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はじめに

高精度かつ効率的な電流／電圧測定ソリューションによる 
材料／デバイス特性の詳細な解析

包括的でグラフィカルな電流／電圧特性評価機能を備えたキーサイトの 
プレシジョン電流／電圧アナライザソリューション 

材料や電子デバイスの特性を理解するには、電流対電圧(IV)特性の評価が不可欠です。IV解析により、抵抗率、抵
抗などの基本的なデータが得られるほか、パラメータを抽出することにより基礎的な材料特性に関する詳細も得
られます。このため、新しい材料やデバイスの研究には、IV特性に対する高速／高確度の測定機能が極めて重要
です。

キーサイト・テクノロジーの電流／電圧アナライザシリーズは、高精度の電圧／電流供給および測定機能を直観的
なグラフィック解析と組み合わせた、オールインワンのIV特性評価ソリューションです。この強力なソリューショ
ンのコアテクノロジーが、ソース／メジャメント・ユニット(SMU)です。SMUには、4象限電圧／電流供給機能と、
電圧と電流の同時測定機能が統合されています。SMUは、単にDC電源を供給するだけでなく、リニア／ログ掃引
とパルスド測定も行えます。SMUの数はソリューションや測定ニーズに合わせて拡張できます。また、すべての
ソリューションに、プログラミングが不要な統合制御／同期機能が備わっています。

EasyEXPERT group+は、IV特性評価に必要なすべての作業をサポートする、強力なGUIベースの制御ソフトウェ
アです。EasyEXPERT group+により、測定セットアップ、データ解析、手動／自動テストの実行が容易になりま
す。これらの機能をすべてシームレスに統合することにより、キーサイトの電流／電圧アナライザ固有の機能を実
現し、エンジニアリングの生産性を大幅に向上させています。キーサイトでは、最低価格が50万円台の低価格シ
ングルチャネルSMUモデルから、高度なキャパシタンス測定やパルスドIV測定を実行できるモジュラー・メインフ
レーム・ソリューションまで、さまざまな価格と性能の電流／電圧アナライザソリューションを取り揃えています。

キーサイトのIVソリューションは、電子材料およびデバイスの特性評価にかかる時間を短縮します。

解析 セット
アップ

測定

特性評価
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ニーズに最適な電流／電圧アナライザシリーズの選択

エコノミック電流／電圧アナライザ

さまざまなIV特性評価に使用できるエントリレベルの電流／電圧アナライザです。最低価格
50万円台からのラインナップとなっており、2016年からの対応を予定しています。

 – 1台のSMUで、汎用性のある4象限高精度電圧／電流源および電圧／電流測定機能が得ら
れます。

 – 複数のSMU（最大8台）を組み合わせると、IV曲線の測定と解析をプログラミングなしで迅
速に行えます。

 – EasyEXPERT group+はPCで使用可能です。

プレシジョン電流／電圧アナライザ

最小0.1 fAの電流測定機能を備え、SMUの拡張が可能な高性能電流／電圧アナライザです。高
度なIV特性評価に使用できます。

 – 複数のSMUを統合すれば、最小0.1 fAのIV曲線の測定と解析をプログラミングなしで迅速
に行えます。

 – SMUモジュールを8スロットまで構成できるため、拡張性と柔軟性に優れています。
 – EasyEXPERT group+はPCで使用できます。

アドバンスド・デバイス・アナライザ

IV、CV、パルス／ダイナミックIVなどに対応するオールインワンのアナライザです。基本アプ
リケーションから最先端のアプリケーションまでのあらゆる特定評価に使用できるように設計
されています。

 – SMU、Cメータ(CMU)、パルス／ダイナミックIVモジュール(WGFMU)などを統合すると、
IV、CV、パルス／ダイナミックIVなどのさまざまな特定評価をワンボックスで迅速に行え
ます。

 – モジュールを10スロットまで構成できるため、拡張性と柔軟性に優れています。
 – EasyEXPERT group+は、メインフレーム内蔵PC（15インチのタッチスクリーンを利用）ま
たはPCで使用可能です。

エコノミック電流／電圧 
アナライザ(*)

プレシジョン電流／電圧 
アナライザ

アドバンスド・デバイス・アナライザ

IV測定 最大出力 210 V/3 A（10.5 Aパルス） 200 V/1 A 200 V/1 A 10 kV/1500 A

最小電流測定分解能 10 fA 0.1 fA 0.1 fA 10 fA

IVスポット／掃引 DC/パルス DC/パルス DC/パルス DC/パルス

最大SMUチャネル数 最大8チャネル 
（最大4ユニットを 
スタッキング）

最大8チャネル 
（モジュールの 
追加により）

最大10チャネル 
（モジュールの 
追加により）

最大10チャネル 
（モジュールの 
追加により）

コネクタタイプ バナナ 
（トライアキシャル 
アダプタが使用可能）

アクティブガード 
トライアキシャル

アクティブガード 
トライアキシャル

アクティブガード 
トライアキシャル

高度な測定機能 キャパシタンス測定 
(C-V、C-t、C-f、1 kHz～ 
5 MHz)

可 可

超高速パルスド／トラン
ジェントIV 
（100 ns、200 MSa/s、 

10 Vから）

可

ソフトウェアの
機能

直観的なGUI 可 可 可 可

強力なグラフ機能 可 可 可 可

測定関連データを保存する
ための内蔵データベース

可 可 可 可

PC上のパーソナル・ 
アナライザ

可 可 可 可

(*) エコノミック電流／電圧アナライザは、EasyEXPERT group+の将来のリリースによって、2016年に提供されます。
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ナノ材料の特性評価から高度な電子デバイステストまでの 
幅広いタスクに対応するコストパフォーマンスの高い 
アプリケーションカバレージ

デバイスや材料の電気的な動作を完全に理解するには、IV特性の評価が必要です。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、その他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善して消費電力とコストを削減す
ることにより、デバイスの最終使用先である民生用デバイスの性能を高めようとしています。

開発時間の短縮には、従来のIV測定器を使ったソリューションよりも優れたIV特性評価ソリュー
ションが必要です。SMUテクノロジーと使いやすいグラフィカルな解析機能が組み合わされたキー
サイトの電流／電圧アナライザは、基本的なIV解析にも高度なIV解析にも最適なソリューションで
す。SMUベースのハードウェアは、従来の測定システムよりも操作性と確度が優れ、キーサイトの
EasyEXPERT group+ソフトウェア（すべてのKeysight 電流／電圧アナライザで使用可能）には、IV特
性評価を容易にするさまざまな機能が備わっています。

EasyEXPERT group+には最も一般的なIV特性評価タスクを含む多くのアプリケーションテストが内蔵
されています。SMUハードウェアを使用したカスタマイズされたテストも簡単に作成できます。どち
らの場合もデータをグラフまたは数値を使って表示／解析できるため、IV特性評価の生産性が大幅に
向上します。

電流／電圧アナライザは、従来型半導体デバイスの特性評価に長年使用されていますが、価格がネッ
クとなって、他のコンポーネントや材料の特性評価で広く用いられることはありませんでした。しか
し、キーサイトの電流／電圧アナライザシリーズは、選択肢や価格帯／性能レベルが増えたことによ
り、さまざまな用途や業界に対するコストパフォーマンスの高いアナライザとなっています。

半導体、 
ディスクリート、 
パッシブ 
コンポーネント

ダイオード、レーザーダイオード、
LED

フォトディテクター、センサ

電界効果トランジスタ(FET)、バイポー
ラ接合型トランジスタ(BJT)

IC（アナログIC、RFIC、MMICなど）

抵抗、バリスタ、サーミスター、ス
イッチ

電子機器および
自然エネルギー
デバイス

太陽電池
パワートランジスタ、パワーデバイス

自動車

医療機器

DCバイアスを必要とする回路テスト

研究および 
教育

新材料

ナノデバイス特性評価（CNTなど）

GMR（巨大磁気抵抗）

有機デバイス

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 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

特性評価が必要なデバイスと材料の例 付属のアプリケーションテストの例
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難しいIV測定タスクを簡素化するSMUテクノロジー 

SMU（ソース／メジャメントユニット）を使用する理由

SMUでは、多くの電圧／電流供給機能と測定機能がコンパクトな筐体に統合されていま
す。SMUは、4象限高精度電圧／電流源、高精度の電圧／電流計、電子負荷として機能
します。DC信号とパルスド信号も出力できます。隣のブロック図にこれらの機能を示し
ます。この図に示すように、さまざまなリソースが緊密に統合されているため、個別の
測定器に関連した配線やタイミングの複雑さがありません。キーサイトの電流／電圧ア
ナライザは、複数のSMUを統合することにより、多くの電源や測定ターミナルが必要な
アプリケーションに対応できます。

フィードバック機構による電圧／電流供給の安定化

SMUのリソースの統合には、従来の測定器を集めただけでは得られない利点があります。
例えば、SMUは、内部フィードバックを通して自身の電流／電圧出力をモニターできる
ため、負荷条件が動的に変化する場合でも、正確で安定した出力レベルを維持できます。
またSMUはリモート4線式（ケルビン）センシングもサポートし、実際の測定器から離れ
た地点の非常に小さい抵抗を正確に測定できます。

デバイスの損傷を防ぐコンプライアンス機能

SMUにはコンプライアンス機能が備わっていて、SMUによって印加されていない方（す
なわち、電圧印加モードでは電流、電流印加モードでは電圧）にユーザーがリミットを設
定できます。SMUがDUTに印加する電圧値または電流値は、DUTが指定されたコンプラ
イアンス値を超えることのない値に制限されます。コンプライアンスリミットを設定す
ることで、デバイスの偶発的な損傷を防止できます。

A

V

フィードバック

複数の電圧／電流供給機能と測定機能

高精度の 
電流源／電圧計

ソースブロック

DC機能、パルス機能、 
掃引機能を備えた 
高精度の4象限 
電圧／電流供給

   測定ポイント

測定ブロック

オートレンジ機能 
による高精度の 
電圧／電流測定

高精度の 
電流源／電圧源

SMUは多くの汎用性の高い電圧／電流供給機能と測定機能を 
提供します

DC パルス 掃引 パルスド掃引

電圧

レンジ

実際の
負荷特性

1 pA

1 nA

1 mA

1 µA

例：コンプライアンス＝1 μA

コンプライアンス設定より
下の電流には電圧源として
機能

コンプライアンス設定より
上の電圧には電流源（コンプライ
アンス値に設定）として機能

コンプライアンス設定がデバイスを偶発的損傷から保護する仕組み
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市場で最も正確な0.1 fA～ 1500 A/10 kVの 
測定範囲

オートレンジ機能と掃引機能で広いダイナミックレンジをカバー

ほとんどの場合、IV特性は、複数のレベルに渡る曲線になります。電流／電圧アナライ
ザのSMUは、DCステップまたはパルスドステップの内蔵掃引動作をサポートし、IV測定
とIV曲線の描画を1回の操作で行うことができます。SMUは、測定値に応じて測定範囲
を自動的に変更できる、オートレンジ機能もサポートしています。これらの機能を使用
すれば、最高の確度で迅速に完全なlV曲線が得られます。

0.1 fAの超低電流から最大1500 A/10 kVの高電圧／大電流までを 
カバーする広いレンジ

SMUでは電圧／電流源と測定回路が緊密に統合されているため、ケーブル接続が減少し、
ノイズなどの測定誤差が低下します。SMU固有の低ノイズレベル、アクティブガードテ
クノロジー、トライアキシャル接続により、0.1 fAまでの低電流測定が可能です。電流／
電圧アナライザを掃引機能やオートレンジ機能と併用すれば、サブρAからAレベルまで
の複数のレベルに渡る広いダイナミックレンジで正確なIV特性が評価できます。

プレシジョン電流／電圧アナライザシリーズでは、ローからミッドのパワー出力範囲用
として、出力カバレージ、低電流性能、価格帯の異なる幅広いSMUが用意されています。
さらに、アドバンスド・デバイス・アナライザは、専用測定機能と、ハイパワー・アプ
リケーション用に大出力が可能です。広いラインアップから、アプリケーション、性能、
価格でニーズに合った最適なIV特性評価ソリューションを選択できます。

電圧

レンジ

固定レンジ（1 μA）

オートレンジ

オートレンジ機能と
掃引機能により、広帯域で
正確な測定が可能です。

掃引測定でのオートレンジ

1 pA

1 nA

1mA

1µA

エコノミックIVアナライザ

プレシジョン電流／電圧アナライザおよび 
アドバンスドアナライザのMPSMU

プレシジョン電流／電圧アナライザおよび 
アドバンスドアナライザのHRSMU＋ASU

さまざまなSMUによって測定されたサブpAからの複数レベルに渡るトランジスタの測定例
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GUIベースの直観的なユーザーインタフェースに
よる迅速な測定セットアップ

さまざまな定義済みテストライブラリを備えた 
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、タスク指向のテストセットアップと実
行をクリック操作で行うことができます。デバイスタイプや必要な測定に基づい
てライブラリからアプリケーションテストを選択し、デフォルトの入力パラメー
タを必要に応じて変更した後、テストを実行します。変更したテストセットアッ
プは、“MyFavorite”に保存して後で簡単に再実行できます。また、EasyEXPERT

に内蔵されているグラフィカルプログラミング環境を使えば、アプリケーション
テストをカスタマイズすることもできます。

マウスの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

ライブラリ内のすぐに使えるアプリケーション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します。
Windowsベースの機能をフル活用して、ハードウェアの各種パラメータ（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。4155/56のセットアップファイ
ルは、付属の4155/56セットアップ・ファイル・コンバーターを使用してクラシッ
ク・テスト・セットアップに変換できます。

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、アナログカーブトレーサーと同様に、回転ノ
ブまたはマウスを利用して、画面を見ながら掃引を制御できます。カーブトレー
サーと同様に掃引測定をリアルタイムで変更し、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
評価を行うときに便利です。また、トレーサーテストを使用する理想的なテスト
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。

ステップ1.
内蔵ライブラリ
から測定を選択
します。

アプリケーション・テスト・モード

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。

電圧、電流、掃引ポイン
ト、レンジなどを完全に
制御できます。各種測定オプション

クラシック・テスト・モード

トレーサー・テスト・モード
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グラフィカル解析の時間短縮とPCへのデータの 
エクスポートによるさらなるデータ処理

自動解析とグラフィック表示機能による解析時間の短縮

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強力なグラフィック表
示と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。データ
ストア内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y軸機能など、多くの強力な解析
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操作を使用して、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。

ExcelへのエクスポートによるPCでの迅速な解析

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せずに、Excelスプレッド
シートに直接エクスポートでき、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レポート作成用に画像ファイルとしてエクスポートすることもできま
す。プリファレンスメニューのさまざまな外観オプションから、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。

データがリスト枠に表示されます。マーカー位置にあるデータが 
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、強力な 
解析ツールにより、作成される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。パラメータをグラフウィ
ンドウに表示し、グラフ画像をエクス
ポートできますマーカー

接線
グラフウィンドウは強力なグラフィカ
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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手間がかかるファイル処理の必要がない簡単なデータ管理と 
全データへのアクセス

内蔵データベースを使用したデータの保存と必要なデータの迅速なリコール

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などの
ファイルが多数生成されます。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
困難です。

EasyEXPERT group+では、内蔵データベースを使用することにより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の組み合わせが、「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。すべての関連データの管理とデータへのアクセスはこの独自の「ワークスペー
ス」で行えるため、各ファイルにアクセスする必要がありません。解析や測定を再現するために、「ワーク
スペース」に保存されたデータにいつでもアクセスできます。データをExcel、画像、CSVなど、各種ファ
イルフォーマットで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

解析のため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

データを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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オプションのスイッチマトリクスとプローバー制御による 
複数の自動測定

直観的なGUIを使用したオプションのスイッチマトリクスの制御

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により、限られたリソースで複数のポイントをテスト
することもできます。

プログラミング不要の自動テストシーケンスの実行

EasyEXPERT group+は、自動テストシーケンスの設定をサポートする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、プログラミングなしで、アプリ
ケーション・テスト・モード、クラシック・テスト・モードまたはトレーサー・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
して対話的に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、対話的に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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ラボからオフィスまで、アナライザの強力な 
測定／解析機能のフル活用

EasyEXPERT group+は、PCにインストールし、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。ほとんど
の作業をオフィスで、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
ザ環境を保有できます。これにより、速度、確度、効率性を低下
させ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。

キーサイトのサポートによって実現される 
ニーズに対応した高い柔軟性とスケーラビリティ

EasyEXPERT group+が提供する1つの統合特性評価プラット
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。各アナライザには相互運用性がある
ため、ラボでの測定が柔軟に行え、スケーラビリティも自由に変
更できます。またさまざまなアプリケーションを構成済みのリソー
スで使用することができます。

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
セットアップ

解析

オフィス

測定準備

測定の実行

測定後の解析

すべてのPCにデータ保護、
および無料のパーソナル 
アナライザ環境

EasyEXPERT group+統合プラットフォーム

B2900A B1500A B1505AE5262/63A、 
E5260A、E5270B



12 | Keysight | プレシジョン電流／電圧アナライザシリーズ - Technical Overview

アナライザの比較とニーズに合った最適なアナライザの選択
 

エコノミック電流／電圧 
アナライザ (*1)

プレシジョン電流／電圧 
アナライザ

アドバンスド・ 
デバイス・アナライザ

モデル番号 B2901A/
B2902A

B2911A/
B2912A

E5262A E5263A E5260A E5270B B1500A B1505A

最大出力 210 V/3 A 210 V/3 A 100 V/200 mA 200 V/1 A 200 V/1 A 200 V/1 A 200 V/1 A 10 kV/1500 A

最小測定分解能 100 fA/0.1 μV 10 fA/0.1 μV 5 pA/100 μV 5 pA/100 μV 5 pA/100 μV 0.1 fA/0.5 μV 0.1 fA/0.5 μV 10 fA/0.5 μV

SMUのチャネル数 1～ 8 1～ 8 2 2 1～ 8 1～ 8 1～ 10 1～ 10

SMUチャネルのアップグレード 測定器の最大 
4ユニットの 
スタッキング

測定器の最大 
4ユニットの 
スタッキング

なし なし SMUモジュー
ルのメインフ
レームへの 
追加

SMUモジュー
ルのメインフ
レームへの 
追加

SMUモジュー
ルのメインフ
レームへの 
追加

SMUモジュー
ルのメインフ
レームへの 
追加

出力コネクタタイプ バナナ (*2) バナナ (*2) アクティブ
ガードトライ
アキシャル

アクティブ
ガードトライ
アキシャル

アクティブ
ガードトライ
アキシャル

アクティブ
ガードトライ
アキシャル

アクティブ
ガードトライ
アキシャル

アクティブ
ガードトライ
アキシャル

SMUの特長 ソース操作 4象限動作の 
電圧または 
電流源  
（ソースおよび
シンク）

4象限動作の 
電圧または 
電流源 
（ソースおよび
シンク）

4象限動作の 
電圧または 
電流源 
（ソースおよび
シンク）

4象限動作の 
電圧または 
電流源 
（ソースおよび
シンク）

4象限動作の 
電圧または 
電流源 
（ソースおよび
シンク）

4象限動作の 
電圧または 
電流源 
（ソースおよび
シンク）

4象限動作の 
電圧または 
電流源 
（ソースおよび
シンク）

4象限動作の 
電圧または 
電流源 
（ソースおよび
シンク）

オートレンジ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

コンプライアンス（リミット） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電流／電圧 
測定機能

スポット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

掃引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

タイムサンプリング ○ ○ × × × × ○ ○

高度な測定機能 キャパシタンス × × × × × × ○ ○

超高速パルスドIV/ 
トランジェントIV

× × × × × × ○ ×

測定の 
セットアップと 
制御

マウスおよびキーボード操作 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

クラシックテスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アプリケーションテスト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

トレーサーテスト ○ (*3) ○ (*3) ○ (*3) ○ (*3) ○ (*3) ○ 3 ○ ○

テストシーケンス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

スイッチおよびプローバー制御 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

データの解析／ 
管理

ワークスペースによる 
データ管理

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動解析による 
グラフィック表示

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動データストア ○ (*4) ○ (*4) ○ (*4) ○ (*4) ○ (*4) ○ (*4) ○ (*4) ○ (*4)

自動データエクスポート ○ (*5) ○ (*5) ○ (*5) ○ (*5) ○ (*5) ○ (*5) ○ (*5) ○ (*5)

EasyEXPERTと 
アナライザ 
コントローラ

内蔵PC × × × × × × ○ 
（15インチ・
タッチ・ 
スクリーン）

○ 
（15インチ・
タッチ・ 
スクリーン）

外部PC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

グループ使用の 
サポート

パーソナル・アナライザ環境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Keysightアナライザシリーズ
の相互運用性

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

データ保護 ○ (*6) ○ (*6) ○ (*6) ○ (*6) ○ (*6) ○ (*6) ○ (*6) ○ (*6)

(*1) エコノミック電流／電圧アナライザは2016年からサポートされます。
(*2) バナナ-トライアキシャルアダプタが使用可能です。
(*3) トレーサーモードは2016年からサポートされます。
(*4) 測定セットアップおよび結果
(*5) Excelダイナミック・データ・リンク、Excelファイル、CSVファイル、画像、テキスト、EasyEXPERTファイル
(*6) パスワード保護およびユーザー・レベル・アクセス制御
 

プレシジョン電流／電圧アナライザシリーズ 
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オーダー情報

エコノミック電流／電圧アナライザの構成

エコノミック電流／電圧アナライザは2016年からサポートされます。

プレシジョン電流／電圧アナライザの構成

GNDU（グランドユニット）がすべてのモデルのメインフレーム内に設置されています。GNDUは、
0 Vを印加し、最大4 Aの電流をシンクできます。すべてのモデルに、GNDUとSMU用のトライアキ
シャルケーブル、GNDU-Kelvinアダプタ、USB-GPIBインタフェース、EasyEXPERT group+ソフト
ウェア・インストール・メディアが付属しています。

プレシジョン電流／電圧アナライザ（2チャネル固定構成）

モデル E5262A E5263A

構成済みSMU 2台のMPSMU 1台のMPSMUと 
1台のHPSMU

ケーブル長オプション

015 1.5 mケーブル長 使用可能 使用可能

030 3.0 mケーブル長 使用可能 使用可能

プレシジョン電流／電圧アナライザ（最大8チャネル構成が可能）

モデル E5260A E5270B

構成済みSMU なし なし

ケーブル長オプション

015 1.5 mケーブル長 使用可能 使用可能

030 3.0 mケーブル長 使用可能 使用可能

クイック設定オプション

A01 4個のMPSMUパッケージ 使用可能 使用可能

A02 2個のMPSMUパッケージと 
2個のHRSMUパッケージ

HRSMUは未サポート 使用可能

A03 4個のHRSMUパッケージ HRSMUは未サポート 使用可能

追加モジュールオプション

A10 1台のHPSMUの追加 使用可能 使用可能

A11 1台のMPSMUの追加 使用可能 使用可能

A17 1台のHRSMUの追加 HRSMUは未サポート 使用可能

A28 アトセンス／スイッチユニット 
(ASU) の追加

ASUは未サポート 使用可能
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オーダー情報（続き）

アドバンスド・デバイス・アナライザの構成

GNDU（グランドユニット）がすべてのモデルのメインフレーム内に設置されています。GNDUは、
0 Vを印加し、最大4.2 Aの電流をシンクできます。B1500Aには、キーボード、マウス、GNDUと
SMU用のトライアキシャルケーブル、GNDU-Kelvinアダプタ、EasyEXPERT group+ソフトウェア・
インストール・メディアが付属しています。以下の表は、B1500Aのオーダー情報の詳細を示したも
のです。B1505A（10 kV/1500 Aモデル）の見積と構成については、計測お客様窓口までお問い合わ
せください。

メインフレーム

B1500A 半導体／デバイス・アナライザ

ケーブル長オプション

B1500A-015 1.5 mケーブル長

B1500A-030 3.0 mケーブル長

クイック設定オプション

B1500A-A00 ブランク

B1500A-A01 4個のMPSMUパッケージ

B1500A-A02 4個のHRSMUパッケージ

B1500A-A03 2個のMPSMUパッケージと2個のHPSMUパッケージ

B1500A-A04 基本フラッシュ・メモリ・セル・パッケージ（2台のMPSMU、 
2台のHRSMU、パルス・ジェネレーター・モジュール、アクセサリ）

追加モジュールオプション

B1500A-A10 1台のHPSMUの追加

B1500A-A11 1台のMPSMUの追加

B1500A-A17 1台のHRSMUの追加

B1500A-A1A 1台の中電流SMU(MCSMU)と接続ボックスの追加

B1500A-A1B 2台の中電流SMU(MCSMU)と接続ボックスの追加

B1500A-A20 1台のマルチ周波数キャパシタンス測定ユニット(CMU)の追加

B1500A-A25 1台の高電圧半導体パルスジェネレーター (HV-SPGU)の追加

B1500A-A28 HRSMU用ASUの追加

B1500A-A29 MPSMU用ASUの追加

B1500A-A30 波形発生器／高速測定ユニット(WGFMU)の追加

B1500A-A31 波形発生器／高速測定ユニット(WGFMU)とコネクタアダプタの追加

その他のアクセサリ

N1301A B1500用CMUアクセサリ

N1301A-100 SMU CMU統合ユニット(SCUU)

N1301A-102 SMU CMU統合ユニットケーブル(3 m)

N1301A-110 SMU CMU統合ユニット磁石スタンド

N1301A-200 ガード・スイッチ・ユニット(GSWU)

N1301A-201 ガード・スイッチ・ユニット・ケーブル(1 m)

N1301A-202 ガード・スイッチ・ユニット・ケーブル(3 m)

B1542A B1500/EasyEXPERT用パルスIVパッケージ
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オーダー情報（続き）

拡張可能SMUの主な仕様

プレシジョン電流／電圧アナライザとアドバンスド・デバイス・アナライザの構成には複数のSMU

の選択肢があります。以下の表は、それぞれのSMUの主な仕様の違いを示したものです。

プレシジョン電流／電圧アナライザ アドバンスド・デバイス・アナライザ
E5262A
E5263A
E5260A

E5270B B1500A B1505A

MPSMU
（ミディアムパワー SMU）

最大出力 100 V/200 mA 100 V/100 mA 100 V/100 mA 100 V/100 mA

最小分解能 5 pA/100 μV 10 fA/0.5 μV 10 fA/0.5 μV 

（オプションの 
ASU使用時は0.1 fA）

10 fA/0.5 μV

HPSMU
（ハイパワー SMU）

最大出力 200 V/1 A 200 V/1 A 200 V/1 A 200 V/1 A

最小分解能 5 pA/100 μV 5 pA/100 μV 10 fA/2 μV 10 fA/2 μV

HRSMU
（高分解能SMU）

最大出力 未サポート 100 V/100 mA 100 V/100 mA 未サポート
最小分解能 未サポート 1 fA/0.5 μV

（オプションの 
ASU使用時は0.1 fA）

1 fA/0.5 μV
（オプションの 

ASU使用時は0.1 fA）

未サポート

MCSMU
（中電流SMU）

最大出力 未サポート 未サポート 30 V/100 mA  
（1 Aパルス）

30 V/100 mA 
（1 Aパルス）

最小分解能 未サポート 未サポート 10 pA/0.2 μV 10 pA/0.2 μV

HCSMU
（大電流SMU）

最大出力 未サポート 未サポート 未サポート 40 V/1 A（20 Aパルス）
最小分解能 未サポート 未サポート 未サポート 10 pA/0.2 μV

HVSMU
（高電圧SMU）

最大出力 未サポート 未サポート 未サポート 3000 V/8 mA

最小分解能 未サポート 未サポート 未サポート 10 pA/200 μV

超高電圧／大電流アクセサリ 未サポート 未サポート 未サポート 10 kV/1500 A測定には
その他のアクセサリ
を使用します
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