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B1506Aは、パワー半導体デバイス／コンポーネントの性能の不確かさを 
なくします

厳しい環境でも正しく機能することに 
確信を持てますか？

回路に劣悪なデバイスを使用してしまい、 
何千もの製品がリコールされるかもしれない 
という心配はありませんか？

B1506Aは、回路の十分な動作マージンを確保するために、実際の動
作条件でのパワーデバイスのデータを提供します。

まったくテストの経験がなくても、B1506Aを使用すれば、全温度
範囲にわたってIV/CVを測定し、偽造デバイスや規格外のデバイ
スを特定することができます。

特長 長所

 – すべてのIVパラメータ（Ron、BV、リーク、Vth、Vsatなど）を
測定

 – 高電圧バイアス時のトランジスタの入力、出力、逆伝達容量を接
続変更なしで測定可能

 – ゲート電荷(Qg)を測定可能

 – パワー損失（伝導、ドライブ、スイッチング）の評価

 – 回路デザイナー向けに設計されたメニュー方式のユーザーインタ
フェース（Easy Test Navigator：ETN）

 – 短時間でデバイスのデータシートを自動作成

 – 広い電流／電圧動作範囲（1500 A、3 kV）

 – 温度特性評価への対応（－50～＋250 ℃）

 – オシロスコープ表示により、フロントパネルでパルス測定波形を
視覚的に検証可能

 – ハイパワー回路に使用される代表的な半導体デバイスおよび電子
コンポーネントに対応

 – 正しいパワーデバイスおよびパワー・エレクトロニクス・コ
ンポーネントの選択により、回路性能を最適化

 – 十分かつ効率的な回路動作マージン
 – 小型
 – 低いパワー損失
 – 潜在的に障害のあるデバイスをスクリーニングすること
による高い信頼性

 – 低価格製品の開発

 – 開発サイクルを加速し、生産性を向上
 – プロトタイプ開発サイクルを短縮
 – 効果的なパワー半導体デバイス／コンポーネントの迅速
な選択

 – パワー半導体デバイス／コンポーネントの迅速なトラブ
ルシューティング
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回路が最初から正常に動作することを保証 
完全なパワーデバイスの特性評価

回路動作に必要な主要パラメータを 
広い動作範囲にわたって自動的に取得

パワーデバイスの開発において、さまざまな条件でデバイスの性能を正
確かつ完全に理解することが重要です。これはパワーデバイスが、最終
的に電子回路のパワー損失を左右するためです。また、その特性を深く
理解することで、信頼性とエネルギー効率の高い製品を開発することが
できます。しかし、パワーデバイスのデータシートのほとんどは、限ら
れた範囲の動作条件での動作のみが記載されています。また、データシー
トの主要なパラメータを取得するのに必要なテスト手法は必ずしも簡単
なものではなく、カーブトレーサーやその他の従来の機器を使用したデ
バイスパラメータの測定は面倒で時間がかかります。特にSiCやGaNを
使用したワイド・バンドギャップ・デバイスの普及により、オン抵抗、
容量、ブレークダウンなどのパラメータについて新しい測定ソリュー
ションの必要性が高まり、テストがますます複雑になっています。

Keysight B1506Aは、使いやすいだけでなく、自動化機能があり、簡単
にパワーデバイス・パラメータの抽出が行えます。また、右の表に示さ
れるパラメータのすべてを測定することができ、直感的なGUIにより、
初心者であっても、電流、電圧、温度条件の広い範囲にわたって重要な
デバイスパラメータを簡単に抽出できます。

過酷な環境での動作を保証する温度性能を検証

パワーデバイスやパワーコンポーネントは、重機、高速鉄道、自動車など、
幅広い製品に使用されています。当然のように、これらの製品はすべて、
極めて高い信頼性が要求され、過酷な環境条件でも動作する必要があり
ます。特に、温度性能は、低温（寒冷時の自動車の始動など）および高温
（熱源に近接しているデバイスなど）の両方でデバイス動作を保証する必
要があるため、非常に重要になります。また、温度範囲全体での包括的
なデバイス特性の理解に加えて、室温では正常に見えるデバイスでも低
温や高温では正常に動作しない可能性があるため、広い温度範囲でデバ
イスをスクリーニングする必要があります。しかし、パワーデバイスや
パワーコンポーネントの温度特性評価は容易ではありません。温度テス
トチャンバーは温度が安定するまで長い時間がかかる場合があり、テス
ト機器とチャンバーを長いケーブルで接続していると、抵抗性／誘導性
発振の問題が生じることがあります。

B1506Aは、こうしたパワーデバイスやパワーコンポーネントの温度テ
ストの問題をすべて解決します。B1506Aは、業界標準のinTEST社の
ThermoStream温度制御システムをサポートし、－50～ 220 ℃の範囲
でデバイスの特性評価を自動的かつ正確に行うことができます。さらに、
高温での特性評価のみが必要な場合、InTEST社の温度プレートにより、
室温～ 250 ℃までの温度測定が行えます。これらのソリューションの
両方とも温度測定をB1506Aのテストフィクスチャ内で行うので、長い
ケーブルが不要になり、発振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を考慮して
います。B1506Aは、以前は煩雑な作業を行う必要があったパワーデバ
イスの温度特性評価を簡素化します。これにより、製品が温度性能要件
のすべてを満たすという最大の目標に向けて作業に集中できます。

B1506Aは、以下のデバイスパラメータをすべて測定すること
ができます。

カテゴリー パラメータ

しきい値電圧 V(th)、Vge(th)

伝達特性 Id-Vgs、Ic-Vge、gfs

オン抵抗 Rds(on)、Vce(sat)

ゲートリーク電流 Igss、Iges

出力リーク電流 Idss、Ices

出力特性 Id-Vds、Ic-Vce

ブレークダウン電圧 BVds、BVces

ゲート電荷 Qg、Qg(th)、Qgs、Qgd、Qsync

ゲート抵抗 Rg

デバイス容量 Ciss、Coss、Crss、Cgs、Cgd、Cies、
Coes、Cres

スイッチング損失 指定された周波数におけるドライブ
損失／スイッチング損失
指定されたデューティーサイクルに
おける伝導損失

inTEST社の温度プレートはB1506Aのテスト 
フィクスチャ内に収納可能で、温度特性評価の 
自動化をサポート（室温～＋250 ℃）

B1506Aは、inTEST社のThermoStreamと連携するこ
とにより、温度範囲（－50～＋220 ℃）全体にわたって
デバイス特性評価を自動化できます



04 | Keysight | B1506A パワーデバイス・アナライザ主要パラメータ自動測定装置 - Brochure

最大1500 Aの超大電流特性と最大3 kVの正確なブロッキング特性を測定可能

広い測定範囲、柔軟なSMUテクノロジー、標準へのトレーサビリティーにより、 
最初のデザインから動作をお約束

高度なパワーエレクトロニクスのニーズを満たす、
B1506Aの広い電流／電圧測定範囲

特定のパワーエレクトロニクス回路は、大電流（モーターの駆動、LED

の点灯などに必要な電流）に対応するようにデザインされていますが、
重機などの場合、電流要件は1000 Aを容易に超えることがあります。
この場合、電源オフ時に電流は流れないことになっていますが、実際は
高電圧バイアス条件で小さなリーク電流が発生することがあります。こ
れは、製品のエネルギー効率を保証するために、nA未満の電流測定ま
でもが必要になる場合があることを意味します。これらの特性は、動作
マージンとエネルギー効率の両方に影響を与えるので、回路デザイナー
にとって、デバイスのオン時の最大電流とデバイスのオフ時のリーク電
流を確認することが重要です。B1506Aは、これらの測定要件を簡単に
満たすことができます。B1506Aは、pAから最大1500 Aまでの電流と、
μVから最大3 kVまでの電圧を測定する能力を備えたオールインワンソ
リューションです。

SMUにより、実際に回路にかかるバイアス条件下での 
コンポーネントの特性評価が容易に

パワーデバイスの電圧／電流は、デバイスタイプおよび回路内での使用
状況に応じて制御されます。このため、回路でのデバイスの動作を評価
する際は、実際に回路にかかるのと同じ負荷をかけることが重要になり
ます。さらに、一部のデバイスパラメータは、電流印加または電圧印加
モードを使用して評価します。例えば、パワーデバイスのオン抵抗を評
価する場合、オン抵抗が指定されている場合にデバイスを通る電流と一
致する電流を印加する必要があります。また、多くの場合、パワーデバ
イスのデータシートは実際の使用条件でのデバイスの動作を指定してい
ないため、特定の電圧／電流バイアスで特性評価する必要性が生じる場
合があります。

従来のカーブトレーサーとは異なり、B1506Aには高度なSMU（ソース・
モニター・ユニット）テクノロジーが使用されています。SMUは、精密
電圧源や精密電流源として機能し、電圧と電流の両方を同時にかつ正確
に測定することができます。また、物理的な接続変更を行うことなく、
対話形式または自動的に、SMUの動作を電流源モードと電圧源モード
の間で切り替えることができます。さらに、SMUは、フィードバック
回路でセンス端子を監視し、DUTに印加される電圧／電流を、プログラ
ムされた値と一致するようにすばやく補正します。SMUテクノロジー
により、パワーエレクトロニクス回路にかけられるのとまったく同じバ
イアス条件で、パワーデバイスを簡単に特性評価できます。

スイッチ

スイッチ

電流アンプ

テストフィクスチャ

CMU

SMU

SMU

SMU

SMU

SMU

SMU

Windows
 CPU
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データ
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V
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高度なSMUテクノロジーを使用したB1506Aのハードウェアアーキテクチャー
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パワーエレクトロニクス回路に使用されている 
パワーデバイスとパワーコンポーネントの両方を 
詳細に評価するのに最適なソリューション

パワー半導体デバイスだけでなく、電子部品（インダクター、コンデンサ、
光カップラーなど）もパワーエレクトロニクス回路の性能に影響を及ぼ
す重要な要素で、回路デザイナー、受入れ検査エンジニア、障害解析エ
ンジニアは評価する必要があります。このため、B1506Aには、以下の
ようなさまざまなコンポーネント用のすぐに使えるテストセットアップ
が内蔵されています。

 – インダクター
 – コンデンサ
 – シャント抵抗
 – 抵抗
 – コネクタ
 – ケーブル
 – リレー
 – フォトカップラー
 – 半導体リレー

国際標準へのトレーサビリティーにより、 
測定確度を保証

電流／電圧のすべてのレベルで、正確かつ信頼性の高い測定結果を得る
ことが重要です。デバイスの評価で測定誤差が大きいと、回路の動作
マージンや周辺回路のデザインに悪影響を与えます。しかし、従来のパ
ワーデバイス測定装置（カーブトレーサーなど）を使用して取得したテス
トデータは、測定確度と信頼性があまり高くありません。このため、多
くの回路デザイナーは、カーブトレーサーをデバイスの全体の機能の検
証にのみに使用し、測定結果の数値もデバイスの動作のおおまかな目安
としかみなしていません。しかし、複数のデバイスの特性を比較する必
要がある場合や、デバイスがメーカーの仕様に適合しているか検証する
必要がある場合は、デバイスのおおよその特性評価データは受け入れら
れるものではありません。

キーサイトは、1000 A以上の電流の測定標準を開発しました。これに
より、キーサイトは国際標準へのトレーサビリティーを備えた超大電
流テストを提供することができる数少ない企業の1つになりました。ま
た、最大3 kVの電圧測定についても、同じトレーサビリティーがありま
す。もちろん、小さな電流／電圧の測定についても同様です。すべての
B1506A機器には、信頼性の高い測定を行う能力を保証する校正証明書
(COC)が付属しています。

国際的な測定規格へのトレーサビリティーにより、テストの信頼性を保証

広い測定範囲、柔軟なSMUテクノロジー、標準へのトレーサビリティーにより、 
最初のデザインから動作をお約束
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スーパージャンクションMOSFETのゲート電荷特性

製造前に、パワー回路内のデバイスのパワー損失を正確に予測

実際の使用条件でのゲート電荷(Qg)の 
パラメータを測定

近年のパワーデバイスの急速な向上により、スイッチング電源の動作周
波数はますます高くなっています。一方、最終製品は、いっそうの小型
化が進んでいます。スーパージャンクションMOSFET、SiC、GaN FET

などの新しいデバイスタイプや新材料は、優れたスイッチング性能を提
供し、これまでにない周波数動作範囲（数百kHz～ 1 MHz以上）を実現
しています。スイッチング周波数を高くすれば、回路の磁気コンポーネ
ントのサイズを小型化してパワー回路のコストを削減し、パワー回路全
体を軽くすることができます。しかし、スイッチング周波数が高くなれ
ば、パワーデバイスのスイッチング／ドライブ損失が増加するため、こ
れらのパラメータを最小化するパワーデバイスの選択が重要になってき
ます。

ゲート電荷(Qg)は、パワーデバイスの駆動に必要な全電荷量として定義
されますが、これは動作中の回路のドライブ損失を予測する上で極めて
重要なパラメータです。ドライブ損失は、Qg、ゲート電圧(Vg)、スイッ
チング周波数の積です。Qgを正確に評価することにより、正確なドラ
イブ損失を計算でき、ドライブ回路のデザインを最適化できます。

また、Qgはスイッチング動作の解析に役立つ有用な情報を提供します。
例えば、回路が期待された性能を示さない場合などは、Qg曲線を解析
すれば、問題の根本的な原因を特定するための貴重なヒントが得られ
ます。

Qgは出力電圧／電流によって変化するので、回路内のバイアス条件で
評価する必要があります。デバイスのデータシートに記載されている
Qg特性は、実際の回路動作中のQg値の近似値でしかありません。

B1506Aは、低電圧パワーデバイスと高電圧パワーデバイスの両方のQg

を正確に評価することができます。B1506Aは、完全なゲート電荷曲線
を生成できます。また、ゲート電荷に関連する他の多くのパラメータも
生成できます。
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製造前に、パワー回路内のデバイスのパワー損失を正確に予測

すばやく簡単にパワー損失を計算

B1506Aは、ドライブ損失の他に、伝導損失とスイッチング損失を計算
することができます。ゲート電荷は、FETをオンにするのに必要な全電
荷量として定義されていますが、Qg曲線は、パワーデバイスの浮遊容
量の非線形性を表すものとして解釈することができます。これにより、
ゲート抵抗、ゲートへの直列抵抗、スイッチング周波数を組み合わせた
既知の式を使用して、スイッチングパラメータとスイッチング損失を計
算できます。また、B1506Aは、オン抵抗(Ron)およびピーク電流を正
確に測定でき、伝導損失を容易に計算することができます。

B1506AのソフトウェアEasy Test Navigatorは、回路デザイナーのた
めに最適化された独自のユーザーインタフェースを備えています。こ
れにより、デバイスのIVおよびQg特性を簡単に評価できます。また、
B1506Aの画面にデバイスのドライブ損失、スイッチング損失、伝導損
失を表示する機能もあります。

B1506Aによって計算されたドライブ損失、伝導損失、スイッチング損失

Easy Test Navigator(ETN)では、IV、CV、Qg測定を実行したり、 
デバイスのパワー損失を計算できます。
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パワー回路デザインに必要なすべてのパラメータを、実際の動作条件で測定

X

すべてのパラメータ
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パワー回路デザインに必要なすべてのパラメータを、実際の動作条件で測定

広範囲の動作条件 適切なパワーデバイスまたは 
パワーコンポーネントの選択

=
以下により、製品の最適化に貢献

 – 小型化への対応
 – 信頼性の向上
 – コスト削減
 – より高いエネルギー効率

 – 1500 A

 – 3 kV

 – －50～＋250 ℃
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キャパシタンスセレクターにより、Ciss、Coss、Crss測定を完全に自動化

簡単で洗練されたスイッチング損失解析

完全に自動化された入力、出力、逆伝達容量測定

MOSFETやIGBTなどの3端子デバイスの入力容量、出力容量、逆方向リ
ターン容量により、スイッチング電源が高周波で動作するときのスイッ
チング速度とスイッチング損失が決まるので、これらのパラメータにつ
いて理解することは非常に重要です。しかし、これらのパラメータを正
確に測定することは容易ではありません。3端子デバイスの2つの端子間
の容量を測定する場合、正確な測定を行うために、キャパシタンスメー
タのACガード出力を使用して、残りの1つの端子を適切に設定する必要
があります。容量パラメータと測定されるデバイスに応じて、他のコン
ポーネント（ACブロッキング抵抗またはDCブロッキングコンデンサな
ど）が必要になる場合もあります。さらに、一部の容量測定ではDUTに
高電圧バイアスを印加する必要があり、デバイスのブレークダウンが発
生した場合に測定器リソースを損傷から保護するための追加のコンポー
ネントが必要になります。このように、シングルタイプの容量測定には
多くの手間がかかるため、ミスが生じやすく、データ収集が無効になっ
てしまう可能性が高くなります。

B1506Aは、内蔵のキャパシタンス・セレクター・モジュールを使用して、
FETの容量値（Ciss、Coss、Crss）を自動的に正確に測定できます。キャ
パシタンスセレクターには、高電圧容量測定に必要な抵抗、コンデンサ、
保護回路がすべて含まれ、容量測定の指定に応じてこれらのコンポーネ
ントを自動的に適切な設定に調整します。B1506Aのキャパシタンスセ
レクターは、SiC JFETなどのデバイスでも、正確な容量データを提供
します。

デバイス・キャパシタンス・
セレクター

– スイッチ
– ACブロッキングR
– DCブロッキングC
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Ciss、Coss、Crss対ドレイン電圧。

簡単で洗練されたスイッチング損失解析

最大3 kVのDCバイアスでデバイスの接合容量を測定

印加されるDC電圧により、パワーデバイスの空乏領域が変調されます。
これは、接合容量が電圧によって変化する原因になります。パワーデバ
イスがオフのとき、ドレインまたはコレクター端子は多くの場合、高電
圧にさらされます。これは、パワーデバイスがオンになる瞬間の接合容
量の値を決定します。このため、電圧の印加によりデバイスの容量がど
れだけ変化するかを理解することは、パワーエレクトロニクス回路のデ
ザイナーにとって非常に重要です。特定の電圧におけるデバイスの容量
の真の値と、デバイスの回路にかかる電圧の計算値が分かれば、最小の
損失のパワーデバイスを選択することができます。B1506Aは、入力容
量、出力容量、逆伝達容量のドレイン／コレクター電圧依存性を求める
プロセスを自動化します。パワーデバイスの容量測定は、比較的高い周
波数で行う必要がありますが、B1506Aは、ケーブルやフィクスチャ内
のさまざまな寄生成分を補正する機能を備えていて、信頼性の高い容量
測定が可能です。

またB1506Aは、容量測定中にデバイスのゲート抵抗(Rg)を自動的に計
算できるため、複雑なデータ解析作業を減らすことができます。ゲート
抵抗は、デバイスの動作速度とスイッチング損失に影響を与えるので、
回路のデザイナーにとって重要なパラメータです。

より正確なスイッチング波形シミュレーション

SPICEなどの回路シミュレータは、パワーエレクトロニクス回路のデザ
イナーにとって不可欠なツールです。回路の性能を正確にシミュレート
することは大幅なコスト削減につながり、開発期間を短縮したりプロト
タイプ作成回数を最小化できます。ただし、これまでは高電圧で容量測
定を行うことができる機器がなかったため、非線形容量特性の正確な
モデリングは不可能でした。B1506Aは、正確なパワー回路シミュレー
ションに不可欠なCrss、Ciss、Rgを正確にモデリングできます。また、
Crss/Ciss電圧依存性とデバイスのゲート電荷特性を相関させることが
できるので、これらのパラメータの正確な値を生成できます。右のシミュ
レーション結果のスイッチング特性は、正確なCrss、Ciss、Rgのモデ
リングデータを使用して得られたものです。

シミュレーション例：CVおよびRgデータがある場合とない場合のスイッチング波形

Vds：固定Cgs、Crss

Vds：非線形Cgs、Crss

Id：固定Cgs、Crss

Id：非線形Cgs、Crss

時間［μs］

Vd
s［

V］

Id［
A］
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オン抵抗とデバイスの容量の間のトレードオフ

回路に偽造品や標準以下のパワーデバイスを使用してしまう 
懸念を解消

B1506Aは、信頼性の高い効率的なデバイス性能の 
確保に不可欠な主要パラメータを測定可能

これまで、パワーエレクトロニクス回路に使用するデバイスを選択する
には、デバイスのデータシートの特性をチェックするか、カーブトレー
サーを使用して全体の特性を測定する必要がありました。しかし、パワー
デバイスの動作は、そのデバイスのデータシートに記載されている特性
と一致していることはまずありません。また、カーブトレーサーでわか
るのは、ブレークダウン電圧やオン抵抗の近似値などのおおまかなパラ
メータだけです。最近の高性能パワーデバイスは、従来のカーブトレー
サーの測定能力が追いつかないため、カーブトレーサーによる容量の特
性評価は非常に困難です。高速デバイスの性能を最適化するにあたり、
オン抵抗とゲート-ドレイン間容量(Cgd)の関係を理解することも重要で
す。例えば、チャネル幅を減らすことによりデバイスのオン抵抗を低下
させると、Cgdなどの容量は増加します。これは、デバイスの性能を正
確に予測するためにオン抵抗と容量の両方を測定しなければならないこ
とを意味します。実際には、低コスト、低性能デバイスや偽造デバイス
は、測定されたオン抵抗が低くても、接合容量は大きくなる傾向があり
ます。容量とオン抵抗の問題だけでなく、低品質のデバイスは多くの場
合、高温下で性能が大きく劣化します。

B1506Aは、オン抵抗、接合容量、温度依存性の3つの主要なパラメー
タの特性評価を簡単に行うことができます。これにより、偽造／低品質
パワーデバイスを簡単に検出することができ、デザインサイクルの短縮
や製造物責任の問題の軽減など、多くのコストメリットを提供します。

効率的な不良箇所の分離

回路が予想通りの性能を示さない場合の最も効果的なトラブルシュー
ティングは、回路の各パワーデバイスまたはパワーコンポーネントの詳
細な特性評価です。回路が何度も不正な動作を示すのは、多くの場合、
予期しないリーク電流や低いブレークダウン電圧が原因です。不良コン
ポーネントの特定は、回路の不正な動作を解決する近道です。

B1506Aの使いやすく直感的なGUIは、パワーデバイスまたはパワーコ
ンポーネントの動作を簡単に確認することができます。B1506Aは、合
否判定モードを搭載しています。これにより定義済みの制限とテスト結
果を照合し、障害のあるパラメータを赤で強調表示できます。

さらに詳細な特性評価が必要な場合、EasyEXPERTソフトウェアインタ
フェースを使用して、より具体的な測定セットアップを作成することが
できます。また、オシロスコープ表示を使用して、タイムドメイン内で
DUTに印加されている実際のパルス電圧／電流の波形を、測定曲線に
沿った任意のポイントでモニターすることができます。B1506Aのこれ
らの特長により、不良箇所を迅速に見つけることができます。

Drain

n＋サブストレート

n－ドリフト層

Source

W
d

n+ n+

p

ゲート電極

P+
n+

ドレイン

パワーデバイスの動作を確認するのに役立つB1506Aソフトウェアと 
そのオシロスコープビュー
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Easy Test Navigatorの直感的なデータシート特性評価モードにより、簡単な手順で 
詳細なデバイスの特性評価が可能

正確な結果をすばやく取得でき、トレーニングや測定の専門知識が不要

直感的なデータシートスタイルのユーザー 
インタフェースで、製品トレーニングが不要

従来のパワーデバイスの評価には、さまざまな機器（カーブトレーサー、
オシロスコープ、LCRメータ、製品ファンクションテスターなど）を使
用する複雑なプロセスが伴いました。この方法では、機器を適切に使
用する方法を学ぶのに長い時間がかかるだけでなく、自動化機能がない
ため人為的ミスが発生しやすく、測定結果の信頼性もあまり高くはあり
ませんでした。しかし、B1506Aは、独自のデータシート特性評価モー
ドを搭載し、データシートのフォーマットでデバイステストを表示しま
す。これにより、専門的なトレーニングを受けなくても、直感的なイン
タフェースで主要デバイスのパラメータを測定できます。また、すべて
のデバイス特性（大電流、高電圧、低リーク電流、3端子デバイスの容
量）を、デバイスの接続を変更せずに測定することができます。さらに、
MOSFETやIGBTなどのコンポーネントの代表的なテストセットアップ
が内蔵されているため、B1506Aを開梱してすぐにコンポーネントの特
性評価を開始できます。もちろん、定義済みの設定をカスタマイズする
ことも簡単にできます。すべての測定結果はB1506Aの内部ハードディ
スクドライブに自動的に保存され、後からテストレポートを簡単に作成
できます。さらに合否判定機能により、偽造デバイスや標準以下のデバ
イス／コンポーネントも簡単に検出できます。

B1506Aのケーブル接続とテストフィクスチャ内のDUT接続も、簡単に
行うことができます。さらに、B1506Aの簡素化されたインタフェース
アーキテクチャーは、オペレーターのミスを大幅に低減します。ハード
ウェアとソフトウェアの両方の観点から、B1506Aは、パワーデバイス
の特性評価を行うための最高の装置です。

革新的なスイッチングテクノロジーにより、 
IV/CV測定ソリューションを完全に自動化

スイッチング周波数が高くなるにつれて、パワーデバイスのIVおよび
CVの両方の特性を確認することがこれまで以上に重要になってきてい
ますが、これらのパラメータの両方を評価することができる機器はあり
ませんでした。これにはいくつかの理由があります。すべてCV測定と
関連しています。まず単純に、高電圧バイアスCV測定は実行が本質的
に困難であるという事実があります。2つ目は、一部の容量測定では追
加のACまたはDCブロッキングコンポーネントが必要なので、IV/CV測
定の切り替えに関わる回路が非常に複雑になることです。最後の3つ目
は、CV測定では測定誤差をキャンセルするための適切な補正が必要で
あるということです。これには、かなりの測定の専門知識が要求されま
す。これらの問題に加えて、このプロセス全体を自動化するのは非常に
困難です。

しかし、キーサイトが持つ半導体デバイスの容量測定に関する最高の
専門知識と革新的なスイッチングソリューションとが組み合わされた
B1506Aを使用すれば、ボタンにタッチするだけで、完全に補正され、
自動化されたIV/CV測定を行うことができます。

4. 実行

1. 条件を編集

3. 測定するパラメータを選択

2. レンジを編集

簡素化されたDUT接続により、ミスを排除。従来のカーブトレーサー向けに、 
カーブトレーサー・ソケット・モジュールも用意されています。

革新的なスイッチングソリューションにより、完全に自動化されたIV/CV測定を実現
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選択ガイド
B1506A-H20/H21 B1506A-H50/H51 B1506A-H70/H71

コレクター／ 
ドレイン 
チャネル

最大出力 電圧 ±3000 V

電圧 DC ±1 A ±100 mA ±100 mA

パルス ±20 A ±500 A ±1500 A

ソース 最小分解能 電圧 25 μV

電流 100 fA

測定 最小分解能 電圧 0.5 μV

電流 10 fA

ゲート 
チャネル

最大出力 電圧 ±100 V

電流 DC ±100 mA

パルス ±1 A

ソース 最小分解能 電圧 25 μV

電流 500 fA

測定 最小分解能 電圧 25 μV

電流 10 fA

容量測定
（B1506A-H21/

H51/H71のみ）

最大バイアス ゲート ±100 V

コレクター／ 
ドレイン

±3000 V

周波数レンジ 1 kHz～ 1 MHz

容量レンジ 100 fF～ 1 μF

特性 カテゴリー パラメータ

静特性 しきい値電圧 V(th)、Vge(th)

伝達特性 Id-Vgs、Ic-Vge、gfs

オン抵抗 Rds(on)、Vce(sat)

ゲートリーク電流 Igss、Iges

出力リーク電流 Idss、Ices

出力特性 Id-Vds、Ic-Vce

ブレークダウン電圧 BVds、BVces

ゲート電荷特性 3 ゲート電荷 Qg、Qg(th)、Qgs、Qgd、Qsw、Qsync、Qoss

容量特性 3 ゲート抵抗 Rg

デバイス容量 Ciss、Coss、Crss、Cgs、Cgd、Cies、Coes、Cres

パワー損失 3 ドライブ損失／スイッチング損失 1 指定されたデューティー 
サイクルにおける伝導損失 2

1. ドライブ損失とスイッチング損失は、指定された周波数で測定されたQg特性、Vth、Rgから計算されています。
2. 伝導損失は、測定されたRds(on)およびピーク電流から計算されています。
3. B1506A-H21/H51/H71のみ

サポートされているパワーデバイスおよび電子部品
MOSFET、IGBT、ダイオード、インダクター、コンデンサ、シャント抵抗、抵抗、コネクタ、ケーブル、リレー、フォトカップラー、半導体リレー
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オーダー情報
モデル番号 オプション 概要

B1506A パワーデバイス・アナライザ主要パラメータ自動測定装置
H20 オプションH20：20 A/3 kV/サーマル・フィクスチャ・パッケージ
H21 オプションH21：20 A/3 kV/C-V/ゲート電荷／サーマル・フィクスチャ・パッケージ
H50 オプションH50：500 A/3 kV/サーマル・フィクスチャ・パッケージ
H51 オプションH51：500 A/3 kV/C-V/ゲート電荷／サーマル・フィクスチャ・パッケージ
H70 オプションH70：1500 A/3 kV/サーマル・フィクスチャ・パッケージ
H71 オプションH71：1500 A/3 kV/C-V/ゲート電荷／サーマル・フィクスチャ・パッケージ
温度テストオプション
T01 温度テストエンクロージャ（ThermoStream使用可能）
ドキュメント
0B0 キーサイトのウェブサイトから製品マニュアルをダウンロードできます
ABA 英語版ユーザーズガイド
ABJ 日本語版ユーザーズガイド
校正証明書
UK6 テストデータ付き校正証明書
A6J ANSI Z540-1-1994校正
ドライブオプション
DR1 内蔵のDVD-Rドライブを読み取り専用のDVDドライブに交換

B1506AU B1506A用アップグレードキット
電流アップグレード
005 20 Aから500 Aへの電流アップグレード(B1506A-H21)

015 500 Aから1500 Aへの電流アップグレード(B1506A-H51)

105 20 Aから500 Aへの電流アップグレード(B1506A-H20)

115 500 Aから1500 Aへの電流アップグレード(B1506A-H50)

CV/Qgアップグレード
021 CV/QgのB1506A-H20への追加
051 CV/QgのB1506A-H50への追加
071 CV/QgのB1506A-H70への追加
アクセサリ
T01 温度テストエンクロージャ（ThermoStream使用可能）
F02 ブランク・シリコン・プレート
F10 3ピン・インライン・パッケージ・ソケット・モジュール
F11 ユニバーサル・ソケット・モジュール
F13 カーブトレーサー・テスト・アダプター・ソケット・モジュール
F14 ゲート電荷ソケットアダプター

Keysight B2900プレジション 
測定器ファミリー
www.keysight.co.jp/find/b2900a

Keysight B1500A半導体 
デバイス・アナライザ
www.keysight.co.jp/find/b1500a

Keysight B1505Aパワー 
デバイス・アナライザ／ 
カーブトレーサー
(1500 A/10 kV)
www.keysight.co.jp/find/b1505a
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