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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つのポートによって被テスト・デバイスに接続可能な測定デバイスであっ
て、
　ポートを有する複数の励振／受信ユニットであり、そこにおいて少なくとも１つの励振
／受信ユニットが信号ジェネレータを有し、それを用いて励振信号を前記被テスト・デバ
イスに印加することが可能であり、且つ、各励振／受信ユニットに少なくとも１つの受信
装置が備わり、そのそれぞれはオシレータ信号に接続されたミキサを有し、前記受信装置
は、前記励振信号、又は前記ポートからの反射された信号又は前記ポートに伝達された信
号を受信し、前記信号を中間周波数信号に変換するものとする複数の励振／受信ユニット
を備え、
　それにおいて、各励振／受信ユニットは、少なくとも１つの独自のオシレータ（ＬＯ１
，ＬＯ２）を有し、それが前記信号ジェネレータと分離されており、且つ、それが、この
励振／受信ユニットの前記受信装置の前記ミキサ用の前記オシレータ信号を生成し、それ
によってこのオシレータ信号の周波数又は周波数及び位相が、ほかの励振／受信ユニット
のオシレータの周波数又は周波数及び位相と独立に調整可能であり、
　評価／制御装置の評価フィルタが励振／受信ユニットから出力される中間周波数信号を
受信するものであり、
　評価／制御装置の評価フィルタのバンド－レンジよりｆLO1－ｆLO2（ｆLO1及びｆLO2は
、それぞれのオシレータＬＯ１及びＬＯ２の周波数である。）が大きいことを特徴とする
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測定デバイス。
【請求項２】
　各励振／受信ユニットが、少なくとも１つの独自の信号ジェネレータを有し、それが個
々に励振信号を生成し、その周波数又は周波数及び位相が、ほかの励振／受信ユニットの
信号ジェネレータの励振信号の周波数又は周波数及び位相と独立に調整可能である請求項
１に記載の測定デバイス。
【請求項３】
　各信号ジェネレータの励振信号の周波数又は周波数及び位相が、前記オシレータ信号の
周波数又は周波数及び位相と独立に調整可能である請求項２に記載の測定デバイス。
【請求項４】
　各励振／受信ユニットが、それぞれ、前記ポートによって受信された、前記被テスト・
デバイスからの信号であって、前記被テスト・デバイスから反射されたか、それを介して
伝達された信号を受け取るミキサを伴う第２の受信装置を有し、更に、この励振／受信ユ
ニットの前記信号ジェネレータから生成された励振信号を受け取るミキサを伴う第１の受
信装置を有する請求項３に記載の測定デバイス。
【請求項５】
　各励振／受信ユニットの前記ミキサに、この励振／受信ユニットの共通オシレータから
の共通オシレータ信号が供給される請求項４に記載の測定デバイス。
【請求項６】
　異なる励振／受信ユニットの前記オシレータ及び／又は前記信号ジェネレータが、コン
トロール・ラインを介して接続されており、それらが互いに分散されているか、或いは、
コントロール・ユニットによって集中されており、これらのコントロール・ラインを介し
て周波数又は周波数及び位相の同期が行われる請求項１に記載の測定デバイス。
【請求項７】
　前記コントロール・ラインがバス・システムである請求項６に記載の測定デバイス。
【請求項８】
　前記励振／受信ユニットがプラグ－イン・デバイスとして設計されており、必要ポート
数に従って必要となる可変数のそれを共通ハウジング内に挿入することができる請求項１
に記載の測定デバイス。
【請求項９】
　前記励振／受信ユニットが、スタンド－アロン・ユニットとして、メイン・ハウジング
から分離され、前記被テスト・デバイスの近傍に置かれる請求項１に記載の測定デバイス
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定デバイス、特に、ベクトル・ネットワーク・アナライザに関する。ネッ
トワーク・アナライザは、波の値の測定、特にＳパラメータの測定による被テスト・デバ
イスの特性決定に有用である。
【０００２】
　被テスト・デバイスが、例えば、２－ポート・デバイスの場合には、順方向測定におい
て、被テスト・デバイスの第１のポートに向けて発射された波、前記被テスト・デバイス
の第１のポートから反射された波をはじめ、被テスト・デバイスを通って伝達されて第２
のポートに出力される波、即ち、順方向伝達波が測定される。逆方向測定においては、被
テスト・デバイスの第２のポートに向かって進行する波、第２のポートから反射された波
をはじめ、被テスト・デバイスを通って伝達され、第１のポートから現れる波、即ち、逆
方向伝達波が測定される。これらの測定された波の値から、例えば、いわゆるＳパラメー
タ、反射率、増幅又は入力／出力インピーダンスを（それぞれ）計算することができる。
波の振幅だけが取り込まれる場合には、スカラー・ネットワーク・アナライザと同一にな
る。振幅及び位相が共に決定されるのであれば、この機能が、ベクトル・ネットワーク・
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アナライザによって実行される。
【背景技術】
【０００３】
　この種のネットワーク・アナライザには、現状のテクノロジにも各種広範なタイプが見
られる。スカラー・ネットワーク・アナライザは、例えば、特許文献１に開示されている
。この文献から知ることのできるネットワーク・アナライザは、２－ポート・オブジェク
トの測定に供し、２つの励振／受信ユニットを備える。これらの励振／受信ユニットは、
それぞれ励振信号を送出するための信号ジェネレータを備えており、その結果、前記励振
／受信ユニットに接続された被テスト・デバイスのポートが、励振信号によって励振され
る。まず、方向性結合器によって励振信号が変流されて、それぞれ第１の受信ユニットに
指向される。また、被テスト・デバイスの対応するポートから反射され、且つ、その被テ
スト・デバイスを通って伝達された信号も、同様に変流されて、別の受信ユニットに渡さ
れる。
【０００４】
　この信号ジェネレータの励振周波数は、励振／受信ユニットごとに、コントロール信号
を使用し、プロセッサによる個別調整が可能となっている。前述の文献の中では、スーパ
ーヘテロダイン原理に従って受信装置が動作するか否かについて、また受信信号がまず、
中間周波数状態に変換されるか否かについての疑問に答えていない。必要なミキサについ
て述べられてなく、この動作に必要となるローカル・オシレータも存在していない。実際
、スカラー・ネットワーク・アナライザの場合には、これらが必要ない。最も重要なこと
は、中間周波数状態における混合に必要となるローカル・オシレータが２つの励振／受信
ユニットに対して個別に提供され、互いに独立して調整可能であるということについて、
前述の文献が言及していないことである。信号ジェネレータがフェーズ－ロック又はフェ
ーズ－ロック－コントロールのタイプであるといったこともなく、従って、スカラー・ネ
ットワーク・アナライザに関してのみ適したものであり、ベクトル・ネットワーク・アナ
ライザには適していない。
【０００５】
　これまでのところ、ネットワーク・アナライザの異なるポートのローカル・オシレータ
を独立させた態様で、即ち、オシレータが受信装置のミキサ専用に供され、個別のポート
のオシレータが異なる周波数において動作可能となる態様でコントロールすることが可能
となっていない。この現状の技術はいくつかの欠点を有する。特に、いわゆる『イメージ
周波数』において、また、いわゆる『和の周波数』問題において深刻な欠点が見つかって
いる。この問題については、後に図２、３の補助を借りてより詳細に論じることになる。
イメージ周波数及び和の周波数の受信は、これまでのところ複雑なアイソレーション受信
機による抑圧がなされているが、それが受信パスにおける測定ダイナミクスを制限し、そ
のためこの抑圧は測定の全て目的にとって充分なものではない。この不充分に関して、被
テスト・デバイスが周波数変換を伴う場合には、各種ポートの受信装置が単一の周波数に
おいてのみ同時受信を可能とすることから、全ての順方向パラメータ及び全ての逆方向パ
ラメータの同時測定が不可能になる。マルチ－トーン測定、特に相互変調の測定は、追加
の信号ジェネレータを伴う場合に限って実行可能になる。
【０００６】
【特許文献１】独国特許第１９８　５７　８３４　Ａ１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明は、測定デバイス、特にベクトル・ネットワーク・アナライザを作り出
すことを目的とし、それにおいては、特に、和の周波数問題及びイメージ周波数問題が解
決されるものとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　この目的は、特許請求の範囲の請求項１によって達成される。
【０００９】
　本発明によれば、各励振／受信ユニットが、信号ジェネレータと独立した少なくとも１
つの専用オシレータを備え、それがこの励振／受信ユニット専用に供されている受信装置
のミキサ用のオシレータ信号を生成する。この構成によれば、オシレータ信号の周波数及
び／又は位相が、他の励振／受信ユニットのオシレータのオシレータ信号の周波数及び／
又は位相と独立に調整可能となる。その結果、異なる中間周波数を伴う異なる励振／受信
ユニットの受信装置を動作させることが可能になる。これについては後に図３の助けを借
りて詳細に説明するが、イメージ周波数問題及び和の周波数問題が解決できるという利点
を有する。
【００１０】
　有利な発展については、従属請求項から推断することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　各励振／受信ユニットに唯一の、完全な、個別調整可能なオシレータを備え、しかも、
同時に１つの完全な、別体の調整可能な励振信号用の信号ジェネレータを備えると非常に
有利である。これは、従来の構成、即ち、これまでのところ中央の信号ジェネレータに制
限されており、スイッチ・マトリクスを経由してポートの１つと接続可能な構成を超える
利点である。この利点は、複雑なスイッチ・マトリクスを除去できることである。いずれ
の場合においても、スイッチ・マトリクスを用いると、それに追加して常に１４０ｄＢ台
のスイッチング分離が必要になり、それ自体もコスト高を招く。そのほかにもスイッチ・
マトリクスの動作寿命が、メカニカル・スイッチの使用によって制限を受けている。更に
、メカニカル・スイッチは、その比較的長いスイッチング時間に起因して、明らかに測定
時間を減ずる。電子スイッチを使用すれば、信号品質の低下及び測定ダイナミクスの弱化
の問題を生じる。これらの問題は、全ての励振／受信ユニット内における信号ジェネレー
タ構成によって退けられる。このほかにも、例えば、相互変調の振る舞いを測定するため
のマルチトーン励振が可能である。この機能に関しては、被テスト・デバイスの２つのポ
ートが、その被テスト・デバイスの１つの入力ポートに接続される。更に、順方向におけ
る励振と逆方向における励振が異なる周波数で発生することから、順方向パラメータ及び
逆方向パラメータの同時測定が可能である。
【００１２】
　オシレータ及び信号ジェネレータは、コントロール・ラインによって、特にバス・シス
テムによって、更に詳しくはＬＡＮ－バス・システムによって中央コントロール・ユニッ
トと接続することができる。これにより、信号ジェネレータ及びローカル・オシレータの
周波数及び位相状態の指定が可能になる。
【００１３】
　個別の励振／受信ユニットは、プラグ－イン・ユニットとして共通ハウジング内に挿入
することができる。これにより測定デバイス用のユニバーサル・ハウジングに、任意数の
励振／受信ユニットを装備することが可能になる。このようにして、例えば、任意数の測
定ポートを備えたマルチ－ポート・ネットワーク・アナライザを実現することができる。
更に、励振／受信ユニットをメイン・ハウジングから分離して、被テスト・デバイスの近
傍に配置することも可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、実施態様の図面を参照して、本発明を更に詳細に説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の測定デバイス１の一例とする実施態様を示している。例示したこの実
施態様においては、ベクトル・ネットワーク・アナライザに関係して測定デバイスが表示
されている。しかしながら、本発明の測定デバイス１は、ネットワーク・アナライザへの
応用に限定されない。更に、これに示されているものは、２－ポート・ネットワーク・ア
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ナライザである。ここで注意が必要であるが、本発明のコンセプトは、ベクトル・ネット
ワーク・アナライザの場合であれば、２－ポート・ネットワーク・アナライザに限定され
ることはなく、特に、２を超える測定ポートを伴うマルチ－ポート・ネットワーク・アナ
ライザが関係する場合にも有効である。
【００１６】
　本発明のコンセプトによれば、測定デバイス１の各ポートＴ１、Ｔ２には個別の励振／
受信ユニット２1、２2が備わる。各励振／受信ユニット２1、２2は、信号ジェネレータＳ
Ｏ１、ＳＯ２を有し、それを用いて被テスト・デバイスＤＵＴに対する励振信号の供給が
可能になる。これら２つの信号ジェネレータＳＯ１、ＳＯ２のいずれか１つだけを付勢す
ることも可能であり、また、実際に両方の信号ジェネレータＳＯ１、ＳＯ２が励振信号を
送出することも可能である。
【００１７】
　この応用の場合においては、被テスト・デバイスが２－ポート・オブジェクトである。
これは、バンド－パス、増幅器、減衰回路等とすることができる。被テスト・デバイスＤ
ＵＴの２つのポートのそれぞれは、ライン５０1、５０2によって測定デバイスの２つのポ
ートＴ１、Ｔ２の１つに接続される。
【００１８】
　信号ジェネレータＳＯ１、ＳＯ２は、それぞれ可変減衰部材３1、３2に接続され、更に
、それぞれ増幅器４1、４2に、それに続いて信号スプリッタ５1、５2に接続されている。
信号分岐ライン６1、６2は、ブリッジ（方向性結合器）７1、７2を介して、それぞれの対
応するポートＴ１、Ｔ２に接続されている。他方の分岐８1、８2は、それぞれの励振／受
信ユニット２1、２2の第１の受信装置９1、９2のミキサ１０1、１０2に接続されている。
従って、第１の受信装置９1、９2は、対応する信号ジェネレータＳＯ１、ＳＯ２が付勢さ
れると、励振信号を受け取る。更に、それぞれの励振／受信ユニット２1、２2の内部オシ
レータＬＯ１、ＬＯ２によって生成されるオシレータ信号が、ミキサ１０1、１０2に送ら
れる。このオシレータ信号は、信号スプリッタ１１1、１１2を介して増幅器１２1、１２2

に渡される。
【００１９】
　同じ内部オシレータＬＯ１、ＬＯ２が、信号スプリッタ１１1、１１2の別の信号パスを
介して、それぞれの励振／受信ユニット２1、２2の第２の受信装置１５1、１５2の増幅器
１３1、１３2及びミキサ１４1、１４2に接続される。ミキサ１４1、１４2は、アイソレー
ション増幅器１６1、１６2及びブリッジ７1、７2を介して対応するポートＴ１、Ｔ２と電
気的に接続されている。このように第２の受信装置１５1は、対応するポートＴ１から信
号を受信するが、その信号は、被テスト・デバイスＤＵＴによってポートＴ１に伝達され
たか、そこから反射された信号である。また、ポートＴ２からの信号が、被テスト・デバ
イスＤＵＴからポートＴ１に伝達されることも可能である。従って、励振／受信ユニット
２2の第２の受信装置１５2は、ポートＴ１からポートＴ２に、被テスト・デバイスＤＵＴ
によって伝達されたか、或いは、そこから反射された信号を受信する。第１の励振／受信
ユニット２1のミキサ１０1及びミキサ１４1は、受信した信号を、ｆIF1の中間周波数を用
いて中間周波数状態に変換し、第２の励振／受信ユニット２2のミキサ１０2及びミキサ１
４2は、受信した信号を、ｆIF2の中間周波数を用いて第２の中間周波数状態に変換する。
中間周波数ｆIF1及びｆIF2が同一である必要はない。その点に、本発明による改善の決定
的な利点が存在する。
【００２０】
　ミキサ１０1、１０2から出力される中間周波数基準信号IF Ref 1、IF Ref 2及びミキサ
１４1、１４2から出力される中間周波数測定信号IF Meas 1、IF Meas 2は、それぞれ、信
号評価及びコントロール・ユニット１８に接続されているアナログ／ディジタル・コンバ
ータ１７に渡される。この構成において、基準信号及び測定信号の評価が実行される。こ
の信号評価及びコントロール・ユニット１８は、更にコントロール・ライン１９、２０、
２１及び２２を経由して信号ジェネレータＳＯ１及びＳＯ２をはじめ、オシレータＬＯ１
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及びＬＯ２の調整を行う。この調整は、それぞれが所定の周波数の第１の信号、即ち、ｆ

SO1・ｆLO1・ｆSO2・ｆLO2及び所定の位相の第２の信号、即ち、φSO1・φLO1・φSO2・
φLO2を生成するようにして実行される。
【００２１】
　評価及びコントロール・ユニット１８は、別のコントロール・ライン２３及び２４を経
由して可調減衰部材３1、３2に接続されており、その結果、信号ジェネレータＳＯ１及び
ＳＯ２からの励振信号の振幅のコントロールが可能になる。この励振信号の真の振幅が中
間周波数基準信号IF Ref 1及びIF Ref 2によって取り込まれることから、このようにして
励振振幅の正確な調整のためのコントロール・ループが構成される。
【００２２】
　コントロール・ライン１９～２３は、バス・システム２５に、特に、ＬＡＮバス・シス
テム（LAN-bus system）に統合することができる。
【００２３】
　ミキサ１０1、１０2、１４1、１４2全てに対する供給に共通オシレータを備える現状の
テクノロジの場合とは異なり、本発明に調和させるためには、第１の完全な独立オシレー
タＬＯ１を第１の励振／受信ユニット２1用に備え、第２の完全な独立オシレータＬＯ２
を第２の励振／受信ユニット２2用に備えることが不可欠になる。これが行われていれば
、ミキサ１０1及び１４1に送られる第１のオシレータ信号と、ミキサ１０2及び１４2に送
られる第２のオシレータ信号とを、それぞれの周波数及び位相の条件に関して異なって調
整することが可能になる。この異なる周波数の調整を達成することによって、２つの励振
／受信ユニット２1及び２2の中間周波数ｆIF1及びｆIF2の可能性を個別に選択することが
できる。これは、従来のネットワーク・アナライザに見られるイメージ周波数及び和の周
波数の問題が回避できるという利点を有する。以下、これについて図２及び３を参照して
明らかにする。
【００２４】
　位相φLO1・φLO2又はφLSO1・φSO2の異なる調整によって、例えば、測定ライン５０1

及び５０2における伝達時間の差を補償することができる。
【００２５】
　本発明によって克服されるイメージ周波数及び和の周波数の問題をより良好に理解する
ため、この問題の枠組みを図２に示した従来のネットワーク・アナライザを補助として次
に説明する。図３は、ポートＴ１からポートＴ２への伝達を記述したＳパラメータＳ21の
対応するスペクトルを示している。
【００２６】
　図２に示されている従来のネットワーク・アナライザは、単一のローカル・オシレータ
ＬＯが備わり、それが、まず、信号スプリッタ３０を経由して第１には受信装置１５1の
ミキサ１４1に、第２には受信装置１５2のミキサ１４2に対して供給を行う点が、図１に
示されている本発明のネットワーク・アナライザと本質的に異なる。図１の場合のように
、ＬＯ１及びＬＯ２といった個別のオシレータが、各励振／受信ユニット用に存在しない
。尚、基準信号用の受信装置９1及び９2については、全体の明確化のために図２には示し
ていない。
【００２７】
　図１に示されているような本発明のネットワーク・アナライザに対して、図２の従来の
ネットワーク・アナライザが更に異なる点は、単一の信号ジェネレータＳＯが備わり、そ
れが、トグル・スイッチング構成３１を介してポートＴ１とポートＴ２の間において切り
替え可能になることである。このトグル・スイッチング構成又は可逆マトリクスは、既に
説明した通りの欠点を含んでいる。
【００２８】
　イメージ周波数問題の生成態様を以下に説明する。
【００２９】
　ここで、被テスト・デバイスは、バンドパス・フィルタであり、例えば、２．２２ＧＨ
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ｚ近傍のパス・レンジを有していると仮定する。前記バンドパスに到来する波ａ１の有す
る周波数が２．１８ＧＨｚであるとすると、これはバンドパスによってブロックされる。
この波は、続いてバンドパスから反射されて、ほぼ無減衰でｆRF＝２．１８ＧＨｚを伴う
反射信号としてミキサ１４1に進む。このポイントにおいて、それが、オシレータ信号に
よって中間周波数ｆIFに変換されるが、オシレータ信号が、例えば、２．２０ＧＨｚの周
波数を有することは可能性のあることであり、その場合には０．０２ＧＨｚ（ｆIF＝ｆLO

－ｆRF）の中間周波数に変換される。
【００３０】
　しかしながら、擾乱信号として、また、スーパーヘテロダイン受信機における通常のケ
ースと同様に、イメージ周波数ｆLO＋ｆIF＝２・ｆLO－ｆRFの信号も生成される。基本的
に、イメージ周波数は、常に受信周波数ｆRFより２・ｆIF上に存在し、従って、この例の
場合であれば、２．２２ＧＨｚに存在する。この信号がミキサ１４1からポートＴ１の方
向に出るが、この時点では、それが被テスト・デバイスＤＵＴとして仮定されているバン
ドパスのパス・レンジ内となっている。つまり、被テスト・デバイスＤＵＴを介して伝達
される信号が実際上の減衰を受けない。この信号は、その後ミキサ１４2によって、イメ
ージ周波数信号として受信されるが、それは、この例においてもオシレータ周波数が２．
２０ＧＨｚであることによる。しかしながら、この信号に対して、ｆLO－ｆIF＝２．２０
ＧＨｚ－０．０２ＧＨｚ＝２．１８ＧＨｚという誤った受信周波数が割り当てられる。
【００３１】
　従来のネットワーク・アナライザを用いたバンドパス・フィルタの測定の場合において
は、実際には存在していないが、実際のパス・レンジの約２・ｆIFの下側に見かけだけの
寄生の追加パス・レンジを生じることがあり得る。上述した例の周波数について、図３に
、この寄生スループット・レンジを破線４０で示し、測定されるべき実際のパス・レンジ
を実線４１で示した。
【００３２】
　これまでは、この問題のセットの対処に、図１のアイソレーション増幅器１６1、１６2

の高い逆方向減衰が用いられていた。しかしながら、この解決策に伴うコスト及び複雑性
は、非常に大きい。
【００３３】
　図１に示されている本発明のネットワーク・アナライザの場合には、個別のオシレータ
ＬＯ１及びＬＯ２が使用可能なことから、中間周波数IF Meas 1及びIF Meas 2を、個別に
、且つ、異なって選択することができる。ＬＯ１及びＬＯ２の周波数、即ち、ｆLO1及び
ｆLO2は、独立に調整可能である。異なる中間周波数が選択された場合には、被テスト・
デバイスを介して伝達される信号が、ｆRFより約２ｆIF1だけ高くなる。この値は、ミキ
サ１４2の受信レンジ内ではなく、その結果、信号評価において検出されない。ｆLO1－ｆ

LO2の値が、信号評価及びコントロール・ユニット１８内にある評価フィルタのバンド－
レンジより小さい場合に限り、上に述べたイメージ周波数問題を生じる。
【００３４】
　図２に示されている従来のネットワーク・アナライザの別の問題は、和の周波数の問題
である。達成可能な測定ダイナミクスは、受信信号とオシレータ信号の和によって生成さ
れるノイズ信号によって制限される。
【００３５】
　次に、再びバンドパスの伝達関数を例として和の周波数の形成に関するメカニズムを説
明する。
【００３６】
　励振信号は、図２のトグル・スイッチ構成３１を通り、ブリッジ７1を介してポートＴ
１に、従って、被テスト・デバイスＤＵＴまで進行する。ほとんどの部分は、被テスト・
デバイスＤＵＴとしてここで用いている前記バンドパスのブロック・レンジを通って伝達
されることはない。順方向に進む波ａ１のほぼ全体が、被テスト・デバイスＤＵＴから反
射され、ブリッジ７1を通って、受信機ミキサ１４1に進む。このポイントにおいて、それ
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が、周波数ｆLOのオシレータ信号によって変換される。ほかの効果の中でも特に、混合結
果として、和の周波数ｆRF＋ｆLOが生成され、それが、低いレベル（例えば、約３０ｄＢ
の減衰を受けて）でポートＴ１から被テスト・デバイスに戻る。これは、事実上、減衰を
伴うことなく被テスト・デバイスを通過してポートＴ２に到達する。ミキサ１４2におい
ては、２倍の寄生オシレータ周波数２ｆLOとの混合を経て、前記混合結果が中間周波数状
態（２・ｆLO）－（ｆRF＋ｆLO）＝ｆLO－ｆRFに変換され、その結果、ダイナミクスを制
限する擾乱信号としてそこから出力される。このようにして生じる追加の和の信号は、測
定にひずみをもたらし、それを図３に破線４２を用いて略図的に示した。
【００３７】
　また、この場合においても、アイソレーション増幅器１６1及び１６2を用いてこの誤っ
た信号に対処することが可能である。実際上は、干渉信号の充分な抑圧に関して、任意の
場合において、アイソレーション増幅器１６1及び１６2に７０ｄＢを超える分離が必要と
なるが、それが極めてコスト高となるのが明らかになる。
【００３８】
　アイソレーション増幅器における努力及びコストの負担は、本発明のネットワーク・ア
ナライザによって、２つのオシレータ周波数ｆLO1及びｆLO2が、このように、中間周波数
ｆIF1及びｆIF2が異なって選択できることから、実質的に軽減される。
【００３９】
　本発明のネットワーク・アナライザの利点、即ち、概して本発明の測定デバイスの利点
は、イメージ周波数問題及び和の周波数問題に特に関係しているということではない。中
間周波数の異なる選択において中間周波数混線が回避できることも挙げられる。
【００４０】
　重要な利点は、受信装置１５1及び１５2が同時に異なる周波数を受信できることから、
順方向及び逆方向において同時に測定が可能となることである。これによれば、実質的に
測定時間が短縮される。
【００４１】
　各励振／受信ユニットに独自の信号ジェネレータＳＯ１又はＳＯ２が供給されることか
ら、別の重要な利点も明らかになる。それにより、複雑なトグル・スイッチ３１が除去さ
れ、測定速度を本質的に向上することができる。各テスト・ポートが独自の信号ジェネレ
ータを有していることから、マルチ－トーン測定及び対称な被テスト・デバイスの測定を
容易に行うことができる。マルチ－トーン測定は、主として相互変調の検出に役立つ。そ
の場合においては、ネットワーク・アナライザの２つのポートに、１つの増幅器を備える
被テスト・デバイスの入力を接続し、当該被テスト・デバイスの出力において相互変調を
調べることができる。
【００４２】
　また、いわゆる『ホット』Ｓパラメータ測定も可能である。これに関して言えば、フル
出力の被テスト・デバイスの場合のパラメータ測定と理解される。例えば、増幅器の出力
インピーダンスを、動作中のケースとして測定する必要が生じる。この増幅器を、例えば
、ポートＴ１を介し、励振信号によって、当該増幅器が最大出力キャパシティとなるよう
に付勢することができる。第２のポートＴ２を介して、ＳパラメータＳ22を測定し、それ
からその増幅器のフル出力キャパシティにおける出力インピーダンスを計算することが可
能になる。
【００４３】
　単一の、本発明による励振／受信ユニットには、少なくとも１つの完全なオシレータＬ
Ｏが備わり、好ましくは、追加して与えられる独自の個別の信号ジェネレータＳＯを、相
補スタンド－アロンの機能コンポーネントとして設計可能であり、それを、バス２５を介
してコントロール装置１８に接続するだけでよい。これらの機能コンポーネントは、例え
ば、プラグ－イン・デバイスとして作ることが可能であり、共通ハウジングに、適切な数
のプラグ－イン・ソケットとともに必要数の測定ポートを備えることができる。
【００４４】
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　ここで述べておく必要があるが、本発明のネットワーク・アナライザは、較正に必要と
なる１－ポート測定が各ポートにおいてパラレルに実行可能であり、更に、必要な２－ポ
ート測定が、ペア単位で、それぞれの２つのポートにおいて同時に可能であることから、
迅速な較正を可能にする。
【００４５】
　本発明によるコンセプトは、任意数の測定ポートに拡張することができる。このコンセ
プトは、バス・システム上の測定をも可能にし、マルチポート・ウェーバ・プローバ用の
テスタ・キットに組み込むことも可能である。
【００４６】
　ここで、本発明のネットワーク・アナライザが、信号ジェネレータ及び信号オシレータ
の周波数及び位相同期において、システムのエラー修正が可能な程度の精度を可能にする
という事実を強調しておく必要がある。精度がこのように高いことから、各任意ポートを
基準ポートとして使用することができる。
【００４７】
　また、励振／受信ユニットを、メイン・ハウジングから分離し、被テスト・デバイスの
測定場所近傍に単独動作ユニットとして配置することも可能である。励振／受信ユニット
は、完全に独裁的であり、特に同期目的に関して、バス２５を経由したコントローラ１８
への接続だけを必要とする。この接続は、ケーブル・バス・システムとすることも可能で
あり、或いは、特に推奨されることであるが、ワイヤレス・バス・システム手段とするこ
ともできる。
【００４８】
　再度強調しておくが、本発明による発展がネットワーク・アナライザのみに関するとい
うことはなく、ほかの測定デバイスが関係するところにおいても考慮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明によるデバイスの一例とするベクトル・ネットワーク・アナライザ形式の
実施態様を示したブロック図
【図２】イメージ周波数及び和の周波数から生じる問題を説明するために示した、現状の
テクノロジによるネットワーク・アナライザのブロック図
【図３】本発明によるデバイスの場合には生じることのないイメージ周波数及び和の周波
数の作用の略図的な表示を伴うＳパラメータＳ21のスペクトルを示した説明図
【符号の説明】
【００５０】
　１　　　　　　測定デバイス
　２1・２2　　（第１の）励振／受信ユニット
　４1・４2　　　増幅器
　５1・５2　　　信号スプリッタ
　６1・６2　　　信号分岐ライン
　７1・７2　　　ブリッジ、方向性結合器
　８1・８2　　　分岐
　９1・９2　　（第１の）受信装置
　１０1・１０2　ミキサ
　１１1・１１2　信号スプリッタ
　１２1・１２2　増幅器
　１３1・１３2　増幅器
　１４1・１４2　ミキサ
　１５1・１５2　第２の受信装置
　１６1・１６2　アイソレーション増幅器
　１７　アナログ／ディジタル・コンバータ
　１８　信号評価及びコントロール・ユニット（コントロール装置、コントローラ）
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　１９・２０・２１・２２・２３・２４　コントロール・ライン
　２５　　　　　バス・システム、バス
　３０　　　　　信号スプリッタ
　３１　　　　　トグル・スイッチング構成
　５０1・５０2　ライン（測定ライン）
　ＤＵＴ　　　　被テスト・デバイス
　ＬＯ　　　　　ローカル・オシレータ
　ＬＯ１・ＬＯ２　内部オシレータ
　ＳＯ　　　　　ジェネレータ
　ＳＯ１・ＳＯ２　信号ジェネレータ
　Ｔ１・Ｔ２　　　ポート

【図１】 【図２】

【図３】
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