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論 文 内 容 の 要 旨 

 

This thesis describes essentially two approaches to estimate the complete S-parameters of multiport 

reciprocal circuits. One is a method of deriving the S-parameters of n-port by measuring reflection and 

transmission characteristics of n-1 ports. And the other is a method of deriving the S-parameters of 2r 

port by measuring those characteristics of r-port. In these method, some ports except the measurement 

ports are terminated in several known loads. Therefore, there is no need to connect a network analyzer 

to the port that is connected to the known loads. Here, since only reciprocity is assumed, the ground 

level of the ports except the measurement ports may be different.  

S-parameters of n-ports and 2r-ports are obtained by solving a linear least-squares equation and 

quadratic equations. It is not necessary to solve the non-linear equations. In addition, the validity of the 

proposed methods are also confirmed by several experimental and simulated examples. 
 
 

論文審査結果の要旨 

 

本研究は、回路の一部のポート間の S パラメータを測定するだけで、回路全体の S パラメータを推

定する方法を提案すると共に、すべてのポートがこの回路に接続された別の回路の S パラメータをも

併せて推定する方法を提案している。このことを実現するために、問題の定式化を行い、そこから S

パラメータ推定式を得ている。本研究は、パッケージ内部の ICや車載電子機器など、直接測定プロー

ブが接続できない回路の S パラメータを、それらの外部との接続端子や接続ケーブルを介して求める

場合に応用できる。また，本方法は，従来の方法と比較すると，上記の外部接続端子や接続ケーブル

の S パラメータに相反性以外の制約を課していないので，接続端子や接続ケーブルのポート間に不要

な結合があっても Sパラメータを推定できる利点がある。 

 この研究の結果を基にまとめられた学位論文、論文内容の要旨、学位論文発表論文に基づく論文審

査の結果、学位論文として十分と判断し、合格とする。 
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最終試験結果の要旨 

 

論文提出者は、在学中の３年間において、勉学・研究活動に精勤し、所定の講義の単位を取得する

とともに、学位申請論文としての研究内容を１編の学術論文と５編の国際会議論文として公表した． 

 

これらの結果を確認して、学位認定に伴う最終試験の結果を合格と判定する。 

 

 

発表論文（論文名、著者、掲載誌名、巻号、ページ） 

 

１.“ｎ－１ポート測定による相反ｎポート回路のＳパラメータ推定”， 前田 登,  福井伸治, 

市川浩司, 櫻井礼彦, 関根敏和, 高橋康宏，電子情報通信学会論文誌Ｃ, Vol.J96-C, No.12, 

pp.463-470, 2013 年 12月 

  

2. “An Estimation Method for the n Port S Parameters with n-1 Port Measurements”,  

 Noboru Maeda, Shinji Fukui, Koji Ichikawa, Yukihiko Sakurai, Toshikazu 

Sekine and Yasuhiro Takahashi, EMC Europe 2013, pp.348--353, Sep. 2013 

 

3. “An Estimation Method for the 3 Port S-parameters with 1 Port Measurements”,  

 Noboru Maeda, Shinji Fukui, Toshikazu Sekine and Yasuhiro Takahashi, 21st European 

Conference on Circuit Theory and Design, Sep. 2013 

 

4. “Mathematics of 2r-Port S-parameter Estimation by the r-Port Measurements”, Noboru 

Maeda, Shinji Fukui, Takashi Naoi, Koji Ichikawa, Toshikazu Sekine and Yasuhiro 

Takahashi, EDAPS 2013, Dec. 2013 

  

5. “S-parameter Estimation for the Components in Automotive High-voltage Units with 

Partial Measurements”, Noboru Maeda, Shinji Fukui, Takahiro Murakami, Takayuki Naito, 

Toshikazu Sekine and Yasuhiro Takahashi, EMC'14/Tokyo, May 2014 

 

6. “S-parameter Estimation for a Multiport Connection and a Multiport Device with 

Non-common Ground”, Noboru Maeda, Shinji Fukui,Toshikazu Sekine and Yasuhiro 

Takahashi, EMC Europe 2014, Sep. 2014 


