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はじめに

プロセスのあらゆるステージの特性評価を加速する 
EasyEXPERT group+ソフトウェア

EasyEXPERT group+はプレシジョン電流／電圧アナライザシリーズに付属するGUIベースの特性評価ソフトウェ
アで、電流‐電圧特性（IV特性）を迅速に評価できます。ソフトウェアはPC上で動作し、わかりやすいグラフィカル・
ユーザー・インタフェースとマウス／キーボード操作により、測定のセットアップ／実行から解析／データ管理
まで、プロセス全体を通して、効率的で再現性の高い特性評価が行えます。EasyEXPERT group+が備えている多
くの高度な機能を使用すれば、迅速に測定して結果をグラフィカルに表示できるので、特性評価の生産性が大幅
に向上します。

デバイスや材料の電気的な動作を完全に理解する必要があるため、IV特性評価を迅速に行うことがますます重要に
なっています。これは、半導体デバイスだけでなく、ナノコンポーネント、太陽電池、光デバイス、有機デバイス、
センサ、パッシブ／アクティブ・ディスクリート・コンポーネント、車載用デバイスなどのデバイスにも当ては
まります。現在進行中の多くの研究では、これらのデバイスを改良して消費電力とコストを削減することにより、
デバイスが最終的に使用される民生用のデバイス性能を高めようとしています。

さまざまなデータ保護機能を備えた、測定セットアップ／データ用の内蔵データベース

簡単で高度なグラフィカル解析

アプリケーションベースのテストインタフェース 
（アプリケーション・テスト・モード）

リソースの直接制御インタフェース 
（クラシック・テスト・モード）

アナライザ／測定器での測定

対話型の測定検証 
（トレーサー・テスト・モード／オシロスコープビュー）スイッチ／プローブ制御を含むテストシーケンス

解析 セット 
アップ

測定

EasyEXPERT  
group+

Easy EXPERT group+は、測定のセットアップ／実行から解析／データ管理までのプロセス全体で使用できる、 
フル機能でカスタマイズ可能なカスタムなポータブル解析環境を提供します。
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定義済みテストライブラリにより、3つのステップで測定できる 
アプリケーション・テスト・モード 

アプリケーション・テスト・モードでは、プレシジョン電流／電圧アナライザシリーズ向けに数百個の定義
済みテストセットアップ（アプリケーションテスト）が用意されています。これを使用すれば、わかりやすい
ポイント・アンド・クリック操作で、測定のセットアップ／実行が行えます。これらのテストセットアップ
はあらかじめインストールされているので、テスト開発やプログラミングを行わずに、すぐに測定を開始し
てデータを収集できます。（また、さまざまなアプリケーションを構成済みのリソースで使用できます。）

次の図に示すように、測定は3つの簡単なステップで進めることができます。ステップ1では、内蔵ライブラリ
からデバイスタイプや測定方法に合ったアプリケーションテストを選択します。ステップ2では、必要に応じ
てデフォルトのパラメータを変更します。ステップ3では、測定開始ボタンをクリックして測定を実行します。

アプリケーションテストの多くは自動解析機能を備えているので、測定データの他に、パラメータがリアル
タイムで計算／抽出されます。アプリケーションテストのパラメータを独自に設定した後、“My Favorite 

Setup”リストに保存すれば、次回の測定時にすぐに使用できます。アプリケーションテストは事前に定義さ
れていますが、EasyEXPERTに内蔵のグラフィカルプログラミング環境を使用すれば、簡単に変更／カスタ
マイズできます。詳細については、アプリケーションノート「Keysight B1500A用EasyEXPERTアプリケーショ
ンテストのカスタマイズ」を参照してください。

すぐに使えるアプリケーションテストの例
ディスクリートデバイス Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、ダイオードなど
バイポーラー Ic-Vc、ダイオード、Gummelプロット、ブレークダウン、hfe、キャパシタ

ンス、
CMOS Id-Vg、Id-Vd、Vth、ブレークダウン、キャパシタンス、QSCVなど
メモリ Vth、キャパシタンス、耐久テストなど
パワー MOSFET Id-Vds、Rds-Id、Id-Vgs、キャパシタンスなど
IGBT Ic-Vce、Ic-Vge、Vce(sat)、Vth Vge(off)、ブレークダウン
太陽電池 I-V、Cp-V、ナイキスト線図、DLCPなど
ナノデバイス 抵抗、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vcなど
GaN FET電流コラプス、Id-Vds電流コラプス、ダイオード電流
ディスクリートデバイス Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、ダイオードなど

アプリケーション・テスト・モードで、 
3つの簡単なステップで測定を実行可能

ステップ1. 内蔵ライブラリから
測定を選択します。

ステップ2. 必要に応じて測定パラメー
タを変更します。 

ステップ3. 測定開始ボタンを押して測定
を開始します。
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マウスのポイント・アンド・クリック操作でハードウェアを 
制御できるクラシック・テスト・モード

ライブラリ以外の測定を行なう場合は、クラシック・テスト・モードでアナライザのハードウェア機能を
直接制御できます。Windowsベースの機能をフル活用して、ハードウェアで使用できる機能の各種パラ
メータ（出力電圧／電流、掃引ステップ数、レンジなど）を設定できます。外観と使い勝手は、長年、事実
上の標準アナライザとなっている、4155/56パラメータ・アナライザのフロントパネルインタフェースと
ほぼ同じです。

さらに、クラシック・テスト・モードでは、4155/56（BおよびCモデル）のテストを移行できます。付属
のセットアップ・ファイル・コンバーターを使用すれば、4155/56のセットアップファイル（MESまたは
DAT拡張子）をEasyEXPERTのクラシック・テスト・モードのテストセットアップに変換できます。これ
により、4155/56のユーザーは、最初から新しいセットアップを作成せずに既存の4155/56のテストセッ
トアップを利用できます。また、4155/56のフロッピーディスク式ファイルストレージも不要になります。

使用可能な測定機能を設定できる 
さまざまなオプション

クラシカル・テスト・モードでも、測定結果のグラフ／数値、 
解析データ、抽出パラメータが自動的に表示されます。

エコノミック 
Ⅳアナライザ
(B2900A SMU)

プレシジョン 
電流／電圧アナライザ
(E5260/70)

アドバンスド・デバイス・ 
アナライザ(B1500A/B1505A)

測定器の設定を指定して測定を 
実行します。 

付属の4155/56セットアップ・ファイル・
コンバーターを使用すれば、既存のセット
アップファイルをクラシック・テスト・
モード用のセットアップに移行できます。
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より迅速なグラフィカル解析、PCで詳細なデータ処理を 
行うためのデータエクスポート   

解析時間を短縮できる自動解析／グラフィック表示機能 

データ・ディスプレイ・ウィンドウを使用すれば、外部解析ユーティリティーを使用しなくても測
定結果の解析時間を短縮できます。ウィンドウには、フロントエンド解析用の高度なグラフィック
表示／解析機能があります。これは、測定が完了すると自動的にポップアップ表示できます。保存デー
タの測定結果の解析にも使用できます。

ウィンドウには、オートスケール、マーカー、ライン操作、複数のy軸設定機能など、多くの高度な
解析ツールがあります。例えば、データディスプレイと直観的なGUI操作で、しきい値電圧を簡単
に抽出できます。抽出するには、y2でgm曲線の最大位置を見つけ、y1でId曲線の接線を描き、x切
片を読み取ります（下の図を参照してください）。

測定セットアップの自動解析機能と組み合わせると、測定値を取得後、手動操作なしで操作を自動
的に行えます。

PCで迅速かつ詳細に解析できるExcelへのエクスポート機能

データディスプレイを使用すれば、データをCSVファイルとして保存しなくてもExcelスプレッド
シートに直接エクスポートして、コンピューターですぐにポスト解析が行えます。必要に応じて、
このウィンドウのグラフを画像ファイルとしてエクスポートしてレポートに使用することもできま
す。プリファレンスメニューのさまざまな表示オプションから、グラフウィンドウのカラーや表示
する情報などを選択できます。 

データがリストに表示されます。マーカー位置の 
データが強調表示されます。

オートスケール、マーカー、ライン操作などの機能を備えた、高度な解析ツー
ルにより、作成されたlV測定データから、特性に関する詳細な情報が得られ
ます。

パラメータウィンドウに、ユー
ザー関数によって抽出されたパ
ラメータが表示されます。この
パラメータをグラフウィンドウ
に表示して、画像をエクスポー
トできます

マーカー

接線
グラフウィンドウは高度なグラ
フィカル解析に使用できます。

Excelスプレッドシートへの 
ダイレクト・データ・リンク
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高度な機能による対話型の測定検証 

手動のリアルタイム・カーブ・トレース機能を備えたトレーサー・テスト・モード

トレーサー・テスト・モードでは、回転ノブとマウス操作による直感的な手動の掃引制御が可能です。カーブ
トレーサーと同様に掃引測定をリアルタイムに変更しながら、電圧と電流の両方を双方向に（正と負の両方向に
同時に）掃引できます。これは障害解析や、未知のデバイスの特性評価を行うときに役立ちます。また、トレー
サーテストによって理想的なテスト条件を決定した後は、その設定をクラシック・テスト・モードに転送し、
さらに調整したり、自動テスト用に使用したりできます。 

さらに、トレーサー・テスト・モードは、従来のカーブトレーサーにはなかった多くの高度な機能を備えてい
ます。例えば、トレースの捕捉／比較を行うスナップショット機能、測定トレースが禁止領域に入ったときに
ただちに停止する停止条件機能、デバイスが突然破損した場合も測定データを呼び出して表示できる自動記録
／再生機能があります。 

オシロスコープビューによるパルスドIV測定の信頼性の向上

EasyEXPERT group+ではオシロスコープビューが可能で、B1500A/B1505Aの専用モジュールで使用できます。
オシロスコープビューでは、掃引測定の任意のポイントで実際に測定された電圧／電流パルスを表示できます。
これにより、外部オシロスコープを使用しなくても、すばやく波形を検証、デバッグし、タイミングパラメー
タを最適化できます。

パルスド測定では、測定確度を維持するために、パルスドIV波形の形状をモニターすることが重要です。浮遊キャ
パシタンスとデバイスキャパシタンスの影響により、実際の波形がプログラムされた値から外れることがある
ため、波形が安定する前に測定を行うと、データが不正確になる場合があります。オシロスコープビューによっ
てパルスの形状をグラフィカルに確認できるので、パルスドIV測定の確度が向上します。

トレーサーモードでは、手動掃引中のld-Vdの 
ソース／測定値をリアルタイムにプロットできます

指定したステップの波形をモニターできます。 
（オシロスコープビューは専用モジュールでのみ 
使用できます。）

ld-Vdパルスド 
掃引測定の例

Vd

Id

Vg

1

1
2

3

2

3
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複数の自動測定を高速に実行する 
スイッチマトリクス／プローバー制御（オプション） 

直観的なGUIを使用したスイッチマトリクス制御（オプション） 

EasyEXPERT group+は、スイッチマトリクスの制御もサポートしています。スイッ
チマトリクスのセットアップは、GUIでマウスをクリックするだけで作成できます。
EasyEXPERT group+を使用して、アナライザとスイッチマトリクスを統合したテ
ストシステムを実現することもでき、限られたリソースで複数のポイントをテスト
できます。

プログラミング不要の自動テストシーケンス

EasyEXPERT group+は、自動テストシーケンスをサポートするGUIベースのクイック・テスト・
モードを備えています。クイック・テスト・モードでは、プログラムを作成しなくても、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、トレーサー・テスト・モードで作
成されたテストシーケンスを実行できます。テストは、マウスを数回クリックするだけで選択／
コピー／変更できます。スイッチマトリクスを使用している場合は、EasyEXPERT group+を使
用して確認しながら作成したスイッチングパターンを自動的に呼び出すこともできます。ウエ
ハープローバー制御とクイック・テスト・モードを組み合わせれば、ウエハー上で複数のテスト
を自動的に実行できます。EasyEXPERTは一般的なセミオート・ウエハー・プローバーをサポー
トしていますが、独自のウエハー・プローバー・ドライバーを作成することもできます。

デバイスから複数のパラメータを効率的に収集するには、テストの自動化が不可欠です。測定器
の多くはテストの自動化機能を備えていません。また、手動で作成したテストセットアップは、
自動テストに再利用できません。しかし、手動で作成したテストを自動テストで再利用できる機
能があれば、生産性の目覚ましい向上が期待できます。

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

テスト 
シーケンス
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ファイル処理が不要で簡単にデータ管理／アクセスできる 
データベース

内蔵データベースを使用したデータの保存と迅速なリコール 

IV特性評価は各種材料／デバイスに対して繰り返し実行されるため、測定セットアップファイル、結果ファイ
ルなど、多数のファイルが生成されます。このため、さまざまなファイルをすべて管理し、情報を正確に記録
するのが困難になる場合があります。

EasyEXPERT group+では内蔵データベースを使用して、この問題を解決しています。測定を実行するたびに、
測定セットアップと結果がペアで、「ワークスペース」と呼ばれる内蔵データベースに自動的に保存されます。
この独自の「ワークスペース」を使用して、すべての関連データを管理してデータにアクセスすることができ
るので、個々のファイルにアクセスする必要はありません。「ワークスペース」に保存されたデータにアクセ
スすればいつでも解析や測定を再現できます。データをExcel、画像、CSVなどの各種ファイルフォーマット
に自動的にエクスポートすることもできます。

内蔵データベース 
（ワークスペース）

すぐに使える 
アプリケーション 
テスト

すぐに使える 
測定セットアップ

解析用のデータディスプレイを開きます

測定セットアップをリコールします

データは各種ファイルフォーマット 
に自動的にエクスポートできます

セットアップ 
と結果が一緒に
保存されます。

メイン画面からワークスペース内のデータや測定機能に簡単にアクセスできます

TXT/CSV

画像

Excel

EasyEXPERTデータ
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共有ワークスペースの重要データを保護する 
さまざまな方法 

ワークスペースをNTアカウントまたはパスワードで保護 

各ワークスペースはプライベートまたはパブリックとして設定できます。パブリッ
クワークスペースにはログインしているあらゆるユーザーがアクセスできます。ワー
クスペースがプライベートに設定されている場合は、NTアカウントのオーナーしか
アクセスできないので、データを他のユーザーから保護することができます。しかし、
多くの場合、測定器は、同じNTアカウントを持つさまざまなユーザーによって共有
されます。このような場合にデータを保護できるように、ワークスペースはパスワー
ドでも保護できます。パスワードが有効な間も、ワークスペースを他のPCとの間で
エクスポートしたりインポートしたりできます。 

共有ワークスペース内のパスワード保護

EasyEXPERT group+のデータ保護にはさまざまな方法があります。ワークスペー
ス内部でも、パスワード保護を使ってテスト定義やセットアップへのアクセスを禁
止することができます。

ユーザー・レベル・アクセス制御によるユーザー権限の制限

データのパスワード保護の他に、ユーザー・レベル・アクセス制御機能を用いてユー
ザー権限を制限することもできます。これにより、グループ内で測定を実行する担
当者を限定することができ、データを紛失するリスクを低減できます。エンジニア
モードではすべての操作が可能ですが、オペレーターモードでは測定の実行とデー
タの操作しかできません。オペレーターモードでは、測定セットアップや指定され
たセットアップ条件の変更は禁止されています。ユーザー権限は、管理者メニュー
を使用してNTアカウントに割り当てることができます。 

データ保護を組み合わせれば、さまざまな使用状況に適用できます。

ワークスペースマネージャー

ユーザーレベル制御をセットアップする管理者メニュー

パスワードデータ保護 ユーザー・レベル・アクセス制御
            ＝ パスワードによるデータ保護 
                 が可能

エンジニア権限 オペレーター権限

                ワーク 
                スペース

          テスト 
          セットアップ

読み込み／編集 読み込みのみ

測定実行 実行 実行
測定データ 読み込み／編集 読み込み／ 

制限付きの編集
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ラボからオフィスまでフル活用できるアナライザの 
高度な測定／解析機能 

EasyEXPERT group+は、PCにインストールしてパーソナル・アナラ
イザとして使用できます。USB-GPIBインタフェース経由で測定器に
接続できるため、ポータブルで、オフィスでのオフライン作業にもラ
ボでのオンライン測定にも、シームレスに使用できます。測定器から
離れた場所でも正確な操作が可能です。ワイドディスプレイ、USB、
HDDなどのPC周辺機器やExcelなどのソフトウェアを使用して、ほと
んどの作業をオフィスで行えるため、生産性が向上します。

追加コストなしで複数のPCにインストール可能な 
EasyEXPERT group+ 

EasyEXPERT group+は追加コストなしで複数のPCにインストールで
きるため、全チームメンバーが各自のパーソナル・アナライザ環境を
持てます。これにより、速度、確度、効率を落とさずにグループ作業
が行えます。EasyEXPERT group+には、重要なデータを複数のユー
ザーと共有するときにデータを保護するオプションもあります。 

すべてのKeysightプレシジョン電流／電圧 
アナライザシリーズのサポートにより、ニーズに 
対応した高い柔軟性と拡張性を実現 

EasyEXPERT group+が提供する1つの統合型特性評価プラットフォー
ムで、すべてのKeysightプレシジョン電流／電圧アナライザシリーズ
に対応できます。各アナライザを同じソフトウェアで使用できるため、
柔軟性の高い測定操作と拡張性のある測定機能をラボで利用できます。
さまざまなアプリケーションを構成済みのリソースで使用できます。

EasyEXPERT group+を使用した柔軟な特性評価による大幅な生産性の向上

PCがポータブルなパーソナル特性評価環境になります

無料のパーソナル・アナライザにより、部門間の連携が加速されます 

ラボ

測定の準備

測定の実行

測定のポスト 
解析

ユーザーデータ保護
任意のPCで使用できる無料の
パーソナル・アナライザ環境

測定

EasyEXPERT group+統合型プラットフォーム

セットアップ

解析

オフィス
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EasyEXPERT group+の機能を 
フル活用するための追加機能

IC-CAPデバイス・モデリング・ 
ソリューション用のMDMファイル 
コンバーター 

Keysight IC-CAPは広く利用されているデバイス・モデ
リング・ソフトウェア・ソリューションで、B1500Aな
どのデバイス・アナライザもサポートしています。現
在は、EasyEXPERT group+でMDMファイル変換ツー
ルがサポートされ、EasyEXPERTデータ（クラシックテ
スト）をIC-CAP互換のMDMファイルフォーマットに変
換することができるようになりました。これにより、
IC-CAPシステムを占有しなくても測定機能を拡張する
ことができます。さらに、IC-CAPユーザーはデバイス
モデリング用の測定を実行するときにEasyEXPERTの
高度な機能をフル活用できます。

EasyEXPERTのリモート制御による、 
アプリケーションテストを再利用した 
リモートプログラミング 
（B1500A/B1505Aのみ）  

EasyEXPERTにはリモート制御機能が内蔵され、LAN

経由で制御できます。この機能を使用すると、さまざ
まなプログラミング言語を使用してB1500A/B1505A

を付属のLANインタフェース経由で制御できます。も
ちろん、必要に応じてEasyEXPERTを介さずにGPIB経
由でFLEXコマンドを測定器に直接送信することもでき
ます。

EasyEXPERTのリモート制御機能では、手動で作成さ
れたEasyEXPERTテストセットアップをプログラムで
呼び出して実行できます。これにより、GPIB経由で測
定器を制御する場合もFLEXコマンドでテストセット
アップを再作成せずに済みます。また、プログラミン
グの手間が軽減され、B1500A/B1505Aと、LabVIEW、
VEE、Visual Basic、Visual Cなどのプログラミング言
語で作成された既成のテストプラットフォームを容易
に統合できます。

ユーザーが 
希望するプラット
フォーム

対話型／手動操作 ユーザープログラム
（例：VEE、LabVIEW、C#、VBなど）

Keysight IC-CAP 
デバイス・モデリング・
ソフトウェア

LAN GPIB

結果

6. 測定結果の取得

1. 測定の要求

2. 選択 2. 選択

4. 実行

EasyEXPERT group+ (GUI)

B1500A/B1505Aハードウェア

3. 変更

リモート 
制御機能

GPIBコマンド 
セット(FLEX)
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EasyEXPERT group+ソフトウェアの入手 

EasyEXPERT group+の最新バージョンは次のページからダウンロードできます。
www.keysight.co.jp/find/easyexpert  

オフラインで使用する場合、EasyEXPERT group+は任意のPCにインストールできます。測定器を使
用して測定するには、以下のライセンスの内の1つが必要です。ライセンスは、Keysightプレシジョ
ン電流／電圧アナライザシリーズの最初の出荷時に付属します。ライセンスを持っていない既存アナ
ライザのユーザーは、モジュールアップグレードまたはソフトウェアアップグレードを行ったときに
ライセンスが付属します。

EasyEXPERT group+で使用できるライセンスを以下に示します。

B1500A/B1505A付属のライセンス
 – B1500A-SWS

 – B1505A-SWS 

E5260A/E5262A/E5263A/E5270B付属のライセンス
 – E5260A-SWS

 – E5262A-SWS

 – E5263A-SWS

 – E5270B-SWS 

アップグレード製品付属のライセンス 

 – B1500AU-SWS（B1500A用）
 – B1505AU-SWS（B1505A用）
 – E5260AU-SWS（E5260A/62A/63A用） 
 – E5270BU-SWS（E5270B用）

アップグレードの費用およびオーダーに関する詳細については、計測お客様窓口までお問い合わせく
ださい。 
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