B2961Aと34420Aを使用した
高性能低抵抗測定
Technical Overview
B2961A/B2962A 6.5桁 低ノイズ・ソース

はじめに
抵抗測定は、電気デバイスの特性を
評価するために行われる最も一般的
なテストの1つですが、非常に低い抵
抗の測定では、テスト中のデバイス
の自己発熱や損傷を防ぐために、高
精度の微小レベル電流源が必要です。

• テスト機器の分解能で測定できる

高精度の低抵抗測定を行うには、さ
まざまな要因を考慮する必要があり
ます。

• オフセット電流を除去（ゼロ調整）

• リード抵抗と接触抵抗を除去する
には、4端子（ケルビン）測定手法
を使用する必要があります。

• 低ノイズ、高確度の電流源と電圧
計が必要です。

電圧降下をテスト抵抗で生じさせ
られる大きさのテスト電流が必要
です。

• 電力損失による自己発熱の影響を
最小限に抑える必要があります。
したり、電流の方向を交互に切り
替えて熱起電力（EMF）を低減する
ために、特殊な測定法を使用する
必要があります。

• 電源のセトリング時間に起因する
測定誤差を回避するには、電流源
と電圧計を同期する必要があり
ます。

テスト電流を大きくするほど測定分
解能は向上しますが、電力損失や自
己発熱の影響も大きくなるので、適
切なテスト電流を決定することが重
要です。この技術概要では、Agilent
B2961A 6.5桁 低ノイズ・ソースと
Agilent 34420A 7 ½桁ナノボルト
／マイクロオーム・メータを使用し
て、高精度低抵抗測定を実現する最
適なテスト電流を見つけ出す方法を
紹介します。

Agilent B2961A/B2962A
低ノイズ・ソース

6.5桁の分解能で電流源を設定

B2961A / B2962Aは、A g i l e n t
B2900Aシ リ ー ズ プ レ シ ジ ョ ン・
ソース／メジャー・ユニットの1つで
す。6.5桁の分解能で電圧または電流
を供給しながら、電圧と電流の両方
をモニタできるので、さまざまな測
定に使用できます
（図1を参照）。

B2961A/B2962Aは、使いやすいグ
ラフィカル・ユーザ・インタフェー
ス（GUI）を備えていますが、Agilent
のPCベースの無料アプリケーショ
ン・ソフトウェアで制御することも
できます。このため、さまざまな測
定をすぐに開始することができます。
電圧／電流のリードバック

B2961A/B2962Aは、4象 限 動 作 を
サポートするバイポーラ電源なので、
電圧／電流の極性を正または負にす
ることができます。10 fA 〜 3 A
（DC）
ま た は10.5 A
（ パ ル ス ド ）の 電 流、
100 nV 〜 210 Vの電圧を供給できま
す
（ 図2を 参 照 ）
。B2961A/B2962A
には、上述の基本的な電源供給機能
に加えて、より複雑なテスト／評価
が可能な高度な機能も備わっていま
す。これらの機能には、任意波形発
生機能、プログラマブル出力抵抗、
タイム・ドメイン電圧／電流波形ビュ
ワーも含まれています。このため、
B2961A/B2962Aを、34420Aと 組
み合わせて使用すれば、高精度低抵
抗測定を実現するための要件をすべ
て満たすことができます。

図1.

B2961A/B2962Aは、6.5桁の分解能で電圧または電流を供給できます
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図3. B2961A/34420A低抵抗測定ソリューションのブロック図

測定システムのブロック図
B2961Aと34420Aを組み合わせて使
用すれば、優れた性能で、低抵抗測定
を行えます。図3に示す抵抗測定方法
では、B2961Aで高精度の電流を供給
し、34420Aで電圧を測定します。こ
のセットアップでは、B2961Aはマス
タ と し て 動 作 し、 ト リ ガ 信 号 を
34420Aに送信して電圧測定を実行
し、設定された間隔で測定を行います。

34420Aは、他の測定器がなくても
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10 mAで す が、B2961Aは、 最 大3
Aの電流を印加できるので、34420A
を 単 独 で 使 用 し た 場 合 に 比 べ て、 図4. 起電力に起因する測定誤差を除去するための手法
300倍の分解能で測定を行うことが
できます。さらに、B2961Aのリス
この誤差は、順方向電流と逆方向電
性があるため、この機能は重要です
ト掃引モードは、テスト電流の極性
流 を 印 加 し（I Srcと −I Src）、2つ の 電
（図4aを参照）
。以下の式は、電流を
を反転させながら供給し、熱起電力
印加して電圧を測定する抵抗測定の
圧測定結果を平均することにより除
（EMF）の影響を低減することができ
誤差の影響を表しています。
去できます
（図4bを参照）
。これらの
ます。低い抵抗を測定する場合は、
2つの測定結果を用いて真の抵抗値を
オフセット電圧やEMFによる誤差が
以下の式で計算します。
測定確度に大きな影響を与える可能
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測定例

Results
34420AMeasurement
に内蔵されている電流源
（10 mAの電流）を
using 34420A's Internal 使用した場合の測定結果
Current Source with 10 mA Current

EMFが非常に小さい、10 mΩ金属箔

1.00060E-02

抵抗の測定例を示します。測定結果
を図5、6、7に示します。

1.00050E-02

セット補正機能）を使用して抵抗を測
定できます
（図5を参照）
。図5からわ
かるように、10 PLC
（電源周波数）の
アパーチャ時間（積分時間）では、測
定結果に電気的ノイズによるデータ
のばらつきが見られます。データの
ばらつきは、アパーチャ時間を100
PLCにすることによって減少します
が、測定時間が非常に長くなります
（自動補正がオンの場合で約8 秒／ポ
イント）。
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34420Aは、B2961Aを 使 用 し な く
ても、内蔵の10 mA電流源
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34420Aに内蔵されている電流源を使用した場合の測定結果

Measurement
Stability
Comparison between
34420AとB2961A
を電流源として使用した場合の
測定の安定度の比較
the 34420A and the B2961A used as Current Sources

こ れ に 対 し て、B2961Aに よ っ て
10 mAの電流を印加した場合のデー
タ の ば ら つ き は（10 PLCの ア パ ー
チャ時間を使用）
、34420Aに内蔵さ
れている10 mA電流源を使用した場
合 よ り 小 さ く な り ま す。 こ れ は、
B2961Aが低ノイズの電流を供給で
きるからです（図6を参照）。
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さらに、B2961Aからの電流を
100 mAに増加させると、10 PLCの
アパーチャ時間で、非常に安定した
測定を実現できます。これにより、
測定時間を1 秒／ポイント未満に維
持できます
（図7を参照）。
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34420AとB2961Aを電流源として使用した場合の測定の安定度の比較

この例からわかるように、B2961A
と34420Aを組み合わせて使用すれ
ば、最短の測定時間で、確度の高い
抵抗測定結果を得ることができます。
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100mA

B2961Aを電流源として使用した場合の測定結果
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最適なテスト電流を
決定するための手法
前述のように、テスト電流を大きく
するほど分解能も向上しますが、デ
バイスの自己発熱量も増加するので、
適切なテスト電流を決定することが
重要です。以下の例では、安定した
測定結果を得るために最適な電流を
決定する手順を説明します。
まず、B2961Aを以下の条件で使用し
て、サンプリング測定を行います。

サンプル測定プログラム
B2961Aと34420Aを使用して抵抗測
定を行うためのサンプル・プログラム
を、AgilentのWebサイトからダウン
ロードできます
（図9を参照）
。プログ
ラムは、C#、National Instruments
LabVIEW、Microsoft Excel（VISACOM使用）で動作します。また、基本
的な抵抗測定の他に、この技術概要で
紹介している測定誤差を低減する手法
もサポートしています。

この例からわかるように、適切なテ
スト電流を決定する最も効率的な方
法は、小さなテスト電流から、徐々
にテスト電流を増やしていき、許容
できるノイズ・レベルで電力損失に
よる発熱効果が最小になる値を見つ
けることです。この例では、測定分
解能の要件と電力損失に起因する発
熱効果のバランスをとるのに最適な
値は、500 mAのテスト電流でした。

アパーチャ時間：10 PLC
測定インターバル：1 秒
テスト電流：10 mA、100 mA、
500 mA、1 A、3 A

Measurement
Results using the B2961A
B2961Aを電流源として使用してさまざまなテスト電流を
印加した場合の測定結果
as a Current Source with
different Test Currents

図8に測定結果を示します。
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最小電力損失は1 mW
（10 mAのテス
ト電流）
、最大電力損失は90 mW
（3 A
のテスト電流）です。図8からわかる
ように、10 mAのテスト電流の結果
には大きなばらつきが見られ、正確
な特性評価ができませんが、他のテ
スト電流値のノイズ・レベルは低い
のでデバイスを十分評価できます。
ただし、1 Aと3 Aのテスト電流では、
測定曲線が時間軸上でシフトするほ
どの自己発熱がデバイスで発生しま
す。検討した結果、約500 mAのテ
スト電流がこの測定には適切であり、
測定分解能と電力損失による熱効果
のバランスが良好になることがわか
りました。
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B2961Aを電流源として使用してさまざまなテスト電流を印加した場合の測定結果

図9.

B2961Aと34420Aを使用して抵抗測定を行うサンプル測定プログラム
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