Agilent N6780シリーズ
ソース／メジャメント・ユニット（SMU）
N6700モジュラ電源システム用
Data Sheet

N6781A
N6782A
N6784A
14585A

Agilent独自の機能により、
生産性が向上し、これまで
よりも詳細に消費電力を
解析できます。

nAからAまでの電流波形
全体を１回の操作で１つの
画面に表示できます。

バッテリ・ドレイン解析用2象限ソース／メジャメント・ユニット
ファンクション・テスト用2象限ソース／メジャメント・ユニット
4象限汎用ソース／メジャメント・ユニット
DC電源／アナライザ用制御／解析ソフトウェア

高度な測定機能による詳細なデザインの解析
N6781A/N6782A 2象限SMUは、バッテリ駆動のデバイスやコンポーネントの消
費電力の最適化、バッテリ寿命の向上に必要な高度な電源供給機能と測定機能
を備えています。

N6784A 4象限SMUは、4象限すべてに対応する高度な電源供給機能と測定機能
を備えています。N6784Aは、汎用アプリケーション向けの多機能ツールとし
て設計されています。

N6781A/N6782A/N6784A SMUは、研究開発と自動テスト環境（ATE）
の両方に最適
新製品のN6781A/N6782A/N6784Aは、ATE用の小型のN6700メインフレー
ムと研究開発用のN6705 DC電源／アナライザ・メインフレームのいずれでも
使用できるN6700シリーズのモジュールです。

N6700シリーズには、4種類のメインフレームと25種類のDC電源モジュール
があり、研究開発からデザインの評価、製造に適したさまざまなソリューショ
ンを提供しています。
主な特長（特に記載のない限り、すべてのモデルに共通）

• nA/μVまでのシームレスなダイナミック測定（N6781A/N6782Aのみ）
• グリッチ・フリー動作：グリッチを引き起こすことなく、電源供給レンジ
や測定レンジを変更可能

• 4つの電流プログラミング・レンジ：μA単位まで正確に電流を供給（N6784A
のみ）

• 優れた過渡応答により、ダイナミックに変動する負荷に対しても安定した
出力電圧を提供

• 2象限動作：高度な電源または電子負荷として使用可能
（N6781A/N6782Aのみ）
• 4象限動作：高度なバイポーラ電源またはバイポーラ電子負荷として使用可
能（N6784Aのみ）
• 最大150 μFまで容量性負荷の安定した動作
• 高速出力により、10 V/μsのスルーレートで抵抗性負荷に供給可能
• DC出力の高速変調：最高100 kHz（正弦波）の任意波形を作成して抵抗性負
荷に印加可能

• 高速デジタル測定：内蔵の200 kHzデジタイザにより、最大5 μs毎にDUT
の捕捉／表示が可能

• バッテリ・ランダウン・テスト用の補助電圧測定入力（N6781Aのみ）
• −40 mΩ〜＋1 Ωのプログラマブル出力抵抗により、バッテリの内部抵抗
をシミュレート可能（N6781Aのみ）
www.agilent.co.jp/find/n6781
www.agilent.co.jp/find/n6782
www.agilent.co.jp/find/n6784
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Agilentの特許取得済み機能：シームレス・ダイナミック測定（N6781A/N6782A）
スタティックな電流ですら正確な測定が困難な場合があります。ましてダイナ
ミックな電流をnAからAまで測定するのは非常に困難といえます。この大きな
理由が電流レベルに応じて、電源の測定レンジに対応したさまざまな高精度の
測定抵抗を使用する必要があるためです。

N6781AとN6782Aは、3 A、100 mA、1 mA、10 μAの4個の電流測定レン
ジを備え、レンジを調整してデバイスのさまざまな動作状態を測定できます。
さらに、大きい方から3つのレンジ（3 A、100 mA、1 mA）は、「シームレス
測定レンジ切り替え」というAgilent独自の機能をサポートしています。この
機能をオンにすれば、被試験デバイス（DUT）によって引き込まれる電流が変
化したときに、最も正確な測定値が得られる最適な電流測定レンジが自動的か
つ瞬時に検出され、シームレスにレンジが切り替えられます。また、SMUに内
蔵の18ビット・デジタイザとシームレスな測定レンジ切り替え機能を組み合わ
せて、28ビットの優れた実効垂直軸分解能が得られます。この高分解能により、
電流波形全体をnAからAまで１回の操作で１つの画面に表示できるので、生産
性が大幅に向上し、消費電力を詳細に解析することができます。

N6784Aも同じ電流測定レンジを備えていますが、シームレス測定レンジには
対応していません。

14585A制御／解析ソフトウェア
DC電源／アナライザ用のこのソフトウェアは、N6705メインフレームのフロ
ント・パネルを補完し、最先端の機能やPC制御機能を提供します。これは、ど
のようなアプリケーションにも適した柔軟な研究開発用ツールです。N6705メ
インフレームにインストールすれば、N6700ファミリの25種類のどのDC電源
モジュールも制御できます。N6781A SMUの制御に使用すれば、高度なバッ
テリ・ドレイン解析が行えます。
主な特長

• N6705 DC電源／アナライザのフロント・パネルの制御の補完
• 最大4台のN6705 DC電源／アナライザ・メインフレームとそれにインストー
ルされたモジュール（最大16個の電源）の制御や送信データの解析を同時に
実行できます。

• 計算式を入力したり、内蔵の波形データから選択したり、波形データをイン
ポートすることにより、複雑な波形を簡単に作成してシミュレートしたり、
DUTに負荷をかけることができます。

• PC操作と大型ディスプレイを使用した高度な制御とデータ解析
• 測定値のPCへの直接データ・ロギング
• 消費電力の統計解析
www.agilent.co.jp/find/14585

アプリケーション
• N6781A SMUは、eブック・リーダ、MP3プレーヤ、無線マウス、携帯電話
などのあらゆるバッテリ駆動デバイスのバッテリ・ドレイン解析に使用でき
ます。

• N6782A SMUは、DC/DCコンバータ、PMU、PMIC、パワー・アンプなど
のデバイスのファンクション・テストに使用できます。

• N6784A SMUは、自動テスト・システムや研究開発のテスト・ベンチで使用
される汎用アプリケーション向けの多機能ツールとして設計されています。

• 14585Aソフトウェアは、N6781A SMUとN6705 DC電源／アナライザを組
み合わせて使用する際に、統計解析などの高度なバッテリ・ドレイン解析機
能を追加します。14585Aソフトウェアは、研究開発向けの一般的な電源解
析ツールとしても使用でき、N6705メインフレームにインストールすれば、
25種類のN6700シリーズ用DC電源モジュールを制御できます。
3

高度な電源供給機能と測定機能
N6781A SMUはバッテリ・ドレイン解析に最適
N6781Aは、現在市場で提供されている他社製品とは異なり、バッテリ駆動の
ポータブル・デバイスの消費電力を正確に捕捉するための機能を備えています。

N6781Aは、新製品のAgilent 14585Aソフトウェアと組み合わせて使用すれ
ば、より強力なバッテリ・ドレイン解析ソリューションとなり、測定値をさら
に詳細に解析することができます。eブック・リーダ、MP3プレーヤ、携帯電話、
ペースメーカなどに対して、N6781Aのシームレスな測定レンジ切り替え、プ
ログラマブル出力抵抗、補助DVMを組み合わせて、高度なバッテリ・ドレイ
ン解析が行えます。
主な特長

• シームレスな測定レンジ切り替えにより、最新のバッテリ駆動デバイスの
ダイナミックな電流を捕捉できます。

• プログラマブル出力抵抗により、バッテリの内部抵抗をより正確にエミュ
レートできます。

• バッテリ・ランダウン・テストでは、電流計モードで使用でき、ゼロ負担
電圧の電流測定シャントになります。この動作モード中は、内蔵の補助電
圧測定システムのバッテリ電圧のモニタリングがオンになり、実環境のバッ
テリ・ランダウン・テストが行えます。

• 新製品の14585Aソフトウェアと組み合わせれば、非常に優れたバッテリ・
ドレイン解析ソリューションとなり、相補累積分布関数（CCDF）統計解
析が行えます。

N6782A SMUは高度なファンクション・テストに最適
N6782Aは、最高100 kHzの出力変調機能と2象限動作機能を備え、DC/DCコ
ンバータ、電力管理ユニット、パワー・アンプ、電力管理IC（PMIC）などのさ
まざまなデバイスに対して高度なファンクション・テストを実行できます。
主な特長

• 高度な任意波形作成機能を使用すれば、DUTの入力ステージに高速に電源
を供給したり、最高100 kHzの波形を印加することができます。
• N6782Aの電子負荷機能を使用すれば、出力ステージに負荷をかけて測定
でき、トータル・テスト・ソリューションを実現できます。
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N6784A SMUは最適な汎用ツール
汎用アプリケーションは、
さまざまな業界やDUT（被試験デバイス）
に及びます。
N6784A SMUは、グリッチ・フリー動作により、DUTを破損から保護しなが
ら出力や測定レンジを変更でき、最大150 μFの容量性負荷にも安定して動作
します。これにより、幅広いDUTへの対応が可能になります。また、4象限動
作により、バイポーラ電源またはバイポーラ電子負荷としての使用が可能にな
り、用途はさらに広がります。
主な特長

• グリッチ・フリー動作：プログラムした出力／測定レンジを変更しても、
出力電圧／電流を安定させることでDUTの破損を防止
• 4つの電流プログラミング・レンジ（3 A、300 mA、100 mA、10 mA）：
μAの単位まで正確な電流供給または電子負荷が可能

ユーザビリティを向上させるエミュレーション・モード
N6781A/N6782A/N6784A SMUには、ユーザが選択可能なエミュレーショ
ン・モードがあります。一般的な使用条件に合わせてSMUを迅速に設定でき
るので、操作性や生産性が向上します。エミュレーション・モードを選択する
と、その使用条件に基づいてSMUの機能や設定が最適化されます。
エミュレーション・モード

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4象限電源供給（N6784Aのみ）
2象限電源供給
ユニポーラ電源供給（1象限）
CC負荷
CV負荷
電圧測定（電圧計モード）
電流測定（電流計モード）
バッテリ・エミュレータ（N6781Aのみ）
バッテリ充電器（N6781Aのみ）

www.agilent.co.jp/find/n6781
www.agilent.co.jp/find/n6782
www.agilent.co.jp/find/n6784

5

N6781A/82A/84Aの性能仕様
以下に、仕様および特性を概要で示します。仕様および特性の完全なリストについては、『Agilent N6700 Series Power Modules Specifications Guide』
カタログ番号N6700-90001の第4章を参照してください。

N6781A

N6782A

N6784A

電圧

＋20 V

＋20 V

± 20 V

電流（30 ℃以上では1 ℃あたり1 ％低下）

±3 A

±3 A

±3 A

電力

20 W

20 W

20 W

DC出力定格：

出力電圧リップルおよび雑音(PARD)：（20 Hz 〜 20 MHz、フル負荷時）

CV p-p

12 mV

12 mV

12 mV

CV rms

1.2 mV

1.2 mV

1.2 mV

負荷変動（負荷による電源変動）：（負荷変動がある場合は、1.0 Vの負荷リードの電圧降下をベースにします。
負荷リードの電圧降下により負荷での最大電圧が低下します）
電圧、20 V、6 V、600 mVレンジ

700 μV

700 μV

700 μV

電流、3 A、1 A、300 mAレンジ

100 μA

100 μA

100 μA

電圧

300 μV

300 μV

300 μV

電流

60 μA

60 μA

60 μA

電源変動：

プログラミング確度：（23 ℃±5 ℃で30分間のウォームアップ後。
任意の負荷時に最小プログラミング・レンジから最大プログラミング・レンジまでに適用。）
電圧、20 Vレンジ

0.025 ％＋1.8 mV

0.025 ％＋1.8 mV

0.025 ％＋1.8 mV

電圧、6 Vレンジ

0.025 ％＋600 μV

0.025 ％＋600 μV

0.025 ％＋600 μV

電圧、600 mVレンジ

0.025 ％＋200 μV

0.025 ％＋200 μV

0.025 ％＋200 μV

電流、3 Aおよび1 Aレンジ

0.04 ％＋300 μA

0.04 ％＋300 μA

0.04 ％＋300 μA

電流、300 mAレンジ

0.03 ％＋150 μA

0.03 ％＋150 μA

−

電流、100 mAレンジ

−

−

0.03 ％＋12 μA

電流、10 mAレンジ

−

−

0.025 ％＋5 μA

抵抗（20 V出力レンジで）

0.1 ％＋3 mΩ

−

−

抵抗（6 V出力レンジで）

0.1 ％＋1.5 mΩ

−

−

電圧、20 Vレンジ

0.025 ％＋1.2 mV

0.025 ％＋1.2 mV

0.025 ％＋1.2 mV

電圧、1 Vレンジ

0.025 ％＋75 μV

0.025 ％＋75 μV

0.025 ％＋75 μV

電圧、100 mVレンジ

0.025 ％＋50 μV

0.025 ％＋50 μV

0.025 ％＋50 μV

電流、3 Aレンジ

0.03 ％＋250 μA

0.03 ％＋250 μA

0.03 ％＋250 μA

電流、100 mAレンジ

0.025 ％＋10 μA

0.025 ％＋10 μA

0.025 ％＋10 μA

電流、1 mAレンジ

0.025 ％＋100 nA

0.025 ％＋100 nA

0.025 ％＋100 nA

電流、10 μAレンジ

0.025 ％＋8 nA

0.025 ％＋8 nA

0.025 ％＋8 nA

測定確度：（23 ℃±5 ℃時）

負荷による過渡応答時間（電圧プライオリティ）：
20 V出力レンジ：0.1 Aから0.5 Aへの負荷変動がセトリング・バンド内に回復する時間
6 V出力レンジ：0.1 Aから1.5 Aへの負荷変動がセトリング・バンド内に回復する時間
電圧セトリング・バンド（20 V出力レンジ）

±10 mV

±10 mV

±10 mV

電圧セトリング・バンド（6 V出力レンジ）

±20 mV

±20 mV

±20 mV

回復時間

≦35 μs

≦35 μs

≦35 μs
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補足特性（続き）
出力の2象限/4象限特性

電圧

電圧
＋1 A

N6781A、
N6782A、
20 W

N6784A、
20 W

＋20 V

＋20 V

＋3 A
＋6 V

＋6 V

電流
−3 A

−1 A

0

＋1 A

電流

＋3 A

−6 V
−3 A

キー

Sourcing power
Sinking power

注記1：シンク時、N6784Aモデルが最大定格出
力パワーで動作できる時間は制限されます。内
蔵パワー・デバイスの温度がモニタされていて、
出力パワーが安全リミットを超えると出力が
ラッチによりオフになります。通常動作に復帰
するには、保護状態を解除する必要があります。
この保護状態は、OTステータス・ビットによっ
て通知されます。安全リミットの値については、
ダウン・プログラマによるディレーティング図
を参照してください。

−20 V
−1 A

-0.9 A
-2.3 A

電圧

Voltage

+15 V
+2.3 V
Current
電流
ダウン
Downプログラマの
programmer
ディレーティング

-15 V
-2.3 V

Derating

+0.9 A
+2.3 A
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注記1

N6781A SMU補助測定入力
仕様
測定入力定格

±20 V

測定確度：（23 ℃±5 ℃）

0.025 ％＋5 mV

特性：
測定分解能

800 μV

1 ℃あたりの温度係数：

0.0007 ％＋200 μV

差動入力抵抗

10 MΩ

損傷が生じない最大連続差動入力

±60 V

シャーシ・コモンからの最大電圧

±240 Vdc

特に記載のない限り、仕様は、周囲温度0 〜 55 ℃で30分間のウォームアップ後
に保証されます。特に記載のない限り、仕様は、各モジュールのセンス端子が
その出力端子に内部接続された状態（ローカル・センシング状態）でのメイン
フレームの出力端子に適用されます。
セットアップ条件および出力仕様については、『Agilent N6705 Service Guide（マ
ニュアル番号：N6705-90010）』を参照していください。
補足特性は、保証されていませんが、設計または型式試験から求められた性能
です。特に記載のない限り、すべての補足特性は代表値です。
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オーダ情報
モデル番号

概要

N6781A

バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース／メジャメント・ユニット

N6782A

ファンクション・テスト向け2象限ソース／メジャメント・ユニット

N6784A

4象限汎用ソース／メジャメント・ユニット

N6705B-056
N6705U-056

14585A制御／解析ソフトウェアを使用してN6705A/Bを制御するためのソフトウェア・ライセンス
（N6705Bの新規購入時のオプション）
N6705A/B DC電源／アナライザを14585Aソフトウェア・ライセンス付きにアップグレード

Webリソース
製品およびカタログ情報については、各製品のWebサイトをご覧ください。

N6780シリーズSMU

www.agilent.co.jp/find/n6781
www.agilent.co.jp/find/n6782
www.agilent.co.jp/find/n6784
14585A制御／解析ソフトウェア

www.agilent.co.jp/find/14585
N6705B DC電源／アナライザ

www.agilent.co.jp/find/n6705
N6700モジュラ電源システム

www.agilent.co.jp/find/n6700

関連カタログ
『Agilent DC電源／アナライザ』カタログ番号5989-6319JAJP
『Agilent Technologies DC電源アナライザ モデルN6705A ユーザーズ・ガイド』マニュアル番号N6705-90413
『Agilent N6705 DC Power Analyzer Service Guide』マニュアル番号N6705-90010
『N6700マルチ出力モジュラ電源システム』カタログ番号5989-1411JA
『Agilent N6700 Series Power Modules Specifications Guide』マニュアル番号N6700-90001
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電子計測UPDATE
www.agilent.co.jp/find/emailupdates-Japan
Agilent からの最新情報を記載した電子メー
ルを無料でお送りします。

www.lxistandard.org
LXIは、GPIBのLANベースの後継インタフェ
ースで、
さらに高速かつ効率的なコネクティビ
ティを提供します。Agilentは、
LXIコンソーシ
アムの設立メンバです。

契約販売店
www.agilent.co.jp/find/channelpartners
アジレント契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。

アジレント・アドバンテージ・サービス、そ
れはお客様の満足を第一に考えているアジレ
ントの修理・校正サービスの総称です。
修理・校正サービスを通じて、お客様のビジ
ネスの成功に貢献できるよう努めます。
エンジニアは専門知識を積極的にお客様に提
供します。また、サービスの品質向上、サー
ビス内容の充実、納期の短縮に継続的に取り
組み、あらゆる面で業界のトップレベルを目
指します。こうした取り組みは、機器のCost
of ownership＝維持管理費の削減にも繋がると
信じております。
このような修理・校正サービスに支えられた
アジレント製品を購入後も安心してお使いく
ださい。

www.agilent.co.jp/find/advantageservices

www.agilent.co.jp/quality

優れた信号品質。
優れた測定機能。
Agilent Technologies の
直流電源ファミリ
ベンチ用、システム用やアプリケーションに
特化した電源まで豊富なラインナップ

www.agilent.co.jp/find/dc_family

アジレント・テクノロジー株式会社
本社〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

計測お客様窓口
受付時間 9:00-18:00（土・日・祭日を除く）

TEL ■■ 0120-421-345
(042-656-7832)
FAX ■■ 0120-421-678
(042-656-7840)
Email
業界 No.1
究極のオシロスコープ
Agilent Technologies の
オシロスコープ・ファミリ

contact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp
●

記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際はご確認ください。

ハンドヘルドから世界一 広帯域な

32GHz 帯域までの幅広いラインナップ
http://www.agilent.co.jp/find/scope
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