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幅広い動作条件（最大1500 A/10 kV、＋250 ℃）に対応する 
パワーデバイス評価用オールインワンソリューション
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お使いの装置でパワーデバイス評価の課題を解決できますか?

測定性能

パワーデバイスでは、nA、μVレベルの微小電流／電圧から1000 A以上、数千Vの高電圧／大電流までの非常
に広い動作領域で特性評価を行う必要があります。さらに、デバイスの正確な測定評価を妨げる自己発熱の影
響を除去するために、短いパルス幅（μsレベル）のパルスIV測定が重要となります。最後に、パワーデバイス
のスイッチング速度を評価するには、ゲート抵抗(Rg)、ゲート電荷(Qg)、数千Vのバイアス電圧で接合容量を
評価する必要があります。最終アプリケーションにおけるスイッチング周波数が高くなり続けているため、こ
れらのパラメータは極めて重要になっています。しかし、従来の測定器ではこれらの要件をすべて満たすこと
はできません。

パワーデバイスの信頼性の検証
多くのパワーデバイスは過酷な環境やミッションクリティカルなアプリケーションに用いられるため、非常に
高い信頼性が求められます。信頼性の目標を達成するには、幅広い動作温度下で、安全動作領域(SOA)近くで
性能を評価することが重要です。しかし、温度テストは時間がかかるだけでなく、難しく、外部恒温槽を使用
している場合には、長いケーブルに起因する共振が問題になります。SOAテストでは通常、ダイナミックテス
タが必要ですが、ダイナミックテスタは使用するのが難しく、確度も不十分です。

新材料(SiC、GaN、IGBT)デバイスの特性評価における課題

高電圧耐性や高速スイッチングを実現するSiCやGaNなどの新しいワイドバンドギャップ半導体は、最新のハ
イパワーアプリケーションで威力を発揮するものと期待されています。IGBTは、さまざまなアプリケーショ
ンに対応する電子スイッチとして、ますます重要性が高まっています。これらの新しいデバイスをできるだけ
早く市場に投入するためには、大きなブレークダウン電圧（最大10 kV）、大電流（数百A）、ゲート電荷、高電
圧DCバイアス（最大3000 V）下の接合容量、デバイスの温度依存性、GaNデバイスの電流コラプスの影響を評
価する必要があります。

カーブトレーサのハードウェアサポート／機能拡張の終了

カーブトレーサは、長年にわたりパワーデバイス評価の業界標準器でした。しかし、従来のカーブトレーサに
は、最新のパワーデバイスを評価するのに必要な機能がありません。また、伝達曲線や接合容量の特性評価な
どの重要な機能がなく、パルス幅を十分に短くすることもできず、十分な確度も備えていません。さらにカー
ブトレーサからPC互換データを取り出すには、手間と時間が必要です。

安全かつ効率的なパッケージデバイス評価
安全で使い勝手の良いテストフィクスチャは、パッケージパワーデバイスの評価に不可欠です。しかし、今ま
でハイパワーデバイス用フィクスチャの標準製品はなく、多くのユーザーはフィクスチャを自作してきました。
また、自作のフィクスチャで様々なパッケージタイプのデバイスを評価することは困難でした。さらに、温度
依存テスト（パワーデバイスの評価に不可欠）を安全かつ高い信頼性で実現することもできません。

パワーデバイスの開発コスト

デバイスのパッケージ化に要する時間を省いてオンウエハーでデバイス評価を行うことにより、大幅な開発期
間短縮とコスト削減が実現できます。しかし、オンウエハーでのパワーデバイス評価は、これまで簡単ではあ
りませんでした。オンウエハー測定環境の構築が困難で、時間やコストがかかる上に、安全の確保にも不安が
ありました。
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Keysight B1505Aは、パワーデバイス評価における困難な課題を解決します

高精度で使い勝手の良いパワー 
デバイス評価・解析用ワンボック
スソリューション

B1505Aは最先端のパワーデバイスがもた
らす測定の問題を解決します。B1505Aは、
パワーデバイスをサブpAレベルから10 kV/ 

1500 Aまで正確に評価することができる、
唯一のワンボックスソリューションです。
また、3000 VのDCバイアスでのゲート電
荷や容量などのダイナミックパラメータ
の測定も可能で、－50 ℃～＋250 ℃の範
囲の温度テストをサポートしています。

さらにこれらの従来にない高精度で柔軟
な 測 定 機 能 に 加 え て、 直 感 的 な
EasyEXPERTソフトウェアにより、簡単
にデータ解析を行うことができます。ま
た、データをお使いのPCに簡単にエクス
ポートし、プレゼンテーション資料やレ
ポートに使用することができます。

B1505Aは、電圧／電流範囲が異なる2つ
の標準テストフィクスチャ（N1259Aおよ
びN1265A）をサポートしています。どち
らのフィクスチャも、さまざまなソケッ
トタイプに対応しています。Tektronix社
370B/371B用Test adapterを装着するモ
ジュールも用意されているため、お使い
のTest adapterをそのままお使いいただ
けます。さらに、B1505Aはパワーデバイ
スのオンウエハー測定をサポートしてい
るため、デバイスをパッケージ化する手
間を省きます。これにより、デバイス開
発時のTAT（ターン・アラウンド・タイム）
を大幅に短縮します。 

B1505Aはこのような機能と特長を備えて
いるため、パワーデバイスの評価効率が
劇的に高まるだけでなく、テストコスト
が大幅に削減されます。

Keysight B1505Aの主な特長

 – 広い動作条件での正確な測定
 – 1500 A/10 kVまで対応のパワーデバイス評価用オールインワンソリューション
 – 高電圧バイアス（例：500 mA/1200 V）での中電流測定：安全動作領域(SOA)解
析に対応

 – μΩ抵抗測定機能
 – 高電圧でのサブpAレベルの測定性能
 – 安全かつ正確で、最高速の全自動温度テスト（－50 ℃～＋250 ℃）

 – 豊富なデバイス評価機能
 – 3000 VのDCバイアスでの全自動容量（Ciss、Coss、Crssなど）測定
 – 最小10 μsまでのハイパワーパルスド測定
 – パッケージデバイスとオンウエハーの両方のIGBT/FETゲート電荷測定に対応 
 – GaNの電流コラプスの影響を評価するための高電圧／大電流高速スイッチング
オプション

 – 最大5個の高電圧(3 kV)電源／測定チャネルによる優れた柔軟性
 – インターロック機構搭載テストフィクスチャによる安全な温度依存テスト 

 – 測定効率の向上
 – ケーブルをつなぎ替えることなく高電圧測定と大電流測定が可能 
 – パッケージデバイスとオンウエハーデバイスの両方のトランジスタ接合容量
（Ciss、Coss、Crss、Cgs、Cgd、Cdsなど）測定のための自動テスト回路の形成
 – パッケージパワーデバイスを安全に測定できるインターロック付き標準テスト
フィクスチャ

 – ハイパワーデバイスのオンウエハー測定（＞200 A、最大10 kV）
 – オシロスコープビューでの印加電圧／電流波形の検証
 – MS WindowsベースのEasyEXPERTソフトウェアによる容易なデータ管理／解析

 – スケーラブルでアップグレード可能なハードウェアアーキテクチャー
 – 豊富な測定モジュール
 – 最大6ピンのハイパワーデバイスのサポート
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自動温度テスト
（－50 ℃～ 
＋250 ℃）

B1505AとN1271-002

または-005を使用すれば、inTESTサーモ
ストリーム温度制御システムをサポート
でき、－50 ℃～＋220 ℃の範囲でデバイ
スの特性評価を安全かつ正確に行うこと
ができます。このソリューションでは、
高速な熱サイクルとB1505Aからの全自動
制御により、温度特性評価を1時間足らず
で行えます。高温での特性評価のみが必
要な場合、inTEST温度プレートにより、
室温～ 250 ℃までの温度測定が行えます。
さらに、これらのソリューションの両方
とも温度測定をB1505Aのテストフィクス
チャ内で行うので、長いケーブルは不要
になり、発振や確度の低下のリスクを最
小限に抑えることができます。いずれの
ソリューションも、結露の問題とユーザー
の安全性が考慮されています。

幅広い動作条件にわたって最高のパワーデバイス特性評価を実現

これらのモジュールを使用すれば、テス
トニーズに合ったソリューションを簡単
に構築できます。HCSMU、中電流
SMU(MCSMU)、UHC、UHV、HVMCは
すべて、最小10 μsまでの高速パルスド
測定をサポートしています。これにより、
自己発熱の影響を最小限にして、パワー
デバイスの正確な特性評価ができます。

高精度のサブpAレベルの特性評価

パワーデバイスは通常は大電流／高電圧
で動作しますが、低電流測定機能も必要
になります。B1505Aは、10 fAの分解能
でのサブpAレベルの電流測定をサポート
しています。B1505Aを使用すれば、
MPSMUま た はHPSMUとUHCま た は
HCSMUをシームレスに組み合わせて、デ
バイスの特性を動作範囲全体（サブpAレベ
ルから1500 Aまで）にわたって正確に評価
することができます。

10 μsのパルス幅により、正確なHVMOS Id-Vd
測定が可能です（注記：内蔵のオシロスコープ
ビュー機能を使用すれば、10 μsの電流／電圧 

パルスを検証できます）。

Id-VdやIc-Vcなどの重要な
トランジェント特性を測定
できます（1500 Aまで）。

10 kVまでのブレーク
ダウン電圧を正確に 

評価できます。

◀

B1505Aの広いIV測定範囲に
より、DUTの微小電流／ 
電圧信号から最大動作範囲
までの特性評価が可能です。

1500 A/10 kVの電流／電圧によ
る革新的なパワーデバイスの評価

現代の多くのハイパワー・アプリケーショ
ンでは広い電流／電圧範囲が必要ですが、
これらのデバイスを評価できるだけの電
流／電圧測定能力を備えた機器がないた
めに、これらのデバイスを正確に評価す
ることはできませんでした。さらに、パ
ワーデバイスでは、自己発熱の影響を除
去して正確な特性評価をするために、非
常に短いパルス幅でのパルスド測定が必
要です。B1505Aは、こうしたニーズすべ
てに対応するさまざまなモジュールをサ
ポートすることにより、これらの問題に
対処しています。サポートしているモ
ジュールとして、高電圧SMU（HVSMU）、
大電流SMU（HCSMU）、超大電流（UHC）
モジュール、超高電圧（UHV）モジュール、
高電圧中電流（HVMC）モジュールがあり
ます。 

◀

◀

◀
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豊富なパワーデバイス評価機能

自己発熱の影響を除去することに
よる、確度の高いオン抵抗測定 

パワーアプリケーションの効率要件は高
まり続けているため、確度の高いオン抵
抗測定を行うことがますます重要になっ
てきています。B1505Aでは、mΩやμΩ
レベルまでの正確なオン抵抗測定ができ、
こうした問題にも対処できます。
B1505Aには独自のアーキテクチャーが採
用されているため、大電流パルスド掃引
測定と高精度電圧測定を同時に可能です。
B1505Aでは、短い電流パルスと長い
デューティサイクルの組み合わせが可能
なので、非常に確度の高いオン抵抗測定
結果が得られます。
UHCとHCSMUのどちらのモジュールで
も、パルス幅を10 μs～ 1 msの範囲で調
整できます（5 sのパルス周期）。これらの
機能により、自己発熱の影響を除去でき
るだけでなく、デバイス特性に対するパ
ルス周期の影響をモニターすることがで
きます。

独自の高電圧（3000 V）容量測定
機能

B1505Aは、1 kHzから5 MHzの周波数範
囲のマルチ周波数容量測定ユニット
(MFCMU)をサポートしています。この
MFCMUはオプションの高電圧バイアス
ティーと高電圧用SMUを組み合わせて、
3000 VまでのDCバイアスで容量-電圧
(CV)測定が行えます。この業界初の機能
により、パワーデバイスのスイッチング
特性を正確に予測するために重要なCiss、
Coss、Crssなどの容量を正確に評価でき
ます。また、材料物性の研究者には、従
来よりも詳細なドーピングプロファイル
特性の評価が可能になります。MFCMUは、
使い勝手のよいGUIで設定できるオープ
ン、ショート、ロード、位相補正をサポー
トしているので、全てのバイアス電圧範
囲で高確度な容量測定が可能です。

超大電流の高速 
パルスド測定が 

行えます(50 μs)。

◀

確度の高い（μΩ分
解能）オン抵抗測定
が簡単に行えます。

Ciss、Coss、Crss対ドレイン電圧

◀

高電圧HVMOS Id-Vd特性を表示できます。

◀

ゲート電荷(Qg)の特性評価

◀

◀
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新材料デバイスの開発を加速

SiC、GaN、ダイヤモンド基板 
デバイスの正確な特性評価 

SiC（シリコンカーバイド、炭化ケイ素）や
GaN（ガリウムナイライド、窒化ガリウム）
等の新材料デバイスは、従来のデバイス
に比べて、ブレークダウン電圧が高く、
リーク電流が小さいという特性を持って
います。このため、これらのデバイスの
特性評価に使用する装置には、高いブレー
クダウン測定と高電圧を印加したリーク
電流測定を実現する性能が必要です。
B1505Aでの高電圧特性評価には2つの選
択肢があります。3000 Vまでのブレーク
ダウン電圧については、HVSMUモジュー
ルで最小サブpAレベルまでの電流測定が
可能です。10 kVまでのブレークダウン電
圧については、UHVモジュールにより、
サブnAレベルの電流測定確度を維持しな
がらこの問題に対処することができます。
これらの新材料で構成されるデバイスを
完全に評価するには、通常は、高電圧測
定だけでなく、大電流測定も必要です。
電流要件は通常、開発段階では比較的低
い（20 A未満）ですが、実際のアプリケー
ション・デバイス・テストで使用する場
合は、100 A以上の電流が必要になること
がよくあります。B1505Aの大電流モ
ジュールはスケーラビリティに優れている
ので、このような場合に最適です。
HCSMUを使用すれば、最大40 Aの電流を
供給できます。また、必要に応じて、UHC

モジュールを追加すれば、最大1500 Aの電
流を供給できます。これらの高電圧／大電
流測定機能により、SiCやGaNなどの新材
料デバイスを短時間で評価／開発するこ
とができます。

既製のGaN電流コラプス測定 

窒化ガリウム（GaN）デバイスでは、電流
コラプスの影響を調査／評価することが
極めて重要です。しかし、この現象を評
価するには、高電圧ストレスの印加を停
止した直後に数Aの電流を測定する必要が
あるため、非常に困難です。B1505Aの高
電圧／大電流高速スイッチングユニット
は、HCSMUモ ジ ュ ー ル とHVSMUモ
ジュールを高速に切り替えることにより、
この問題に対処しています。B1505Aのト
レーサ・テスト・モードのオーバレイ機
能と一緒に高速スイッチングを用いれば、
電流コラプスの影響を簡単にグラフィッ
ク表示できます。さらに、B1505Aでは、
デバイスのトランジェント動作を測定す
るのに必要な2 μsのサンプリングレート
を提供しています。

HVSMUでは、ブレー
クダウン電圧と1 pA
未満のリーク電流を
正確に測定できます。

B1505Aでは、電流コラプス現象を定量的に評価する
ことができます。

オシロスコープビュー
を使用すれば、DUTへ
の印加波形を確認する
のに外部オシロスコー
プは不要です。

◀

◀

◀

内蔵電圧／電流波形モニター機能

デバイスの特性を正確に評価するには、
高精度の電圧／電流を印加する必要があ
ります。しかし、パワーデバイスは大電
流／高電圧を必要とするため、パワーデ
バイスの測定は、従来のローパワー半導
体デバイスの測定よりも、残留キャパシ
タンス／インダクタンスや浮遊容量／イ
ンダクタンスの影響を受けます。測定の
品質を確保するための唯一の方法は、印
加波形を視覚的に検証することですが、
これまではオシロスコープを使用する必
要がありました。しかし、B1505Aは波形
モニタリング機能を内蔵し、2 μsのサン
プリング速度を備えているので、測定器
を追加する必要がありません。この機能
を使用すれば、印加電圧／電流パルスが
設定値に達するか簡単に確認したり、待
ち時間などのパラメータを調整すること
ができます。 
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カーブトレーサの代替品として最適なソリューションです

生産性の向上を実現する次世代の
カーブトレーサ機能

B1505Aのトレーサ・テスト・モードは、
従来のカーブトレーサのノブ掃引測定機
能が強化され、最新のGUIによる使いやす
さと柔軟性を備えています。従来のカー
ブトレーサ同様、研究開発でのデバイス
解析に有用な一方向だけの掃引も、障害
解析に有用な双方向の掃引も可能です。
B1505Aは、これらの従来のカーブトレー
サの機能に加えて、デバイスの評価効率
をこれまで以上に高める機能を備えてい
ます。測定データをPC互換フォーマット
（グラフおよび数値）に簡単にエクスポー
トでき、プレゼンテーションやレポート
を簡単に作成できます。また、自動的に
必要な設定情報および測定データを内蔵
のHDDまたはその他のストレージ（USBメ
モリ、ネットワークドライブ等）に保存す
ることができます。

キャプチャ機能により、複数の測定デー
タのトレースを保存したり表示したりで
きるため、簡単に最新の測定データとの
比較が可能です。また、自動測定停止機
能により、電圧または電流値であらかじ
め指定した異常領域に測定値が達したと
きに、測定を即座に自動で停止すること
ができます。特に、自動データ記録機能
により最新の測定トレースを記録し続け
るため、デバイスが何らかの要因でダメー
ジを受けたり破壊されたりした場合でも、
過去のトレースデータを再生し保存する
ことが可能です。これらの様々な改善は
カーブトレーサ様式を革新的に進歩させ、
デバイスの特性評価のサイクルタイムを
劇的に短縮します。

トレーサ・テスト・モードの双方
向掃引機能による、掃引範囲の正
負両方向同時コントロール

EasyEXPERTに搭載されているアプリケーションテス
トを使うことにより、経験の浅いユーザーが、測定器
の学習に多くの時間を費やすことなく、様々な測定を
迅速に行えます。 

自動記録機能により、デバイスが誤って破
壊された場合でも、グラフを表示／エクス
ポートすることができます。

従来の測定器より優れた高度な 
機能

B1505Aに組み込まれているKeysight 

EasyEXPERTソフトウェアは、従来のパ
ラメトリック測定器からのパラダイムシ
フトを実現しました。EasyEXPERTのア
プリケーション・テスト・モードでは、
40種類以上のカスタマイズ可能なハイパ
ワー・アプリケーション・テストをサポー
トしており、従来のカーブトレーサと比
べて便利でわかりやすい操作になってい
ます。しきい値電圧やブレークダウン電
圧などのパラメータは、EasyEXPERTに
組み込まれている自動解析機能を使って
簡単に自動抽出することができます。さ
らに、トレーサ・テスト・モードで行っ
たテストのセットアップや結果をクラ
シック・テスト・モードに瞬時に変換して、
さらに詳細に解析することができます。
アプリケーション・テスト・モードとト
レーサ・テスト・モードの両方で使用で
きる高度な自動解析機能を用いれば、測
定を行いながらグラフィックデータを解
析することができます。これには、ユー
ザー定義関数に基づいて計算されたパラ
メータをリアルタイムで表示する機能が
含まれています。および複雑な計算式を
用いてパラメータを算出したりすること
で、複雑な解析を迅速に行うことができ
ます。
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カーブトレーサの簡便さとアナライザの強力な機能の一体化に
より、他の追随を許さない使いやすさと効率を提供します

ハイパワー対応ウエハー・プローバー・ 
コントロール

IV-CVオールインワン 
ソリューション

カーブトレーサと同様の直感的かつリアルタイムの 
ノブ掃引測定機能

安全で、正確で、最高速の全自動温度テスト



9 | Keysight | B1505A パワーデバイス・アナライザ／カーブトレーサ

データ解析および 
パラメータ抽出

自動データ記録機能により、DUTが何ら
かの要因で損傷したり破壊した場合でも、
データの損失を防ぐことができます。

さまざまなモデリング 
ソフトウェアによるサポート

オフラインモードでの、新しい 
アプリケーションテストの作成 
やデータ解析

安全なパッケージデバイス評価
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国際標準にトレーサブルな 
超大電流／超高電圧測定

信頼できる測定結果を得るためには、使
用する測定システムが国際標準にトレー
サブルであることを確認する必要があり
ますが、これまでは、国際標準にトレー
サブルなハイパワーテスト機器を購入す
ることは不可能でした。B1505Aは、国際
標準（最大1500 A/10 kVの電流／電圧レ
ベル）にトレーサブルで、ハイパワー測定
システムの新しい標準となっています。 

標準ソリューションが効率化やコストの削減に貢献します

安全でサポートされた 
パッケージデバイス評価

高電圧／大電流測
定では、さまざま
なパッケージのパ
ワーデバイスに接
続することは非常

に困難です。このため、多くのユーザー
は貴重な時間を使い、自分のデバイスに
あわせた専用テストフィクスチャをその
都度自作しています。しかし、自作フィ
クスチャの場合には、安全面での不安も
あります。B1505Aは、これらの問題を解
決する2種類の標準テストフィクスチャ
（N1259AおよびN1265A）を用意していま
す。どちらのテストフィクスチャも、さ
まざまなパッケージタイプに対応可能な
モジュール構成になっており、ユニバー
サル・ソケット・アダプターにより、カ
スタム・パッケージ・タイプ用のソリュー
シ ョ ン も 作 成 で き ま す。 さ ら に、
Tektronix社の370B/371Bカーブトレーサ
用テストアダプターを挿入するソケット
モジュールも用意されているため、お使
いのテストアダプターをB1505Aにそのま
まお使いいただくことができます。また、
どちらのテストフィクスチャにも安全イ
ンターロック機構が装備されているため、
カバーを閉じない限り高電圧レベルでの
測定を行うことはできません。さらに、
オプションの保護アダプターや抵抗ボッ
クスをテストフィクスチャと組み合わせ
て使用することにより、ローパワーモ
ジュール（MPSMUなど）を誤って損傷する
のを防ぐことができます。これらの新機
能により、パッケージパワーデバイスの
評価を以前に比べて簡単に行えます。

モデリングソフトウェアの 
サポートにより、開発期間を短縮

Keysight IC-CAPをはじめとする多くのモ
デリングソフトウェアがB1505Aをサポー
トしています。 

B1505Aの優れた測定性能とIC-CAPの強
力な85194Q HiSIM_HV**抽出パッケージ
により、パワーデバイスのパラメータを
正確に抽出できます。これにより開発期
間の短縮を実現できます。

国際標準にトレーサブルな校正用標準により、正
確な超大電流／超高電圧測定結果が得られます。

どちらのテストフィクスチャ (N1259A/N1265A)も、
さまざまなパッケージタイプに対応しています。

N1273A容量テストフィクスチャと 
N1272A容量セレクター
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オンウエハー測定と自動化機能により 
サイクルタイムを短縮できます

＞200 A、最大10 kVの 
オンウエハー測定機能 

ハイパワー・デバイ
スの評価では、デバ
イスをパッケージ
化せずに、ウエハー
上で行う方がより

効率的です。しかし、パワーデバイスの
オンウエハー測定は、扱う電圧／電流値
が大きいため、測定環境の構築は一般に
困難です。 

B1505Aは、すべての主要ハイパワー・ア
ナリティカル・プローバーと接続できる
コネクタ／アダプターに加えて、残留抵
抗が小さいケーブルをサポートしていま
す。B1505Aを使用することにより、これ
まで不可能だった200 A/10 kVまでの大電
流／高電圧オンウエハー測定や、3 kVま
でのオンウエハー IGBT/FETの容量測定／
ゲート電荷測定が行えるようになりまし
た。さらに、B1505Aは、さまざまなウエ
ハー・プローバー・インターロック方式
に対応しているので、オンウエハー・デ
バイス・テストを安全に行えます。

これらの機能により、デバイスをパッケー
ジ化しなくても貴重なプロセス情報を入
手できるので、時間とコストを大幅に削
減できます。

クイックテスト機能およびモジュールセレク
ターにより、プログラムを作成しなくてもテス
トシーケンス設定を行えます。このことにより、
測定サイクルタイムを短縮します。

B1505Aを使用することにより、
200 Aを超えるオンウエハー測定も
可能になりました。

モジュール・セレクター・ユニットは、オ
ンウエハー測定にもパッケージデバイス測
定にも使用できます。

複数のパラメータ測定を 
1回のシーケンスで実行可能

クイックテスト・モードによりウエハー
全体のテストが簡単に自動化できます。
クイックテストモードのGUIを使って、実
行したいテストを並べ、お使いのウエハー
プローバーに対応した内蔵ウエハー・プ
ローバー・ドライバーを選択するだけで
す。マウスを1回クリックするだけで、ウ
エハー全体をテストし、テストデータを
使用可能なストレージに自動的に保存す
ることができます。さらに、モジュール・
セレクター・ユニットを使用すれば、高電
圧測定リソース(HVSMU/HVMC)、大電流
測定リソース(HCSMU/UHC)、標準SMU

リソース(MPSMU/HPSMU)を必要に応じ
て切り替えることができるので、1回の測
定シーケンスで、リーク電流、オン抵抗、
ブレークダウン電圧など、さまざまなパ
ラメータを測定できます。 

さらに、オプションの容量セレクターを
使用すれば、IGBT/FET接合容量も自動的
に評価できます。容量セレクターには、
正確な容量測定を行うために必要なブ
ロッキングキャパシタ、抵抗、スイッチ
が含まれています。

N1272A容量セレクター
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柔軟で拡張可能なアーキテクチャー

スケーラブルでアップグレード 
可能なプラットフォーム 

B1505Aはさまざまなパワー測定モジュー
ルを使用できるスケーラブルなモジュー
ル構成のプラットフォームで、幅広いデ
バイスに対応します。例えば、HVMOSの
特性評価にはHCSMU/HVSMU/HVMCモ
ジュールで十分ですが、IGBTの特性評価
ではUHC/UHVモジュールを追加する必
要があります。このようなスケーラビリ
ティを備えているので、ニーズに最適な
構成を選択できます。
ほとんどのパワーデバイスでは、高耐圧
性の実現とデバイスのオン抵抗の最小化
という2つの目標の達成が追求されていま
す。このため、デバイスの高度化に伴い、
テスト中に印加する電流／電圧を増加す
る必要があります。柔軟なアーキテク
チャーを備えたB1505Aは、この種の開発
環境に最適です。例えば、HCMSU/20 A

電流測定機能搭載のB1505Aは、UHCモ
ジュールを追加するだけで、500 Aまたは
1500 Aに対応するように簡単にアップグ
レードできます。

高度なパワーデバイスに対応する
柔軟な構成

B1505Aの10スロット・メインフレームは、
さまざまなシングルスロット（MCSMU、
MPSMU、MFCMU）モジュール／ダブル
スロット（HCSMU、HVSMU、HPSMU）
モジュールを使用できます。このため、パ
ワーデバイス・テスト・ソリューション
の構成にも柔軟に対応でき、拡張も可能
です。例えば、シングルスロットMCSMU

モジュールは単独で使用することができ
ますが、外部UHC/UHV/HVMCモジュー
ル用の制御インタフェースとしても使用
できます。最大5台のHVSMUをサポート
しているので、複数の高電圧チャネルを
必要とする信頼性評価アプリケーション
に対応できます。さらに、シングルスロッ
トMPSMUモジュールはローパワー・デバ
イス・ノードと組み合わせて使用できる
ので、スロットが足りなくなることはな
く、5/6ピンのパワーデバイスをテストで
きます。このような例として、インテリ
ジェントIGBTがあります。通常は、標準
のゲート端子、コレクタ端子、エミッター
端子に加えて、センスエミッターと温度
センサダイオードを備えています。
B1505Aモジュールを使用すれば、これら
のデバイスの測定が可能な構成を簡単に
構築できます。 

B1505Aを使用すれば、5/6ピンデバイスを
測定できます（上の図を参照）。

スケーラブルでアップグレード可能なアーキテクチャーで、現在のニーズに合わせてソリューションを構築できます。また将来拡張することも可能です。
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B1505Aメインフレームの特性とモジュール情報

メインフレームの特性
使用可能なスロット数 10

グランドユニットのシンク性能 4.2 A

USB 2.0ポート 前面に2個、裏面に2個
測定器制御 GPIB

ネットワーク機能 100 BASE-TX / 10 BASE-T LAN Port

外部トリガ入力／出力 1×BNC トリガ入力1×BNC トリガ出力；8×プログラマ
ブルトリガ入力／出力

MFCMU(B1520A)の主な仕様
周波数レンジ 1 kHz～ 5 MHz

最大DCバイアス ±25 V、±3000 V*

サポートされる測定 Cp-G、Cp-D、Cp-Q、Cp-Rp 

Cs-Rs、Cs-D、Cs-Q、Lp-G、Lp-D 

Lp-Q、Lp-Rp、Ls-Rs、Ls-D、Ls-Q

R-X、G-B、Z-θ、Y-θ

モジュール HPSMU MPSMU HCSMU* HVSMU MCSMU

最大印加電圧 ±200 V ±100 V ±40 V（DC） 
±20 V（パルス）

±3000 V ±30 V

最大印加電流 ±1 A（±20 V） ±100 mA(±20 V) ±1 A（DC） 
±20 A（パルス）*

±8 mA（±1500 V） 
±4 mA（±3000 V）

±100 mA（DC） 
±1 A（パルス）

電圧測定分解能 2 μV 2 μV 200 nV 200 μV 200 nV

電流測定分解能 10 fA 10 fA 10 pA 10 fA 10 pA

*注記：2つのHCSMUをデュアルHCSMUコンビネーションアダプターまたはデュアルHCSMUケルビン・コンビネーション・アダプターで接続することに
より、最大電流を、±2 A（DC）および±40 A（パルス）にすることが可能です。  

*高電圧バイアスティー（N1259A-020またはN1260A）およびHVSMUと併用時

B1505Aメインフレームには10個のスロットがあり、ハイパ
ワー用のさまざまなモジュールをサポートしています。

モジュール UHC（N1265A） HVMC（N1266A） UHV（N1268A）

最大電圧 ±60 V ±2200 V ±10 kV

最大電流 ±500 A
±1500 A（オプション）

±2.5 A ±10 mA（DC）
±20 mA（パルス）

電圧測定分解能 100 μV 3 mV

電流測定分解能 1 mA（500 A）、 
4 mA（1500 A）

200 nA
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Keysight EasyEXPERTソフトウェアの特長

データ収集と制御
ユーザーインタフェース Windows GUI

ユーザーインタフェースの 
オプション

15インチタッチパネル、ソフトキ－、クリック可能なノブ、USBキーボー
ド、マウス

動作モード トレーサ・テスト・モード（カーブトレーサモード）、アプリケーション・
テスト・モード、クラシックテスト・モード、クイックテスト・モード

データ表示 タイル、タブ、オーバレイの各表示フォーマットで複数のグラフを表示
可能

データストレージ 測定ごとにデータとテスト設定を自動的または選択的に保存
テストシーケンス設定 クイックテスト・モードでプログラミングなしのテストシーケンス設定
ウエハープローバーの制御 内蔵のセミオート・ウエハー・プローバー制御はダイ／サブダイの移動

をサポート
ウエハープローバーのサポート カスケードマイクロテック、ベクターセミコン
CV測定 容量補正機能を内蔵
アプリケーションテストの 
サポート

ハイパワー・デバイス、ユーティリティ

アプリケーションテストの 
管理

ワークスペース機能により、パブリック／プライベートのアプリケー
ション・テスト・ライブラリを作成可能

環境とコネクティビティ－
オペレーティングシステム Windows 7

ハードコピーメディア DVD-ROM/CD-ROM/CD-RWドライブ
ネットワーク機能 Windows 7

サポートする周辺機器 USBを使用するPC周辺機器

プロットとレポート機能
データ解析 自動リアルタイム・グラフィック・データ解析
データ比較 アペンド機能により、同じグラフ上に複数の測定結果を表示可能。トレー

サ・テスト・モードのスナップショット機能により、複数のデータトレー
スを保存／表示

データエクスポート 使用可能なドライブへの自動データエクスポート
印刷 Windowsがサポートするプリンターへのプリント（LAN/USBを経由）
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オーダー情報

サポートしているモジュール 占有スロット数 最大搭載数
ハイパワー SMU(HPSMU) 2 4

ミディアムパワー SMU（MPSMU） 1 10

大電流用SMU(HCSMU) 2 2

高電圧用SMU(HVSMU) 2 5

中電流SMU（MCSMU） 1 6

マルチ周波数CMU(MFCMU) 1 1

B1505A パワーデバイス・アナライザ／カーブトレーサ

外部モジュール 必要なMCSMUの数
N1265A 超大電流エクスパンダー／フィクスチャ  2

N1265A オプション015 1500 Aオプション
N1266A HVSMU電流エクスパンダー  2

N1267A 高電圧／大電流高速スイッチング  1

N1268A 高電圧エクスパンダー  2

N1259A/N1265A オプション014 ゲート電荷ソケットアダプター  1

N1274A/N1275A オンウエハーゲート電荷測定用アダプター  1

アクセサリ
N1258A モジュールセレクター
N1259A テストフィクスチャ
N1260A 高電圧バイアスティー
N1261A 保護アダプター
N1269A 超高電圧接続アダプター
N1271A 温度テストエンクロージャー
N1271A オプション001 N1259A/N1265A用の温度プレート対応エンクロージャー
N1271A オプション002 N1265A用のサーモストリーム対応エンクロージャー (3 kV IV)

N1271A オプション005 N1265A用のサーモストリーム対応エンクロージャー (3 kV IV、CV、10 kV)

N1272A デバイス容量セレクター
N1273A 容量テストフィクスチャ
N1274A 20 A/3 kV用のオンウエハーゲート電荷測定用アダプター
N1275A N1265A用のオンウエハーゲート電荷測定用アダプター

オプション H20 H21 H50 H51 H70 H71 U50 U70

最大電圧 3 kV 3 kV 3 kV 3 kV 3 kV 3 kV 10 kV 10 kV

最大電流 20 A 20 A 500 A 500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A

CV × ○ × ○ × ○ × ○

B1505AP 構成済み製品

B1505AU SMU/CMUモジュールを追加する場合
N1259AU テストフィクスチャ・モジュール／バイアスティー／モジュールセレクターを追加する場合
N1265AU テストフィクスチャ・モジュール/1500 Aオプションを追加する場合

アップグレード製品
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