Agilent B2900Aシリーズを使用した
サーミスタ製造テスト
Technical Overview
B2900Aシリーズ プレシジョン・ソース／メジャー・ユニット

B2901AプレシジョンSMU、1チャネル、100 fA分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス
B2902AプレシジョンSMU、2チャネル、100 fA分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス
B2911AプレシジョンSMU、1チャネル、10 fA分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス
B2912AプレシジョンSMU、2チャネル、10 fA分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス
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はじめに
サーミスタは、温度変化によって抵
抗が変化するデバイスです。こうし
た特性から、サーミスタは、温度セ
ンサ、電流制限器、液面センサなど、
さまざまなアプリケーションに用い
られています。
製造での仕様に合格しているかどう
かを確認するには、サーミスタ・デ
バイスの合否判定DCテストを行う必
要があります。これらのテストは出
荷前に欠陥のあるデバイスを識別し
て取り除くためにも使用され、製品
の品質を保証するためには、テスト
の信頼性が重要です。さらに、テス
トをすばやく実行して、高い製造ス
ループットを維持することも不可欠
です。しかし、測定中のデバイスは
自己発熱によって、その特性が変化
する可能性があるため、温度変化に
対するサーミスタの感度が測定確度
にマイナスに働く可能性があります。
このため、サーミスタの特性評価に
は、高精度の微小電流抵抗測定機能
とパルス電流測定機能（自己加熱効果
を最小化）を備えた測定システムを使
用する必要があります。
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図1. B2900Aシリーズを使用したテスト・システムの構成例

Agilent B2900Aシ リ ー ズ プ レ シ
ジョン・ソース／メジャー・ユニッ
トは、これらの要件をすべて満たし、
サーミスタの製造テストに最適なソ
リューションです。B2900Aシリー
ズは、小型でコスト・パフォーマン
ス の 高 い ポ ー タ ブ ル・ ソ ー ス ／ メ
ジャー・ユニット（SMU）で、電圧と
電流の両方を出力／測定することが
できます。また、10 fA 〜 10.5 Aの
電流範囲と100 nV 〜 210 Vの電圧
範囲に対応しています。B2900Aシ
リーズは、DC測定だけでなく、デバ
イスの自己発熱による測定結果の歪
みを防ぐために、パルスド測定を行

うこともできます。また、これらの
幅広い測定機能に加えて、テスト時
間を短縮する高いスループットを備
え て い ま す。B2900Aシ リ ー ズ は、
合否判定ビニング、ハンドラ制御用
のデジタルI/Oインタフェース、標準
的なシングル・チャネルSMU製品と
のコード互換性など、多くの機能を
備え、製造テストに最適です。
本書では、サーミスタ・デバイスを
例に挙げて、B2900Aシリーズの製
造テストでの使用方法を紹介します。

製造テスト用のシステム
構成が容易

図1に、B2900Aシリーズをベースに
したサーミスタ製造テスト用システ
ムの概念図を示します。B2900Aシ
リーズには一般的なバナナ端子が採
用され、テスト・システムを非常に
簡単に構成できます。後述のように、
製造テストでは通常、測定結果が定
義済みリミットと比較され、合否が
判定されます。B2900Aシリーズの
GPIOポートからの出力信号を使用し
てコンポーネント・ハンドラと通信
し、合否判定基準に基づいてデバイ
スを分類することができます。サー
ミスタは通常、温度制御DUTインタ
フェースに配置されます。

B2900Aシリーズは、2端子接続と4

端子接続の両方をサポートしていま
す。基本的な2端子接続が一般に標準
的な抵抗測定に使用されるのに対し
て、4端子測定は、低抵抗測定で残留
リード抵抗を除去するのに必要です。

B2900Aシリーズは、複数の通信プ
ロトコル（GPIB、USB、LAN）をサ

ポ ー ト し て い ま す が、 こ れ ら は、
SCPIとIVI-COMの両方のドライバで
使用できます。SCPIは業界標準のコ
マンド・セットで、一貫した構造に
より共通のコマンド・セットをサポー
トしています。B2900Aシリーズの
SCPIコマンド・セットは、高度な機
能だけでなく、汎用のSMUコマンド
（Keithley 2400で使用されているコ
マンドなど）もサポートし、テスト・
プログラムを簡単に移行できます。
さらに、B2900AシリーズIVI-COM
ドライバはさまざまなプログラミン
グ環境や言語で使用でき、下位レベ
ルのコマンドを使用しなくてもプロ
グラムを開発できます。

プログラム・メモリによる
スループットの向上

スループットを最大限に高め、工場
での高い生産性を維持するには、テ
ス ト 時 間 の 短 縮 が 不 可 欠 で す。
B2900Aシリーズは、高速の測定速
度に加えて、スループットの改善に
役立つプログラム・メモリ機能も備
えています。プログラム・メモリの
使用により、SCPIコマンド・ライン
の長い文字列をB2900Aシリーズの
揮発性メモリに一度保存して、後で1
つのSCPIコマンドを使ってプログラ
ムを実行しながら、それらの文字列
を何度もリコールすることができま
す。コマンド文字列をメモリに保存
することにより、同じコマンドを通
信バスで送信するのにかかっていた
時間が不要になります。多くの繰り
返しコード（サブルーチンなど）を使

用するテストの場合は、プログラム・
メモリによりテスト時間を大幅に削
減できます。もちろん、USBフラッ
シュ・メモリを接続して、プログラ
ムを保存したり、USBメモリからプ
ログラムをロードすることもできま
す（図3を参照）。
ま たB2900Aシ リ ー ズ で は、 最 大
100,000データ・ポイントの保存が
可能なデータ・バッファが、SMUチャ
ネルごとに用意されています。この
ため、測定ごとにデータを転送する
必要はなく、一連の測定の完了後に
バッファ内のデータをすべて一度に
転送することができます。これを利
用してスループットを改善する方法
として、コンポーネント・ハンドラ
が新しいデバイスを配置すると同時
に、 B2900Aシリーズが測定データ
をPCに送信する方法があります。
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図2. 4端子接続により、残留リード抵抗に起因する測定誤差がなくなります
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図3. プログラム・メモリにより、SCPIコマンド文字列を保存して後で実行することができます
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複数の合否判定モード

製造テストでは通常、リミット・テ
ストを使用して定義済みリミットに
基づいた合否判定を行うことにより、
不具合のあるデバイスが除去されま
す。さまざまな合否判定リミット・
シナリオがあるため、B2900Aシリー
ズは、コンプライアンス・モードと
リミット・モード
（最大12個のビニ
ング・リミットを使用可能）をサポー
トしています。
コ ン プ ラ イ ア ン ス・ モ ー ド で は、
B2900Aシリーズ固有のコンプライ
アンス機能を使用して電圧／電流の
出力を制限することにより、デバイ
ス の 損 傷 を 防 ぐ こ と が で き ま す。
SMUの出力が測定中にリミット値に
達すれば、SMUはコンプライアンス
状態になります。コンプライアンス・
モードがオンの場合、SMUがコンプ
ライアンス状態に達すれば、テスト
に不合格になります。この機能の1つ
の用途として、ダイオードなど非対
称性の極性の確認があります。
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Devices that pass all of these tests will beCsorted
into bin C.
図4. 2個のリミット・テストを使用して、デバイスを5つのクラスに分類

リミット・モードは通常、デバイス・
パラメータが指定の下限値と上限値
の範囲内であるかどうかを判断する
のに使用されます。リミット・モー
ドをオンにした場合、B2900Aシリー
ズは、測定値が指定の下限値と上限
値の範囲内であるかどうかに基づい
て合否を判定します。このモデルの
代表的な用途は、等級付けと分類で
す。例えば、リミット・モードで2個
のビニング・リミットを使用した場
合、デバイスを5つのクラスに分類す
ることができます（図4を参照）。
これらのモードを使った合否判定テ
ストの結果は、B2900Aシリーズの
ワイドQVGA LCDディスプレイに表
示されます。さらに、指定の合否判
定ビット・パターンをGPIOポートか
ら他の機器（コンポーネント・ビニン
グ用ハンドラなど）に出力することが
できます。
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www.agilent.co.jp
www.agilent.co.jp/find/b2900a

まとめ

Agilent B2900Aシ リ ー ズ プ レ シ
ジョン・ソース／メジャー・ユニッ
トは、サーミスタなどのデバイスの
製造テストに最適なソリューション
です。B2900Aシリーズは高いスルー
プットを備え、テスト時間を大幅に
短縮できます。さらに、B2900Aシ
リーズのプログラム・メモリ機能を
使用すれば、テストのスループット
が一段と向上します。また、合否判定、
ハンドラ制御用のデジタルI/Oイン
タフェース、標準的なシングル／デュ
アル・チャネルSMU製品とのプログ
ラム互換性など、製造テストに有用
な機能を備えています。
B2900Aシリーズは一般的なバナナ
端子を装備し、製造テスト・システ
ムの他の測定器に簡単に接続できま
す。さらに、GPIB/USB/LAN通信
プロトコルを使用したリモート制御
において、SCPIコマンドとIVI-COM
ドライバの両方を使用できます。
B2900Aシリーズは、電流／電圧測
定範囲が広く（10 fA/100 nV 〜 10.5
A/210 V）、測定性能に優れているた

アジレント・アドバンテージ・サービスは、お
客様の機器のライフタイム全体にわたって、お
客様の成功を支援します。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
続的に取り組みます。こうした取り組みは、機
器の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。機器およびサービスの管理の効率化
に、Infoline Webサービスもご活用いただけま
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、エンジニ
アは専門知識を積極的にお客様に提供します。

www.agilent.co.jp/find/advantageservices

www.agilent.co.jp/quality
Agilent Email Updates

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。

め、以前よりも正確かつ簡単にデバ
イスをテストできます。

B2900Aシリーズの各種モデルの詳
細については、B2900Aシリーズの
デ ー タ シ ー ト（5990-7009JAJP）を
参照してください。
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