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あらまし 本論文では，近年利用が進むサブミリ波・テラヘルツ波領域のベクトルネットワークアナライザの
（VNA）測定確度（不確かさ）を改善及び解析する手法を報告する．一般に，VNA の測定確度は，校正用標準
器等の不完全な特性や接続部での反射等による偏差と，VNA の安定性や被測定物のテストポートへの接続の繰
り返し性などのばらつきにより決まる．本論文では，サブミリ波・テラヘルツ波領域の測定における測定確度低
下の要因を抽出・対策を行うことで，高精度化するとともに，VNA の測定確度（不確かさ）を決定する要因の
紹介と解析方法を解説し，例として，測定周波数範囲 750 GHz ∼ 1.1 THz の WR-1.0 導波管 VNA について，
不確かさの解析結果を紹介する．
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テラヘルツ領域となると，導波路開口部が 100 μm 台

1. ま え が き

となることから，開口部寸法の測定方法からの検討と

近年，ミリ波・テラヘルツ波を利用したアプリケー

開発が必要となり，マイクロ波帯に比べ，寸法加工精

ション研究開発が盛んになっており，それに伴い，市販

度とその測定精度も S パラメータ標準の不確かさに相

のベクトルネットワークアナライザ（VNA）の測定周

対的に大きく影響を及ぼすことが考えられる．

波数範囲も 1 THz を超えている [1]．しかしながら，信

そして，テラヘルツ領域となると，VNA 測定の確

頼ある標準器や測定確度の保証については，110 GHz

度は，VNA のノイズ特性・ダイナミックレンジなど

程度までであり，1 THz に及ぶ超高周波帯での VNA

の性能に加え，導波管接続ポートの接続精度によると

測定のための標準と測定確度評価が求められている．

ころが支配的となり，マイクロ波帯・ミリ波帯で従来

これまで，110 GHz 以下の周波数帯では，世界の計量

から使用されている導波管インターフェース（フラン

研究機関において方形導波管の S パラメータ標準は，

ジ）では，高精度な測定は不可能である [5]．そのため，

導波路開口部の縦と横の寸法を長さ標準にトレーサビ

新たな構造の高精度導波管も必要となっている [6]．

リティを確保して測定し，電磁界理論によって決定し

そこで本論文では，テラヘルツ帯 VNA 測定におけ

てきた．しかし，サブミリ波・テラヘルツ波について

る課題を明確にし，それら課題に対する対応策を提案

は，導波管開口部の評価実績が少なく [2]〜[4]，また，

して，VNA 測定確度・精度の改善を図るとともに，測
定確度・精度の決定方法を解説する．更に，事例として
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2. テラヘルツ帯ベクトルネットワークアナ
ライザ測定の課題と改善策
テラヘルツ帯の導波管 VNA 測定では，以下に述べ
る課題があり，高確度な測定には，この課題解決によ
る測定確度の向上と，その後の測定確度（不確かさ）
の定量的な改善結果の評価が不可欠となる．

2. 1 導波管フランジ
導波管の周波数バンドについて，325 GHz までは

IEC 60154 規格 [7] にて定められているが，それ以上
の周波数については，規格がなかった．また，導波管フ
ランジについても，MIL 規格 [8] において定められて
いる UG-387/U-M が主に用いられており，これまで，

図 1 WM-250 バンド導波管（テストポート（上段右，上
段左），アライメントリング（上段中央），Line 標準
器群（下段））
Fig. 1 WM-250 (WR-1) waveguide straight section
with newly designed ﬂanges, alignment ring
and waveguide TRL line standards. Flanges
and shim are aligned by alignment ring.

V バンド（50 GHz ∼ 75 GHz）や W バンド (75 GHz
∼ 110 GHz) について，広く用いられてきた．また，
近年の高周波化に伴い，110 GHz 以上の導波管部品も
市場に出回っており，その測定のための VNA も普及
してきている．しかしながら，110 GHz を超える周波
数においても，導波管フランジは従来 UG-387/U-M
を用いており，高周波化に伴い，合わせ精度が導波路
寸法に対して相対的に大きくなることによる導波管接
続部での反射やそのばらつきの増大が課題となってお

Fig. 2

図 2 導波管 VNA 接続プラットホーム
Platform for waveguide connection in VNA.

り，様々なフランジが提案されている．そこで我々は，
従来の UG-387/U-M やその改良型フランジとも互換

VNA のポート 1 とポート 2 の導波管接続の際の，

でありながら，操作性や合わせ精度を改善した導波管

反射及び伝送特性の繰り返し性の評価結果を図 3 に

を開発した（図 1）．従来のフランジでは，嵌合の際に，

示す．また，Thru-Reﬂect-Line（TRL）校正を想定

二つのアライメントピンでアライメントを取っている

して，新フランジに適合した黄銅製の Line 標準器

が，新フランジではフランジ外周とアライメント用の

（表 1）を接続した際の接続繰り返し性も評価した．接

リングで行うことで，導波管の H 面及び E 面方向の

続の繰り返し性評価では，6 回の接続と取り外しを

ずれを抑制できるため，アライメント精度も約 10 μm

繰り返し行い，S パラメータを 6 回分取得して標準

と従来の UG-387/U-M（アライメント精度 100 μm

偏差を求めることで，接続のアライメント精度を評

程度）に比べて，1 ケタ程度のアライメント精度改善

価している．図 3 の縦軸は，標準偏差を表している．

を実現している．更に，VNA 周波数拡張ユニットの

図 3 (a) は，S11 の繰り返し性を示しており，新フラ

接合を容易とする接続プラットホームを合わせて用い

ンジは従来の UG-387/U-M フランジに比べ，ばらつ

ることで，接続の再現性を改善している（図 2）．従来

きが 1/2∼ 1/10 程度に低減している．また，S21 の繰

では，光学ステージ等を用いて，VNA 周波数拡張ユ

り返し性では，振幅については，導波管及び Line 標

ニットのアライメントを事前に行っているため，被測

準による接続のばらつきに違いはないものの，位相特

定デバイス（DUT）ごとに，再度アライメントをとる

性については薄い Line 標準（Line-1）で，特性ばら

必要があった．本ステージの利用では，VNA 周波数

つきが 2 倍ほど大きい結果となった．また，長期の使

拡張ユニットを空気で浮上させているため，事前の厳

用に対しての安定性についても S11 の接続繰り返し性

密なアライメント調整の必要がなく，また，接続時の

の変化も評価しており（図 4），Line-1 の繰り返し性

締め付けトルクによりセルフアライメントされるため，

について，約 1 年間の使用（年間 20 回程度以上）に

被測定デバイスによらず，再現性が良い測定が容易に

よる劣化が観測された．この要因としては，表 1 に

実現できる．

示すように Line-1 の厚さが 0.1 mm 程度と薄く，接
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図 4 WM-250 バンド導波管接続繰り返し性評価結果
Fig. 4 Long term stability of connection repeatability
for WM-250 (WR-1) waveguide.

図 3 WM-250（WR-1）バンド導波管接続繰り返し性評
価結果 (a) S11 複素数のばらつき（2011 年 9 月測
定）, S21 (b) 振幅及び (c) 位相のばらつき（6 回の
繰り返し測定）
Fig. 3 Evaluation result of connection for WM-250
(WR-1) waveguide (N = 6).
表 1 WM-250 バンドの Line 標準の長さと周波数範囲
Table 1 Lengths and frequency band width for Line
standards in the WM-250 band.

図 5 (a) 導波管寸法測定装置（レーザー干渉計）と (b)
寸法測定カ所の定義
Fig. 5 (a) Laser interferometer type measurement
system for waveguide dimensions, and (b) description of parts of dimensional measurement
for waveguide interface.

定器のテストポート間の開口部寸法の違いから，その
嵌合部で反射を生じる．そのため，導波管テストポー
ト及び Line 標準器の開口部の寸法評価が重要となる．
マイクロ波・ミリ波帯の導波管開口部寸法測定では，接
続時の締め付け応力による開口部形状の変形が推測

触子先端の球直径が数百 μm の三次元測定器を用いる

される．そのため，WM-250 [9]（WR-1）導波管帯域

が，テラヘルツ帯の導波管（WM-250，WR-1）では，

（750 GHz ∼ 1.1 THz）で，875 GHz を境とした上

開口部の寸法が 250 μm x 125 μm となり，接触子よ

下帯域で別の Line 標準器を用いることで，Line 標準

り小さくなる．そのため，図 5 (a) に示すレーザー干渉

器の厚さを厚くすることができ [10]，TRL 校正時の

計による寸法測定システムを開発した．寸法測定シス

Line 接続の再現性を改善できる．評価に用いた VNA

テムは，Keyence LT9010M レーザー干渉計と導波管

システムのノイズフロア特性は，図 3 (a) に示すよう

開口部壁面に対してレーザー入射角を 45◦ に調整する

に，900 GHz 以下の周波数帯で上昇しており，再現性

ステージから構成されており，電気標準の校正環境で

の結果が 900 GHz 以下での悪化しているように観測

ある 23◦ C に管理された部屋で測定を行っている．そ

された一つの要因とも考えられる．

して，レーザー干渉計（測定深度 ±300 μm）を X-Y

2. 2 Line 標準器と寸法評価

面内でスキャンすることで導波管開口部壁面の座標を

方形導波管では，その開口部の縦横の寸法により，

取得し，四つの壁面について同様の測定を行うことで，

カットオフ周波数，位相定数，減衰定数が決まり，測

壁面間隔を求めて，導波管開口部寸法を測定した．測
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Table 2

表 2 導波管開口部の寸法測定結果
Dimensional measurement results of waveguide
apertures.

表 3 アライメントと開口部の中心位置のずれ
Table 3 Diﬀerence of center position.

表 4 導波管接合部での開口部偏差
Table 4 Displacement of connections.

図6

(a) 導波管開口部コーナー半径測定結果 (a) 3 次元
プロット，(b) 断面形状
Fig. 6 Evaluation result of corner radii of waveguide
aperture, (a) 3D plots and (b) cross sectional
view.

心座標の偏差を算出し，中心位置ずれとして求めてい
る．その結果を表 3 に示す．中心位置ずれは，3 μm

定の不確かさ（U(a) 及び U(b)）のうち，測定システ

以下であり，全てマイナス方向に偏っている．そこで，

ム要因は 2.0 μm であり，この主な要因は寸法測定の

TRL 校正時の導波管及び Line 標準の接続時には，開

基準とするブロックゲージの不確かさ（0.75 μm）と

口部の偏差が小さくなるように導波管フランジの上下

測定の繰り返し性（0.65 μm）である．また，最終的

方向を決定している．表 3 より，接続時に生じる偏差

な不確かさは，表 2 に示すように，7.0 μm ∼ 17 μm

を表 4 にまとめる．最も大きな偏差は導波管のテスト

と Line 標準器の開口部寸法の均一性が不確かさの主

ポートを直結（Thru）の際であった．

要因であるといえる．また，表 2 に示す Δa 及び Δb

2. 3 VNA 性能の安定性評価

は IEEE 規格値との偏差を表しており，後述では，こ

測定確度の重要な要素として，VNA 性能の安定性

の IEEE 規格値を基準とした S パラメータ解析を行う

がある．ミリ波以上の導波管 VNA では，周波数拡張

ため，この偏差が Line 標準器の反射特性の発現要因

ユニットを用いて，VNA 本体から RF 信号を逓倍し

となる．

て，1.0 THz 付近の信号を生成している．また，S パ

同様に，開口部のコーナーの半径及び，壁面の粗さ

ラメータ測定の際の受信信号もミキサによりダウンコ

を評価している．コーナー半径は，図 6 に示す測定結

ンバートされる．この際，RF 信号とローカル（LO）

果から，Line 標準器の長さ方向の位置及び各コーナー

信号を周波数拡張ユニットに同軸ケーブルで供給する

により違いはあるが，15 ∼ 22 μm であり，表面粗さ

が，RF 及び LO 信号は，今回評価する VNA では，

は 6 μm（RMS）であった．

50 GHz 程度であるため，VNA の校正時及び被測定

また，嵌合部における開口部のミスアライメントは，

物測定時に VNA 周波数拡張ユニットを動かすため，

開口部の中心とアライメントにより決まる中心のずれ

ケーブルの曲がり具合の変化に伴うケーブル特性（特

（図 5 (b) 中の Δ）により発生するため，導波管テス

に位相特性）の変化，更に，長時間の測定による周辺

トポート，Line 標準について中心位置ずれを測定し

温度の変化に伴うケーブル特性の変化が生じ，測定シ

た．アライメントによりきまる中心は，フランジ外周

ステムの安定性の劣化の原因となる．図 7 に，TRL 校

の座標を測定し，それらから中心座標を求めている．

正直後から 18 分後までのテストポート直結時におけ

また，開口部の中心は，開口部をなす四つの壁面の座

る，2 分ごとの伝送位相特性の測定結果の変動を示す．

標を測定して，中心座標を求めている．その後，両中

グラフ記載の位相差は，TRL 校正の際の直結状態を 0
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図 7 VNA の Thru 接続時の S21 位相特性の 2 分ごと
の時間変化．位相差は TRL 校正直後の位相特性
（0 min）を基準とした
Fig. 7 Time stability of S21 Phase measurement for
thru connection with 2 min -interval. Phase
diﬀerence characteristics were normalized by
phase characteristics at 0 min (just after TRL
calibration).

図8

VNA 拡張ユニットの移動による Thru 接続時の S21
位相特性の変化．移動範囲は −50 mm〜+100 mm.
Fig. 8 System repeatability of S21 “thru” phase measurement for extender movement. Movement
distance is between−50 mm to +100 mm.

図9

分とし，そこからの位相の変化（0 分の位相を基準と
した位相差）をあらわしている．この結果より，TRL
校正時により VNA 周波数拡張ユニットを動かすこと

Line 標準器の S11 校正値と不確かさ (a) Line-1，
(b) Line-2，(c) Line-3
Fig. 9 Calculated values and uncertainty of S11 for
Line standards, (a) Line-1, (b) Line-2 and (c)
Line-3.

で，ケーブルを伝送する RF と LO 信号の位相特性が
変化し，時間とともに変化が緩和されるためである．

3. 1 Line 標準器の S パラメータ

また，測定時の VNA 周波数拡張ユニットの可動範囲

Line 標準器の反射特性は，TRL 校正により，VNA

を想定し，テストポート直結時における位相測定結果

の不確かさに反映される．そこで，前節での導波管開

の変動を評価した（図 8）．ここでも，TRL 校正の際

口部測定結果から，S パラメータを算出した．ここで

の直結状態（0 mm）の位相特性を基準とし，そこか

用いる導波管形状パラメータは，開口部の縦横寸法，

らの位相の変化（位相差）を記載している．この結果

開口部角の丸み（半径），Line 標準器の厚さ（長さ）

より，最小可動範囲を 50 mm とし，操作による位相

と開口部内壁の表面粗さである．そして，S パラメー

の変動は ±15◦ として，不確かさに繰込むこととした．

タは，基準開口部形状を有する導波管を基準として決

3. ベクトルネットワークアナライザ測定確
度評価

定される相対量であるため，IEEE 規格値 [9] を基準
値とした．
（同軸では，特性インピーダンスを基準と
）S パラメータは
して S パラメータを決定している．

前章では，VNA 測定の測定確度（不確かさ）の劣

各伝搬モードの固有値解析 [11] から，モンテカルロ

化要因について述べたが，本章では，その結果から定

シミュレーションを 10 万回試行することで，平均値

量的な解析を行い，それらが VNA 測定結果に及ぼす

と不確かさを求めた．解析は，三つの Line 標準器に

影響を評価した．

ついて行い，S11 の結果を図 9 に示す．実数部及び虚
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図 11 VNA レシーバー直線性の簡易評価結果
Fig. 11 Tentative evaluation results for receiver
linearity in VNA.

1.1 THz において 0.003 の反射が開口部の縦方向（E面）のミスアライメントにより生じている．これら接
続部での反射特性は，接続の繰り返し性と同様に，後
述の TRL 校正の際に生じる VNA の測定確度（不確
かさ）の主要因となる．

3. 3 その他の不確かさ要因
その他の代表的な不確かさ要因としては，ノイズフ
ロアとレシーバーの直線性がある．IF バンド幅 100 Hz
及び 64 回の平均化の VNA の測定条件において，ノ
イズフロアは 50 dB 程度であり，簡易的な直線性評
図 10

導波管接合面における (a) H 面と (b) E 面方向ミ
スアライメントによる反射特性解析結果
Fig. 10 Calculated reﬂection characteristics from
displacement of (a) H-plane and (b) E-plane.
Values inside the blankets indicate displacement along with H- and E-plane.

価において，レシーバーの直線性は 850 GHz 以下で

0.02dB/dB，それ以上の周波数範囲で 0.005dB/dB で
あった（図 11）．

3. 4 不完全な標準器による TRL 校正不確かさ
ミリ波以上の周波数で，高確度な VNA 測定を実現

数部の不確かさ（U (Re)，U (Im)）は，平均値に比べ
約 1 桁大きい結果となった．S11 特性は表 2 に示す開
口部寸法の規格値からの偏差（|Δa|，|Δb|）により決
まり，その不確かさは開口部寸法測定結果の不確かさ
（U (a)，U (b)）により決まるためであり，今回評価し
た Line 標準器のうち，Line3 の a を除いて，測定で
求められた偏差に比べ不確かさが 2∼10 倍程度大きい
結果となったことが，この要因である．

3. 2 ミスアライメントによる反射特性

するために，TRL 校正が用いられる．しかし，TRL 校
正による高確度な VNA 測定の諸条件としては，Line
標準や Thru 接続時に反射がないことや，Line の伝送
特性が測定周波数範囲の中央の周波数において，90◦
の位相差であることなどの条件が前提である．しかし
ながら，先にのべたように，ミスアライメントや接続
の再現性により，Line や Thru 接続時には，接続部で
反射を生じ，また，図 9 に示したとおり，Line 標準
器の S11 はゼロではない．そのため，TRL 校正時の

Line や Thru など特性が不完全な場合において，TRL

テラヘルツ帯の VNA 測定では，校正時及び測定時

校正による VNA 校正の不完全さ（不確かさ）を解析

における接続部のミスアライメントによる反射の影響

する必要がある．不完全な標準器による TRL 校正不

が無視できない．ミスアライメントの効果としては，

確かさは以下で与えられる [13]．

2. 1 で述べた導波管接続の繰り返し性といったランダ
ム成分と，アライメントと導波管開口部の中心の偏
差による偏り成分がある．ここでは，2. 2 での寸法評
価結果より，TRL 校正の Thru 接続と Line 接続状態

・Line 標準の不完全さ

δS11

L

≈


1 − S21 S12
−
δs11
(1 − L2 )

における接合部での反射特性を解析した [12]．その結
果を図 10 に示す．Thru 接続時の反射が最も大きく，
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+

S11 (1 + Γ2 )
(δs11 − δs22 )
2Γ(1 − L2 )
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+

S11 2
δs22
(1 − L2 )


(1)

δS21 L
δS12 L
=
S12
S21
S22
S11
≈
δs11 +
δs22
(1 − L2 )
(1 − L2 )

表 5

(a) S11 測定不確かさバジェット表（オフセット短
絡器，1.0 THz），(b) S21 測定不確かさバジェット
表（ストレートライン，1.0 THz）
Table 5 (a) S11 measurement uncertainty (oﬀset
short at 1.0 THz), (b) S21 measurement uncertainty (straight line at 1.0 THz).

(2)

(a)

ここで，δsii は，Line 標準の S11 及び S22 要素を表

1 Line 標準器の寸法測定から求められた校正値，
し，

2 その不確かさ，
3 ミスアライメントによる反射及
4 接続再現性が該当する．
び，
・Thru 接続の不完全さ


δS11

T

≈
+

L2 − S21 S12
δT11
(1 − L2 )


S11 (Γ2 + L2 )
−
δT
)
(δT
22
11
2Γ(1 − L2 )

(3)

δS12 T
S22
S11
≈−
δT11 − δT12 −
δT22
S12
(1 − L2 )
(1 − L2 )
(4)
(b)

ここで，δTii ，Tij は，Thru 接続の S パラメータ要素

1 ミスアライメントによる反射及び，
2 S
を表し，
パラメータの接続再現性が該当する．
・Short 接続の不完全さ

δS11

R1

= −δS11

R2

=−

δS22

R1

= −δS22

R2

=

S11
δΓ
2Γ

S22
δΓ
2Γ

(5)
(6)

ここで，δΓ は，Reﬂect 接続の S11 及び S22 要素を表

1 接続再現性が該当する．
し，
また，式 (1)〜(4) に含まれるパラメータ L は，Line
の S21 と S12 の積を表しており，Line 標準の S21 と

S12 の接続繰り返し性が，式 (1)〜(4) で推定される
TRL 校正不確かさ要素のばらつき（標準偏差），


1
δunc = ST DEV
(7)
1 − S21 S12
を与えることとなる．
以上，式 (1)〜(7) と各不確かさ要素評価結果から，
オフセット長 1 mm のオフセット短絡器及び，長さ

50 mm のストレート導波管を VNA で測定した場合
について，振幅測定結果の不確かさを求めた（表 5）．

（S11 ）評価結果であり，その不確かさは振幅 −1.0 に
対して，0.11 であった．また，ストレート導波管につ
いては，伝送特性（S21 ）の振幅 1.0 に対して，0.032
であった（表 5 (b)）．位相の不確かさは，振幅の大き
さとその不確かさから以下の関係で与えられる．

U (θ) = 2 tan−1



u(振幅値)
振幅値



+ oﬀset

(8)

表 5 では，875GHz の上下周波数バンドで二つの Line

ただし，振幅値に対し，その不確かさ u(振幅値) が

標準器（Line-2，Line-3）を用いて VNA を校正した

大きい場合には，位相不確かさが定まらず，±180◦ と

結果である．表 5 (a) は，オフセット短絡器の反射特性

なる．また，式 (8) の第二項の oﬀset は，校正後の
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VNA の位相測定のドリフトに加え，周波数拡張ユニッ
トを ±50 mm 動かした際の位相測定値の変動による

4. ベクトルネットワークアナライザ不確か
さ評価結果と検証

不確かさを表しており，測定周波数に依存し，その値
は 18.5◦ 〜25.5◦ であった．

不確かさ解析方法の検証のため，2 種類の TRL 校

薄い Line 標準器一つによる TRL 校正を行った場合

正により校正した VNA の測定結果の同等性について

についても，同様に不確かさ評価を行い，図 12 に周

評価した．評価では，先の不確かさ評価と同様，オフ

波数，被測定物の反射特性（|Sii |）と振幅測定の不確

セット短絡器とストレートラインを測定対象とした．

かさの 3 次元プロットを示す．図 12 (a) の一つの Line

比較結果を図 13 に示す．図中には，それぞれの振幅と

による TRL 校正不確かさは，低周波領域にて不確か

位相の測定値に加え，二つの測定結果の差 (Δ) と二つ

さが増加している．これは，式 (1)〜(4) に含まれる

の測定結果の不確かさから求められる同等性 U (Δ) を

1/(1 − S21 S12 ) 項が低周波側で大きくなることに起因

プロットした．ここで，Δ < U(Δ) であれば二つの結

している．また，反射が小さい（|Sii | ∼ 0, i = 1, 2）

果は，不確かさの範囲で同等と判断され，不確かさの

の領域では，測定不確かさは Thru と Line 接続時の

解析方法と解析結果の妥当性が確認されたこととなる．

反射特性に起因している．一方，図 12 (b) に示す二つ

オフセット短絡器の S11 の振幅及び位相測定結果及

の Line 標準による TRL 校正の不確かさは，一つの

び，ストレートラインの S21 の振幅及び位相測定結果

Line による TRL 校正に比べ，全体的に不確かさが小

について，800 GHz 以上の周波数帯域で，Δ < U(Δ)

さくなっている．800 GHz 以上の領域において，反射

の条件が満たされており，解析方法及び結果が妥当で

特性が小さい DUT に対しては，1 Line での校正の場

あると判断される．しかしながら，750GHz〜800GHz

合，0.07 程度であるのに対し，2 Line での校正では，

0.05∼0.06 であり，反射が大きい（反射係数 = 1）場
合には，1 Line 校正では 0.15 であったが，2 Line 校
正では 0.09∼0.12 となった．反射特性が良い DUT の
場合でも 14%以上の低減が得られ，反射特性が悪い

DUT の場合は最大 40%の低減が確認された．これは，
Line-2 及び Line-3 が Line-1 に比べて，Line 標準器
の Sii 及びその不確かさが小さいことと，Line 接続の
繰り返し性が改善されていることに起因している．一
つの Line 標準による TRL 校正と同様に，800GHz 以
下での不確かさの増加に加え，875GHz 付近でも増加
が確認される．これは，Line-2 の利用可能周波数範囲
の下限であるため，不確かさが増大している．

図 13

図 12

VNA 測定不確かさプロット (a) 一つの Line 標準
器による TRL 校正，(b) 二つの Line 標準器によ
る TRL 校正
Fig. 12 3D-plots for VNA measurement uncertainty
(a) single Line TRL and (b) double lines
TRL calibrations.
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2 種類の TRL 校正による測定結果の比較結果．
1.0 mm オフセット長の短絡器の S11 の (a) 振幅
と (b) 位相測定結果及び，50 mm ストレートライ
ンの S21 の (c) 振幅と (d) 位相測定結果
Fig. 13 Comparison results of S11 (a) magnitude and
(b) phase measurement for oﬀset short circuit with oﬀset length of 1.0 mm, and S21
(c) magnitude and (d) phase measurements
for 50 mm length straight line.
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