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はじめに
今日の電子機器製品のめざましい発達
に伴い、それらに対する品質や信頼性
向上及び低価格化への要求は高まる一
方です。このため製品の品質向上やコ
ストダウンが非常に重要になってきて
います。そして製品の品質向上のため
には、「いかに適切な部品を選定・選
別するか」が大切です。なぜなら品質

のよい回路を設計するにはそこに使用
する部品の特性を正確に把握しなけれ
ばなりませんし、いくら回路設計がよ
くても使用した部品が規程外であれば
製品不良となってしまうからです。そ
してその選定・選別を効率よく行う事
がコストダウンにもつながります。一
般に製品の開発から製造・出荷にいた

ご注意
2002 年 6 月 13 日より、製品構成をよりわかりやすく
するために、Agilent 製品のオプション構成が変更され
ています。
カタログの記載と異なりますので、ご発注の前にご確認
をお願いします。

るまで図１に示されるような工程があ
りますが、部品の選定・選別はそのう
ちの開発設計段階と受け入れ検査でお
こなわれます。従って製品の品質向上
やコストダウンのためには、これらの
工程内における次のような問題を解決
する必要があります。

1. 製品の開発設計段階における問題点
1-1. 実動作条件における測定
部品の仕様を信用して回路設計した
が、実際の回路を動作させる条件（実
動作条件）では部品の特性が変化して
いるらしく、回路が設計どおりに動作
しない。
1-2. 測定ケーブルの延長
使用部品の信頼性試験を行う際、高温
槽へ測定ケーブルを延長したために測
定が正確におこなえない。
2. 購入部品の受け入れ検査における
問題点
2-1. 規格外部品の混入
部品に対する要求仕様が厳しいために
測定器の測定確度が足らず、規格外部
品が製品に混入しやすい。
2-2. 低いスループット
受入検査の自動高速測定のためのシス
テム化が不十分な為、受入検査自体の
スループットがあがらない。
2-3. 数多い測定条件の設定・変更
部品の種類が多いので、部品ごとの測
定条件の種類も多く、ロットごとに測
定条件を設定しなおすのが大変。
本アプリケーション・ノートでは、これ
らの問題に対するAgilent 4284A/4285A
プレシジョンLCRメータによる解決策
をご紹介します。

開発設計段階における問題点と解
決策
1-1. 回路設計時の実動作条件におけ
る測定
回路設計の品質を高めるためには、そ
の回路に使用される電子部品の実動作
条件での特性を正確に把握する必要が
あります。一般に電子部品の特性は周
波数や測定信号レベルによって変化す
るので、ほとんどの場合、仕様で定め
られた条件と実際の部品の動作条件と
は異なります。例えば表１のように同
一のインダクタでも測定周波数が違え
ばインダクタンスやQ値も違ってきます。

図１ 電子機器の生産工程と部品測定の関係

表１ インダクタの7.96 MHzと30 MHz
での値の変化例

てしまうことにあります。このような
場合、周波数によってインダクタのQ値
が変わるのでQ値の仕様が定められて
いる周波数以外での回路の設計を紙面
上だけで行うのは難しく、実際にその
特性を測定してみる必要があります。

ここでの違いが実際の回路設計に影響
を及ぼした例を示します。図２に示さ
れた回路は周波数シンセサイザに用い
た20 MHz〜30 MHzのVCO発振回路の
一部です。
その設計仕様は発振周波数が30 MHz
のときに１kHzオフセットでの位相雑
音が−110 dBc/√Hz以下であることで
した。まずL1に7.96 MHzでQ値が仕様
化されている1μHのインダクタを選ん
でみたところ、1 kHzオフセットでの
位相雑音は−107 dBc/√Hzとなってし
まいました。これでは設計仕様を満た
していません。このインダクタのQ値
を4285Aを使用し周波数30 MHzで測定
したところ、Q値は予想よりも小さく
25でした。そこで30 MHzにおいてL値
は同じでQ値が60のインダクタを使用
してみました。すると1 kHzオフセッ
トでの位相雑音は-112 dBc/√Hzとなり、
設計仕様を満たす事ができました。こ
の原因はインダクタのQ値が低いと発
振回路のQ値も低くなるため、図３に
示されたように発振回路の1 kHzオフ
セットでの位相雑音のレベルが上昇し

図２ 周波数シンセサイザに用いた20 MHz
〜 30 MHzのVCO発振回路の一部

図３ オフセット周波数と発振回路の位相
雑音レベルとの関係

2

このように回路設計には実動作条件に
おける部品の測定が不可欠ですが、
4284A/4285Aは各々20 Hz〜1 MHz/
75 kHz〜30 MHzの広帯域の測定周波数
範囲をカバーし、幅広く測定条件（測
定信号レベルやDCバイアスなど）を
設定できます。さらにリスト掃引機能
を備えているので、図４のように周波
数の掃引も簡単におこなえます。また
基本測定確度は0.05 %(4284A), 0.1 %
(4285A)と極めて高く、open/short補正
機能により治具まわりの残留分や浮遊
分による誤差をも取り除く事ができま
す。このように4284A/4285A は回路設
計に必要となる実動作条件における高
確度測定を実現します。

図４ インダクタのLs - Qsの周波数特性

1-2. 部品の信頼性試験におけるケー
ブル延長
新しい部品を採用したときなどは、回
路設計後にその部品の信頼性試験を行
う必要があります。なぜならその部品
に示された仕様だけでは製品の信頼性
を十分保証できないような場合がある
からです。一般に信頼性試験では温度
特性評価などが行われますが、そのた
めには恒温槽内で部品を試験するため
に、測定器から測定ケーブルを恒温槽
まで延長する必要があります。しかし
100 kHz以上の高い周波数において測
定ケーブルを延長すると、
＊ 測定ケーブル自体の容量によって
誤差が生じてしまう
＊ 測定器のブリッジ回路がバランス
しなくなり、測定不能になること
がある
などの問題が発生します。
4284A/4285Aはケーブル延長機能を備
えており、Agilent社製のテストリード
（測定用ケーブル）1 で延長したときの
測定確度も規定しているので、これら
の問題を解決できます。さらにテスト

リードの先でopen/short補正を行えば高
精度な信頼性のある恒温槽内での測定
が可能です。さらにスキャナ2 の各
チャンネルで発生する誤差を取り除く
為のマルチチャンネル補正機能を備え
ているので、図５のようにスキャナを
接続すれば一台で多くの部品を一度に
評価できます。

仕様部品の受け入れ検査における
問題点と解決策
2-1. 規格外部品の混入
品質を重視する製品の場合、使用され
る部品の仕様が部品メーカーで定めら
れた部品の仕様では不十分なことがあ
ります。そのような場合、製品の仕様
を満たす為に受入検査用に新たに仕様
を設けて良品だけを選別しなければな
りません。この選別が厳密ではないと
お客様に納入された製品が不良になる
可能性があります。従って部品の受入
検査における選別は大変重要な事で
す。厳密な受入検査を行う為には、回
路の実動作条件で高確度に部品を測定
できなければなりません。ケーブル延
長機能やopen/short補正機能を持った
Agilent 4284A/4285Aを用いれば、治具
と測定器が離れている受入検査システ
ムにおいても、実動作条件における部
品測定を高確度に行えます。
2-2. スループットの改善
また受入検査では大量の部品を高速に
選別することが必要です。そのために
は測定器の測定スピードが速くなくて

はなりません。4284A/4285Aは測定ス
ピ ー ド 3 が 40 msec(1 kHz), 30 msec
(1 MHz)と高速で、さらに図６のよう
にコンパレータ機能も内蔵しているの
で、ハンドラ 4 やスキャナと併用すれ
ば一台で何種類もの部品を数多く高速
に選別することが可能です。従って受
け入れ検査システム自体のスピードが
上がり、部品選別のスループットを向
上させることができます。例えば、今
まで1回の測定時間が1 MHzで100 msec
の測定器を使用していて1日に部品を
20万個測定していたとすれば、4284A/
428Aを用いれば1日に50〜60万個もの
部品を測定できるようになります。
2-3. 数多い測定条件の設定・変更

図６ 内蔵コンパレータによる自動選別

一般に部品の受け入れ検査では、各部
品ごとに測定条件を変えて測定する必
要があります。
なぜならインダクタは測定電流やバイ

図５ スキャナを用いた恒温槽内での温度特性評価
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わるたびに測定器を変えなければなら
ないからです。さらに部品の種類が多
いため測定条件を簡単に変更できるこ
とも必要です。Agilent 4284A/4285Aは
測定周波数範囲が広く、測定条件も幅
広く設定できます。さらに一枚のメモ
リーカードに測定条件を最大10設定ま
で記憶できるので、測定条件の変更も
簡単に行えます。

アス電流、キャパシタは測定電圧やバ
イアス電圧などへの依存性があるので、
これらの条件が違えば部品の特性が変
化してしまうからです。また各々のイ
ンダクタンスや容量値によって、周波数
も変えなければなりません。したがっ
て一台の測定器で周波数、測定信号レ
ベルやDCバイアスなどの測定条件を
幅広く設定できることが必要です。も
し幅広く設定できないと、多くの測定
器を用意しておいて、部品の種類が変

主な仕様
4284A/4285A
測定周波数
測定パラメータ

4284A

4285A

20 Hz -1 MHz
8610点

75 kHz - 30 MHz
100 Hz 分解能

｜Z｜,｜Y｜, θ, R, X, G, B, L, C, Q, D, ESR

表示桁数

6桁

測定範囲

｜Z｜, R, X : 0.01 mΩ 〜 99.9 MΩ
｜Y｜, G, B : 0.01 nS 〜 99.9 S
C : 0.01 fF 〜 9.9F
L : 0.01 nH 〜 99.9 kH

C : 0.01 fF 〜 999μF
L : 0.001 nH 〜 99.9 H

D : 0.000001 〜 9.99999
Q : 0.01
〜 99999.9
基本確度

｜Z｜, C, L : 0.05 %
D : 0.0005

測定スピード
測 定 信 号a
電
圧
電

流

測定ケーブル長
コンパレータ
DCバイアス

｜Z｜, C, L : 0.1 %
D : 0.001

40/190/830 msec (1 kHz)

30/65/200 msec

5 mV - 2 Vrms
(10 mV - 1 Vrms)
50 μA - 20 mArms
(100 μA - 10 mArms)

5 mV - 2 Vrms
(10 mV - 1 Vrms)
200 μA - 20 mArms
(100 μA - 10 mArms)

0 m/1 m (2 m/4 m)b
メイン パラメータ
サブ パラメータ

0 m/1 m/2 m
10段階
IN/OUT

1.5 V, 2 V

おわりに
このように4284A/4285Aはその威力を
最大限に発揮して、電子機器製品の開
発から製造・出荷にいたるまでの各工
程内における部品測定のさまざまな問
題を解決します。
1 : 16048A (BNC, 0.94 m) / 16048B (SMC,
1 m) / 16048D (BNC, 1.89 m) / 16048E
(BNC, 3.8 m)
2 : オプション301（スキャナI/F）が必
要
3 : 積分時間がshortの時
4 : オプション 201/202（ハンドラI/F）
が必要

無し

インタフェース

GPIB I/F, ハンドラI/F
スキャナI/F, バイアスカレントI/F

リスト掃引

最大10点まで掃引可能

4284A/4285Aオプション001
4284A
測 定 信 号C
電
圧
電

流

DCバイアス

5 mV - 20 Vrms
(10 mV - 10 Vrms)
50 μA - 200 mArms
(100 μA - 100 mArms)

4285A

標準装備時と同じ

±(1 mV 〜 40 V), ≦100 mA

a, c : ( )内は定電圧/定電流モードの時
b
: オプション006（2 m/4 m ケーブル動作）が必要
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