
Data Sheet

Keysight Technologies
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



広い動作条件ですべてのデバイスパラメータを評価し、パワーエレクトロニクス回路デザインのパフォーマンス
を改善

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

 – 高バイアス電圧でトランジスタの入力／出力および逆伝達キャパシタンス（Ciss、Coss、Crss、Cies、
Coes、Cres、Rg）を測定

 – Qg曲線測定

 – 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

 – データシート特性評価モードにより、データシートのパラメータを簡単に評価可能

 – 広い動作I/V(1500 A、3 kV)での温度テスト(－50 ℃～＋250 ℃ )

 – 検証オシロスコープ表示により、パルスド測定の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

回路デザイン用のB1506A パワーデバイス・アナライザは、デザイナが用途に適したパワー半導体デバイス／
コンポーネントを選択して、パワーエレクトロニクス製品の価値を最大限に高めることができる完全なソリュー
ションです。ブレークダウン電圧やオン抵抗などのIVパラメータ、3端子FETのキャパシタンス、ゲート電荷、パ
ワー損失など広い動作条件で関連するデバイスパラメータを評価することができます。

広い電圧／電流レンジ（3 kVおよび1500 A）、広い温度測定範囲(－50 ℃～＋250 ℃ )、高速パルス機能、サブ
nAレベルの電流測定機能など、B1506Aのさまざまな機能は、実際の回路動作条件で仕様に満たない半導体
デバイス／コンポーネントを識別するのに役立ちます。また、独自のソフトウェアインタフェース(Easy Test 

Navigator)により、使い慣れたデータシートのフォーマットで半導体デバイス／コンポーネントの特性評価を簡
単に行うことができます。このため、面倒なトレーニングは不要です。テストフィクスチャ内に統合されたス
イッチング回路は、テストの完全な自動化をサポートし、高電圧テストと大電流テストの自動切り替えや、IV測
定とCV測定の自動切り替えを行うことができます。さらに、独自のプラグインスタイルのデバイス・テスト・
フィクスチャ・ソケット・アダプタにより、ケーブル接続の必要性をなくし、人為的なエラーを低減します。
B1506Aは、温度特性評価の完全な自動化もサポートしています。これは、内蔵のサーモストリーム制御機能ま
たは温度プレートのいずれかを使用して行うことができます。DUTがB1506Aの測定リソースに近接するため、
恒温槽までケーブルを延長した場合に発生する大きな寄生成分が存在しません。このため、最大1500 Aの超大電
流でも発振することなく、低温および高温の両方で正確に評価することができます。

このようなB1506Aの革新的な機能により、パワーエレクトロニクス回路のデザインにおいて、優れた最終製品
を開発でき、さらに開発サイクルを加速することができます。

はじめに



測定確度と出力確度は、以下の条件で仕様化されています。注記：SMU測定と出力確度は、
MFCMUの出力端子で仕様化されているキャパシタンス測定を除き、テストフィクスチャ内
の出力端子で仕様化されています。
1. 温度：23 ℃±5 ℃
2. 湿度：20 %～ 70 %、結露なし
3. 40分のウォームアップ後に自己校正が必要。
4. 自己校正後の周囲温度変化は±1 ℃未満。（注記：MFCMUには適用されません。）
5. 自己校正実行後1時間以内に測定すること。（注記：MFCMUには適用されません。）
6. 校正周期：1年
7. SMUの積分時間設定：10 PLC（1 nA～ 1 Aレンジ、電圧レンジ）、200 μs（20 Aレン

ジ）、高速ADCのアベレージング回数：10 PLCあたり128サンプル
8. SMUフィルター：MPSMUでオン
9. ドレイン出力電流測定仕様の確度は、電圧が変化してから20秒経過するまでは保証さ

れません。

B1506Aは、以下の条件で使用する必要があります。
温度：＋5 ℃～＋40 ℃
湿度：20 %～ 70 %、結露なし
サーモストリーム使用時に空気温度が＋20 ℃以上のとき
温度：＋20 ℃～＋30 ℃
湿度：20 %～ 70 %、結露なし
サーモストリーム使用時に空気温度が＋20 ℃未満のとき
温度：＋20 ℃～＋30 ℃
湿度：20 %～ 50 %、結露なし
温度プレート使用時
温度：＋5 ℃～＋30 ℃
湿度：20 %～ 70 %、結露なし

仕様条件

動作条件
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B1506A-H21 B1506A-H51 B1506A-H71

コレクタ／ 
ドレイン 
チャネル

最大出力 電圧 ±3000 V ±3000 V ±3000 V

電流 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 25 μV 25 μV

電流 100 fA 100 fA 100 fA

測定
最小
分解能

電圧 0.5 μV 0.5 μV 0.5 μV

電流 10 fA 10 fA 10 fA

ゲートチャネル

最大出力
電圧 ±100 V ±100 V ±100 V

電流 DC ±100 mA ±100 mA ±100 mA

パルス ±1 A ±1 A ±1 A

ソース 最小 
分解能

電圧 25 μV 25 μV 25 μV

電流 100 fA 100 fA 100 fA

測定
 

最小 
分解能

電圧 0.5 μV 0.5 μV 0.5 μV

電流 10 fA 10 fA 10 fA

キャパシタンス
測定

最大バイアス
ゲート  ±100 V ±100 V ±100 V

コレクタ／ 
ドレイン

 ±3000 V ±3000 V ±3000 V

周波数レンジ   1 kHz～ 1 MHz 1 kHz～ 1 MHz 1 kHz～ 1 MHz

キャパシタンス 
レンジ

  100 fF～ 1 μF 100 fF～ 1 μF 100 fF～ 1 μF

B1506Aの主な仕様

特性 カテゴリ パラメータ
静特性 しきい値電圧 Vgs（th）、Vge（th）

伝送特性 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 ゲート電荷 Qg、Qg（th）、Qgs、Qgd、Qsw、Qsync、Qoss

キャパシタンス特性 ゲート抵抗 Rg

デバイスキャパシタンス Ciss、Coss、Crss、Cgs、Cgd、Cies、Coes、Cres

パワー損失 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での伝導損失*2

測定パラメータ

*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により計算されています。
*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。

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、コンデンサ、シャント抵抗、コネクタ、ケーブル、リレー、フォトカップラ、半導体リ
レー
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動作範囲

IV機能 動作範囲

コレクタ／ドレイン電圧 ±3000 V

コレクタ／ドレイン電流 ±1500 A（B1506A-H71）

±500 A（B1506A-H51）

±20 A（B1506A-H21）

ゲート ±30 V/±1 A（パルス）：MCSMU

±100 V/±100 mA：MPSMU

CV機能 動作範囲

ゲートDCバイアス電圧 ±100 V

コレクタ／ドレインDCバイアス電圧 ±3000 V

周波数 1 kHz～ 1 MHz

キャパシタンス 100 fF～ 100 nF

ゲート電荷機能 動作範囲

Qg、Qgd、Qd 1 nC～ 100 μC

VDD 0 V～＋3000 V

ID 0 A～ 1500 A

ゲートドライブ －30 V～ 30 V
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ゲート／ベース・ステップ・ 
ジェネレーターの仕様

ゲート／ベース・ステップ・ジェネレーターのIV動作範囲は、MCSMUモジュー
ルとMPSMUモジュールの組み合わせとして定義されています。以下のグラフは、
B1506A(H21/H51/H71)のゲート／ベース・ステップ・ジェネレーターのIV動作範囲全
体を示しています。

各モジュールの詳細な仕様については、このドキュメントで後述する各モジュールのセ
クションを参照してください。

ドレイン／コレクタ電源の 
仕様

B1506A-H21

B1506A-H21のドレイン／コレクタ電源のIV動作範囲は、HCSMU、MPSMU、HVSMU

モジュールの組み合わせとして定義されています。以下のグラフは、B1506A-H21のド
レイン／コレクタ電源のIV動作範囲全体を示しています。

各モジュールの詳細な仕様については、このドキュメントで後述する各モジュールのセ
クションを参照してください。

log Voltage (V)

log Current (A)

MPSMU

MCSMU

20 30 100 40 10 -20 -30 -100 -40 -10 

1

20 m 
40 m
100 m

-1

-20 m 
-40 m
-100 m

log Voltage (V)

log Current (A)

MPSMU HVSMU

20 40 100 1.5 k 3 k-20 -40 -100 -1.5 k-3 k

20

1

20 m 

100 m

8 m
4 m
1 m

-20

-1

-20 m 

-100 m

-8 m
-4 m
-1 m

HCSMU

ゲート／ベース・ステップ・ジェネレーターの測定範囲と出力レンジ

B1506A-H21のIV動作範囲

電流／電圧測定の仕様

対数電流（A）

対数電圧（V）

対数電流（A）

対数電圧（V）
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B1506A-H71

B1506A-H71のドレイン／コレクタ電源のIV動作範囲は、UHCU、MPSMU、HVSMUモ
ジュールの組み合わせとして定義されています。以下のグラフは、B1506A-H51のドレ
イン／コレクタ電源のIV動作範囲全体を示しています。

各モジュールの詳細な仕様については、このドキュメントで後述する各モジュールのセク
ションを参照してください。

log Voltage (V)

log Current (A)

20 40 100 1.5 k 3 k-20 -40 -100 -1.5 k-3 k

-1500

-20 m 
-40 m

-8 m
-4 m
-1 m

-100 m

1500

20 m 
40 m

8 m
4 m
1 m

100 m

MPSMU HVSMU

UHC

B1506A-H71のIV動作範囲

B1506A-H51

B1506A-H51のドレイン／コレクタ電源のIV動作範囲は、UHCU、MPSMU、HVSMUモ
ジュールの組み合わせとして定義されています。以下のグラフは、B1506A-H51のドレ
イン／コレクタ電源のIV動作範囲全体を示しています。

各モジュールの詳細な仕様については、このドキュメントで後述する各モジュールのセク
ションを参照してください。

log Voltage (V)

log Current (A)

MPSMU HVSMU

UHC

20 40 100 1.5 k 3 k-20 -40 -100 -1.5 k-3 k

-500

-20 m 
-40 m

-8 m
-4 m
-1 m

-100 m

500

20 m 
40 m

8 m
4 m
1 m

100 m

B1506A-H51のIV動作範囲

ドレイン／コレクタ電源の仕様
（続き）

対数電流（A）

対数電圧（V）

対数電流（A）

対数電圧（V）
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キャパシタンス測定の仕様
B1506Aのキャパシタンス測定では、B1506A メインフレームのMFCMUモジュールとB1506A テストフィクスチャに内蔵のデバイス・
キャパシタンス・セレクターを組み合わせて使用します。

DCバイアス特性
SMUバイアス出力抵抗で100 kΩ
電圧降下補正機能が使用できます。

キャパシタンスセレクターのバイパスキャパシタンス

キャパシタンス 耐電圧

ドレイン端子からソース端子 1 μF ±3000 V

ゲート端子からソース端子 1 μF ±100 V

2端子デバイスの測定確度（補足特性）
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Measurement accuracy for 2-terminal device

Error 3%

Error 5%

Error 10%

Error 20%

条件
ACレベル：30 mV rms

Dx≦0.1

（Dx：Dの測定値）

雑音レベルは、設定パラメータと被試
験デバイスに依存します。

積分時間を長くしたり、大信号を使用
することで、雑音レベルを下げること
ができます。

2端子デバイスの出力端子

コレクタ／ドレイン フォース オープン オープン オープン
センス ハイ ハイ オープン

エミッタ／ソース フォース オープン オープン オープン
センス ロー オープン ロー

ベース／ゲート ハイ オープン ロー ハイ
ロー オープン オープン オープン

2端子デバイスの測定確度

周波数（Hz）

C測
定
値（

F）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %
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3端子デバイスの測定確度（補足特性）
条件
ACレベル：30 mV rms、Dx≦0.1（Dx：Dの測定値）

Cgs測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:1:1

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %

Cgs測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:0.1:0.01

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %
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3端子デバイスの測定確度（補足特性）（続き）

Cds測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:1:1

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %

Cds測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:0.1:0.01

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %
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3端子デバイスの測定確度（補足特性）（続き）

Cgd測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:1:1

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %

Cgd測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:0.1:0.01

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %
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3端子デバイスの測定確度（補足特性）（続き）

Ciss測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:1:1

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %

Ciss測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:0.1:0.01

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %
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3端子デバイスの測定確度（補足特性）（続き）

Coss測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:1:1

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %

Coss測定確度、3端子
Cgs:Cds:Cgd＝1:0.1:0.01

Cg
s測
定
値（

F）

周波数（Hz）

誤差 3 %

誤差 5 %

誤差 10 %

誤差 20 %
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パラメータ名 Coss Cds Crss Cgs Ciss/Rg

コレクタ／ドレイン フォース オープン オープン オープン オープン オープン

センス ハイ ハイ ハイ ACG ロー

エミッタ／ソース フォース オープン オープン オープン オープン オープン

センス ロー ロー ACG ロー ロー

ベース／ゲート ハイ ロー ACG ロー ハイ ハイ

ロー オープン オープン オープン オープン オープン

3端子デバイスの出力端子

3端子デバイスのキャパシタンスの定義

記号 概要
Cgs ベース／ゲート端子とエミッタ／ソース端子間のキャパシタンス
Cds コレクタ／ドレイン端子とエミッタ／ソース端子間のキャパシタンス
Cgd ベース／ゲート端子とコレクタ／ドレイン端子間のキャパシタンス
Crss ベース／ゲート端子とコレクタ／ドレイン端子間のキャパシタンス
Ciss ベース／ゲート端子とエミッタ／ソース端子間のキャパシタンスおよびベース／ゲート端子と 

コレクタ／ドレイン端子間のキャパシタンス
Coss コレクタ／ドレイン端子とエミッタ／ソース端子間のキャパシタンスおよびベース／ゲート端子と 

エミッタ／ソース端子間のキャパシタンス
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ゲート電荷測定の仕様

Qgate (C)

QgdQgs

Qgs1

Qg

Qgs2

Vth

Vgs
プラトー

Vgs

Vgs (V)

B1506Aは、ゲート電荷ソケットアダプタ（アクセサリとして付属）を使用してゲート電荷の特性評価を行うことができます。抵抗とト
ランジスタの両方とも、ドレイン／コレクタ電流制御デバイスとしてサポートしています。

サーモストリームやサーマルプレートを使用した温度依存性の測定はサポートしていません。

Qg：ゲート電荷
Qgs：ゲート-ソース電荷
Qgs1：しきい値のゲート電荷
Qgs2：しきい値からプラトーの開始点までのゲート電荷
Qgd：ゲート-ドレイン電荷

B1506A-H21 B1506A-H51 B1506A-H71

測定パラメータ 測定可能範囲

Qg 1 nC～ 100 μC

最小分解能 10 pC

高電圧時のVds(Vce) 0 V～＋3000 V

分解能 3 mV/6 μs

大電流時のVds(Vce)
サポートしていません

－60 V～ 60 V

分解能 100 μV/2 μs

Vgs(Vge) －30 V～＋30 V

V/T分解能 40 μV/2 μs

Id（Ic） 0 A～ 20 A 0 A～ 500 A 0 A～ 1500 A

I/T分解能 2 mA/2 μs

Ig 10 nA～ 1 A

I/T分解能 10 pA/2 μs

測定パラメータ
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B1506A-H21 B1506A-H51 B1506A-H71

設定パラメータ 設定範囲

高電圧時のVds(Vce) 0 V～＋3000 V

分解能 3 mV/6 μs

大電流時のVds(Vce) －40 V～ 40 V －60 V～ 60 V

分解能 40 μV/2 μs 100 μV/2 μs

Id max 20 A 450 A 1100 A

ゲートドライブVgs(Vge) －30 V～＋30 V

分解能 40 μV

ゲート制御電流Ig 1 μA～ 1 A

分解能 0.1 μA

電流レギュレータ制御電圧 －30 V～＋30 V

分解能 40 μV

オンタイム 50 μs～ 950 μs 50 μs～ 450 μs

分解能 2 μs

ターゲットデバイス
MOSFET、IGBT TOパッケージデバイス

MOSFET、IGBTモジュールデバイル

設定パラメータ
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出力ピークパワー
電流レンジ ピークパワー
±500 A 7.5 kW

±1500 A 22.5 kW

電圧レンジ、分解能、確度

電圧レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1、2、3 

±(%＋mV)
測定確度 1、3 

±(%＋mV)

±60 V 200 μV 100 μV ±(0.2＋10) ±(0.2＋10)

1. ±（読み値の%＋オフセットの固定値(mV)）
2. 設定確度はオープン負荷で定義されています。
3. 確度は、500 Aレンジでパルス幅1 ms、1500 Aレンジでパルス幅500 μsで定義されています。

電流レンジ、分解能、確度 1

電流レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 2、3 

±(%＋A＋A)
測定確度 2、3  

±(%＋A＋A)

±500 A 1 mA 500 μA ±(0.6＋0.3＋0.01*Vo) ±(0.6＋0.3＋0.01*Vo)

±1500 A 4 mA 2 mA ±(0.8＋0.9＋0.02*Vo) ±(0.8＋0.9＋0.02*Vo)

1. 電流パルスモードの場合の最大電圧コンプライアンスは、63 Vです。＞400 A（500 Aレンジ）と＞1200 A（1500 Aレンジ）は、補足特性です。
2. 確度は、500 Aレンジでパルス幅1 ms、1500 Aレンジでパルス幅500 μsで定義されています。
3. ±（読み値の%＋オフセットの固定値（A）＋オフセットの比例値(A)）、Voは出力電圧。

UHCUパルス幅／分解能

電流レンジ 電圧パルス幅 電流パルス幅 分解能 パルス周期 1

500 A 10 μs～ 1 ms 10 μs～ 1 ms 2 μs デューティーサイクル≦0.4 %

1500 A 10 μs～ 500 μs 10 μs～ 500 μs 2 μs デューティーサイクル≦0.1 %

1. 連続して最大電流を出力している場合、充電が追い付かないと出力電流が低下する可能性があります。

UHC（超大電流）の仕様

その他の機能

フィルター 
500 Aレンジで電流モードのUHC
出力に対してフィルターを使用す
ることができます。

UHCU出力抵抗
出力範囲 公称値
500 A 120 mΩ
1500 A 40 mΩ

補足特性

UHC測定／出力範囲

UHCU出力は、パルスモードでのみ使用可能です。

上の図内の式の「I」は電流、「V」は電圧を表しています。

最大電流は、出力端子がショートされた場合で定義されています。また、最大電流は、テス
トリードの残留抵抗やDUTのインピーダンスによって制限されます。

60-60

500

-500

1500

-1500

電流（A）

電圧（V）

I = (60 - V)/ 0.04 

I = (60 - V)/ 0.12 

I = (-60 - V)/ 0.04

I = (-60 - V)/ 0.12

1500 Aレンジの測定範囲と
出力レンジ

500 Aレンジの測定範囲と
出力レンジ
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HCSMUドレイン出力の仕様

電圧レンジ、分解能、確度
電圧レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

±(%＋mV＋mV)
測定確度 1  
±(%＋mV＋mV)

最大電流

±0.2 V 200 nV 200 nV ±(0.06＋0.6＋Io×0.05) ±(0.06＋0.6＋Io×0.05) 20 A

±2 V 2 μV 2 μV ±(0.06＋0.6＋Io×0.5) ±(0.06＋0.6＋Io×0.5) 20 A

±20 V 20 μV 20 μV ±(0.06＋3＋Io×5) ±(0.06＋3＋Io×5) 20 A

±40 V 40 μV 40 μV ±(0.06＋3＋Io×10) ±(0.06＋3＋Io×10) 1 A
1. ±（読み値の%＋オフセットの固定値(mV)＋オフセットの比例値(mV)）。注記：Ioは出力電流(A)。

電流レンジ、分解能、確度
電流レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

(%＋A＋A)
測定確度 1  
(%＋A＋A)

最大電圧

±10 μA 10 pA 10 pA ±(0.06＋1E-8＋Vo×3E-9) ±(0.06＋1E-8＋Vo×3E-9) 40 V

±100 μA 100 pA 100 pA ±(0.06＋2E-8＋Vo×3E-9) ±(0.06＋2E-8＋Vo×3E-9) 40 V

±1 mA 1 nA 1 nA ±(0.06＋2E-7＋Vo×1E-8) ±(0.06＋2E-7＋Vo×1E-8) 40 V

±10 mA 10 nA 10 nA ±(0.06＋2E-6＋Vo×1E-7) ±(0.06＋2E-6＋Vo×1E-7) 40 V

±100 mA 100 nA 100 nA ±(0.06＋2E-5＋Vo×1E-6) ±(0.06＋2E-5＋Vo×1E-6) 40 V

±1 A 1 μA 1 μA ±(0.4＋2E-4＋Vo×1E-5) ±(0.4＋2E-4＋Vo×1E-5) 40 V

±20 A 2 20 μA 20 μA ±(0.4＋2E-3＋Vo×1E-4) ±(0.4＋2E-3＋Vo×1E-4) 20 V
1. ±（読み値の%＋オフセットの固定値(A)＋オフセットの比例値(A)）、Voは出力電圧(V)。
2. パルスモードのみ。パルス出力中のベース電流は最大±100 mA。

消費電力
電圧源モード：
電圧レンジ 消費電力
0.2 V 40×Ic(W)

2 V 40×Ic(W)

40 V 40×Ic(W)

Ic：電流コンプライアンス設定パルス電
流の場合、Ic＝（デューティーサイクル）
×Ipulse

電流源モード：
電圧 
コンプライアンス

消費電力

Vc≦0.2 40×Io(W)

0.2＜Vc≦2 40×Io(W)

2＜Vc≦40 40×Io(W)

Vc：電圧コンプライアンス設定、 
Io：出力電流。パルス電流の場合、 
Io＝（デューティーサイクル）×Ipulse

HCSMU測定／出力範囲

パルスのみ

DCおよびパルス

20-40
-1

1

20

-20

電流（A）

電圧（V）

-20 40
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HVSMUドレイン出力の仕様

電圧レンジ、分解能、確度
電圧レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

±(%＋mV)
測定確度 1 

±(%＋mV)
最大電流

±200 V 200 μV 200 μV ±(0.03＋40) ±(0.03＋40) 8 mA

±500 V 500 μV 500 μV ±(0.03＋100) ±(0.03＋100) 8 mA

±1500 V 1.5 mV 1.5 mV ±(0.03＋300) ±(0.03＋300) 8 mA

±3000 V 3 mV 3 mV ±(0.03＋600) ±(0.03＋600) 4 mA
1. ±（読み値の%＋オフセット電圧(V)）

電流レンジ、分解能、確度
電流レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

±(%＋A＋A)
測定確度 1  
±(%＋A＋A)

最大電圧 最小設定 
電流 2

±10 nA 3 100 fA 100 fA ±(0.1＋1E-9＋Vo×3E-11) 4 ±(0.1＋1E-9＋Vo×3E-11) 4 3000 V 1 pA

±100 nA 3 100 fA 100 fA ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) 4 ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) 4 3000 V 100 pA

±1 μA 3 1 pA 1 pA ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) 4 ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) 4 3000 V 100 pA

±10 μA 3 10 pA 10 pA ±(0.04＋2E-9＋Vo×3E-11) 4 ±(0.04＋2E-9＋Vo×3E-11) 4 3000 V 10 nA

±100 μA 100 pA 100 pA ±(0.03＋3E-9＋Vo×3E-9) ±(0.03＋3E-9＋Vo×3E-9) 3000 V 10 nA

±1 mA 1 nA 1 nA ±(0.03＋6E-8＋Vo×3E-9) ±(0.03＋6E-8＋Vo×3E-9) 3000 V 100 nA

±10 mA 10 nA 10 nA ±(0.03＋2E-7＋Vo×3E-9) ±(0.03＋2E-7＋Vo×3E-9) 1500 V 1 μA
1. ±（読み値の%＋オフセットの固定値(A)＋オフセットの比例値(A)）、Voは出力電圧(V)。
2. 出力電流は、表に示されている電流よりも大きく設定する必要があります。
3. 補足特性
4. センスラインだけがDUTに接続され、フォースラインは開いたままの場合、確度の式の第3項はVo×2E-12になります。

消費電力

電圧源モード：
電流 
コンプライアンス

消費電力

Ic≦4 m 3000×Ic（W）
4 m＜Ic≦8 m 1500×Ic（W）
Ic：電流コンプライアンス設定

電流源モード：
電圧 
コンプライアンス

消費電力

Vc≦1500 1500×Io（W）
1500＜Vc≦3000 3000×Io（W）
Vc：電圧コンプライアンス設定、 
Io：出力電流。

HVSMU測定／出力範囲

3000

-3000

8

4

電流（mA）

電圧（V）

-4

-8

-1500

1500

1

-1
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MPSMUドレイン出力／ゲート出力の仕様

電圧レンジ、分解能、確度（高分解能ADC）
電圧レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

±(%＋mV)
測定確度 1  
±(%＋mV)

最大電流

±0.5 V 25 μV 0.5 μV ±(0.018＋0.5) ±(0.01＋0.5) 100 mA

±2 V 100 μV 2 μV ±(0.018＋0.5) ±(0.01＋0.5) 100 mA

±5 V 250 μV 5 μV ±(0.018＋1) ±(0.009＋1) 100 mA

±20 V 1 mV 20 μV ±(0.018＋3) ±(0.009＋1) 100 mA

±40 V 2 mV 40 μV ±(0.018＋6) ±(0.01＋1) 2

±100 V 5 mV 100 μV ±(0.018＋15) ±(0.012＋2.5) 2

1. ±（読み値の%＋オフセット値(mV)）
2. 100 mA(Vo≦20 V)、50 mA(20 V＜Vo≦40 V)、20 mA(40 V＜Vo≦100 V)、Voは出力電圧(V)。

電流レンジ、分解能、確度（高分解能ADC）
電流レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

±(%＋A＋A)
測定確度 1  

±(%＋A＋A)
最大電圧

±10 nA 3 500 fA 10 fA ±(0.1＋1E-9＋Vo×3E-11) ±(0.1＋1E-9＋Vo×3E-11) 100 V

±100 nA 3 5 pA 100 fA ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) 100 V

±1 μA 3 50 pA 1 pA ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) 100 V

±10 μA 500 pA 10 pA ±(0.05＋3E-9＋Vo×3E-11) 4

±(0.05＋3E-9＋Vo×3E-9) 5
±(0.04＋2E-9＋Vo×3E-11) 4

±(0.04＋2E-9＋Vo×3E-9) 5
100 V

±100 μA 5 nA 100 pA ±(0.035＋15E-9＋Vo×1E-10) 4 
±(0.035＋15E-9＋Vo×3E-9) 5

±(0.03＋3E-9＋Vo×1E-10) 4

±(0.03＋3E-9＋Vo×3E-9) 5
100 V

±1 mA 50 nA 1 nA ±(0.04＋15E-8＋Vo×1E-9) 4

±(0.04＋15E-8＋Vo×3E-9) 5
±(0.03＋6E-8＋Vo×1E-9) 4

±(0.03＋6E-8＋Vo×3E-9) 5
100 V

±10 mA 500 nA 10 nA ±(0.04＋15E-7＋Vo×1E-8) ±（0.03＋2E-7＋Vo×1E-8） 100 V

±100 mA 5 μA 100 nA ±(0.045＋15E-6＋Vo×1E-7) ±（0.04＋6E-6＋Vo×1E-7） 2

1. ±（読み値の%＋オフセットの固定値(A)＋オフセットの比例値(A)）、Voは出力電圧(V)。
2. 100 V(Io≦20 mA)、40 V(20 mA＜Io≦50 mA)、20 V(50 mA＜Io≦100 mA)、Ioは出力電流(A)。
3. 補足特性
4. ゲート出力の場合
5. ドレイン出力の場合

電圧レンジ、分解能、確度（高速ADC）
電圧レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

±(%＋mV)
測定確度 1 

±(%＋mV)
最大電流 

±0.5 V 25 μV 25 μV ±(0.018＋0.5) ±(0.01＋0.5) 100 mA

±2 V 100 μV 100 μV ±(0.018＋0.5) ±(0.01＋0.7) 100 mA

±5 V 250 μV 250 μV ±(0.018＋1) ±(0.01＋2) 100 mA

±20 V 1 mV 1 mV ±(0.018＋3) ±(0.01＋4) 100 mA

±40 V 2 mV 2 mV ±(0.018＋6) ±(0.015＋8) 2

±100 V 5 mV 5 mV ±(0.018＋15) ±(0.02＋20) 2

1. ±（読み値の%＋オフセット値(mV)）。アベレージングは1 PLCあたり128サンプルです。
2. 100 mA（Vo≦20 V）、50 mA（20 V＜Vo≦40 V）、20 mA（40 V＜Vo≦100 V）、Voは出力電圧(V)。
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消費電力
電圧源モード：
電圧レンジ 消費電力
0.5 V 20×Ic(W)

2 V 20×Ic(W)

5 V 20×Ic(W)

20 V 20×Ic(W)

40 V 40×Ic(W)

100 V 100×Ic（W）
Ic：電流コンプライアンス設定

電流源モード：

電圧 
コンプライアンス

消費電力

Vc≦20 20×Io（W）
20＜Vc≦40 40×Io(W)

40＜Vc≦100 100×Io（W）
Vc：電圧コンプライアンス設定、 
Io：出力電流。

MPSMU測定／出力範囲

電流（mA）

電圧（V）

-100 100

-100
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-20-40

100

MPSMUドレイン出力／ゲート出力の仕様

電流レンジ、分解能、確度（高速ADC）
電流レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

±(%＋A＋A)
測定確度 1  
±(%＋A＋A)

最大電圧 

±10 nA 3 500 fA 500 fA ±(0.1＋1E-9＋Vo×3E-11) ±(0.25＋1E-9＋Vo×3E-11) 100 V

±100 nA 3 5 pA 5 pA ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) ±(0.1＋1E-9＋Vo×3E-11) 100 V

±1 μA 3 50 pA 50 pA ±(0.05＋1E-9＋Vo×3E-11) ±(0.1＋1E-9＋Vo×3E-11) 100 V

±10 μA 500 pA 500 pA ±(0.05＋3E-9＋Vo×3E-11) 4

±(0.05＋3E-9＋Vo×3E-9) 5
±(0.05＋2E-9＋Vo×3E-11) 4

±(0.05＋2E-9＋Vo×3E-9) 5
100 V

±100 μA 5 nA 5 nA ±(0.035＋15E-9＋Vo×1E-10) 4

±(0.035＋15E-9＋Vo×3E-9) 5
±(0.05＋2E-8＋Vo×1E-10) 4

±(0.05＋2E-8＋Vo×3E-9) 5
100 V

±1 mA 50 nA 50 nA ±(0.04＋15E-8＋Vo×1E-9) 4

±(0.04＋15E-8＋Vo×3E-9) 5
±(0.04＋2E-7＋Vo×1E-9) 4

±(0.04＋2E-7＋Vo×3E-9) 5
100 V

±10 mA 500 nA 500 nA ±(0.04＋15E-7＋Vo×1E-8) ±（0.04＋2E-6＋Vo×1E-8） 100 V

±100 mA 5 μA 5 μA ±(0.045＋15E-6＋Vo×1E-7) ±（0.1＋2E-5＋Vo×1E-7） 2

1. ±（読み値の%＋オフセットの固定値(A)＋オフセットの比例値(A)）、Voは出力電圧(V)。
2. 100 V(Io≦20 mA)、40 V(20 mA＜Io≦50 mA)、20 V(50 mA＜Io≦100 mA)、Ioは出力電流(A)。
3. 補足特性
4. ゲート出力の場合
5. ドレイン出力の場合
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MCSMUゲート出力/AUX出力の仕様

電圧レンジ、分解能、確度
電圧レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

±(%＋mV)
測定確度 1  
±(%＋mV＋mV)

最大電流

±0.2 V 200 nV 200 nV ±(0.06＋0.14) ±（0.06＋0.14＋Io×0.05） 1 A

±2 V 2 μV 2 μV ±(0.06＋0.6) ±(0.06＋0.6＋Io×0.5) 1 A

±20 V 20 μV 20 μV ±(0.06＋3) ±(0.06＋3＋Io×5) 1 A

±40 V 2 40 μV 40 μV ±(0.06＋3) ±(0.06＋3＋Io×10) 1 A
1. ±（読み値の%＋オフセットの固定値(mV)＋オフセットの比例値(mV)）。注記：Ioは出力電流(A)。
2. 最大出力電圧は30 V。

電流レンジ、分解能、確度
電流レンジ 設定分解能 測定分解能 設定確度 1  

(%＋A＋A)
測定確度 1  
(%＋A＋A)

最大電圧

±10 μA 10 pA 10 pA ±(0.06＋1E-8＋Vo×1E-10) ±(0.06＋1E-8＋Vo×1E-10) 30 V

±100 μA 100 pA 100 pA ±(0.06＋2E-8＋Vo×1E-9) ±(0.06＋2E-8＋Vo×1E-9) 30 V

±1 mA 1 nA 1 nA ±(0.06＋2E-7＋Vo×1E-8) ±(0.06＋2E-7＋Vo×1E-8) 30 V

±10 mA 10 nA 10 nA ±(0.06＋2E-6＋Vo×1E-7) ±(0.06＋2E-6＋Vo×1E-7) 30 V

±100 mA 100 nA 100 nA ±(0.06＋2E-5＋Vo×1E-6) ±(0.06＋2E-5＋Vo×1E-6) 30 V

±1 A 2 1 μA 1 μA ±(0.4＋2E-4＋Vo×1E-5) ±(0.4＋2E-4＋Vo×1E-5) 30 V
1.   ±（読み値の%＋オフセットの固定値(A)＋オフセットの比例値(A)）、Voは出力電圧(V)。
2.   パルスモードのみ。パルス出力中のベース電流は最大±50 mA。

消費電力
電圧源モード：
電圧レンジ 消費電力
0.2 V 40×Ic(W)

2 V 40×Ic(W)

40 V 40×Ic(W)

Ic：電流コンプライアンス設定

電流源モード：
電圧 
コンプライアンス

消費電力

Vc≦0.2 40×Io(W)

0.2＜Vc≦2 40×Io(W)

2＜Vc≦40 40×Io(W)

Vc：電圧コンプライアンス設定、 
Io：出力電流。

MCSMU測定／出力範囲

パルスのみ

DCおよびパルス

30-30

0.1

-0.1

1

-1

電流（A）

電圧（V）
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SMUソース測定モード
MPSMU：

VFIM、IFVM

HCSMU、MCSMU、HVSMU：
VFIM、VFVM、IFVM、IFIM

電圧／電流コンプライアンス（制限）
SMUは、被試験デバイスの損傷を防ぐた
めに出力電圧または電流を制限すること
ができます。

電圧：
0 V～±100 V（MPSMU）
0 V～±40 V（HCSMU）
0 V～±30 V（MCSMU）
0 V～±3000 V（HVSMU）

電流：
±10 pA～±100 mA(MPSMU)

±10 nA～±20 A（HCSMU）
±10 nA～±1 A（MCSMU）
±10 pA～±8 mA(HVSMU)

コンプライアンス確度：
電流または電圧の設定確度と同じ。

パワーコンプライアンス

MPSMU：
パワー：0.001 W～ 2 W

分解能：0.001 W

HCSMU：
パワー：0.001 W～ 40 W（DC）
0.001 W～ 400 W（パルス）
分解能：0.001 W

MCSMU：
パワー：0.001 W～ 3 W（DC）
0.001 W～ 30 W（パルス）
分解能：0.001 W

HVSMU：
パワーコンプライアンスなし

SMUパルス測定
パルス幅、期間、遅延：
MPSMU：
パルス幅：500 μs～ 2 s

パルス幅分解能：100 μs

パルス周期：5 ms～ 5 s

周期≧遅延＋幅＋2 ms（遅延＋幅 

≦100 msの場合）
周期≧遅延＋幅＋10 ms（遅延＋幅 

＞100 msの場合）
パルス周期分解能：100 μs

パルス遅延：0 s

HCSMU：
パルス幅：

50 μs～ 1 ms（20 Aレンジ）
50 μs～ 2 s（10 μA～ 1 Aレンジ）

パルス幅分解能：2 μs

パルス周期：5 ms～ 5 s

パルス周期分解能：100 μs

パルス・デューティーサイクル：
20 Aレンジの場合：≦1%

10 μA～ 1 Aレンジの場合
周期≧遅延＋幅＋2 ms（遅延＋幅 

≦100 msの場合）
周期≧遅延＋幅＋10 ms 

（遅延＋幅＞100 msの場合）
パルス遅延：0～（周期－幅）

MCSMU：
パルス幅：

10 μs～ 100 ms（1 Aレンジ）
10 μs～2 s（10 μA～100 mAレンジ）

パルス幅分解能：2 μs

パルス周期：5 ms～ 5 s

パルス周期分解能：100 μs

パルス・デューティーサイクル：
1 Aレンジの場合：≦5%

10 μA～ 100 mAレンジの場合
周期≧遅延＋幅＋2 ms

（遅延＋幅≦100 msの場合）
周期≧遅延＋幅＋10 ms

（遅延＋幅＞100 msの場合）
パルス遅延：0～（周期－幅）

HVSMU：
パルス幅：500 μs～ 2 s

パルス幅分解能：6 μs

パルス周期：5 ms～ 5 s

周期≧遅延＋幅＋2 ms（遅延＋幅 

≦100 msの場合）
周期≧遅延＋幅＋10 ms（遅延＋幅 

＞100 msの場合）
パルス周期分解能：100 μs

パルス遅延：0～（周期－幅）
パルス出力制限：
パルス電圧が1500 Vを超える場合、パ
ルスのピークとベースは極性が同じで
ある必要があります。

パルス測定遅延：
6 μs～（周期－パルス測定時間－ 

2 m）s、分解能6 μs

SMUのその他の仕様
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補足特性

電流コンプライアンス設定確度 
（逆極性の場合）：
MPSMU：

1 pA～ 10 nAレンジの場合：
V/I設定確度±レンジの12 %

100 nA～ 100 mAレンジの場合：
V/I設定確度±レンジの2.5 %

HCSMUおよびMCSMU：
10 μA～ 1 Aレンジの場合：

V/I設定確度±レンジの2.5 %

20 Aレンジ（HCSMU）の場合：
V/I設定確度±レンジの0.6 %

HVSMU：
10 nAレンジの場合：

V/I設定確度±レンジの12 %

100 nA～ 10 mAレンジの場合：
V/I設定確度±レンジの2.5 %

SMUパルス設定確度 
（固定測定レンジ）：
MPSMU：
幅：±0.5 %±50 μs

周期：±0.5 %±100 μs

HCSMUおよびMCSMU：
幅：±0.1 %±2 μs

周期：±0.1 %±100 μs

HVSMU：
幅：±0.1 %±6 μs

周期：±0.5 %±100 μs

最小パルス測定時間：
16 μs（MPSMU）
2 μs（HCSMUおよびMCSMU）
6 μs（HVSMU）
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MFCMU（マルチ周波数キャパシタンス測定ユニット）モジュールの仕様

測定機能

測定パラメータ：
Cp-G、Cp-D、Cp-Q、Cp-Rp、
Cs-Rs、Cs-D、Cs-Q、Lp-G、Lp-D、
Lp-Q、Lp-Rp、Ls-Rs、Ls-D、Ls-Q、
R-X、G-B、Z-θ、Y-θ

レンジ切替え：
自動および固定

測定端子：
4端子対構成、4個のBNC（メス） 
コネクタ

テスト信号

周波数：
レンジ：1 kHz～ 5 MHz

分解能：1 mHz（最小値）
確度：±0.008%

出力信号レベル：
レンジ：10 mVrms～ 250 mVrms

分解能：1 mVrms

確度：
MFCMUの測定ポートでは 

±（10.0 %＋1 mVrms ）、
±（15.0 %＋1 mVrms ）

出力インピーダンス：50 Ω（代表値）
信号レベル・モニタ：
レンジ：10 mVrms～ 250 mVrms

確度：
MFCMUの測定ポートでは 

±（読み値の10.0 %＋1 mVrms）、
±（15.0 %＋1 mVrms） 

DCバイアス機能

DCバイアス：
レンジ：0～±25 V

分解能：1 mV

確度：測定ポートで±（0.5 %＋5.0 mV）

最大DCバイアス電流 
（補足特性）：

インピーダンス 
測定範囲

最大DCバイアス 
電流

50 Ω 10 mA

100 Ω 10 mA

300 Ω 10 mA

1 kΩ 1 mA

3 kΩ 1 mA

10 kΩ 100 μA

30 kΩ 100 μA

100 kΩ 10 μA

300 kΩ 10 μA

出力インピーダンス：50 Ω（代表値）

掃引特性

使用可能な掃引パラメータ：
発振器出力レベル、DCバイアス電圧、
周波数

掃引タイプ：リニア、ログ
掃引モード：シングル、ダブル
掃引方向：上、下
測定ポイント数：
最大1,001ポイント 

測定確度

以下のパラメータは、MFCMUの測定ポー
トにおけるインピーダンス測定確度を表す
ために使用されています。

ZX：インピーダンス測定値（Ω）
DX：Dの測定値
E＝EP’＋（ZS’/|ZX|＋YO’|ZX|）×100（%）
EP’＝EPOSC＋EP (%)

YO’＝YOSC＋YO (S)

ZS’＝ZOSC＋ZS (Ω)

|Z|確度 

±E（%）
θ確度 

±E/100（rad）
C確度 

DX≦0.1で 

±E(%) 

 

DX＞0.1で 

±E×√(1＋DX
2)(%)

D確度 

DX≦0.1で 

±E/100 

 

DX＞0.1で 

±E×（1＋DX）/100

G確度 

DX≦0.1で 

±E/DX(%) 

 

DX＞0.1で 

±E×√(1＋DX
2)/DX(%)

注記：測定確度は以下の条件で仕様化されてい
ます。
温度：23 ℃±5 ℃
積分時間：1 PLC
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パラメータEPOSC ZOSC

発振器出力レベル EPOSC(%) ZOSC(mΩ)

125 mV＜VOSC≦250 mV 0.03×（250/VOSC－1） 5×（250/VOSC－1）
64 mV＜VOSC≦125 mV 0.03×（125/VOSC－1） 5×（125/VOSC－1）
32 mV＜VOSC≦64 mV 0.03×（64/VOSC－1） 5×(64/VOSC－1)

VOSC≦32 mV 0.03×（32/VOSC－1） 5×(64/VOSC－1)

VOSCは発振器出力レベル(mV)。

パラメータYOSC YO EP ZS

周波数 YOSC(nS) YO(nS) EP(%) ZS(mΩ)

1 kHz≦f≦200 kHz 1×（125/VOSC－0.5） 1.5 0.095 5.0

200 kHz＜f≦1 MHz 2×(125/VOSC－0.5) 3.0 0.095 5.0

1 MHz＜f≦2 MHz 2×(125/VOSC－0.5) 3.0 0.28 5.0

2 MHz＜f 20×（125/VOSC－0.5） 30.0 0.28 5.0

fは周波数（Hz）。
VOSCは発振器出力レベル(mV)。

計算されたC/G測定確度の例
周波数 測定された 

キャパシタンス
キャパシタンス 
測定確度 1

測定された 
コンダクタンス

コンダクタンス 
測定確度 1

5 MHz 1 pF ±0.61 % ≦3 μS ±192 nS

10 pF ±0.32 % ≦31 μS ±990 nS

100 pF ±0.29 % ≦314 μS ±9 μS

1 nF ±0.32 % ≦3 mS ±99 μS

1 MHz 1 pF ±0.26 % ≦628 nS ±16 nS

10 pF ±0.11 % ≦6 μS ±71 nS

100 pF ±0.10 % ≦63 μS ±624 nS

1 nF ±0.10 % ≦628 μS ±7 μS

100 kHz 10 pF ±0.18 % ≦628 nS ±11 nS

100 pF ±0.11 % ≦6 μS ±66 nS

1 nF ±0.10 % ≦63 μS ±619 nS

10 nF ±0.10 % ≦628 μS ±7 μS

10 kHz 100 pF ±0.18 % ≦628 nS ±11 nS

1 nF ±0.11 % ≦6 μS ±66 nS

10 nF ±0.10 % ≦63 μS ±619 nS

100 nF ±0.10 % ≦628 μS ±7 μS

1 kHz 100 pF ±0.92 % ≦63 nS ±6 nS

1 nF ±0.18 % ≦628 nS ±11 nS

10 nF ±0.11 % ≦6 μS ±66 nS

100 nF ±0.10 % ≦63 μS ±619 nS
1. キャパシタンスおよびコンダクタンスの測定確度は、以下の条件で仕様化されています。 

DX≦0.1 
積分時間：1 PLC 
テスト信号レベル：MFCMUの4端子対ポートで30 mVrms 

MFCMU（マルチ周波数キャパシタンス測定ユニット）モジュールの仕様 
（続き）
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テストフィクスチャの 
仕様
B1506Aに使用できるテストフィクスチャ
は、選択したオプションに応じて3種類あ
ります。

機能

フィクスチャ機能

電流エクスパンダ機能(H51/H71)

セレクター機能

これにより、HVSMU、MPSMU、および
UHCUまたはHCSMUの間で出力を切り替
えることができます。

熱電対入力：2個 

 Kタイプ熱電対入力2個 

 温度範囲：－50 ℃～ 300 ℃。

熱電対の読み値の確度
温度範囲 確度
0 ℃≦T＜100 ℃ ±2 ℃
T≧100 ℃ ±5 ℃
T＜0 ℃ ±5 ℃

その他の端子／インジケーター

パワーインジケーター：1個
高電圧インジケーター：1個
測定モードインジケーター：

IVモード：1個
CVモード：1個

インターロック端子：1個
アース端子：1個
リストストラップ端子：1個

ソフトウェア 
インタフェース

B1506Aには、パワーデバイスの特性評価
用ソフトウェアスイートとしてEasy Test 

Navigatorが搭載されています。このソフ
トウェアは、さまざまなタイプの測定をサ
ポートし、使いやすく、簡単に操作できま
す。Easy Test Navigator GUIには、フロ
ントパネルの15インチ・タッチ・スクリー
ン、ソフトキー、回転ノブを使用してアク
セスできますが、オプションのUSBキー
ボードとマウスを使用してアクセスするこ
ともできます。測定セットアップおよび
データは、B1506AのHDDに保存して、外
部記憶装置にエクスポートすることができ
ます。B1506Aは、B1500AおよびB1505A

用のソフトウェアインタフェースとして定
評のあるKeysight EasyEXPERTソフト
ウェアもサポートしています。

B1506A Easy Test Navigator

主な特長：

 – 以下の機能が使用できます。
 – データシートの特性評価
 – I/V特性測定
 – 3端子デバイスのキャパシタンス 

測定
 – ゲート電荷測定
 – 温度モニタ／制御
 – デバイスのパワー損失の計算

 – 代表的なパワーデバイスの特性測定に
すぐに使える測定テンプレート

 – 測定データをエクスポート可能な
フォーマットで自動的にHDDに保存す
る機能

Easy Test Navigatorパレット：

Easy Test Navigatorパレットは、B1506A

の測定ソフトウェアの完全なリストを表示
します。また、任意のソフトウェアを起動
することができます。Easy Test Navigator

パレットは、B1506Aの電源をオンにすれ
ば、フルスクリーンモードで表示されます。
これにより、Windowsデスクトップへの
アクセスを最小限に抑えることができます。

データシート特性評価 
ソフトウェア：

データシート特性評価ソフトウェアは、以
下を提供します。
 – 使い慣れたデータシートと同様のフォー
マットを使用してデバイスパラメータお
よび特性評価の範囲を測定できるシンプ
ルな動作環境

 – データシートと同様のフォーマット
で測定条件を入力する機能

 – 掃引測定で制限をグラフィカルに指
定する機能

 – 測定されたパラメータと特性をデー
タシート形式で表示

 – 測定結果を期待値と比較する機能
 – 定義済みの測定テンプレートを使用する
ことにより、デバイス特性評価のための
ソフトウェアの学習時間を短縮

 – メーカーのデータシートでカバーされて
いない動作条件に対し、新しいデータ
シートの仕様を効果的に生成する機能

IV測定ソフトウェア：

I/V測定ソフトウェアは、以下を提供します。
 – 電圧／電流掃引／スポット測定
 – DC/パルス出力
 – プライマリ掃引ソースに対するシングル
（一方向）とダブル（往復）の両方でのリニ
ア／ログ掃引（従来のカーブトレーサの
コレクタ電源に相当）

 – セカンダリ掃引ソースに対するリニア／
リスト掃引（従来のカーブトレーサのス
テップジェネレーターに相当）

 – コレクタ／ドレイン端子またはベース／
ゲート端子のいずれかにプライマリ掃引
ソースまたはセカンダリ掃引ソースを割
り当てる機能

 – 掃引／スポット測定での回転ノブによる
直感的で対話的な操作

 – 代表的なMOSFET、IGBT、ダイオードの
I/V測定用の定義済みテンプレート
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オシロスコープ表示：

I/V測定ソフトウェアは、パルスモードの
オシロスコープ表示機能をサポートして
い ま す（HCSMU、MCSMU、HVSMU、
UHCUモジュール）。
オシロスコープ表示は、以下を提供します。
 – サポートされているすべてのモジュー
ルの測定チャネルの電圧／電流の波形
モニタリング

キャパシタンス測定 
ソフトウェア：

キャパシタンス測定ソフトウェアは、以
下を提供します。
 – 3端子デバイスのキャパシタンス測定
用（Ciss、Coss、Crssなど）に自動化
された測定回路構成により、デバイス
の手動での接続変更が不要

 – コレクタ／ドレイン端子のDCバイ
アス（掃引）を最大3 kVまで制御

 – ベース／コレクタ端子のDCバイア
ス（掃引）を最大100 Vまで制御

 – 測定経路ごとの自動補正
 – バイアスの変化によりロー側の負荷
キャパシタンスが変化しても、安定し
た測定を実現（負荷適応ゲイン・フェー
ズ補正）

 – 3端子デバイスのキャパシタンス測定
における、ACガード経路の残留イン
ダクタンス測定誤差のキャンセル

 – エンハンスメント型とデプレッション
型の両方のタイプのMOSFET、IGBT、
ダイオードの代表的なキャパシタンス
測定用のテンプレート

 – 条件パラメータ入力の切り替え
 – 1つのパラメータのパラメータ掃引
のサポート

 – 以下のパワー損失の計算結果：
 – 全パワー損失
 – 伝導パワー損失
 – ドライブパワー損失
 – スイッチングパワー損失（誘導性負
荷、抵抗負荷）

 – オプションのパラメータ掃引の損失
コンポーネントのグラフ表示

Keysight EasyEXPERT 
ソフトウェア

主な特長：

 – すぐに使えるアプリケーション・テス
ト・ライブラリ

 – 複数の測定モード（アプリケーションテ
スト、クラシックテスト、トレーサテス
ト、オシロスコープ表示、クイック・テ
スト）

 – 複数の測定機能（スポット、掃引、タイ
ム・サンプリング、C-V、C-f、C-tなど）

 – データ表示、解析、および演算機能
 – ワークスペース／データ管理
 – 外部機器制御
 – 複数のプログラミング方法
（EasyEXPERTリモート制御およびFLEX 

GPIB制御）
 – 複数のインタフェース（USB、LAN、

GPIB、デジタルI/O）

主な特長：

EasyEXPERTには、デバイスタイプ、アプ
リケーション、テクノロジーごとに分類さ
れた、40種類以上のアプリケーションテス
トが付属しています。

動作モード：

 – 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
 – トレーサテストモード
 – クイックテストモード

ゲート電荷測定ソフトウェア：

ゲート電荷測定ソフトウェアは、以下を
提供します。
 – 定電流負荷モードと抵抗負荷モードの
両方をサポート

 – ゲート経路内の寄生容量と残留抵抗の
補正

 – デバイスのターンオン時のゲートおよ
びドレイン／コレクタ電圧と電流波形
のモニタリング

 – JESD24-2に準拠したQg曲線、ライ
ン・フィッティングおよびパラメータ
抽出

温度モニタ／制御ソフトウェア：

温度モニタ／制御ソフトウェアは、以下
を提供します。
 – 温度計表示
 – 測定トリガを使用した温度プロファ
イル

 – オプションで温度プレートの制御

パワー損失計算ソフトウェア：

パワー損失計算ソフトウェアは、以下を
提供します。
 – 以下のモードでのスイッチングデバイ
スのパワー損失の計算：

 – ハード・スイッチング・モード
 – ソフト・スイッチング・モード

 – 以下のデバイス特性パラメータの 

入力：
 – ゲート抵抗
 – オン抵抗
 – ゲート電荷
 – ゲート・スイッチング電荷
 – 関連する等価出力キャパシタンス
エネルギー

 – 関連する等価出力キャパシタンス
時間

 – 以下を使用して、関連する測定
データからのパラメータ入力を 

支援：
 – ソース測定データの表示

ソフトウェアインタフェース（続き）
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測定モード：

 – V測定
 – スポット
 – 階段状掃引
 – パルススポット
 – パルス掃引
 – パルスバイアスを伴うステップ 

掃引
 – サンプリング
 – マルチチャネル掃引
 – マルチチャネル・パルス掃引
 – リスト掃引
 – リニアサーチ 1

 – バイナリ検索 1

 – C測定
 – スポットC

 – CV（DCバイアス）掃引
 – パルススポットC

 – パルス掃引CV

 – C-tサンプリング
 – C-f掃引
 – CV（ACレベル）掃引
 – 準静的CV（QSCV）

1. FLEXコマンドでのみサポートされています。

ソフトウェアインタフェースの
共通仕様

掃引測定

ステップ数：1～ 10,001（SMU）、1～
1,001（CMU）
掃引モード：リニアまたは対数（ログ）
掃引方向：シングルまたはダブル掃引
ホールド時間：
 0～ 655.35 s、10 ms分解能
遅延時間：
 0～ 65.535 s、100 μs分解能
 0～ 655.35 s、100 μs分解能
 （CV（ACレベル）掃引、C-f掃引）
ステップ遅延時間：
 0～ 1 s、100 μs分解能
ステップ出力トリガ遅延時間：
 0～（遅延時間）s、100 μs分解能
ステップ測定トリガ遅延時間：
 0～ 65.535 s、100 μs分解能

サンプリング（タイムドメイン） 
測定 1

サンプリングされた電圧／電流データ（SMU

による）対時間を表示します。
サンプリングチャネル：最大10

サンプリング・モード：リニア、対数（ログ）
サンプリングポイント：
 リニアサンプリングの場合：
 1～ 100,001/（チャネル数）
 ログサンプリングの場合：
 1～ 1＋（11ディケード分のデータ数）
サンプリング間隔範囲：
 100 μs～ 2 ms、10 μs分解能
 2 ms～ 65.535 s、1 ms分解能
 ＜2 msでは、間隔は≧100 μs  

＋20 μs×（チャネル数－1）
ホールド時間、初期待機時間：
 －90 ms～－100 μs、100 μs分解能
 0～ 655.35 s、10 ms分解能

測定時間分解能：100 μs
1. EasyEXPERTおよびFLEXコマンドでのみサポート
されています。

その他の測定特性

測定制御 

シングル、繰り返し、追加、停止

SMU設定機能 
制限付きオートレンジ、電圧／電流コンプ
ライアンス、パワーコンプライアンス、自
動掃引終了機能、セルフテスト、 
自己校正

スタンバイモード 1 

「スタンバイ」状態にあるSMUは、他のユ
ニットが次の測定のためにリセットされて
も、指定された出力値に設定されたままに
なります。

バイアス・ホールド機能 1 

この機能を使用すれば、測定と測定の間も
出力し続けることができます。アプリケー
ションテスト内でクラシックテストを実行
しているとき、クイックテストモードのと
き、または繰り返し測定を行っているとき、
ソースモジュールは、測定値の間に指定さ
れたバイアスを印加します。これらの条件
が終了するか、この機能を使用しない測定
が開始されるとすぐに、この機能は無効に
なります。

電流オフセットキャンセル
この機能は、オフセット電流を電流測定
生データから減算し、その結果を測定
データとして返します。この機能は、測
定ケーブル、マニピュレータ、プローブ
カードなどの測定経路による誤差要因
（オフセット電流）の補正に使用します。

タイムスタンプ 1 
B1506Aは、内蔵クォーツ時計を使用し
たタイムスタンプ機能をサポートしてい
ます。 
分解能：100 μs

1. EasyEXPERTおよびFLEXコマンドでのみサ
ポートされています。

データ表示、解析、および 
演算機能

データ表示

X-Yグラフのプロット

X軸と最大8本のY軸、リニア／ログス
ケールによるリアルタイムでのグラフ
のプロット。X-Yグラフプロットは、プ
リントしたり、画像データとしてクリッ
プボードやマス・ストレージデバイス
に保存することができます。（ファイル
形式：bmp、gif、png、emf）

スケール： 

 オートスケール／ズーム 

マーカ：
マーカの最小値／最大値への移動、補
間機能、ダイレクトマーカ移動、マー
カスキップ移動

カーソル： 

 ダイレクトカーソル 

ライン：
2本のライン、ノーマルモード、グラジ
エントモード、タンジェントモード、
回帰モード

グラフ重ね合わせ比較：
グラフィカルプロットを重ね合わせて
表示することができます。

 

リスト表示

測定データとユーザー関数による計算
データを、掃引ステップ数またはタイ
ムドメイン・サンプリング・ステップ
数と組み合わせてリスト表示。データ
セットは20セットまで表示できます。

ソフトウェアインタフェース（続き）
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データ変数表示 
最大20個のユーザー定義のパラメータを
グラフィック画面に表示できます。

自動解析機能

自動解析セットアップを使用して、グラ
フィックのプロット上にマーカやライン
を自動的に配置することができます。自
動解析機能、ユーザー関数、読取り機能
を使用して、パラメータを自動的に決定
することができます。

解析機能

数式を用いて、最大20個のユーザー定義
のアナリシス関数を定義できます。計算
には、測定データ、定義済み変数、およ
び読取り機能を使用できます。結果は
LCDに表示されます。

読取り機能

読取り機能は、マーカ、カーソル、ライ
ンに関連するさまざまな値を読み取るた
めの内蔵機能です。

演算機能

ユーザー関数
数式を用いて、最大20個のユーザー定義
の関数を定義できます。計算には、測定
データと定義済み変数を使用できます。
結果はLCDに表示されます。

演算子

＋、－、＊、／、^、abs（絶対値）、at（逆
正接）、avg（アベレージング）、cond（条件
評価）、delta、diff（微分）、exp（指数）、
integ（積分）、lgt（10を底とする対数）、log

（eを底とする対数）、mavg（移動平均）、
max、min、sqrt、三角関数、逆三角関数
など。

物理定数 

以下のキーボード定数がメモリに保存されて
います。 
q：電子の電荷量、1.602177E-19 C 

k：ボルツマン定数、1.380658E-23 

ε（e）：真空の誘電率、8.854188E-12

工学単位
以下の単位の記号は、キーボードでも使用で
きます。 
a(10－18)、f(10－15)、p(10－12)、n(10－9)、
uまたはμ(10－6)、m(10－3)、k(103)、
M(106)、G(109)、T(1012)、P(1015)

推奨GPIB I/F

1. 一部の補足特性については、湿度範囲は20 %～ 50 %の相対湿度で定義されています。

ソフトウェア
インタフェース
（続き）

インタフェース B1506A

Keysight 82350B
82357A
82357A

PCI
USB
USB

√1

√2

√2

National Instrument社 GPIB-USB-HS USB √2

1. 安定性とスピードの観点から、82350Bカードの使用をお勧めします。
2. USB GPIBインタフェースでは、通信方式の本質的な違いにより、シリアルポールエラーが

間欠的に発生する可能性があります。偶数のGPIBアドレスを使用した場合には、エラーが発
生するリスクが大幅に低下することがあると報告されています。安定性を求める場合にはNI 
GPIB-USB-HSが、スピードを求める場合にはKeysight 82357Bが推奨されます。
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一般仕様 

高度

動作時：0 m～ 2,000 m 

保管時：0 m～ 4,600 m

AC電源ライン要件

AC電圧：90 V～ 264 V 

AC電源ライン周波数：47 Hz～ 63 Hz

最大ボルトアンペア(VA)

B1506A メインフレーム：900 VA 

B1506A テストフィクスチャ：130 VA

（H21）、470 VA（H51/H71）、 

音響雑音放射

Lpa＜55 dB

Lwa：55 dB（動作モード）
Lwa：73 dB（ワースト・ケース・モード）

測定確度について

RF電磁界/SMU測定確度：SMUの電圧／電
流測定確度は、80 MHz～ 1 GHzの周波数
レンジで、3 V/mを超えるRF電磁界強度の
影響を受ける可能性があります。どの程度
の影響を受けるかは、測定器の配置やシー
ルド状態によって異なります。

誘起RF電磁界雑音とSMU測定確度：
SMUの電圧／電流測定確度は、150 kHz～
80 MHzの周波数レンジで、3 Vrmsを超え
る誘起RF電磁界雑音強度の影響を受ける可
能性があります。どの程度の影響を受ける
かは、測定器の配置やシールド状態によっ
て異なります。

規制適合

EMC：
IEC 61326-1/EN 61326-1

カナダ：ICES/NMB-001

AS/NZS CISPR 11

安全性：
IEC61010-1/EN 61010-1

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1

認証

CE、cCSAus、RCM、KC

寸法

B1506A メインフレーム：
420 mm（幅）×330 mm（高さ）×
575 mm（奥行き）

B1506A テストフィクスチャ：
420 mm（幅）×360 mm（高さ）×
575 mm（奥行き）

質量

B1506A メインフレーム
 H21：34.5 kg

 H51/H71：35 kg

B1506A テストフィクスチャ
 H21：22 kg

 H51/H71：33.5 kg

付属品

測定ケーブルおよびアダプタ
システム・ケーブル、1本
CMUケーブル、1本
デジタルI/Oケーブル、1本
ブランク・シリコン・プレート、1枚
3ピン・インライン・パッケージ・ソケッ
ト・モジュール、1個
ユニバーサル／カーブトレーサ・テスト・
アダプタ・ソケット・モジュール、1個（内
容：ユニバーサル・ソケット・モジュール、
カーブトレーサ・アダプタ・ボード、温度テ
スト用のテストワイヤー (2 m)、温度テスト
用の超大電流用テストワイヤー (2 m)、ラグ
コネクタ（20個）、超大電流用テストワイヤー
用のラグコネクタ（6個）、ネジ、ナット）
ゲート電荷ソケットアダプタ、1個
熱電対（高温耐熱、75 cm）、2個
200 mm大電流ケーブル、2本
300 mm大電流ケーブル、2本
200 mmノーマルケーブル、8本
300 mmノーマルケーブル、6本
バナナ・ピン・アダプタ、18個
ミニワニ口クリップ、14個
大型クリップ、4個

キーボード、1個
マウス、1個
スタイラスペン、1本
電源ケーブル、2本
マニュアルおよびソフトウェアCD-ROM、
1枚
Keysight 4155B/4155C/4156B/4156Cの
ファームウェアアップデート用ディスク
セット、1セット
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オーダー情報

  

モデル番号 オプション 概要
B1506A 回路デザイン用パワーデバイス・アナライザ

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
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
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

温度エンクロージャ
T01 温度テストエンクロージャ（サーモストリーム使用可能）

ドキュメント
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
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～ 500 A電流アップグレードオプション
015 500 A～ 1500 A電流アップグレードオプション

アクセサリ
T01 温度テストエンクロージャ（サーモストリーム使用可能）
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*

F14 ゲート電荷ソケットアダプタ

注記：サーモストリームおよび温度プレート(HP289)は、inTEST corporation（日本では伯東株式会社にてお取扱い）によって販
売およびサポートされています。
* B1506AUオプションF11ユニバーサル・ソケット・モジュールには、ユニバーサル・ソケット・モジュール、温度テスト用のテストワイヤー

(2 m)、温度テスト用の超大電流用テストワイヤー (2 m)、ラグコネクタ（20個）、超大電流用テストワイヤー用のラグコネクタ（6個）、ネジが含
まれています。
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