｃ」と「ｄ」により、またＳパラ
メータＳ１３、Ｓ２３、Ｓ３３は、測定モード「ｅ」と「ｆ」によりそれぞれ測定が行わ
れる。
【００７０】
図２２－図２４のシグナルフローグラフを参照して、図２１のテーブルに示す測定モード
「ａ」－「ｆ」に関与する誤差要因（係数）を、以下に説明する。図２２（ａ）は、図２
１のテーブルにおいて、信号源「Ｓ」で示されるテストポートのシグナルフローモデルで
あり、図２２（ｂ）は、図２１のテーブルにおいて受信器「Ｒ」で示されるテストポート
のシグナルフローモデルである。テストポート４４、４６、４８のそれぞれは、２つのノ
ード、すなわち図２２（ａ）におけるノード５０と５２、図２２（ｂ）におけるノード５
４と５６、により現されている。図２２（ａ）および図２２（ｂ）に示す誤差要因は、図
１０（ａ）および図１０（ｂ）のそれとそれぞれ同一なので、その説明は省略する。
【００７１】
図２３は、図２１のテーブルにおいてロード「Ｌ」で示されているテストポートのシグナ
ルフローグラフであり、そのテストポートは、テストセット３３０のターミナルレジスタ
（終端抵抗）１５２に接続されている。ターミナルレジスタ１５２は、理想的なものでは
ないので、ＤＵＴ４０から出力された信号の一部は、テストポートに反射される（誤差係
数Ｅｚ）。
図２４は、図２１の測定モード「ａ」において、ＤＵＴがテストセット４３０に接続され
た場合のシグナルフローグラフである。３ポートＤＵＴにおいては、９種類のＳパラメー
タＳ１１、Ｓ１２、Ｓ１３、Ｓ２１、Ｓ２２、Ｓ２３、Ｓ３１、Ｓ３２およびＳ３３が定
義され、その各Ｓパラメータは、複素数により表現された振幅比となっている。これらＳ
パラメータは、この技術分野において周知であり、かつ図１１を参照して上記で説明され
ている。図２０のマルチポートデバイス解析装置では、９種類のＳパラメータは、各測定
モード「ａ」－「ｆ」について、測定ユニットにより測定した電圧に基づいて求めること

10

20

30

40

50

(22) JP 3668136 B2 2005.7.6



ができる。
【００７２】
図２５は、本発明のマルチポート（３ポート）デバイス解析装置における校正（キャリブ
レーション）の動作プロセスを示すフローチャートである。この校正プロセスの間は、マ
ルチポートＤＵＴ４０を解析装置のテストポートから取り外す。図２６は、ＤＵＴ４０が
接続されていない状態、すなわち校正プロセスの際のシグナルフローグラフである。図２
５の校正の動作プロセスは、図１２と等価なので、以下では簡単な説明のみとする。
校正動作のプロセスを開始すると（ステップ６００）、切替スイッチ３２は、測定モード
のいずれか１つを選択する（ステップ６０１）。誤差係数Ｅｘを測定するためには、テス
トポートａ（テストポート４４）は開放（オープン）され、そのテストポートａにテスト
信号が供給される（ステップ６０２）。そして、測定ユニット１６は、誤差係数Ｅｘを測
定する（ステップ６０３）。
【００７３】
誤差係数Ｅｄ、Ｅｓ、Ｅｒを求めるためには、テストポートａの開放（オープン）状態を
維持し、測定ユニット１４により、受信した信号を測定する（ステップ６０４）。次にテ
ストポートａを短絡（ショート）して（ステップ６０５）、測定ユニット１４により、受
信した信号を測定する（ステップ６０６）。さらにテストポートａを、ターミナルレジス
タ（正規化終端抵抗）により終端して（ステップ６０７）、測定ユニット１４により、受
信した信号を測定する（ステップ６０８）。上記のプロセスにより得られた（１）式、（
２）式および（３）式を解くことによって、誤差係数Ｅｄ、ＥｓおよびＥｒをそれぞれ求
める（ステップ６０９）。
【００７４】
図２５の校正プロセスは、次に誤差係数Ｅｔ、Ｅｌを求めるステップに移行する。テスト
ポートａ（テストポート４４）とテストポートｂ（テストポート４６）を相互に接続し（
ステップ６１０）、測定ユニット１６により、受信した信号の電圧を測定する（ステップ
６１１）。上記で得た誤差係数Ｅｄ、ＥｓおよびＥｒと、ここで測定された電圧値を（５
）式および（６）式に適用することにより、誤差係数ＥｔおよびＥｌを求める（ステップ
６１２）。
上記のステップ６１０－６１２と類似のプロセスにより、誤差係数Ｅｚを同様に求めるこ
とができる。すなわちテストポートａ（テストポート４４）とテストポートｃ（テストポ
ート４８）を相互に接続さし（ステップ６１３）、電圧ＶＲ１１を測定ユニット１４によ
り測定する（ステップ６１４）。この状態の下で、測定ユニット１４で測定された電圧は
、以下のようになる。
ＶＲ１１＝Ｅｄ＋ＥｒＥｚ／（１－ＥｓＥｚ）　　　．．．（１０）
上記のプロセスで求めた誤差係数Ｅｄ、ＥｓおよびＥｒを、（１０）式に適用することに
より、テストポートｃ（テストポート４８）に関する誤差係数Ｅｚを求めることができる
（ステップ６１５）。
【００７５】
次に、まだ誤差係数を求めていない測定モードが残っているかが判断され（ステップ６１
６）、もし校正（誤差係数が得られ）されていない測定モードがあるときは、その測定モ
ード「ｂ］－「ｆ」における誤差係数の全てを得るために、上記のステップ６０１に戻っ
て、ステップ６０１－６１５を繰り返す。校正動作はその後終了する。
【００７６】
【発明の効果】
以上説明したように、測定モード全てにおいて、３ポートデバイス解析装置の誤差係数を
求めることができる。従って、３ポートＤＵＴを本発明の解析装置に接続してＳパラメー
タ測定を行う場合には、これら誤差係数を、ＤＵＴのＳパラメータの測定値から取り除く
（補償）ことができる。この結果、３ポートＤＵＴのＳパラメータを、より正確に取得す
ることができる。
更に、本発明の３ポートデバイス解析装置では、ＤＵＴを解析装置に接続した後は、解析
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装置とＤＵＴ間の接続を変更する必要がない。また、本発明の３ポートデバイス解析装置
には、ＤＵＴの３ポートのいずれか１つを終端させるターミナルレジスタ（終端抵抗）１
５２が装備されており、このターミナルレジスタ１５２は、校正段階とＳパラメータの測
定段階の両方に共通に用いられている。このため、ターミナルレジスタ１５２が所望値か
らずれていたとしても、正確なＳパラメータの測定を達成することができる。
【００７７】
以上説明した本発明の実施例について、各種の変形が可能である。例えば、上記では、誤
差係数Ｅｄ、ＥｓおよびＥｒは、３種類の条件、すなわちオープン、ショート、ロードを
用いて求めていた。しかし、それとは異なる条件、例えば既知の反射係数Ｓ１１の互いに
異なる抵抗により終端して、それらの誤差係数を求めることも可能である。更に、誤差係
数ＥｔとＥｌを求める場合において、２つのテストポート間の接続を理想的に行う（損失
なく）ことを要しない。すなわちその接続による両テストポート間の伝達係数が１より小
でもよい。必要とするのは、誤差係数を求めるために、これら異なる条件を（１）式－（
１０）式の計算において用いることのみである。
【００７８】
好ましい実施例しか明記していないが、上述した開示に基づき、添付した請求の範囲で、
本発明の精神と範囲を離れることなく、本発明の様々な変更や変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　２つのテストポートを有するネットワークアナライザの構成例を示すブロック
図。
【図２】　従来技術において、ネットワークアナライザと３ポートテストセットとの組み
合わせにより、３ポートデバイスを測定するための構成例を示す概念図。
【図３】　３ポートデバイスの解析を行うために、３ポートテストセットを内蔵したネッ
トワークアナライザの構成例を示す概念ブロック図。
【図４】　図３に示されたネットワークアナライザにより、３ポートデバイスのＳパラメ
ータを測定する場合における、各種のＳパラメータとスイッチ設定等の条件を示す図。
【図５】　Ａは２ポートネットワークアナライザにより３ポートデバイスを測定するため
の基本的な構成を示す概念図であり、Ｂは２ポートテストセットにより３ポートデバイス
を測定するための基本的な構成を示す概念図である。
【図６】　本発明によるマルチポートデバイス解析装置の第１実施例である３ポートネッ
トワークアナライザの構成を示すブロック図。
【図７】　図６に示された本発明のマルチポートデバイス解析装置により３ポートデバイ
スをテストする場合における、Ｓパラメータのタイプとスイッチ設定の関係を示す図。
【図８】　本発明の第１実施例において、３ポートネットワークアナライザと３ポートテ
ストセットとの組み合わせにより構成された３ポートデバイス解析装置を示す概念ブロッ
ク図。
【図９】　図８に示された３ポートデバイス解析装置における測定モードを示す図。
【図１０】　ａは図９において「Ｓ」で示されたテストポートに対応するシグナルフロー
モデルを示す図、ｂは図９において「Ｒ」で示されたテストポートに対応するシグナルフ
ローモデルを示す図である。
【図１１】　被試験デバイスが図８に示された３ポートデバイス解析装置の３ポートテス
トセットに接続された場合のシグナルフローグラフを示す図。
【図１２】　図６と図８に示された本発明の３ポートデバイス用解析装置の校正動作のプ
ロセスを示すフローチャート。
【図１３】　被測定マルチポートデバイスが接続されていない状態での本発明のマルチポ
ートデバイス解析装置における校正プロセスにおけるシグナルフローグラフ。
【図１４】　ｎポートを有するマルチポートデバイスを測定するための、本発明の第２実
施例による、ｎテストポートを有するマルチポートデバイス解析装置の基本的な構成例を
示すブロック図。
【図１５】　図１４に示されたｎテストポートを有する本発明のマルチポートデバイス解
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析装置の基本的な動作プロセス例を示すフローチャート。
【図１６】　図１４に示されたｎテストポートを有する本発明のマルチポートデバイス解
析装置において、第１グループの誤差係数を測定する場合の構成を示すブロック図。
【図１７】　図１４に示されたｎテストポートを有する本発明のマルチポートデバイス解
析装置において、第２グループの誤差係数を測定する場合の構成を示すブロック図。
【図１８】　図１４に示されたマルチポート解析装置における誤差係数測定の動作プロセ
スを示すフローチャートであり、図１５のフローチャートのサブプロセスを示している。
【図１９】　マルチポートデバイスをテストするための図１４に示されたｎテストポート
を有するマルチポートデバイス解析装置の基本的な構成例を示すブロック図であり、次の
テストポートにテスト信号を供給した状態を示している。
【図２０】　３ポートデバイスを測定するための本発明のマルチポートデバイス解析装置
の第３実施例の構成を示すブロック図であり、ネットワークアナライザを用いて構成して
いる。
【図２１】　図２０に示されたマルチポートデバイス解析装置における測定モードを示す
図。
【図２２】　ａは図２１において「Ｓ」で示されたテストポートに対応するシグナルフロ
ーモデルを示す図、ｂは図２１において「Ｒ」で示されたテストポートに対応するシグナ
ルフローモデルを示す図である。
【図２３】　図２１において「Ｌ」で示されたテストポートに対応するシグナルフローグ
ラフ。
【図２４】　被測定デバイスが解析装置に接続された状態における、図２１に示された測
定モード「ａ」のシグナルフローグラフ。
【図２５】　図２０に示された本発明のマルチポート（３ポート）デバイス解析装置の校
正プロセスを示すフローチャート。
【図２６】　被測定デバイスが接続されていない状態における、図２０に示されたマルチ
ポートデバイス解析装置の校正プロセスを示すシグナルフローグラフ。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】
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