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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘテロダイン受信の原理に基づく電子的測定方法であって、
　少なくとも1つのパルス繰返し周波数を有するパルス状電磁放射（ＥＳ）を測定すべき
目標物に送信し、
　受信信号（１７）に変換される、散乱されて戻ってきた放射（ＲＳ）を受信し、
　それぞれ上記パルス繰返し周波数よりも低い周波数を有する少なくとも２つの出力信号
を生成するために、少なくとも２つのパルス状ミキサー信号（１８）と上記受信信号（１
７）をミキシングし、
　上記少なくとも２つの出力信号（１９）から、上記目標物までの少なくとも一つの信号
伝達時間を決定する、方法において、
　上記ミキシングにおいて、上記受信信号（１７）が、少なくとも２つの上記出力信号（
１９）を与えるために、少なくとも２つの上記パルス状ミキサー信号（１８）とミキシン
グすることにより変換され、上記少なくとも２つのミキサー信号（１８）は、上記パルス
繰返し周波数に対してわずかに周波数シフトしており、互いに位相シフトしている
ことを特徴とする電子的測定方法。
【請求項２】
　共通の結合体が少なくとも２つの上記出力信号（１９）から形成されることを特徴とす
る請求項１記載の電子的測定方法。
【請求項３】
　上記出力信号がヘテロダイン方法に従って生成され、使用されることを特徴とする請求
項１または２記載の電子的測定方法。
【請求項４】
　上記ミキサー信号（１８）の最大数が上記放射のパルス幅に対するパルス周期の比の２
倍に相当することを特徴とする請求項１、２あるいは３記載の電子的測定方法。
【請求項５】
　送信および受信の間、上記放射は、
・一部は上記装置の外部の測定経路を通って少なくとも1つの測定すべき目標物へと導か
れ、
・一部は上記装置の内部の基準経路（６）に導かれ、



(2) JP 2008-524562 A5 2013.2.28

　上記基準経路（６）に導かれた放射（ＩＳ）が少なくとも１つの開始パルス（１５、１
５ａ、１５ａ´）を定義し、上記測定経路に通された放射（ＲＳ）が少なくとも一つの停
止パルス（１６、１６ａ）を定義し、
　少なくとも1つの信号伝達時間の決定において、少なくとも１つの目標物までの少なく
とも１つの距離が少なくとも1つの上記出力信号（１９）から決定されることを特徴とす
る請求項１から４のいずれか記載の電子的測定方法。
【請求項６】
　上記目標物によって散乱されて戻ってきた放射（ＲＳ）が第１の受信器により検出され
、上記基準経路に通された放射（ＩＳ）が第２の受信器により検出されることを特徴とす
る請求項５記載の電子的測定方法。
【請求項７】
　上記目標物により散乱されて戻ってきた放射（ＲＳ）と上記基準経路に通された放射（
ＩＳ）は共通の受信器（７）により検出され、上記受信信号（１７）は、上記目標物によ
り散乱されて戻ってきた放射（ＲＳ）の成分と上記基準経路に通された放射（ＩＳ）の成
分を有することを特徴とする請求項５記載の電子的測定方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか記載の電子的測定方法を実行するための測定装置であって、
放射（ＥＳ）の生成と送信のための少なくとも１つのパルス放射源と、
上記放射を受信し、少なくとも１つの受信信号（１７）に変換するための第１の受信器（
７）と、
少なくとも１つのパルス状ミキサー信号（１８）を提供するための部材と、
パルス繰り返し周波数よりも低い周波数を有する第１の出力信号を生成するために第１の
ミキサー信号と上記受信信号（１７）を混合するための第１のミキサー（９ａ）と、
少なくとも１つの上記出力信号（１９）を処理する信号処理装置（μＰ）と、
パルス受信周波数よりも低い周波数を有する少なくとも１つの第２の出力信号を生成する
ために少なくとも１つの第２のパルス状ミキサー信号と少なくとも１つの上記受信信号（
１７）を混合するための少なくとも１つの第２のミキサー（９ｂ－ｄ）と、を備える
ことを特徴とする測定装置。
【請求項９】
　少なくとも１つのミキサー信号（１８）を提供するための部材が、互いに位相シフトし
ている少なくとも２つのパルス状ミキサー信号（１８）を提供するために形成されている
ことを特徴とする請求項８記載の測定装置。
【請求項１０】
　上記第１のミキサー（９ａ）および少なくとも１つの上記第２のミキサー（９ｂ）が、
異なった位相で作動し、並列に接続された多チャンネルのヘテロダイン配列内の少なくと
も２つの電子信号ミキサー（９ａ、９ｂ）として形成されていることを特徴とする請求項
９記載の測定装置。
【請求項１１】
　上記装置内の基準経路（６）を有し、該装置は、測定すべき少なくとも１つの目標物ま
での上記装置外部の測定経路と上記装置の内部の上記基準経路（６）とを介して同時に上
記放射の送信が可能であることを特徴とする請求項８、９あるいは１０記載の測定装置。
【請求項１２】
　上記信号処理装置（μＰ）は、少なくとも２つの上記出力信号（１９）を同相結合して
１つの共通信号結合にまとめるように構成されていることを特徴とする請求項８から１１
のいずれか記載の測定装置。
【請求項１３】
　上記基準経路に通された放射（ＩＳ）を受信するための第２の受信器を備え、上記第１
の受信器（７）が上記目標物により散乱されて戻ってきた放射（ＲＳ）を受信するよう構
成されることを特徴とする請求項８から１２記載の測定装置。
【請求項１４】
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　上記第１の受信器（７）は、上記目標物により散乱されて戻ってきた放射（ＲＳ）と上
記基準経路に通された放射（ＩＳ）とを共通に受信し、上記受信信号（１７）は、上記目
標物により散乱されて戻ってきた放射（ＲＳ）の成分と上記基準経路に通された放射（Ｉ
Ｓ）の成分を有することを特徴とする請求項８から１２のいずれか記載の測定装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】電子的測定方法
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の文頭によるヘテロダイン受信の原理に基づく電子的測定方法およ
び、請求項１０の文頭による測定装置および計算機プログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子的測定の方法の領域においては、様々な原理、方法が知られている。ヘテロダイン
受信の原理によれば、より容易な評価のために、高周波信号がミキサー信号との非線形重
畳によって低周波信号に下方変換される。ミキサーはヘテロダインおよびホモダインの受
信器の両方で、入力信号を別の周波数範囲に変換するために、作動する。受信器のタイプ
によって、異なるミキサー回路が使用され、それらの差異が、表され、質的に評価される
べきである。
【０００３】
　ホモダイン受信の特別な場合において、局部発振器の混合信号と測定すべき放射は変調
周波数の点で一致する。非線形ミキシングから得られたビート信号は局部発振器に対する
受信された放射の位相位置に依存する大きさを有するＤＣ信号に相当する。
【０００４】
　一方、ヘテロダイン原理においては、局部発振器は、変調された測定信号とは異なる周
波数を有するミキサー信号を作り出す。ヘテロダイン原理は、可視あるいは赤外線範囲の
電磁放射を放出する、位相差原理に基づく距離計などに使用される。
【０００５】
　ヘテロダイン受信の原理と関連して距離測定に使用される他の搬送波もまた当然知られ
ている。この1つの例はレーダーの技術である。
【０００６】
　位相測定技術においては、通常は正弦波あるいは矩形波の信号である振幅変調された光
パルスが、数メガヘルツから数ギガヘルツの範囲の繰返し周波数で放射される。光源とし
ては、ＬＥＤの他に、数ｍＷのピーク出力を有する従来の連続波レーザーダイオードを使
用することができる。平均放射エネルギーは十分に高いので、位相計測装置により測定さ
れる距離ならば、ターゲット上のレーザースポットの可視性は、問題とはならない。
【０００７】
　距離測定のために、放射された信号の位相位置は戻ってくる信号のそれと比較される。
位相シフトは、測定された距離に比例している。フォトダイオードにより受信されたＲＦ
信号は、増幅され、そして、位相ロックループ(ＰＬＬ)調整された局部発振器信号の助け
により、位相は同じで、低い周波数帯域に下方に変換される。
【０００８】
　ギガヘルツ範囲のサンプリングレートで高周波信号をサンプリングする代りに、低周波
受信信号を用いれば、格段に簡単に処理ができる。ここで、低周波数（ＬＦ）範囲でのサ
ンプリングおよびアナログ・デジタル変換は数段簡単で、より正確で、電流消費もより少
ない。従来の位相測定装置では、下方変換されたＬＦ信号の基本波だけが使用される。
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【０００９】
　十分な距離測定精度または絶対的測定精度を達成するために、通常は、内部光学距離（
キャリブレーション距離または基準距離）および外部光学距離（測定距離）が順に測定さ
れる。このようにすることで、電子機器内での伝達時間の変化をキャリブレーションする
ことができる。また、伝達時間の変化のキャリブレーションは、二つの同じ並列受信チャ
ネルにより実現することができる。位相測定装置の場合、正確な距離測定は２つのチャネ
ルによってしか可能でない。このような位相測定装置の利点は、簡単な設計と、ＬＦレベ
ルでの測定と、入手可能な信頼性のあるビーム源である。他方で、位相測定装置の主要な
不利点は、十分に抑制されていない送受信チャネル間の光学的あるいは電子的クロストー
クに対する誤り耐性であり、更なる不利点は一般に低い検出感度である。
【００１０】
　他方、パルス原理に基づく伝達時間の距離計は、これらの不利な点はないが、しかし、
測地測量の精度は、サブミリメートルの精度が要求される場合の測地学調査のためには、
しばしば不正確過ぎである。
【００１１】
　伝達時間距離計の場合も同様に光パルス放射され、この光パルスは適当な光学手段によ
り分割され、一部が内部光学経路（キャリブレーション経路）を介し直接に受信器に渡さ
れる。この光の残りの部分は、外部光学経路を介し、装置から外に送られる。この光学パ
ルスは、ピーク値を有する輝度カーブを持つパルス信号である。ピーク値又はその位置は
基本的に信号伝達時間を導出するための時間的基準値を定める。信号伝達時間は分解能又
は評価が適切な場合に求めることができる。光パルスの外部の部分は、ある距離（測定さ
れる距離）だけ離れて立つ目標物（＝測定経路）に当たり、そこから反射し返され、そし
て適切な光学システムを介し、同じ受信器に渡される。この受信器は、下流回路の増幅器
を有するフォトダイオードであることが都合いい。
【００１２】
　内部光経路を介する光パルスは、基準パルスを受信器内に生成する。この基準パルスは
以下では開始パルスと呼ばれる。外部光経路（測定経路）を介する光パルスは、いわゆる
測定パルスを受信器内に作り出す。この測定パルスは以下では停止パルスと呼ばれる。
【００１３】
　内部および外部光経路の長さが異なっているので、２つの光パルスは異なった時間で受
信器に到着する。開始パルスと停止パルスの時間差は、伝達時間として定義され、内部お
よび外部光経路の長さの間の差に比例している。測定されるべき時間差は非常に小さい、
すなわちそれらは、有用な距離測定システムに適したサブミリメートルあるいはミリメー
トルの測地学的な精度を達成するために非常に正確に求められなければならない。パルス
距離計の不利な点は、時間測定のための非常に複雑な器具にある。伝達時間を定めるため
に、受信信号は一般にデジタル化され、その目的のため、ギガヘルツ範囲のサンプリング
レートを有する非常に複雑な高周波電子回路が要求される。
【００１４】
　パルス距離計における伝達時間の測定の複雑さは、ヘテロダイン原理を使用して相当に
簡単にすることができる。そこで、少し異なる周波数でＰＬＬ制御された局部発振器によ
り生成されたＲＦパルス信号は、乗法によって受信パルスの列と混合される。位相測定装
置と対照的に、この方法では、すべての高調波が同時に使用される。これにより、高周波
数の開始および停止パルスが時間伸長してＬＦ範囲内に写像される。適切な時間伸長係数
の選択は、それぞれの場合で、送信器のパルス周波数に依存している。例えば、1メガヘ
ルツのパルス周波数の場合、1 MHz/1 (MHz/128) = 128の伸長係数で十分である。一方で
、100メガヘルツのパルス周波数では、500 MHz/(1 MHz/12) = 64000程度の伸長係数が要
求される。
【００１５】
　時間伸長された開始パルスと停止パルスの間の間隔と低域濾過された出力信号は、低周
波数サンプリング（≦１メガヘルツ）により容易に測定することができる。それは求めら
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れるべき測定経路に比例している。
【００１６】
　しかし、この方法は、ＬＦ変換された受信信号の高調波の評価する場合でさえ、元のＲ
Ｆ信号にあった時間情報及び距離情報の大部分が、受信信号（開始および停止パルス）の
時間伸長のために失われるという不利な点がある。ＲＦ受信パルスの最高次の高調波の周
期ごとに少なくとも２つのサンプリングパルスが存在しなければ、ナイキスト規準は破ら
れてしまう。この損失はヘテロダイン原理によって起こる。これは、ヘテロダイン原理で
は、サブサンプリングシステムの場合と同様に、ＲＦ受信パルスは時折ミキサーパルス（
＝サンプリングパルス）と一致しないからである。これらのＲＦ受信パルスの伝達時間情
報は、ヘテロダイン時間変換あるいは周波数変換によっては把握されず、ミキサーのギャ
ップ内に落ちるので、ＬＦ信号に貢献しない。
【特許文献１】DE 101 12 833 C1
【特許文献２】US 5,889,490
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の目的は、高められた精度で伝達時間を決定するための測定方法あるいは測定装
置を提供することである。
【００１８】
　本発明の更なる目的は、高められた信号の感度で伝達時間の決定のための測定方法ある
いは測定装置を提供することである。
【００１９】
　本発明の更なる目的は、ホモダインあるいはヘテロダインの原理に従って信号の受信に
おける信号情報の使用を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　これらの目的は、請求項１と１０の、あるいはそれぞれの従属の請求項の主要件によっ
て達成され、あるいはその解法は更に開発される。
【００２１】
　本発明は、ヘテロダイン受信の原理に基づいた電子的測定のための新しい方法および複
数のミキサーを備える対応する測定装置の両方を提供する。本発明による測定方法および
測定装置は、以下の一例として記述されている搬送波として光学放射を用いるヘテロダイ
ン受信の実施形態に限定されない。例えば、本発明によれば、電波、マイクロ波あるいは
サブミリメートル波長範囲の搬送波を使用することも可能である。
【００２２】
　本発明による原理は、ＲＦ受信パルスを同時に並行して複数の位相シフトされたミキサ
ーパルス信号と混合して複数の別々のＬＦ信号に変換することによりヘテロダイン受信の
信号情報の損失を補償する。尚、これらのＬＦ信号を互いに同相に足し合わせ又は結合し
て、単一の受信信号にまとめてもよい。この並列ミキサーシステムでは、ノイズもパルス
も相関していないので、信号／ノイズ比はミキサーチャネルの数で改善される。同相結合
とは、この文脈では、結合のための位相シフトが、対応するミキサー信号の位相シフトに
正確に一致することを意味する。その限りにおいて、他のミキサー信号のサンプリング値
の間にサンプリング値が同相挿入される。ミキサー信号としては、例えばＰＬＬ制御され
た局部発振器によって作り出されたＲＦパルス信号を使用することができる。
【００２３】
　異なる位相のミキサー信号の最適数Mは、高周波送信信号、特に、最も高い周波数Fi=1/
Tiの送信信号のパルス持続時間およびパルス周期Tiに依存する。ミキサー信号の最大数M
は、パルス周期のパルス幅（パルス持続時間）に対する比の２倍に相当する。ミキサーチ
ャネルの出力に現れたこれら複数の低周波信号は、互いに同相に加算又はデジタル結合さ
れる。従って、この原理は、情報獲得に導く互いに位相シフトされた２つ以上のアナログ
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サンプラーによるサブサンプリングに基づいている。
【実施例１】
【００２４】
　図１は、位相距離測定の公知の方法と比較して格段に感度の高いヘテロダイン受信の原
理に基づいた、本発明による測定装置の実施例のブロックダイヤグラムを示す。
【００２５】
　信号チェインの始めに、０．５－５ｐｐｍの典型的な精度を有する水晶正確な基準発振
器がある。いわゆる直流デジタル周波数シンセサイザ２aは、送信チャネル内にある。マ
イクロ制御部あるいはマイクロプロセサμＰによるプログラミングによって、要素２ａは
数キロヘルツ又はメガヘルツの領域の所望の周波数を生成する。周波数コンバータ３は、
送信チャネルと協働し、そして、測定周波数Fiになるように周波数をより高い領域へと増
大させる。さらに、周波数コンバータ３は、フィルターとして機能し、信号のスペクトル
純度を保証する。距離の粗い測定のために、位相測定装置と同様に、互いに近い複数の周
波数Fiが送信される。駆動段４は、制御周波数を短い持続時間の電気パルスに変換し、レ
ーザダイオードのような光源５を駆動する。この光源は電気パルスの波形と相関した放射
を発生させる。この放射は、時間に依存して輝度が上昇し、ピーク値の後に輝度が低下す
る。このピーク状の光パルスの一部が、発信信号ＥＳとして、測定すべき目標物に向けら
れ、他の部分は、内部信号ＩＳとして、ビームスプリッタを介し、光受信器に直接導かれ
る。アセンブリ６は内部基準光経路に相当し、これによってそれぞれの開始パルスが生成
される。目標物により反射され受信された光パルスは、反射信号ＲＳとして、同時にある
いは並行して同じ光レシーバ７に導かれ、そして停止パルスを形成する。
【００２６】
　並列に配置された複数のミキサーモジュール９ａ、９ｂ、９ｃ、９ｄを用いて、損失を
伴う信号サブサンプリングの影響を除去することができる。この拡張された装置では、周
波数コンバータ段１３は、送信チャネルに対して再度わずかに周波数シフトされた、例え
ば、４つの高周波制御信号パルスを生成する。これらの制御信号の位相は、（２π／制御
信号の数）の整数ステップで互いに対してシフトしている。
【００２７】
　従って、ミキサーモジュール９ａ、９ｂ、９ｃ、９ｄは、低域フィルタ１０ａ、１０ｂ
、１０ｃ、１０ｄに割り当てられた出力部において、これらの位相ステップで遅延された
信号を生成する。時間変換された信号は、割り当てられたアナログ／デジタルコンバータ
の１１ａ、１１ｂ、１１ｃおよび１１ｄで事実上同時にデジタル化され、マイクロプロセ
サμＰによりメモリに保存される。
【００２８】
　サブサンプリングによるヘテロダイン受信に生じる信号／ノイズ比の損失は、後処理の
際に、４つのデジタル信号パルス列を同相に、しかも（２π／制御信号の数）の整数ステ
ップで加算して単一の信号パルス列を得ることによって補填される。
【００２９】
　本発明の測定方法の感度は、従来のヘテロダインあるいはホモダイン受信と比べて、M
の冪根だけ高い。
【００３０】
　外部光経路を介した信号の伝達時間を求めるための測定量として、各レーザーパルス周
波数Fiについて、時間変換されたパルス間隔Tiに対する、停止パルスと開始パルスの間の
時間変換された相対的遅延xiが測定量として計算される。ＡＤコンバータ１１ａ、１１ｂ
、１１ｃ、１１ｄのサンプリングポイント間の時間的補間は、相互相関法あるいは関数当
てはめ法によって行われる。
【００３１】
　決定すべき距離は以下のように計算される：
　　
D=Ni*Li+xi*Li　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
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ここで、Niは距離測定機器と目標物の間の停止パルスの数であり、Liは2つの送信パルス
の間のパルス間隔である。
【００３２】
　曖昧さNiは、例えば、測定周波数Fiに対応する測定値xi間の差を計算する方法によって
解消される。これらの値は、当業者には一義性範囲という用語で知られた、一意的に決定
される最長距離の長さと比較できる長いパルス周期に割り当てられている。相対的遅延xi
の集合から曖昧パラメータNiを決定するための、実際的な方法は、例えば、ＧＰＳアルゴ
リズムにおける位相曖昧さの解消から、当業者に知られている。
【００３３】
　図２は、ミキサーモジュールの一つだけで高周波ヘテロダインミキシングの前後の信号
を示す。パルス周期Ti=1/Fiを有するＲＦ受信信号１７は、開始および停止パルスから成
り、そして、パルス周期1/Fiついてわずかにシフトした周波数を有する、単一パルスから
成るミキサー信号１８により電気的相似的に混合される。基礎となる高い搬送周波数を有
する振幅変調された出力信号がミキサーの出力部に形成される。この出力信号のエンベロ
ープ１４は、２つの信号パルスを有し、そのうちの一つは時間変換された開始パルス１５
に対応し、他方は時間変換された停止パルス１６に対応している。信号の時間伸長によっ
て、従来の位相測定と同様に、経済的な電子部品と低い電力消費で信号を低周波領域にお
いて更に処理し、デジタル化することができるという利点が利用される。さらに、電子部
品のシステム的な伝達時間誤差の影響はミキサー段の時間伸長係数の分だけ減少する。そ
の結果、装置の測定精度がかなり向上する。本発明によれば、少なくとも２つの混合され
た信号から生成された出力信号およびそれから決定される伝達時間が結合される、すなわ
ち最も簡単な場合、期待値が計算される。
【００３４】
　図３は、時間伸長された表示での図２の信号の一部を示す。ここで、どのように、ＲＦ
受信信号１７内で、停止パルスが増幅されず、開始パルスだけが部分的に増幅されるかが
示されている。従って、開始パルスだけがミキサーの出力部に達し、停止パルスはこの位
相において失われる。比較的高い周波数を有し、付加的に振幅変調された出力信号１９が
、ミキサーの出力部で形成される。出力信号１９のエンベロープ１４が、示されている。
同時に作用するが、互いに位相シフトしている少なくとも２つのミキサー信号を使用する
本発明による測定方法では、信号情報のこの損失は存在しない、あるいは、部分的にしか
存在しない。それは、ミキサー信号の数Mが、入力信号のパルス持続時間に対するパルス
周期の比の２倍からどれだけ離れているかに依存する。
【００３５】
　図４は、同様に図２の拡大した一部を示し、さらに、エンベロープ１４あるいは低域濾
過され時間伸長された開始パルス１５が示されている。例として示された領域２０では、
ミキサー信号１８による受信信号１７内の開始パルスの捕捉および出力部への伝送が明白
である。一方、受信信号１７内の時間シフトされた、より小さい停止パルスはこの位相で
はミキサー信号１８によって捕捉されず、従って、このミキサーの出力部に現われない。
伝送されるのは振幅変調された高周波出力信号１９であり、エンベロープ１４は時間変換
された開始あるいは停止信号を表す。信号情報のこの損失は、本発明による測定方法によ
って、減少するか、あるいは除去される。
【００３６】
　図５は、低周波数領域に変換された受信信号を示す。信号パルス列の周期は、第１の開
始パルス１５ａと停止パルス１６ａを含んでいる。この図では、Liとして時間伸長された
パルス距離間隔２２をもって後続する第２の停止パルス１５ａ’も見られる。ここで、も
とめられるべき測定量は、時間、すなわち、第１の開始パルス１５ａと停止パルス１６ａ
間の遅延２１である。ＡＤコンバーターによるサンプリングの後、遅延２１と従って周期
xiは、遅延２１とTiとの比として計算できる。目標物への距離の計算は、関係（１）によ
って実行される。
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D=Ni*Li+xl*Li
　　
曖昧さパラメータNiすなわち装置と目標物との間の送信されたパルスの数を求めるための
いくつかの数値的方法がある。様々な、適した方法は、レーダーあるいはＧＰＳ衛星測量
技術から知られている。既に述べられたＧＰＳのアルゴリズムは、差分計算および線形結
合（ＬＣ）、特にナローレーンＬＣあるいはワイドレーンＬＣの方法が含まれている。
【００３７】
　複数目標の場合は、付加的な停止パルスが現れる。これら停止パルスの周期xiは、図５
に示されるように、各変調伝達周波数Fiにおいて別々に測定することができる。互い違い
の目標物への距離を測定できることが、本発明の装置の特別の強みである。
【００３８】
　図６は、従来の干渉法技術の場合におけるヘテロダインサブサンプリングの効果を明確
に示している。もし装置が割り当てられたパルス状のミキサー信号を有する単一の高周波
ミキサーしか備えていないならば、信号エネルギーの一部分は失われる。この損失を伴う
効果は、ミキサーの制御パルスが開始と停止パルスとの間で下るところの位置２４で明白
である。これを避けるため、本発明においては、複数のミキサーモジュールが受信チャネ
ル内で互いに並列に使用されている。制御信号の位相は、並列ミキサーの数の何分の一か
で互いにシフトしている。これは、少なくとも一つのミキサーが有効な信号サンプリング
２３を実行し、そして信号エネルギーが失われないことを保障する。このような受信装置
の感度は、パルス伝達時間測定器の感度に到達し、従って、従来の位相測定器の感度と相
当に異なる。
【００３９】
　代替のあるいは補足の方法で、部品あるいは原理の様々な配列を互いに結合することが
できることは、当業者にとって明白である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明による測定装置のひとつの実施例のブロックダイヤグラムを示す。
【図２】高周波ヘテロダインミキシングの前後の信号を示す。
【図３】高周波ヘテロダインミキシングの前後の信号を大きな尺度で示す。
【図４】高周波ヘテロダインミキシングの前後の信号を大きな尺度で、変形された開始パ
ルスの表示と共に示す。
【図５】低周波数領域に変形させた開始および停止パルスから成るＬＦ信号パルス列を示
す。
【図６】１つのミキサー信号だけの場合のヘテロダインサブサンプリングの効果を図示す
る。
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