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(57)【要約】
【課題】スイッチ分岐信号源などの信号生成システムの
キャリブレーションを簡易に行う。
【解決手段】信号を生成する信号生成部１２と、信号を
出力する出力端子１９ａとを有する信号生成システム１
００における誤差要因Eijaを記録する誤差要因記録部と
、出力端子１９ａから信号が出力されている状態におけ
る信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因記録部に記録
された誤差要因Eijaとに基づき、出力端子１９ａの反射
係数を導出する反射係数導出部２４と、導出された反射
係数Xmと、反射係数の真値とに基づき、記録された誤差
要因Eijaの真偽を判定する真偽判定部とを備えた誤差要
因判定装置２０。
【選択図】図４



(2) JP 2008-58326 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号を生成する信号生成部と、前記信号を出力する出力端子とを有する信号生成システ
ムにおける誤差要因を記録する誤差要因記録手段と、
　前記出力端子から前記信号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記
誤差要因記録手段に記録された前記誤差要因とに基づき、前記誤差要因による誤差が補正
された前記出力端子の反射係数を導出する反射係数導出手段と、
　導出された前記反射係数と、前記反射係数の真値とに基づき、記録された前記誤差要因
の真偽を判定する真偽判定手段と、
　を備えた誤差要因判定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の誤差要因判定装置であって、
　前記信号の測定結果は、
　前記誤差要因の生ずる前に前記信号を測定した結果と、
　前記信号が反射されたものを測定した結果と、
　を有する、
　誤差要因判定装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の誤差要因判定装置であって、
　前記出力端子に校正用具が接続された状態で前記信号が測定され、
　前記校正用具は、開放、短絡、標準負荷および任意の負荷のうちのいずれかの状態を実
現するものである、
　誤差要因判定装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の誤差要因判定装置であって、
　前記信号生成システムが、前記信号を増幅する増幅器を有し、
　前記誤差要因判定装置が、
　前記増幅器の増幅率を記録する増幅率記録手段と、
　前記出力端子から前記信号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記
信号のパワーとに基づいて前記増幅率を導出する増幅率導出手段と、
　記録された前記増幅率と、導出された前記増幅率とに基づき、記録された前記増幅率の
真偽を判定する増幅率真偽判定手段と、
　を備えた誤差要因判定装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の誤差要因判定装置であって、
　前記真偽判定手段が、記録された前記誤差要因の真偽の判定結果に基づき、前記誤差要
因の測定の勧告または前記信号生成システムの故障の報告を行う、
　誤差要因判定装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか一項に記載の誤差要因判定装置と、
　前記真偽判定手段により真であると判定された前記誤差要因に基づき、前記信号のパワ
ーを調整する信号パワー調整手段と、
　を備えた出力補正装置。
【請求項７】
　請求項１ないし５のいずれか一項に記載の誤差要因判定装置と、
　前記出力端子に被測定物が接続された状態において、前記誤差要因の生ずる前に前記信
号を測定した結果と、前記信号が反射されたものを測定した結果と、前記真偽判定手段に
より真であると判定された前記誤差要因とに基づき、前記被測定物の反射係数を測定する
反射係数測定手段と、
　を備えた反射係数測定装置。
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【請求項８】
　信号を生成する信号生成部と、前記信号を出力する出力端子とを有する信号生成システ
ムにおける誤差要因を記録する誤差要因記録工程と、
　前記出力端子から前記信号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記
誤差要因記録工程により記録された前記誤差要因とに基づき、前記誤差要因による誤差が
補正された前記出力端子の反射係数を導出する反射係数導出工程と、
　導出された前記反射係数と、前記反射係数の真値とに基づき、記録された前記誤差要因
の真偽を判定する真偽判定工程と、
　を備えた誤差要因判定方法。
【請求項９】
　信号を生成する信号生成部と、前記信号を出力する出力端子とを有する信号生成システ
ムにおける誤差要因を記録する誤差要因記録処理と、
　前記出力端子から前記信号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記
誤差要因記録処理により記録された前記誤差要因とに基づき、前記誤差要因による誤差が
補正された前記出力端子の反射係数を導出する反射係数導出処理と、
　導出された前記反射係数と、前記反射係数の真値とに基づき、記録された前記誤差要因
の真偽を判定する真偽判定処理と、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１０】
　信号を生成する信号生成部と、前記信号を出力する出力端子とを有する信号生成システ
ムにおける誤差要因を記録する誤差要因記録処理と、
　前記出力端子から前記信号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記
誤差要因記録処理により記録された前記誤差要因とに基づき、前記誤差要因による誤差が
補正された前記出力端子の反射係数を導出する反射係数導出処理と、
　導出された前記反射係数と、前記反射係数の真値とに基づき、記録された前記誤差要因
の真偽を判定する真偽判定処理と、
　をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータによって読み取
り可能な記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、信号を生成する信号源と、生成された信号を複数のポートのいずれかに出力
するスイッチとを組み合わせたスイッチ分岐信号源のキャリブレーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、被測定物（ＤＵＴ：Device
Under Test）の回路パラメータ（例えば、Ｓパラメータ）を測定することが行われている
（例えば、特許文献１を参照）。
【０００３】
　具体的には、信号源から信号をＤＵＴを介して受信部に送信する。この信号は受信部に
より受信される。受信部により受信された信号を測定することによりＤＵＴのＳパラメー
タや周波数特性を取得することができる。
【０００４】
　このとき、信号源等の測定系とＤＵＴとの不整合などにより測定に測定系誤差が生ずる
。この測定系誤差は、例えばＥｄ：ブリッジの方向性に起因する誤差、Ｅｒ：周波数トラ
ッキングに起因する誤差、Ｅｓ：ソースマッチングに起因する誤差、である。
【０００５】
　この場合は、例えば特許文献１に記載のようにして誤差を補正することができる。この
ような補正をキャリブレーションという。キャリブレーションについて概説する。信号源
に校正キットを接続し、オープン（開放）、ショート（短絡）、ロード（標準負荷Z0）の
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三種類の状態を実現する。このときの校正キットから反射された信号をブリッジにより取
得して三種類の状態に対応した三種類のＳパラメータを求める。三種類のＳパラメータか
ら三種類の変数Ｅｄ、Ｅｒ、Ｅｓを求め、補正を行う。
【０００６】
　なお、Ｅｒは、信号の入力に関する誤差Ｅｒ１と、信号の反射に関する誤差Ｅｒ２との
積として表される。ここで、信号源にパワーメータを接続し、パワーを測定することによ
り、Ｅｒ１およびＥｒ２を測定することができる（例えば、特許文献２を参照）。
【０００７】
　このようなキャリブレーションを、スイッチ分岐信号源に適用することができる。なお
、スイッチ分岐信号源とは、信号を生成する信号源と、生成された信号を複数のポートの
いずれかに出力するスイッチとを組み合わせたものである。このようなキャリブレーショ
ンを、スイッチ分岐信号源に適用した場合、複数のポートの各々について、オープン（開
放）、ショート（短絡）、ロード（標準負荷Z0）の三種類の状態を実現し、さらに必要が
あればパワーメータも接続することになる。
【０００８】
　ここで、Ｅｄ、Ｅｒ１、Ｅｒ２およびＥｓの測定を被測定物の回路パラメータを測定す
る度に行うとすれば、煩雑である。そこで、ある時に測定したＥｄ、Ｅｒ１、Ｅｒ２およ
びＥｓを記録しておき、被測定物の回路パラメータを測定する度に、記録しておいたＥｄ
、Ｅｒ１、Ｅｒ２およびＥｓを用いて補正を行うことが要望されている。
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－３８０５４号公報
【特許文献２】国際公開第２００４／０４９５６４号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、Ｅｄ、Ｅｒ１、Ｅｒ２およびＥｓを測定した時点から、被測定物の回路
パラメータを測定する時点までの間に、測定系の経時変化および故障などが生じる可能性
がある。測定系の経時変化および故障などにより、Ｅｄ、Ｅｒ１、Ｅｒ２およびＥｓが測
定した時点から変化することがある。この場合、記録しておいたＥｄ、Ｅｒ１、Ｅｒ２お
よびＥｓを用いて補正を行っても、正確な補正を行えない。
【００１１】
　被測定物の回路パラメータを測定する時点で、Ｅｄ、Ｅｒ１、Ｅｒ２およびＥｓが、測
定した時点から変化しているか否かは、Ｅｄ、Ｅｒ１、Ｅｒ２およびＥｓを実際に測定す
れば判明する。しかし、この場合は、Ｅｄ、Ｅｒ１、Ｅｒ２およびＥｓを実際に測定する
煩雑さを回避することができない。
【００１２】
　そこで、本発明は、スイッチ分岐信号源などの信号生成システムのキャリブレーション
を簡易に行うことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明にかかる誤差要因判定装置は、信号を生成する信号生成部と、前記信号を出力す
る出力端子とを有する信号生成システムにおける誤差要因を記録する誤差要因記録手段と
、前記出力端子から前記信号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記
誤差要因記録手段に記録された前記誤差要因とに基づき、前記誤差要因による誤差が補正
された前記出力端子の反射係数を導出する反射係数導出手段と、導出された前記反射係数
と、前記反射係数の真値とに基づき、記録された前記誤差要因の真偽を判定する真偽判定
手段とを備えるように構成される。
【００１４】
　上記のように構成された誤差要因判定装置によれば、誤差要因記録手段が、信号を生成
する信号生成部と、前記信号を出力する出力端子とを有する信号生成システムにおける誤
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差要因を記録する。反射係数導出手段が、前記出力端子から前記信号が出力されている状
態における前記信号の測定結果と、前記誤差要因記録手段に記録された前記誤差要因とに
基づき、前記誤差要因による誤差が補正された前記出力端子の反射係数を導出する。真偽
判定手段が、導出された前記反射係数と、前記反射係数の真値とに基づき、記録された前
記誤差要因の真偽を判定する。
【００１５】
　なお、本発明にかかる誤差要因判定装置は、前記信号の測定結果が、前記誤差要因の生
ずる前に前記信号を測定した結果と、前記信号が反射されたものを測定した結果とを有す
るようにしてもよい。
【００１６】
　なお、本発明にかかる誤差要因判定装置は、前記出力端子に校正用具が接続された状態
で前記信号が測定され、前記校正用具は、開放、短絡、標準負荷および任意の負荷のうち
のいずれかの状態を実現するものであるようにしてもよい。
【００１７】
　なお、本発明にかかる誤差要因判定装置は、前記信号生成システムが、前記信号を増幅
する増幅器を有し、前記誤差要因判定装置が、前記増幅器の増幅率を記録する増幅率記録
手段と、前記出力端子から前記信号が出力されている状態における前記信号の測定結果と
、前記信号のパワーとに基づいて前記増幅率を導出する増幅率導出手段と、記録された前
記増幅率と、導出された前記増幅率とに基づき、記録された前記増幅率の真偽を判定する
増幅率真偽判定手段とを備えるようにしてもよい。
【００１８】
　なお、本発明にかかる誤差要因判定装置は、前記真偽判定手段が、記録された前記誤差
要因の真偽の判定結果に基づき、前記誤差要因の測定の勧告または前記信号生成システム
の故障の報告を行うようにしてもよい。
【００１９】
　本発明にかかる出力補正装置は、本発明にかかる誤差要因判定装置と、前記真偽判定手
段により真であると判定された前記誤差要因に基づき、前記信号のパワーを調整する信号
パワー調整手段とを備えるように構成される。
【００２０】
　本発明にかかる反射係数測定装置は、本発明にかかる誤差要因判定装置と、前記出力端
子に被測定物が接続された状態において、前記誤差要因の生ずる前に前記信号を測定した
結果と、前記信号が反射されたものを測定した結果と、前記真偽判定手段により真である
と判定された前記誤差要因とに基づき、前記被測定物の反射係数を測定する反射係数測定
手段とを備えるように構成される。
【００２１】
　本発明は、信号を生成する信号生成部と、前記信号を出力する出力端子とを有する信号
生成システムにおける誤差要因を記録する誤差要因記録工程と、前記出力端子から前記信
号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記誤差要因記録工程により記
録された前記誤差要因とに基づき、前記誤差要因による誤差が補正された前記出力端子の
反射係数を導出する反射係数導出工程と、導出された前記反射係数と、前記反射係数の真
値とに基づき、記録された前記誤差要因の真偽を判定する真偽判定工程とを備えた誤差要
因判定方法である。
【００２２】
　本発明は、信号を生成する信号生成部と、前記信号を出力する出力端子とを有する信号
生成システムにおける誤差要因を記録する誤差要因記録処理と、前記出力端子から前記信
号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記誤差要因記録処理により記
録された前記誤差要因とに基づき、前記誤差要因による誤差が補正された前記出力端子の
反射係数を導出する反射係数導出処理と、導出された前記反射係数と、前記反射係数の真
値とに基づき、記録された前記誤差要因の真偽を判定する真偽判定処理とをコンピュータ
に実行させるためのプログラムである。
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【００２３】
　本発明は、信号を生成する信号生成部と、前記信号を出力する出力端子とを有する信号
生成システムにおける誤差要因を記録する誤差要因記録処理と、前記出力端子から前記信
号が出力されている状態における前記信号の測定結果と、前記誤差要因記録処理により記
録された前記誤差要因とに基づき、前記誤差要因による誤差が補正された前記出力端子の
反射係数を導出する反射係数導出処理と、導出された前記反射係数と、前記反射係数の真
値とに基づき、記録された前記誤差要因の真偽を判定する真偽判定処理と、をコンピュー
タに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータによって読み取り可能な記録媒
体である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。
【００２５】
　第一の実施形態
　図１は、第一の実施形態にかかる信号生成システム１００の構成を示す図である。信号
生成システム１００は、信号生成部１２、アンプ１３、ブリッジ１４ａ、１４ｂ、ミキサ
１６ａ、１６ｂ、出力端子１９ａを有する。
【００２６】
　信号生成部１２は、信号（例えば、高周波数の信号）を生成する。アンプ（増幅器）１
３は、信号生成部１２により生成された信号を増幅する。
【００２７】
　ブリッジ１４ａは、アンプ１３の出力を受け、二方向に分岐させる。ミキサ１６ａは、
ブリッジ１４ａの出力のうちの一方を受け、所定のローカル周波数を有するローカル信号
と乗算する。ただし、ローカル信号は図示省略する。ミキサ１６ａの出力が、信号生成シ
ステム１００における誤差要因の生ずる前に信号を測定した結果といえる。
【００２８】
　ブリッジ１４ｂは、ブリッジ１４ａの出力のうちの他方を受け、そのまま出力する。た
だし、信号が出力側から反射されてきたもの（「反射信号」という）を受け、ミキサ１６
ｂに与える。ミキサ１６ｂは、反射信号とローカル信号とを乗算する。ただし、ローカル
信号は図示省略する。ミキサ１６ｂの出力が、反射信号を測定した結果といえる。反射信
号は、信号が出力側から反射されてきたものであるため、反射信号の測定結果は、信号の
測定結果であるともいえる。
【００２９】
　出力端子１９ａから信号が出力される。ここで、出力端子１９ａの出力のＳパラメータ
をａ１、出力が出力端子１９ａに反射されてきたもののＳパラメータをｂ１とする。
【００３０】
　図２は、第一の実施形態にかかる信号生成システム１００のシグナルフローグラフであ
る。
【００３１】
　図２において、信号生成部１２の出力をＳＧ、ミキサ１６ａの出力をＲ１、ミキサ１６
ｂの出力をＲ２と表記する。また、図２に示すように、Ｒ１＝ＳＧ×Ｌとなる、ただし、
Ｌ（Ｓパラメータ）は、アンプ１３の増幅率である。
【００３２】
　図２を参照して、信号生成システム１００には誤差要因Ｅ１１ａ、Ｅ１２ａ、Ｅ２１ａ
、Ｅ２２ａ（Ｓパラメータ）が発生していることがわかる。
【００３３】
　図３は、第一の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の構成を示す機能ブロック図で
ある。誤差要因判定装置２０は、端子２１ａ、２１ｂ、誤差要因記録部２２、増幅率導出
部２３、反射係数導出部２４、増幅率記録部２５、真値入力部２６、真偽判定部２８、増
幅率真偽判定部２９を備える。
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【００３４】
　端子２１ａは、信号生成システム１００のミキサ１６ａに接続される端子である。端子
２１ｂは、信号生成システム１００のミキサ１６ｂに接続される端子である。
【００３５】
　誤差要因記録部２２は、信号生成システム１００の誤差要因Ｅ１１ａ、Ｅ１２ａ、Ｅ２
１ａ、Ｅ２２ａを記録する。ここで、誤差要因Ｅ１１ａ、Ｅ１２ａ、Ｅ２１ａ、Ｅ２２ａ
を、誤差要因Eijaと表記する（ただし、i = 1または2、j = 1または2）。
【００３６】
　増幅率導出部２３は、出力端子１９ａから信号が出力されている状態における信号の測
定結果Ｒ１と、信号のパワーＳＧとに基づき、Ｌ＝Ｒ１／ＳＧとして、増幅率Ｌを導出す
る。なお、信号のパワーＳＧの値が、増幅率導出部２３に、誤差要因判定装置２０の外部
から与えられる。また、端子２１ａを介して、信号の測定結果Ｒ１が、増幅率導出部２３
に与えられる。
【００３７】
　増幅率記録部２５は、アンプ１３の増幅率を記録する。
【００３８】
　真値入力部２６は、出力端子１９ａの反射係数の真値Xtを入力する。なお、出力端子１
９ａの反射係数の真値Xtは、信号の測定の前から既に知られているものとする。
【００３９】
　真偽判定部２８は、反射係数導出部２４により導出された反射係数Xmと、反射係数の真
値Xtとに基づき、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaの真偽を判定する。具体
的には、XmとXtとが一致する場合は、誤差要因Eijaを真であると判定する。真偽判定部２
８は、誤差要因Eijaを偽であると判定した場合、誤差要因Eijaの測定の勧告または信号生
成システム１００の故障の報告を行う。例えば、誤差要因Eijaを偽であると判定した場合
でも、XmとXtとの差が所定の範囲内であれば、信号生成システム１００の経時変化と判断
し、誤差要因Eijaの測定の勧告を行う。また、例えば、誤差要因Eijaを偽であると判定し
た場合であって、XmとXtとの差が所定の範囲を超えていれば、信号生成システム１００の
故障と判断し、その旨の報告を行う。
【００４０】
　なお、XmとXtとが一致する場合とは、Xm = Xtである場合を意味する。しかし、Xm
= Xtでなくても、XmとXtとの差が許容できる範囲内であれば、XmとXtとが一致するものと
みなす。
【００４１】
　増幅率真偽判定部２９は、増幅率記録部２５に記録された増幅率と、増幅率導出部２３
により導出された増幅率とに基づき、記録された増幅率の真偽を判定する。記録された増
幅率と、導出された増幅率とが一致する（等しい）場合は、増幅率記録部２５に記録され
た増幅率を真であると判定する。増幅率真偽判定部２９は、記録された増幅率を偽である
と判定した場合、記録された増幅率の測定の勧告または信号生成システム１００の故障の
報告を行う。例えば、記録された増幅率を偽であると判定した場合でも、両者の差が所定
の範囲内であれば、信号生成システム１００の経時変化と判断し、増幅率の測定の勧告を
行う（あるいは、導出された増幅率を増幅率記録部２５に記録することも考えられる）。
また、例えば、記録された増幅率を偽であると判定した場合であって、両者の差が所定の
範囲を超えていれば、信号生成システム１００の故障と判断し、その旨の報告を行う。
【００４２】
　なお、記録された増幅率が、導出された増幅率と等しくなくても、両者の差が許容でき
る範囲内であれば、記録された増幅率と、導出された増幅率とが一致するものとみなす。
【００４３】
　反射係数導出部２４は、端子２１ａ、２１ｂを介して、信号生成システム１００の出力
端子１９ａから信号が出力されている状態における信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を受ける。
【００４４】
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　図４を参照して、端子２１ａ、２１ｂが、どのような測定結果を受けているかの概略を
説明する。図４を参照して、出力端子１９ａから信号が出力されており、出力端子１９ａ
に校正用具６２（開放、短絡、標準負荷および任意の負荷）が接続されている状態で、端
子２１ａ、２１ｂは、それぞれ、信号（誤差要因Eijaが生じる前のもの）、反射信号（信
号が校正用具６２により反射されたもの）の測定結果を受ける。なお、図４に示す例にお
いては、校正用具６２を出力端子１９ａに接続することとなっているが、出力端子１９ａ
に何も接続しない（無接続状態）ことも考えられる。無接続状態は、校正用具６２を接続
する場合よりも、実現が容易であるため、むしろ、無接続状態とすることが好ましい。な
お、無接続状態においては、反射による位相の変化が０である。
【００４５】
　また、校正用具６２（短絡）は、短絡状態（反射係数１：全反射）を実現することをい
う。この場合、反射による位相の変化が１８０度である。校正用具６２（標準負荷）は、
反射係数０の状態を実現する標準負荷を校正用具６２が有していることをいう。校正用具
６２（任意の負荷）は、インピーダンスマッチングがとれないような任意の負荷を校正用
具６２が有していることをいう。
【００４６】
　さらに、反射係数導出部２４は、上記のような信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因
記録部２２に記録された誤差要因Eijaとに基づき、出力端子１９ａの反射係数Xmを導出す
る。
【００４７】
　次に、第一の実施形態の動作を、図２２、図２３のフローチャートを参照して説明する
。図２２は、第一の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の動作を示すフローチャート
である。図２３は、第一の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の真偽判定部２８の動
作を示すフローチャートである。
【００４８】
　まず、校正用具６２を信号生成システム１００の出力端子１９ａに取り付ける（Ｓ１０
）。また、信号生成システム１００のミキサ１６ａを誤差要因判定装置２０の端子２１ａ
に、信号生成システム１００のミキサ１６ｂを誤差要因判定装置２０の端子２１ｂに接続
する。
【００４９】
　図４は、校正用具６２を出力端子１９ａに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２
１ｂに接続した状態を示す図である。なお、図４においては、誤差要因判定装置２０の端
子２１ａ、２１ｂ、反射係数導出部２４以外は図示省略する。Ｒ１は、誤差要因Eijaが生
じる前の信号の測定結果である。Ｒ２は、反射信号の測定結果である。Ｒ１およびＲ２は
、信号の測定結果である。
【００５０】
　ただし、反射信号は、出力端子１９ａから出力された信号（ａ１）が校正用具６２によ
り反射されたもの（ｂ１）である。また、校正用具６２により反射された信号（ｂ１）が
、ブリッジ１４ｂに与えられる。ブリッジ１４ｂに与えられた反射信号は、ミキサ１６ｂ
に与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１６ｂの出力がＲ２である。
【００５１】
　また、誤差要因Eijaが生じる前の信号が、ブリッジ１４ａに与えられる。ブリッジ１４
ａに与えられた信号は、ミキサ１６ａに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１
６ａの出力がＲ１である。
【００５２】
　このようにして、Ｒ１、Ｒ２が測定される（Ｓ１２）。
【００５３】
　測定されたＲ１、Ｒ２が反射係数導出部２４に与えられる。
【００５４】
　図５は、図４に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラフで表した図で



(9) JP 2008-58326 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

ある。図５において、下記の式（１）が成立する。
【００５５】
　Ｒ２／Ｒ１=Ｅ１１ａ＋（Ｅ２１ａ・Ｅ１２ａ・Ｘ）／（１－Ｅ２２ａ・Ｘ）　（１）
　ただし、Ｘは、校正用具６２の負荷係数である。校正用具６２は、開放、短絡、標準負
荷Z0および任意の負荷の状態を実現する周知のものである（例えば、特許文献１を参照）
。
【００５６】
　式（１）をＸについて解くと、下記の式（２）が得られる。
【００５７】
　Ｘ＝１／（Ｅ２２ａ＋（（Ｅ２１ａ・Ｅ１２ａ）／（Ｒ２／Ｒ１－Ｅ１１ａ））　（２
）
　反射係数導出部２４は、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を式（２）に代入する。さらに、反
射係数導出部２４は、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaを読み出して、式（
２）に代入する。これにより、反射係数導出部２４は、校正用具６２の負荷係数、すなわ
ち出力端子１９ａの反射係数Xを導出する（Ｓ１４）。
【００５８】
　導出された反射係数Xは、前述のとおり、Xmである。導出された反射係数Xmは、本来、
反射係数Xの真値Xtに一致するはずである。もし、XmとXtとが一致しないのであれば、誤
差要因Eijaが誤っていることが考えられる。すなわち、誤差要因記録部２２に記録された
誤差要因Eijaが、信号の測定時点における信号生成システム１００の誤差要因Eijaと一致
していないということである。このような現象は、例えば、信号生成システム１００の経
時変化または故障により発生するものと考えられる。
【００５９】
　導出された反射係数Xmは、真偽判定部２８に与えられる。また、真偽判定部２８には、
出力端子１９ａの反射係数Xの真値Xtが、真値入力部２６を介して与えられる。真偽判定
部２８は、導出された反射係数Xmと、真値Xtとを比較する（Ｓ１６）。
【００６０】
　真偽判定部２８の動作を、図２３のフローチャートを参照して説明する。
【００６１】
　真偽判定部２８は、導出された反射係数Xmと、反射係数の真値Xtとが一致するか否かを
判定する（Ｓ１６０）。XmとXtとが一致するならば（Ｓ１６０、Ｙｅｓ）、誤差要因記録
部２２に記録された誤差要因Eijaが真であると判定する（Ｓ１６１）。
【００６２】
　XmとXtとが一致しないならば（Ｓ１６０、Ｎｏ）、誤差要因記録部２２に記録された誤
差要因Eijaが偽であると判定する（Ｓ１６２）。
【００６３】
　ここで、XmとXtとが一致しない場合でも、XmとXtとの差が所定の範囲内であれば（Ｓ１
６４、Ｙｅｓ）、真偽判定部２８は、信号生成システム１００の経時変化と判断し、誤差
要因Eijaの測定の勧告を行う（Ｓ１６６）。例えば、誤差要因判定装置２０の表示器（図
示省略）に、誤差要因のEijaの測定を勧告するメッセージ（例えば、「キャリブレーショ
ンを行ってください」）を表示させる。
【００６４】
　XmとXtとが一致しない場合であって、XmとXtとの差が所定の範囲内でなければ（Ｓ１６
４、Ｎｏ）、真偽判定部２８は、信号生成システム１００の故障と判断し、その旨の報告
を行う（Ｓ１６８）。例えば、誤差要因判定装置２０の表示器（図示省略）に、メッセー
ジ（例えば、「信号生成システムが故障しています」）を表示させる。
【００６５】
　なお、増幅率記録部２５に記録されたアンプ１３の増幅率の真偽の判定の動作を説明す
る。
【００６６】
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　校正用具６２の取り付け（Ｓ１０）、Ｒ１、Ｒ２の測定（Ｓ１２）は上記の動作と同様
である。その後、信号のパワーＳＧおよび測定されたＲ１が増幅率導出部２３に与えられ
る。増幅率導出部２３は、Ｌ＝Ｒ１／ＳＧとして、増幅率Ｌを導出する。そして、増幅率
真偽判定部２９は、増幅率記録部２５に記録された増幅率と、増幅率導出部２３により導
出された増幅率とに基づき、記録された増幅率の真偽を判定する。
【００６７】
　第一の実施形態によれば、出力端子１９ａに反射係数が既知の校正用具６２を接続する
、または、出力端子１９ａに何も接続しない（無接続状態）（ただし、無接続状態におけ
る出力端子１９ａの反射係数が既知であるとする）状態で、Ｒ１およびＲ２の測定を行え
ば、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaの真偽を判定できる。
【００６８】
　すなわち、出力端子１９ａにおいて、オープン（開放）、ショート（短絡）、ロード（
標準負荷Z0）の三種類の状態を実現し、さらにパワーメータも接続して、誤差要因Eijaを
測定しなくても、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaの真偽を判定できるため
、誤差要因Eijaの真偽の判定が容易である。
【００６９】
　誤差要因Eijaが真であると判定されれば、信号生成システム１００の誤差要因として、
誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaを利用できる。誤差要因Eijaの測定が不要
であるので、キャリブレーションにかかる労力を軽減できる。
【００７０】
　また、誤差要因Eijaが偽であると判定されれば、信号生成システム１００の誤差要因を
測定する必要が生じる場合がある。しかし、被測定物の回路パラメータを測定する度に誤
差要因の測定を行う必要が無いので、キャリブレーションにかかる労力を軽減できる。
【００７１】
　第二の実施形態
　第二の実施形態は、信号源１１０と、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄ
と、をスイッチ１８で接続したスイッチ分岐信号源（信号生成システム）１０に関する実
施形態である。なお、第二の実施形態においては、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９
ｃ、１９ｄの各々における反射係数が、信号の測定の前から既に知られている必要は無い
。ただし、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの各々における反射係数が一
致している（反射係数の値が等しい）必要がある。
【００７２】
　以下、第一の実施形態と同様な部分は、同一の番号を付して説明を省略する。
【００７３】
　図６は、第二の実施形態にかかるスイッチ分岐信号源１０の構成を示す図である。スイ
ッチ分岐信号源１０は、信号源１１０、スイッチ１８、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ
、１９ｄを有する。
【００７４】
　信号源１１０は、信号を生成するためのものである。信号源１１０は、信号生成部１２
、アンプ１３、ブリッジ１４ａ、１４ｂ、ミキサ１６ａ、１６ｂを有する。信号生成部１
２、アンプ１３、ブリッジ１４ａ、１４ｂ、ミキサ１６ａ、１６ｂは、第一の実施形態と
同様であり、説明を省略する。
【００７５】
　スイッチ１８は、信号源１１０に接続され、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、
１９ｄのいずれかから信号を出力させるものである。
【００７６】
　出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄは、そのいずれかが、スイッチ１８により、
信号源１１０に接続される。そして、信号源１１０に接続された出力端子から信号が出力
される。
【００７７】
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　ここで、出力端子１９ａから信号が出力される場合の、出力端子１９ａの出力のＳパラ
メータをａ１、出力が出力端子１９ａに反射されてきたもののＳパラメータをｂ１とする
。
【００７８】
　出力端子１９ｂから信号が出力される場合の、出力端子１９ｂの出力のＳパラメータを
ａ２、出力が出力端子１９ｂに反射されてきたもののＳパラメータをｂ２とする。
【００７９】
　出力端子１９ｃから信号が出力される場合の、出力端子１９ｃの出力のＳパラメータを
ａ３、出力が出力端子１９ｃに反射されてきたもののＳパラメータをｂ３とする。
【００８０】
　出力端子１９ｄから信号が出力される場合の、出力端子１９ｄの出力のＳパラメータを
ａ４、出力が出力端子１９ｄに反射されてきたもののＳパラメータをｂ４とする。
【００８１】
　図７は、第二の実施形態にかかるスイッチ分岐信号源１０のシグナルフローグラフであ
る。図７（ａ）は、信号源１１０を出力端子１９ａに接続した場合のシグナルフローグラ
フである。図７（ｂ）は、信号源１１０を出力端子１９ｂに接続した場合のシグナルフロ
ーグラフである。図７（ｃ）は、信号源１１０を出力端子１９ｃに接続した場合のシグナ
ルフローグラフである。図７（ｄ）は、信号源１１０を出力端子１９ｄに接続した場合の
シグナルフローグラフである。
【００８２】
　図７において、信号生成部１２の出力をＳＧ、ミキサ１６ａの出力をＲ１、ミキサ１６
ｂの出力をＲ２と表記する。また、図７に示すように、Ｒ１＝ＳＧ×Ｌとなる、ただし、
Ｌ（Ｓパラメータ）は、アンプ１３の増幅率である。
【００８３】
　図７（ａ）を参照して、信号源１１０を出力端子１９ａに接続した場合は、誤差要因Ｅ
１１ａ、Ｅ１２ａ、Ｅ２１ａ、Ｅ２２ａ（Ｓパラメータ）が発生していることがわかる。
誤差要因Ｅ１１ａ、Ｅ１２ａ、Ｅ２１ａ、Ｅ２２ａを、第一ポート誤差要因という。
【００８４】
　図７（ｂ）を参照して、信号源１１０を出力端子１９ｂに接続した場合は、誤差要因Ｅ
１１ｂ、Ｅ１２ｂ、Ｅ２１ｂ、Ｅ２２ｂ（Ｓパラメータ）が発生していることがわかる。
誤差要因Ｅ１１ｂ、Ｅ１２ｂ、Ｅ２１ｂ、Ｅ２２ｂを、第二ポート誤差要因という。
【００８５】
　図７（ｃ）を参照して、信号源１１０を出力端子１９ｃに接続した場合は、誤差要因Ｅ
１１ｃ、Ｅ１２ｃ、Ｅ２１ｃ、Ｅ２２ｃ（Ｓパラメータ）が発生していることがわかる。
誤差要因Ｅ１１ｃ、Ｅ１２ｃ、Ｅ２１ｃ、Ｅ２２ｃを、第三ポート誤差要因という。
【００８６】
　図７（ｄ）を参照して、信号源１１０を出力端子１９ｄに接続した場合は、誤差要因Ｅ
１１ｄ、Ｅ１２ｄ、Ｅ２１ｄ、Ｅ２２ｄ（Ｓパラメータ）が発生していることがわかる。
誤差要因Ｅ１１ｄ、Ｅ１２ｄ、Ｅ２１ｄ、Ｅ２２ｄを、第四ポート誤差要因という。
【００８７】
　図８は、第二の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の構成を示す機能ブロック図で
ある。誤差要因判定装置２０は、端子２１ａ、２１ｂ、誤差要因記録部２２、増幅率導出
部２３、反射係数導出部２４、増幅率記録部２５、真偽判定部２８、増幅率真偽判定部２
９を備える。
【００８８】
　端子２１ａ、２１ｂ、増幅率導出部２３、増幅率記録部２５および増幅率真偽判定部２
９は、第一の実施形態と同様であり、説明を省略する。
【００８９】
　誤差要因記録部２２は、スイッチ分岐信号源（信号生成システム）１０の誤差要因であ
る、第一ポート誤差要因Eija、第二ポート誤差要因Eijb、第三ポート誤差要因Eijcおよび



(12) JP 2008-58326 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

第四ポート誤差要因Eijdを記録する。
【００９０】
　反射係数導出部２４は、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄから信号が出力され
ている状態における信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因記録部２２に記録された誤差
要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdとに基づき、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄ
の各々の反射係数Xam, Xbm, XcmおよびXdmを導出する。ただし、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ
２は、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの各々の反射係数が一致した状態
で得られたものである。
【００９１】
　具体的には、反射係数導出部２４は、出力端子１９ａから信号が出力されている状態に
おける信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaに基
づき、出力端子１９ａの反射係数Xamを導出する（図９参照）。
【００９２】
　反射係数導出部２４は、出力端子１９ｂから信号が出力されている状態における信号の
測定結果Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijbに基づき、出力端
子１９ｂの反射係数Xbmを導出する（図１０参照）。
【００９３】
　反射係数導出部２４は、出力端子１９ｃから信号が出力されている状態における信号の
測定結果Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijcに基づき、出力端
子１９ｃの反射係数Xcmを導出する（図１１参照）。
【００９４】
　反射係数導出部２４は、出力端子１９ｄから信号が出力されている状態における信号の
測定結果Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijdに基づき、出力端
子１９ｄの反射係数Xdmを導出する（図１２参照）。
【００９５】
　図９、図１０、図１１および図１２を参照すると、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１
９ｃ、１９ｄの各々には、同一の校正用具６２が接続されている。これにより、複数の出
力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの各々の反射係数が一致した状態を実現できる。
なお、校正用具６２は、第一の実施形態と同様であり、説明を省略する。
【００９６】
　また、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄが同じ型式である場合は、複数
の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄを無接続状態にしても、複数の出力端子１９
ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの各々の反射係数が一致した状態を実現できる。なお、複数
の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄが同じ型式ということは、同じ反射係数を有
するということである。
【００９７】
　なお、図１３は、図９、図１０、図１１および図１２に示す状態の誤差要因判定装置２
０をシグナルフローグラフで表した図（図１３（ａ）、図１３（ｂ）、図１３（ｃ）、図
１３（ｄ））である。
【００９８】
　真偽判定部２８は、反射係数導出部２４により導出された反射係数Xam, Xbm, Xcmおよ
びXdmが一致するか否かに基づき、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eija, Eijb,
 EijcおよびEijdの真偽を判定する。
【００９９】
　具体的には、Xam, Xbm, XcmおよびXdmが一致する場合は、誤差要因Eija, Eijb, Eijcお
よびEijdを真であると判定する。真偽判定部２８は、誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEi
jdを偽であると判定した場合、誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdの測定の勧告または
スイッチ分岐信号源（信号生成システム）１０の故障の報告を行う。
【０１００】
　例えば、誤差要因Eija, Eijb,
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EijcおよびEijdを偽であると判定した場合でも、Xam, Xbm, XcmおよびXdm間の差が所定の
範囲内であれば、スイッチ分岐信号源１０の経時変化と判断し、誤差要因Eija, Eijb, Ei
jcおよびEijdの測定の勧告を行う。
【０１０１】
　また、例えば、誤差要因Eija, Eijb,
EijcおよびEijdを偽であると判定した場合であって、Xam, Xbm, XcmおよびXdm間の差が所
定の範囲を超えていれば、スイッチ分岐信号源１０の故障と判断し、その旨の報告を行う
。
【０１０２】
　なお、Xam, Xbm, XcmおよびXdmが一致する場合とは、Xam = Xbm = Xcm = Xdmである場
合を意味する。しかし、Xam = Xbm = Xcm = Xdmでなくても、Xam, Xbm, XcmおよびXdm間
の差が許容できる範囲内であれば、Xam, Xbm, XcmおよびXdmが一致するものとみなす。た
だし、Xam, Xbm, XcmおよびXdm間の差とは、Xam, Xbm, XcmおよびXdmの最大値と最小値と
の差である。
【０１０３】
　次に、第二の実施形態の動作を、図２４、図２５のフローチャートを参照して説明する
。図２４は、第二の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の動作を示すフローチャート
である。図２５は、第二の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の真偽判定部２８の動
作を示すフローチャートである。
【０１０４】
　まず、校正用具６２をスイッチ分岐信号源１０の、ある出力端子（例えば、出力端子１
９ａ）に取り付ける（Ｓ２０）。また、スイッチ分岐信号源１０のミキサ１６ａを誤差要
因判定装置２０の端子２１ａに、スイッチ分岐信号源１０のミキサ１６ｂを誤差要因判定
装置２０の端子２１ｂに接続する。さらに、スイッチ１８が、信号源１１０と出力端子１
９ａとを接続する。
【０１０５】
　図９は、校正用具６２を出力端子１９ａに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２
１ｂに接続した状態を示す図である。なお、図９においては、誤差要因判定装置２０の端
子２１ａ、２１ｂ、反射係数導出部２４以外は図示省略する。Ｒ１は、誤差要因Eijaが生
じる前の信号の測定結果である。Ｒ２は、反射信号の測定結果である。Ｒ１およびＲ２は
、信号の測定結果である。
【０１０６】
　ただし、反射信号は、出力端子１９ａから出力された信号（ａ１）が校正用具６２によ
り反射されたもの（ｂ１）である。また、校正用具６２により反射された信号（ｂ１）が
、スイッチ１８を介して、ブリッジ１４ｂに与えられる。ブリッジ１４ｂに与えられた反
射信号は、ミキサ１６ｂに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１６ｂの出力が
Ｒ２である。
【０１０７】
　また、誤差要因Eijaが生じる前の信号が、ブリッジ１４ａに与えられる。ブリッジ１４
ａに与えられた信号は、ミキサ１６ａに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１
６ａの出力がＲ１である。
【０１０８】
　このようにして、Ｒ１、Ｒ２が測定される（Ｓ２２）。
【０１０９】
　測定されたＲ１、Ｒ２が反射係数導出部２４に与えられる。
【０１１０】
　図１３（ａ）は、図９に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラフで表
した図である。図１３（ａ）において、上記の式（１）が成立する。ただし、Ｘは、校正
用具６２の負荷係数である。式（１）をＸについて解くと、上記の式（２）が得られる。
【０１１１】



(14) JP 2008-58326 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

　反射係数導出部２４は、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を式（２）に代入する。さらに、反
射係数導出部２４は、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaを読み出して、式（
２）に代入する。これにより、反射係数導出部２４は、校正用具６２の負荷係数、すなわ
ち出力端子１９ａの反射係数Xを導出する（Ｓ２４）。
【０１１２】
　導出された反射係数Xは、前述のとおり、Xamである。
【０１１３】
　その後、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの全てに校正用具６２を取り付ける
まで（Ｓ２５、Ｙｅｓ）、別の出力端子に校正用具６２に取り付ける（Ｓ２６）。
【０１１４】
　例えば、校正用具６２をスイッチ分岐信号源１０の出力端子１９ｂに取り付ける（Ｓ２
６）。さらに、スイッチ１８が、信号源１１０と出力端子１９ｂとを接続する。
【０１１５】
　図１０は、校正用具６２を出力端子１９ｂに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、
２１ｂに接続した状態を示す図である。なお、図１０においては、誤差要因判定装置２０
の端子２１ａ、２１ｂ、反射係数導出部２４以外は図示省略する。Ｒ１は、誤差要因Eijb
が生じる前の信号の測定結果である。Ｒ２は、反射信号の測定結果である。Ｒ１およびＲ
２は、信号の測定結果である。
【０１１６】
　ただし、反射信号は、出力端子１９ｂから出力された信号（ａ２）が校正用具６２によ
り反射されたもの（ｂ２）である。また、校正用具６２により反射された信号（ｂ２）が
、スイッチ１８を介して、ブリッジ１４ｂに与えられる。ブリッジ１４ｂに与えられた反
射信号は、ミキサ１６ｂに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１６ｂの出力が
Ｒ２である。
【０１１７】
　また、誤差要因Eijbが生じる前の信号が、ブリッジ１４ａに与えられる。ブリッジ１４
ａに与えられた信号は、ミキサ１６ａに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１
６ａの出力がＲ１である。
【０１１８】
　このようにして、Ｒ１、Ｒ２が測定される（Ｓ２２）。
【０１１９】
　測定されたＲ１、Ｒ２が反射係数導出部２４に与えられる。
【０１２０】
　図１３（ｂ）は、図１０に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラフで
表した図である。図１３（ｂ）において、上記の式（１）が成立する。ただし、Ｘは、校
正用具６２の負荷係数である。式（１）をＸについて解くと、上記の式（２）が得られる
。
【０１２１】
　反射係数導出部２４は、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を式（２）に代入する。さらに、反
射係数導出部２４は、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijbを読み出して、式（
２）に代入する。これにより、反射係数導出部２４は、校正用具６２の負荷係数、すなわ
ち出力端子１９ａの反射係数Xを導出する（Ｓ２４）。
【０１２２】
　導出された反射係数Xは、前述のとおり、Xbmである。
【０１２３】
　さらに、校正用具６２をスイッチ分岐信号源１０の出力端子１９ｃに取り付ける（Ｓ２
６）。さらに、スイッチ１８が、信号源１１０と出力端子１９ｃとを接続する。
【０１２４】
　図１１は、校正用具６２を出力端子１９ｃに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、
２１ｂに接続した状態を示す図である。なお、図１１においては、誤差要因判定装置２０
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の端子２１ａ、２１ｂ、反射係数導出部２４以外は図示省略する。Ｒ１は、誤差要因Eijc
が生じる前の信号の測定結果である。Ｒ２は、反射信号の測定結果である。Ｒ１およびＲ
２は、信号の測定結果である。
【０１２５】
　ただし、反射信号は、出力端子１９ｃから出力された信号（ａ３）が校正用具６２によ
り反射されたもの（ｂ３）である。また、校正用具６２により反射された信号（ｂ３）が
、スイッチ１８を介して、ブリッジ１４ｂに与えられる。ブリッジ１４ｂに与えられた反
射信号は、ミキサ１６ｂに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１６ｂの出力が
Ｒ２である。
【０１２６】
　また、誤差要因Eijcが生じる前の信号が、ブリッジ１４ａに与えられる。ブリッジ１４
ａに与えられた信号は、ミキサ１６ａに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１
６ａの出力がＲ１である。
【０１２７】
　このようにして、Ｒ１、Ｒ２が測定される（Ｓ２２）。
【０１２８】
　測定されたＲ１、Ｒ２が反射係数導出部２４に与えられる。
【０１２９】
　図１３（ｃ）は、図１１に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラフで
表した図である。図１３（ｃ）において、上記の式（１）が成立する。ただし、Ｘは、校
正用具６２の負荷係数である。式（１）をＸについて解くと、上記の式（２）が得られる
。
【０１３０】
　反射係数導出部２４は、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を式（２）に代入する。さらに、反
射係数導出部２４は、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijcを読み出して、式（
２）に代入する。これにより、反射係数導出部２４は、校正用具６２の負荷係数、すなわ
ち出力端子１９ａの反射係数Xを導出する（Ｓ２４）。
【０１３１】
　導出された反射係数Xは、前述のとおり、Xcmである。
【０１３２】
　さらに、校正用具６２をスイッチ分岐信号源１０の出力端子１９ｄに取り付ける（Ｓ２
６）。さらに、スイッチ１８が、信号源１１０と出力端子１９ｄとを接続する。
【０１３３】
　図１２は、校正用具６２を出力端子１９ｄに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、
２１ｂに接続した状態を示す図である。なお、図１２においては、誤差要因判定装置２０
の端子２１ａ、２１ｂ、反射係数導出部２４以外は図示省略する。Ｒ１は、誤差要因Eijd
が生じる前の信号の測定結果である。Ｒ２は、反射信号の測定結果である。Ｒ１およびＲ
２は、信号の測定結果である。
【０１３４】
　ただし、反射信号は、出力端子１９ｄから出力された信号（ａ４）が校正用具６２によ
り反射されたもの（ｂ４）である。また、校正用具６２により反射された信号（ｂ４）が
、スイッチ１８を介して、ブリッジ１４ｂに与えられる。ブリッジ１４ｂに与えられた反
射信号は、ミキサ１６ｂに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１６ｂの出力が
Ｒ２である。
【０１３５】
　また、誤差要因Eijdが生じる前の信号が、ブリッジ１４ａに与えられる。ブリッジ１４
ａに与えられた信号は、ミキサ１６ａに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１
６ａの出力がＲ１である。
【０１３６】
　このようにして、Ｒ１、Ｒ２が測定される（Ｓ２２）。
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【０１３７】
　測定されたＲ１、Ｒ２が反射係数導出部２４に与えられる。
【０１３８】
　図１３（ｄ）は、図１２に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラフで
表した図である。図１３（ｄ）において、上記の式（１）が成立する。ただし、Ｘは、校
正用具６２の負荷係数である。式（１）をＸについて解くと、上記の式（２）が得られる
。
【０１３９】
　反射係数導出部２４は、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を式（２）に代入する。さらに、反
射係数導出部２４は、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijdを読み出して、式（
２）に代入する。これにより、反射係数導出部２４は、校正用具６２の負荷係数、すなわ
ち出力端子１９ａの反射係数Xを導出する（Ｓ２４）。
【０１４０】
　導出された反射係数Xは、前述のとおり、Xdmである。
【０１４１】
　このようにして、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの全てに校正用具６２を取
り付けると（Ｓ２５、Ｙｅｓ）、導出された反射係数Xam, Xbm, XcmおよびXdmの比較が真
偽判定部２８により行われる（Ｓ２８）。
【０１４２】
　なお、真偽判定部２８には、導出された反射係数Xam, Xbm, XcmおよびXdmが与えられる
。
【０１４３】
　信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２は、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの各々
の反射係数が一致した状態で得られたものである。よって、導出された反射係数Xam, Xbm
, XcmおよびXdmは、本来、複数の出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの反射係数の
真値Xtに一致するはずである。よって、Xam, Xbm, XcmおよびXdmは一致する（Xam = Xbm 
= Xcm = Xdm）はずである。
【０１４４】
　もし、Xam, Xbm, XcmおよびXdmが一致しないのであれば、誤差要因記録部２２に記録さ
れた誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdが誤っていることが考えられる。すなわち、誤
差要因記録部２２に記録された誤差要因Eija,
Eijb, EijcおよびEijdが、信号の測定時点におけるスイッチ分岐信号源（信号生成システ
ム）１０の誤差要因Eija,
Eijb, EijcおよびEijdと一致していないということである。このような現象は、例えば、
スイッチ分岐信号源１０の経時変化または故障により発生するものと考えられる。
【０１４５】
　よって、Xam, Xbm, XcmおよびXdmが一致するか否かに基づき、誤差要因記録部２２に記
録された誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdの真偽を判定できる。
【０１４６】
　なお、反射係数の真値Xtが、信号測定の前に既に知られているならば、XamがXtに一致
するか否か、XbmがXtに一致するか否か、XcmがXtに一致するか否か、XdmがXtに一致する
か否かによっても、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eija, Eijb,
EijcおよびEijdの真偽を判定できる。スイッチ分岐信号源１０に、第一の実施形態の発想
を適用すれば、このようになる。
【０１４７】
　第二の実施形態においては、反射係数の真値Xtがわからなくてもよい点が、第一の実施
形態と異なる。
【０１４８】
　真偽判定部２８の動作を、図２５のフローチャートを参照して説明する。
【０１４９】
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　真偽判定部２８は、導出された反射係数Xam,
Xbm, XcmおよびXdmが一致するか否かを判定する（Ｓ２８０）。Xam, Xbm, XcmおよびXdm
が一致するならば（Ｓ２８０、Ｙｅｓ）、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eija
, Eijb, EijcおよびEijdが真であると判定する（Ｓ２８１）。
【０１５０】
　Xam, Xbm, XcmおよびXdmが一致しないならば（Ｓ２８０、Ｎｏ）、誤差要因記録部２２
に記録された誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdが偽であると判定する（Ｓ２８２）。
【０１５１】
　ここで、Xam, Xbm, XcmおよびXdmが一致しない場合でも、Xam, Xbm, XcmおよびXdm間の
差が所定の範囲内であれば（Ｓ２８４、Ｙｅｓ）、真偽判定部２８は、スイッチ分岐信号
源１０の経時変化と判断し、誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdの測定の勧告を行う（
Ｓ２８６）。例えば、誤差要因判定装置２０の表示器（図示省略）に、誤差要因のEija, 
Eijb, EijcおよびEijdの測定を勧告するメッセージ（例えば、「キャリブレーションを行
ってください」）を表示させる。
【０１５２】
　Xam, Xbm, XcmおよびXdmが一致しない場合であって、Xam, Xbm, XcmおよびXdm間の差が
所定の範囲内でなければ（Ｓ２８４、Ｎｏ）、真偽判定部２８は、スイッチ分岐信号源１
０の故障と判断し、その旨の報告を行う（Ｓ２８８）。例えば、誤差要因判定装置２０の
表示器（図示省略）に、メッセージ（例えば、「信号生成システムが故障しています」）
を表示させる。
【０１５３】
　なお、増幅率記録部２５に記録されたアンプ１３の増幅率の真偽の判定の動作を説明す
る。
【０１５４】
　校正用具６２の取り付け（Ｓ２０、Ｓ２６）、Ｒ１、Ｒ２の測定（Ｓ２２）は上記の動
作と同様である。その後、信号のパワーＳＧおよび測定されたＲ１が増幅率導出部２３に
与えられる。増幅率導出部２３は、Ｌ＝Ｒ１／ＳＧとして、増幅率Ｌを導出する。そして
、増幅率真偽判定部２９は、増幅率記録部２５に記録された増幅率と、増幅率導出部２３
により導出された増幅率とに基づき、記録された増幅率の真偽を判定する。
【０１５５】
　第二の実施形態によれば、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄに同一の校正用具
６２を接続する、または、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄに何も接続しない（
無接続状態）（ただし、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの反射係数が一致して
いるものとする）状態で、Ｒ１およびＲ２の測定を行えば、誤差要因記録部２２に記録さ
れた誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdの真偽を判定できる。しかも、出力端子１９ａ
、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄの反射係数の真値Xtがわからなくても判定可能である。
【０１５６】
　すなわち、出力端子１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄにおいて、オープン（開放）、シ
ョート（短絡）、ロード（標準負荷Z0）の三種類の状態を実現し、さらにパワーメータも
接続して、誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdを測定しなくても、誤差要因記録部２２
に記録された誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdの真偽を判定できるため、誤差要因Ei
ja, Eijb, EijcおよびEijdの真偽の判定が容易である。
【０１５７】
　誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdが真であると判定されれば、スイッチ分岐信号源
（信号生成システム）１０の誤差要因として、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因
Eija, Eijb, EijcおよびEijdを利用できる。誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdの測定
が不要であるので、キャリブレーションにかかる労力を軽減できる。
【０１５８】
　また、誤差要因Eija, Eijb, EijcおよびEijdが偽であると判定されれば、スイッチ分岐
信号源（信号生成システム）１０の誤差要因を測定する必要が生じる場合がある。しかし
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、被測定物の回路パラメータを測定する度に誤差要因の測定を行う必要が無いので、キャ
リブレーションにかかる労力を軽減できる。
【０１５９】
　第三の実施形態
　第三の実施形態は、第一の実施形態における信号生成システム１００の信号生成部１２
が、複数（信号生成部１２ａ、１２ｂ）設けられたものに関する実施形態である。なお、
第三の実施形態においては、出力端子１９ａにおける反射係数が、信号の測定の前から既
に知られている必要は無い。
【０１６０】
　図１４は、第三の実施形態にかかる信号生成システム１００の構成を示す図である。信
号生成システム１００は、スイッチ１１、信号生成部１２ａ、１２ｂ、アンプ１３、ブリ
ッジ１４ａ、１４ｂ、ミキサ１６ａ、１６ｂ、出力端子１９ａを有する。
【０１６１】
　以下、第一の実施形態と同様な部分は同一の番号を付して説明を省略する。
【０１６２】
　複数の信号生成部１２ａ、１２ｂの各々は、信号生成部１２と同様なものである。信号
生成部１２ａの出力をＳＧ１、信号生成部１２ｂの出力をＳＧ２とする。
【０１６３】
　スイッチ１１は、信号生成部１２ａ、１２ｂのいずれかをアンプ１３に接続する。よっ
て、信号生成部１２ａが生成した信号、または信号生成部１２ｂが生成した信号が、アン
プ１３に与えられる。
【０１６４】
　アンプ１３、ブリッジ１４ａ、１４ｂ、ミキサ１６ａ、１６ｂ、出力端子１９ａは、第
一の実施形態と同様であり説明を省略する。なお、出力端子１９ａは、第一の実施形態と
同様に、単一の出力端子である。
【０１６５】
　図１５は、第三の実施形態にかかる信号生成システム１００のシグナルフローグラフで
ある。
【０１６６】
　図１５において、ミキサ１６ａの出力をＲ１、ミキサ１６ｂの出力をＲ２と表記する。
また、図１５（ａ）に示すように、Ｒ１＝ＳＧ１×Ｌ１となる。さらに、図１５（ｂ）に
示すように、Ｒ１＝ＳＧ２×Ｌ２となる。ただし、Ｌ１、Ｌ２（Ｓパラメータ）は、アン
プ１３の増幅率である。信号生成部１２ａ、１２ｂの生成する信号の周波数の相違などに
より、アンプ１３の増幅率が異なった値（Ｌ１、Ｌ２）をとる。
【０１６７】
　図１５を参照して、信号生成システム１００には誤差要因Ｅ１１ａ、Ｅ１２ａ、Ｅ２１
ａ、Ｅ２２ａ（Ｓパラメータ）が発生していることがわかる。
【０１６８】
　図１６は、第三の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の構成を示す機能ブロック図
である。誤差要因判定装置２０は、端子２１ａ、２１ｂ、誤差要因記録部２２、増幅率導
出部２３、反射係数導出部２４、増幅率記録部２５、真偽判定部２８、増幅率真偽判定部
２９を備える。
【０１６９】
　端子２１ａ、２１ｂおよび誤差要因記録部２２は、第一の実施形態と同様であり説明を
省略する。
【０１７０】
　増幅率導出部２３は、出力端子１９ａから信号が出力されている状態における信号の測
定結果Ｒ１と、信号のパワーＳＧ１、ＳＧ２とに基づき、Ｌ１＝Ｒ１／ＳＧ１、Ｌ２＝Ｒ
１／ＳＧ２として、増幅率Ｌ１、Ｌ２を導出する。なお、信号のパワーＳＧ１、ＳＧ２の
値が、増幅率導出部２３に、誤差要因判定装置２０の外部から与えられる。また、端子２
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１ａを介して、信号の測定結果Ｒ１が、増幅率導出部２３に与えられる。
【０１７１】
　増幅率記録部２５は、アンプ１３の増幅率Ｌ１、Ｌ２を記録する。
【０１７２】
　増幅率真偽判定部２９は、第一の実施形態と同様であり、説明を省略する。
【０１７３】
　反射係数導出部２４は、端子２１ａ、２１ｂを介して、信号生成システム１００の出力
端子１９ａから信号が出力されている状態における信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を受ける。
さらに、反射係数導出部２４は、誤差要因記録部２２から誤差要因Eijaを読み出す。しか
も、反射係数導出部２４は、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因Eijaとに基づき、出
力端子１９ａの反射係数Xm1, Xm2を導出する。ただし、Xm1は、信号生成部１２ａをアン
プ１３に接続したときに導出されるものである（図１７、図１９参照）。また、Xm2は、
信号生成部１２ｂをアンプ１３に接続したときに導出されるものである（図１８、図１９
参照）。すなわち、反射係数導出部２４は、信号生成部１２ａ、１２ｂの各々について、
出力端子１９ａの反射係数Xm1, Xm2を導出する。
【０１７４】
　なお、図１９は、図１７および図１８に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフ
ローグラフで表した図（図１９（ａ）、図１９（ｂ））である。
【０１７５】
　また、図１７および図１８においては校正用具６２を出力端子１９ａに取り付ける例を
図示している。しかし、出力端子１９ａに何も接続しない（無接続状態）ことも考えられ
る。無接続状態は、校正用具６２を接続する場合よりも、実現が容易であるため、むしろ
、無接続状態とすることが好ましい。なお、無接続状態においては、反射による位相の変
化が０である。校正用具６２は、第一の実施形態と同様であるため、説明を省略する。
【０１７６】
　ただし、信号生成部１２ａをアンプ１３に接続したときの出力端子１９ａの状態と、信
号生成部１２ｂをアンプ１３に接続したときの出力端子１９ａの状態とは同じものでなけ
ればならない。
【０１７７】
　例えば、信号生成部１２ａをアンプ１３に接続したときの出力端子１９ａに、校正用具
６２を接続したとする。この場合、信号生成部１２ｂをアンプ１３に接続したときの出力
端子１９ａにも、校正用具６２（または校正用具６２と同一の反射係数を有する校正用具
）を接続することになる。
【０１７８】
　例えば、信号生成部１２ａをアンプ１３に接続したときの出力端子１９ａに何も接続し
なかったとする。この場合、信号生成部１２ｂをアンプ１３に接続したときの出力端子１
９ａにも、何も接続しないことになる。
【０１７９】
　真偽判定部２８は、反射係数導出部２４により導出された反射係数Xm1およびXm2が一致
するか否かに基づき、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaの真偽を判定する。
【０１８０】
　具体的には、Xm1およびXm2が一致する場合は、誤差要因Eijaを真であると判定する。真
偽判定部２８は、誤差要因Eijaを偽であると判定した場合、誤差要因Eijaの測定の勧告ま
たは信号生成システム１００の故障の報告を行う。
【０１８１】
　例えば、誤差要因Eijaを偽であると判定した場合でも、Xm1とXm2との差が所定の範囲内
であれば、信号生成システム１００の経時変化と判断し、誤差要因Eijaの測定の勧告を行
う。
【０１８２】
　また、例えば、誤差要因Eijaを偽であると判定した場合であって、Xm1とXm2との差が所
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定の範囲を超えていれば、信号生成システム１００の故障と判断し、その旨の報告を行う
。
【０１８３】
　なお、Xm1およびXm2が一致する場合とは、Xm1 = Xm2である場合を意味する。しかし、X
m1
= Xm2でなくても、Xm1とXm2との差が許容できる範囲内であれば、Xm1およびXm2が一致す
るものとみなす。
【０１８４】
　次に、第三の実施形態の動作を、図２６、図２７のフローチャートを参照して説明する
。図２６は、第三の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の動作を示すフローチャート
である。図２７は、第三の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の真偽判定部２８の動
作を示すフローチャートである。
【０１８５】
　まず、校正用具６２を信号生成システム１００の、出力端子１９ａに取り付ける（Ｓ３
０）。また、信号生成システム１００のミキサ１６ａを誤差要因判定装置２０の端子２１
ａに、信号生成システム１００のミキサ１６ｂを誤差要因判定装置２０の端子２１ｂに接
続する。
【０１８６】
　さらに、スイッチ１１が、ある信号生成部（例えば、信号生成部１２ａ）をアンプ１３
に接続する（Ｓ３１）。
【０１８７】
　図１７は、校正用具６２を出力端子１９ａに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、
２１ｂに、信号生成部１２ａをアンプ１３に接続した状態を示す図である。なお、図１７
においては、誤差要因判定装置２０の端子２１ａ、２１ｂ、反射係数導出部２４以外は図
示省略する。Ｒ１は、誤差要因Eijaが生じる前の信号の測定結果である。Ｒ２は、反射信
号の測定結果である。Ｒ１およびＲ２は、信号の測定結果である。
【０１８８】
　ただし、反射信号は、出力端子１９ａから出力された信号（ａ１）が校正用具６２によ
り反射されたもの（ｂ１）である。また、校正用具６２により反射された信号（ｂ１）が
、スイッチ１８を介して、ブリッジ１４ｂに与えられる。ブリッジ１４ｂに与えられた反
射信号は、ミキサ１６ｂに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１６ｂの出力が
Ｒ２である。
【０１８９】
　また、誤差要因Eijaが生じる前の信号が、ブリッジ１４ａに与えられる。ブリッジ１４
ａに与えられた信号は、ミキサ１６ａに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１
６ａの出力がＲ１である。
【０１９０】
　このようにして、Ｒ１、Ｒ２が測定される（Ｓ３２）。
【０１９１】
　測定されたＲ１、Ｒ２が反射係数導出部２４に与えられる。
【０１９２】
　図１９（ａ）は、図１７に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラフで
表した図である。図１９（ａ）において、上記の式（１）が成立する。ただし、Ｘは、校
正用具６２の負荷係数である。式（１）をＸについて解くと、上記の式（２）が得られる
。
【０１９３】
　反射係数導出部２４は、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を式（２）に代入する。さらに、反
射係数導出部２４は、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaを読み出して、式（
２）に代入する。これにより、反射係数導出部２４は、校正用具６２の負荷係数、すなわ
ち出力端子１９ａの反射係数Xを導出する（Ｓ３４）。
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【０１９４】
　導出された反射係数Xは、前述のとおり、Xm1である。
【０１９５】
　その後、信号生成部１２ａ、１２ｂの全てをアンプ１３に接続するまで（Ｓ３５、Ｙｅ
ｓ）、別の信号生成部をアンプ１３に接続する（Ｓ３６）。
【０１９６】
　例えば、スイッチ１１が、別の信号生成部（例えば、信号生成部１２ｂ）をアンプ１３
に接続する。
【０１９７】
　図１８は、校正用具６２を出力端子１９ａに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、
２１ｂに、信号生成部１２ｂをアンプ１３に接続した状態を示す図である。なお、図１８
においては、誤差要因判定装置２０の端子２１ａ、２１ｂ、反射係数導出部２４以外は図
示省略する。Ｒ１は、誤差要因Eijaが生じる前の信号の測定結果である。Ｒ２は、反射信
号の測定結果である。Ｒ１およびＲ２は、信号の測定結果である。
【０１９８】
　ただし、反射信号は、出力端子１９ａから出力された信号（ａ１）が校正用具６２によ
り反射されたもの（ｂ１）である。また、校正用具６２により反射された信号（ｂ１）が
、スイッチ１８を介して、ブリッジ１４ｂに与えられる。ブリッジ１４ｂに与えられた反
射信号は、ミキサ１６ｂに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１６ｂの出力が
Ｒ２である。
【０１９９】
　また、誤差要因Eijaが生じる前の信号が、ブリッジ１４ａに与えられる。ブリッジ１４
ａに与えられた信号は、ミキサ１６ａに与えられ、ローカル信号と乗算される。ミキサ１
６ａの出力がＲ１である。
【０２００】
　このようにして、Ｒ１、Ｒ２が測定される（Ｓ３２）。
【０２０１】
　測定されたＲ１、Ｒ２が反射係数導出部２４に与えられる。
【０２０２】
　図１９（ｂ）は、図１８に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラフで
表した図である。図１９（ｂ）において、上記の式（１）が成立する。ただし、Ｘは、校
正用具６２の負荷係数である。式（１）をＸについて解くと、上記の式（２）が得られる
。
【０２０３】
　反射係数導出部２４は、信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２を式（２）に代入する。さらに、反
射係数導出部２４は、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaを読み出して、式（
２）に代入する。これにより、反射係数導出部２４は、校正用具６２の負荷係数、すなわ
ち出力端子１９ａの反射係数Xを導出する（Ｓ３４）。
【０２０４】
　導出された反射係数Xは、前述のとおり、Xm2である。
【０２０５】
　このようにして、信号生成部１２ａ、１２ｂの全てをアンプ１３に接続すると（Ｓ３５
、Ｙｅｓ）、導出された反射係数Xm1およびXm2の比較が真偽判定部２８により行われる（
Ｓ３８）。
【０２０６】
　なお、真偽判定部２８には、導出された反射係数Xm1およびXm2が与えられる。
【０２０７】
　信号の測定結果Ｒ１、Ｒ２は、単一の出力端子１９ａについて得られたものである。よ
って、導出された反射係数Xm1およびXm2は、本来、出力端子１９ａの真値Xtに一致するは
ずである。よって、Xm1およびXm2は一致する（Xm1 = Xm2）はずである。
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【０２０８】
　もし、Xm1およびXm2が一致しないのであれば、誤差要因記録部２２に記録された誤差要
因Eijaが誤っていることが考えられる。すなわち、誤差要因記録部２２に記録された誤差
要因Eijaが、信号の測定時点における信号生成システム１００の誤差要因Eijaと一致して
いないということである。このような現象は、例えば、信号生成システム１００の経時変
化または故障により発生するものと考えられる。
【０２０９】
　よって、Xm1およびXm2が一致するか否かに基づき、誤差要因記録部２２に記録された誤
差要因Eijaの真偽を判定できる。
【０２１０】
　なお、反射係数の真値Xtが、信号測定の前に既に知られているならば、Xm1がXtに一致
するか否か、Xm2がXtに一致するか否かによっても、誤差要因記録部２２に記録された誤
差要因Eijaの真偽を判定できる。第三の実施形態にかかる信号生成システム１００に、第
一の実施形態の発想を適用すれば、このようになる。
【０２１１】
　第三の実施形態においては、反射係数の真値Xtがわからなくてもよい点が、第一の実施
形態と異なる。
【０２１２】
　真偽判定部２８の動作を、図２７のフローチャートを参照して説明する。
【０２１３】
　真偽判定部２８は、導出された反射係数Xm1およびXm2が一致するか否かを判定する（Ｓ
３８０）。Xm1およびXm2が一致するならば（Ｓ３８０、Ｙｅｓ）、誤差要因記録部２２に
記録された誤差要因Eijaが真であると判定する（Ｓ３８１）。
【０２１４】
　Xm1およびXm2が一致しないならば（Ｓ３８０、Ｎｏ）、誤差要因記録部２２に記録され
た誤差要因Eijaが偽であると判定する（Ｓ３８２）。
【０２１５】
　ここで、Xm1およびXm2が一致しない場合でも、Xm1とXm2との差が所定の範囲内であれば
（Ｓ３８４、Ｙｅｓ）、真偽判定部２８は、信号生成システム１００の経時変化と判断し
、誤差要因Eijaの測定の勧告を行う（Ｓ３８６）。例えば、誤差要因判定装置２０の表示
器（図示省略）に、誤差要因のEijaの測定を勧告するメッセージ（例えば、「キャリブレ
ーションを行ってください」）を表示させる。
【０２１６】
　Xm1およびXm2が一致しない場合であって、Xm1とXm2との差が所定の範囲内でなければ（
Ｓ３８４、Ｎｏ）、真偽判定部２８は、信号生成システム１００の故障と判断し、その旨
の報告を行う（Ｓ３８８）。例えば、誤差要因判定装置２０の表示器（図示省略）に、メ
ッセージ（例えば、「信号生成システムが故障しています」）を表示させる。
【０２１７】
　なお、増幅率記録部２５に記録されたアンプ１３の増幅率の真偽の判定の動作を説明す
る。
【０２１８】
　校正用具６２の取り付け（Ｓ３０）、信号生成部の接続（Ｓ３１、Ｓ３６）、Ｒ１、Ｒ
２の測定（Ｓ３２）は上記の動作と同様である。その後、信号のパワーＳＧ１、ＳＧ２お
よび測定されたＲ１が増幅率導出部２３に与えられる。増幅率導出部２３は、Ｌ１＝Ｒ１
／ＳＧ１として、増幅率Ｌ１を導出し、Ｌ２＝Ｒ１／ＳＧ２として、増幅率Ｌ２を導出す
る。そして、増幅率真偽判定部２９は、増幅率記録部２５に記録された増幅率と、増幅率
導出部２３により導出された増幅率とに基づき、記録された増幅率の真偽を判定する。
【０２１９】
　第三の実施形態によれば、出力端子１９ａに校正用具６２を接続する、または、出力端
子１９ａに何も接続しない（無接続状態）状態で、Ｒ１およびＲ２の測定を行えば、誤差
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要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaの真偽を判定できる。しかも、出力端子１９ａ
、の反射係数の真値Xtがわからなくても判定可能である。
【０２２０】
　すなわち、出力端子１９ａにおいて、オープン（開放）、ショート（短絡）、ロード（
標準負荷Z0）の三種類の状態を実現し、さらにパワーメータも接続して、誤差要因Eijaを
測定しなくても、誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaの真偽を判定できるため
、誤差要因Eijaの真偽の判定が容易である。
【０２２１】
　誤差要因Eijaが真であると判定されれば、信号生成システム１００の誤差要因として、
誤差要因記録部２２に記録された誤差要因Eijaを利用できる。誤差要因Eijaの測定が不要
であるので、キャリブレーションにかかる労力を軽減できる。
【０２２２】
　また、誤差要因Eijaが偽であると判定されれば、信号生成システム１００の誤差要因を
測定する必要が生じる場合がある。しかし、被測定物の回路パラメータを測定する度に誤
差要因の測定を行う必要が無いので、キャリブレーションにかかる労力を軽減できる。
【０２２３】
　なお、誤差要因判定装置２０の使用の態様の例を説明する。
【０２２４】
　図２０は、出力補正装置１に誤差要因判定装置２０を使用した場合の、出力補正装置１
の構成の例を示す図である。
【０２２５】
　第二の実施形態にかかるスイッチ分岐信号源１０の出力端子１９ｄから信号を出力しよ
うとしたとする。さらに、この信号のパワーを目標値にあわせようとしたとする。ここで
、第四ポート誤差要因Eijdの影響を考慮して、アンプ１３のゲインを調整する必要がある
。
【０２２６】
　出力補正装置１は、誤差要因判定装置２０、信号パワー調整部３０を備える。誤差要因
判定装置２０の詳細はすでに説明したとおりであるが、誤差要因判定装置２０は、第四ポ
ート誤差要因Eijdを誤差要因記録部２２から読み出して、信号パワー調整部３０に与える
。なお、第四ポート誤差要因Eijdは、真偽判定部２８により真であると判定されているも
のとする。
【０２２７】
　信号パワー調整部３０は、誤差要因判定装置２０から与えられた第四ポート誤差要因Ei
jdに基づき、信号のパワーを調整する。例えば、信号パワー調整部３０は、アンプ１３の
ゲインを調整することにより、信号のパワーを調整する。かかる調整により、出力端子１
９ｄから出力される信号のパワーを目標値にあわせることができる。
【０２２８】
　なお、出力端子１９ａから出力される信号のパワーを目標値にあわせるためには、誤差
要因判定装置２０から第一ポート誤差要因Eijaを信号パワー調整部３０に与えればよい。
信号パワー調整部３０は、誤差要因判定装置２０から与えられた第一ポート誤差要因Eija
に基づき、信号のパワーを調整する。誤差要因判定装置２０は、第一ポート誤差要因Eija
を誤差要因記録部２２から読み出して、信号パワー調整部３０に与える。なお、第一ポー
ト誤差要因Eijaは、真偽判定部２８により真であると判定されているものとする。
【０２２９】
　なお、出力端子１９ｂから出力される信号のパワーを目標値にあわせるためには、誤差
要因判定装置２０から第二ポート誤差要因Eijbを信号パワー調整部３０に与えればよい。
信号パワー調整部３０は、誤差要因判定装置２０から与えられた第二ポート誤差要因Eijb
に基づき、信号のパワーを調整する。誤差要因判定装置２０は、第二ポート誤差要因Eijb
を誤差要因記録部２２から読み出して、信号パワー調整部３０に与える。なお、第二ポー
ト誤差要因Eijbは、真偽判定部２８により真であると判定されているものとする。
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【０２３０】
　なお、出力端子１９ｃから出力される信号のパワーを目標値にあわせるためには、誤差
要因判定装置２０から第三ポート誤差要因Eijcを信号パワー調整部３０に与えればよい。
信号パワー調整部３０は、誤差要因判定装置２０から与えられた第三ポート誤差要因Eijc
に基づき、信号のパワーを調整する。誤差要因判定装置２０は、第三ポート誤差要因Eijc
を誤差要因記録部２２から読み出して、信号パワー調整部３０に与える。なお、第三ポー
ト誤差要因Eijcは、真偽判定部２８により真であると判定されているものとする。
【０２３１】
　第二の実施形態にかかるスイッチ分岐信号源１０のかわりに、第一の実施形態および第
三の実施形態にかかる信号生成システム１００の出力する信号のパワーを目標値にあわせ
ようとしたとする。ここで、第一ポート誤差要因Eijaの影響を考慮して、アンプ１３のゲ
インを調整する必要がある。そのような場合も、出力補正装置１の構成は、上記と同様で
ある。信号パワー調整部３０は、誤差要因判定装置２０から与えられた第一ポート誤差要
因Eijaに基づき、信号のパワーを調整する。誤差要因判定装置２０は、第一ポート誤差要
因Eijaを誤差要因記録部２２から読み出して、信号パワー調整部３０に与える。なお、第
一ポート誤差要因Eijaは、真偽判定部２８により真であると判定されているものとする。
【０２３２】
　図２１は、反射係数測定装置２に誤差要因判定装置２０を使用した場合の、反射係数測
定装置２の構成の例を示す図である。
【０２３３】
　スイッチ分岐信号源１０の出力端子１９ｄに被測定物（DUT : Device Under
Test）６６を接続し、被測定物６６の反射係数を測定しようとしたとする。被測定物６６
の反射係数は、Ｒ１およびＲ２から求めることができる。ここで、第四ポート誤差要因Ei
jdの影響を考慮して、反射係数を求める必要がある。
【０２３４】
　反射係数測定装置２は、誤差要因判定装置２０、反射係数測定部４０を備える。誤差要
因判定装置２０の詳細はすでに説明したとおりであるが、誤差要因判定装置２０は、第四
ポート誤差要因Eijdを誤差要因記録部２２から読み出して、反射係数測定部４０に与える
。なお、第四ポート誤差要因Eijdは、真偽判定部２８により真であると判定されているも
のとする。
【０２３５】
　反射係数測定部４０は、第四ポート誤差要因Eijdの生ずる前に信号を測定した結果Ｒ１
と、信号が被測定物６６により反射されたものを測定した結果Ｒ２（信号が被測定物６６
により反射されたものは、スイッチ１８、ブリッジ１４ｂを介してミキサ１６ｂに与えら
れる）と、誤差要因判定装置２０から与えられた第四ポート誤差要因Eijdとに基づき、被
測定物６６の反射係数を測定する。
【０２３６】
　なお、出力端子１９ａに接続された被測定物６６の反射係数を測定するためには、誤差
要因判定装置２０から第一ポート誤差要因Eijaを反射係数測定部４０に与えればよい。反
射係数測定部４０は、Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因判定装置２０から与えられた第一ポート誤
差要因Eijaとに基づき、被測定物６６の反射係数を測定する。誤差要因判定装置２０は、
第一ポート誤差要因Eijaを誤差要因記録部２２から読み出して、反射係数測定部４０に与
える。なお、第一ポート誤差要因Eijaは、真偽判定部２８により真であると判定されてい
るものとする。
【０２３７】
　なお、出力端子１９ｂに接続された被測定物６６の反射係数を測定するためには、誤差
要因判定装置２０から第二ポート誤差要因Eijbを反射係数測定部４０に与えればよい。反
射係数測定部４０は、Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因判定装置２０から与えられた第二ポート誤
差要因Eijbとに基づき、被測定物６６の反射係数を測定する。誤差要因判定装置２０は、
第二ポート誤差要因Eijbを誤差要因記録部２２から読み出して、反射係数測定部４０に与
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える。なお、第二ポート誤差要因Eijbは、真偽判定部２８により真であると判定されてい
るものとする。
【０２３８】
　なお、出力端子１９ｃに接続された被測定物６６の反射係数を測定するためには、誤差
要因判定装置２０から第三ポート誤差要因Eijcを反射係数測定部４０に与えればよい。反
射係数測定部４０は、Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因判定装置２０から与えられた第三ポート誤
差要因Eijcとに基づき、被測定物６６の反射係数を測定する。誤差要因判定装置２０は、
第三ポート誤差要因Eijcを誤差要因記録部２２から読み出して、反射係数測定部４０に与
える。なお、第三ポート誤差要因Eijcは、真偽判定部２８により真であると判定されてい
るものとする。
【０２３９】
　第二の実施形態にかかるスイッチ分岐信号源１０のかわりに、第一の実施形態および第
三の実施形態にかかる信号生成システム１００の出力端子１９ａに被測定物（DUT : Devi
ce Under Test）６６を接続し、被測定物６６の反射係数を測定しようとしたとする。こ
こで、第一ポート誤差要因Eijaの影響を考慮して、反射係数を求める必要がある。そのよ
うな場合も、反射係数測定装置２の構成は、上記と同様である。反射係数測定部４０は、
Ｒ１、Ｒ２と、誤差要因判定装置２０から与えられた第一ポート誤差要因Eijaに基づき、
被測定物６６の反射係数を測定する。誤差要因判定装置２０は、第一ポート誤差要因Eija
を誤差要因記録部２２から読み出して、反射係数測定部４０に与える。なお、第一ポート
誤差要因Eijaは、真偽判定部２８により真であると判定されているものとする。
【０２４０】
　なお、上記の実施形態においては、信号生成システム１００が一個（第一および第三の
実施形態）、スイッチ分岐信号源１０が一個（第二の実施形態）だけある例を記載した。
しかし、信号生成システム１００が二個以上あっても、上記の実施形態にかかる誤差要因
判定装置２０を、信号生成システム１００の各々に接続して、使用できる。スイッチ分岐
信号源１０が二個以上あっても、上記の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０を、スイ
ッチ分岐信号源１０の各々に接続して、使用できる。
【０２４１】
　また、上記の実施形態は、以下のようにして実現できる。ＣＰＵ、ハードディスク、メ
ディア（フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭなど）読み取り装置を備えたコ
ンピュータのメディア読み取り装置に、上記の各部分（例えば、誤差要因判定装置２０）
を実現するプログラムを記録したメディアを読み取らせて、ハードディスクにインストー
ルする。このような方法でも、上記の機能を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０２４２】
【図１】第一の実施形態にかかる信号生成システム１００の構成を示す図である。
【図２】第一の実施形態にかかる信号生成システム１００のシグナルフローグラフである
。
【図３】第一の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図４】校正用具６２を出力端子１９ａに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２１
ｂに接続した状態を示す図である。
【図５】図４に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラフで表した図であ
る。
【図６】第二の実施形態にかかるスイッチ分岐信号源１０の構成を示す図である。
【図７】第二の実施形態にかかるスイッチ分岐信号源１０のシグナルフローグラフである
。
【図８】第二の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図９】校正用具６２を出力端子１９ａに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２１
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ｂに接続した状態を示す図である。
【図１０】校正用具６２を出力端子１９ｂに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２
１ｂに接続した状態を示す図である。
【図１１】校正用具６２を出力端子１９ｃに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２
１ｂに接続した状態を示す図である。
【図１２】校正用具６２を出力端子１９ｄに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２
１ｂに接続した状態を示す図である。
【図１３】図９、図１０、図１１および図１２に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグ
ナルフローグラフで表した図（図１３（ａ）、図１３（ｂ）、図１３（ｃ）、図１３（ｄ
））である。
【図１４】第三の実施形態にかかる信号生成システム１００の構成を示す図である。
【図１５】第三の実施形態にかかる信号生成システム１００のシグナルフローグラフであ
る。
【図１６】第三の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の構成を示す機能ブロック図で
ある。
【図１７】校正用具６２を出力端子１９ａに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２
１ｂに、信号生成部１２ａをアンプ１３に接続した状態を示す図である。
【図１８】校正用具６２を出力端子１９ａに、ミキサ１６ａ、１６ｂを、端子２１ａ、２
１ｂに、信号生成部１２ｂをアンプ１３に接続した状態を示す図である。
【図１９】図１７および図１８に示す状態の誤差要因判定装置２０をシグナルフローグラ
フで表した図（図１９（ａ）、図１９（ｂ））である。
【図２０】出力補正装置１に誤差要因判定装置２０を使用した場合の、出力補正装置１の
構成の例を示す図である。
【図２１】反射係数測定装置２に誤差要因判定装置２０を使用した場合の、反射係数測定
装置２の構成の例を示す図である。
【図２２】第一の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の動作を示すフローチャートで
ある。
【図２３】第一の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の真偽判定部２８の動作を示す
フローチャートである。
【図２４】第二の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の動作を示すフローチャートで
ある。
【図２５】第二の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の真偽判定部２８の動作を示す
フローチャートである。
【図２６】第三の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の動作を示すフローチャートで
ある。
【図２７】第三の実施形態にかかる誤差要因判定装置２０の真偽判定部２８の動作を示す
フローチャートである。
【符号の説明】
【０２４３】
　１０　スイッチ分岐信号源（信号生成システム）
　１１　スイッチ
　１００　信号生成システム
　１１０　信号源
　１２、１２ａ、１２ｂ　信号生成部
　１３　アンプ
　１４ａ、１４ｂ　ブリッジ
　１６ａ、１６ｂ　ミキサ
　１８　スイッチ
　１９ａ、１９ｂ、１９ｃ、１９ｄ　出力端子
　Eija　（第一ポート）誤差要因 (i = 1,2　j = 1,2)
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　Eijb　第二ポート誤差要因 (i = 1,2　j = 1,2)
　Eijc　第三ポート誤差要因 (i = 1,2　j = 1,2)
　Eijd　第四ポート誤差要因 (i = 1,2　j = 1,2)
　２０　誤差要因判定装置
　２２　誤差要因記録部
　２３　増幅率導出部
　２４　反射係数導出部
　２５　増幅率記録部
　２６　真値入力部
　２８　真偽判定部
　２９　増幅率真偽判定部
　Xm　導出された反射係数
　Xam　導出された出力端子１９ａの反射係数
　Xbm　導出された出力端子１９ｂの反射係数
　Xcm　導出された出力端子１９ｃの反射係数
　Xdm　導出された出力端子１９ｄの反射係数
　Xm1, Xm2　導出された出力端子１９ａの反射係数
　Xt　反射係数の真値

【図１】

【図２】

【図３】
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