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はじめに

従来、高抵抗および高抵抗率の測定で正確な結果を得るには、高い専門知識が必要でし
た。この理由は、主に、微小電流測定はさまざまな環境要因の影響を非常に受けやすい
という性質があるからです。誤差の一般的な要因には、漏れ電流、放電電流、吸収電流、
テストデバイスのグランド／フローティングの問題、テストデバイスの寸法に起因する
環境ノイズなどがあります。

Keysight B2985A/B2987Aエレクトロメータ／ハイレジスタンスメータは、10 aA 

(0.01 fA)の優れた最小電流分解能と最大10 PΩ(1016 Ω)の抵抗測定機能を兼ね備えてい
ます。さらに、ヒストグラム／トレンドグラフ表示やわかりやすい測定ナビゲーション
など、測定の信頼性が向上する多くの機能も追加されています。

ヒストグラムおよびトレンドグラフ（ロールビュー）により測定ステータスの概要をすぐ
に把握でき、テストの問題をすぐに解決できます。測定ナビゲーションの支援機能を使
用すれば、初心者でも適切な測定パラメータを設定できます。

この技術概要では、B2985A/87Aにより正確な高抵抗測定を簡単に実行する方法を紹介
しています。

注記：B2987Aには充電式バッテリが内蔵されているので、AC電源に接続しなくても使用できます。

Keysight B2985A/87A 測定リソース

図1はB2985A/87Aの測定リソースの回路図で、電圧源、電流計、電圧計から構成され
ています。最初の起動時は、電流計／電圧計の測定コモン（コモン）は電圧源のロー側(Vs 

Low)に接続されていますが、簡単なコマンドにより、内蔵スイッチ（Vs Low端子接続ス
イッチ）を使用してVs Low端子を回路のコモンから切断できます。つまり、電圧源(Vs)

と電流計／電圧計は、それぞれ独立に使用できます。

注記：測定コモンをフローティングする機能により測定器の柔軟性が向上し、さまざまなアプリケー
ションに対応できます。

本書で使用される重要な 
用語
微小電流に使用される単位系の 

接頭辞
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図1.　B2985A/87A 測定リソース
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高抵抗測定の基礎

1.　フローティング／グランド接続測定

B2985A/87Aは図2のような2種類の高抵抗測定構成（フローティングおよびグランド）が可能で、両方の
DUT接続に対応できます。図2(a)は、被試験デバイス(DUT)がグランドに対してフローティングの場合で
す。この構成では、ハイ端子とロー端子の間で抵抗が測定されます。ロー側はフローティング状態ですが、
寄生抵抗／容量によりグランドとの間に「漏洩経路」が形成されます。DCバイアス源がロー端子に接続
されている場合は、この状態でも問題ありません。図2(b)はDUTがグランド接続されている場合です。
ロー側はグランドに接続されているので、テスト電圧の印加と電流測定の両方がDUTのハイ端子側で行
われます。

図3は、B2985A/87Aの2種類の測定モードの簡素化したブロック図です。

フローティング接続デバイス測定

図3(a)は、フローティング接続デバイス測定に対応する回路図です。テストデバイスはVs High出力と電
流計入力の間に接続されます。電流計は微小電流を測定するときに非常にノイズの影響を受けやすいので、
電流計をグランド電位の近くに配置してテストデバイスをシールドし、良好な測定結果が得られるように
しています。

グランド接続デバイス測定

図3(b)は、グランド接続デバイス測定に対応する回路図です。この構成では、デバイスの片側がグランド
接続されるため、電流計はVsの＋出力に接続されます。

図1に示したアーキテクチャーにより、これらの構成のどちらかを容易に選択できます。電流計の入力は
トライアキシャルで、内部シールドはガードとして使用され、外部シールドはグランドに接続されます。
注記：最大ガード電位は500 Vですが、適切な対策を行えば安全に測定できます。したがって、B2985A/ 

87Aのフローティング／グランド接続の測定構成により、さまざまな高抵抗測定アプリケーションをカ
バーできることが容易にわかります。

（a）フローティング接続 （b）グランド接続

ハイ ロー ローハイ

浮遊容量漏れ抵抗

DUT DUT

図2.　フローティング／グランド接続測定の例
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2.　測定支援機能とヒント

高抵抗測定は、材料特性評価、コンポーネントテスト、最終製品評価、機器のメンテナンスなど、
さまざまなアプリケーションで行う必要があります。残念なことに、このようなアプリケーション
の多くは、並列容量、漏れ抵抗、ノイズ受信アンテナ素子などの寄生成分が存在するため、純粋な
抵抗を測定できません。したがって、正確な高抵抗測定を実行するには、このような寄生成分の影
響を除去する測定器の機能を使用できる程度の専門知識が必要になります。

次のセクションでは、正確な高抵抗測定を実行するために有用な手法について説明します。

ロールビュー／リアルタイムヒストグラムによるノイズの多いデータの解析
測定ノイズを完全に除去するのは、多くの場合、不可能なので、効果的な解決策を選択するために
ノイズの性質を理解することが重要です。図4は、B2985A/87Aのグラフィック表示機能で電源周
波数のノイズ干渉を表示したものです。図4(b)では、B2985A/87Aが、数値（メータビュー）とデー
タトレンド（ロールビュー）の両方を同時に表示しています。図4(c)は、B2985A/87Aのヒストグラ
ムビューで、これにより測定データをリアルタイムに統計解析できます。

B2985A/87Aは、測定速度とフィルタリングという2つの手法で測定信号からノイズを除去します。
測定速度は、4種類（クイック、ノーマル、ステーブル、マニュアル）から選択できます。マニュア
ルの場合は、ユーザーが速度設定を定義できます。

注記：フィルタリング機能については後のセクションで説明します。

図4(b)のグラフの前半に表示されているロールビューデータは、測定速度をクイックに設定して測
定したものでノイズが多くなっています。図4(b)のグラフの後半に表示されているデータは、測定
速度をノーマルに設定して測定したもので安定しています。図4(c)のヒストグラムビューは、
図4(b)に表示されている2つのデータセットに対応する分布を表しています。速度をクイックに設
定して取得したデータのヒストグラム分布は一般的な正弦波の分布を示していて、このことからノ
イズの主な原因が電源周波数であることがわかります。速度をノーマルに設定（電源周波数にわ
たって積分）して取得したデータのヒストグラム分布では、再現性が非常に高くなっており、速度
をノーマルに設定したことで効果的にノイズが除去されたことがわかります。ノイズの原因を理解
すれば、ノイズを根本的に減らすべきなのか、あるいは、測定データからノイズをフィルタリング
すれば良いのかを判断できます。ノイズの分散が対称的な場合は、ヒストグラムデータの平均値を
使用できます。

R

（a）ノイズ

（b）メータビューとロールビュー

（c）リアルタイム・ヒストグラム・ビュー

Speed Quick Speed Normal

速度をノーマルに設定

速度をクイックに設定
電源ノイズ
（例）

ロール
ビュー

図4.　ビュー機能を使用すれば、ノイズの原因を瞬時に解析できます。
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X-Yグラフによる、視覚的なデータ収束の確認
図5は、高抵抗測定に影響を及ぼす可能性のある寄生成分の例です。図5(a)のように浮
遊容量が抵抗に並列に存在すると、最終的な抵抗値に収束するまでの応答時間が長く
なります。図5(b)は絶縁抵抗測定の例で、容量性の誘電吸収によっても収束時間が長
くなります。また、図5(c)のように、高抵抗コンポーネントは、通常、電圧に依存し
ます。このような変化をデジタルディスプレイに表示して収束するタイミングを確認
するのは容易ではありません。図6はB2985A/87Aのグラフビューで、データの収束を
モニターするのに便利な平均値が表示されています。この例では、テスト電圧の印加
後、最終値に収束していく100 GΩ抵抗測定の過渡応答が表示されています。収束し
ていく応答をグラフィカルに表示できるので、容易に、測定が安定するタイミングを
視覚的に確認できます。抵抗値の電圧依存も、同じ方法で測定できます。

表面漏れ電流の除去に効果的なガード
図7(a)は、表面漏れが超高抵抗測定に与える影響を示しています。例えば手で触れるなどして表面
が汚れると、電流漏れ経路が形成され測定が不正確になります。しかし、図7(b)のようなガード接
続を使用できる場合、表面の1点を電流計のガードに接続して表面漏れによって生じる誤差を除去
できます。ガード電位は、かなり正確に中心の信号ピンをトラッキングするので、電流計入力と
ガード間の電位は無視できます。これにより、電流計からガードに流れる電流がほとんどゼロにな
り表面漏れ抵抗が非常に高くなります。
注記：効果的なガードを実現するには、ガード電位が電流計の入力電圧をかなり近い値でトラッキ
ングできることが非常に重要です。B2985A/87Aでは、低電流測定レンジで20 μV未満までトラッ
キングすることを保証しています。

図5.　高抵抗デバイスを測定するときに生じる寄生成分の例
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図6.　グラフビューにより、簡単に抵抗の収束を視覚的に確認できます
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図7.　高抵抗デバイスの等価回路の例



06 | Keysight | B2985A/87Aを使用した信頼できる高抵抗測定 - Technical Overview

高抵抗測定の例

以下の例で使用するテストセットアップは、次のリンクからダウンロードできます。
www.keysight.co.jp/find/SensitiveMeasurements

例1.フローティング接続抵抗測定

次のセクションで、抵抗測定のセットアップ／実行の手順について説明します。
この例では、100 GΩ(1E11 Ω)のKeysight N1422A 高抵抗値の抵抗ボックス
を使用します。図8は、テストセットアップおよびテストリソースのブロック
図です。この例で使用する測定条件を以下に示します。

テスト電圧：10 V

電流レンジ：200 pAレンジ（I＝V/R＝10/1E11=1E-10=100 pA）

注記1：電流測定にはオートレンジモードを使用しているので、電流測定レンジを指定す
る必要はありません。
注記2：デバイスをグランドに接続する場合、例2を参照してください。
高抵抗測定をセットアップ／実行するには以下の手順に従ってください。

B2985A/87Aフロントパネルを使った測定手順
1. [View]キーを押してファンクションキーにViewメニューを表示します。 
次に、[Meter View]ファンクションキーを押します。

図8.高抵抗測定のケーブル接続とテストリソースのブロック図 
（フローティング接続）。
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(1)                     キーを押してViewファンクションキーを表示します。 (2)                          キーを押します。
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高抵抗測定の例

B2985A/87A フロントパネルを使った測定手順

2. [OHMS (R)]アシストキーを押してから[More]アシストキーを押して、[More 2 of 3]アシストキー・メニューを表示します。[Hide Roll]アシスト
キーを押して、メータビューの下半分に表示されているロールビューをクローズします。

3. 抵抗測定モードのレンジのセットアップが表示されます。各測定レンジがAUTOに、Spot Source Rangeが20 Vに設定されていることを確認し
ます。

4. ノブを回してカーソルをVoltage Sourceの値に合せ、電圧値を編集するためにノブを押します。Voltage Sourceの値の上のカーソルが緑色（EDIT

モード）に変わり、ステータス情報がMOVEからEDITに変わります。

(1)                   キーを押します。

(2)                   キーが表示されるまで                 [More 1 of 3]キーを押します。
(3)                  キーを押します。

1 .

2.

3.

              を回してカーソルをVoltage Sourceの値に合わせ、
電圧値を編集するためにノブを押します。 EDITモードに変わります。

Status
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高抵抗測定の例（続き）

B2985A/87A フロントパネルを使った測定手順

5. 左向きの矢印キーを押して電圧の桁を10 Vの位置に設定します。ノブを回して電圧を10 Vに設定してから、ノブを押して電圧を確定します。

6. Voltage Sourceの[On/Off]キーを押して10 Vを出力します。その後、Ammeterの[On/Off]キーを押して測定を実行します。

7. [Run/Stop]キーを押して、抵抗の連続測定を開始します。AUTOインジケーターが表示されます。これは、測定がAUTOモードで繰り返されてい
ることを示しています。

注記：[Single]キーを押すと、測定は1回だけ行われます。
“ARM”インジケーターは、測定中であることを示しています。

*              キーを押して編集する桁を10 Vレンジに移動します。 *          を回して10 Vに設定し、              を押して電圧を確定します。

1. 電圧源オン

2. 電流計オン
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高抵抗測定の例（続き）

B2985A/87Aフロントパネルを使った測定手順

8. ロールビューもヒストグラムビューもメータビューの中または個別に表示できます（下図参照）。

9. 測定ナビゲーションキーにより、測定速度とレンジを容易に制御できます。ヌル機能により、他の測定に使用する基準を設定できます。例えば、
ヌル機能を使用して、あるグループの複数の抵抗のばらつきを比較したり、抵抗変化の差をモニターしたりできます。フィルター機能は、測定
データに対してデジタルアベレージングを実行します。これにより、必要な積分／平均時間を使用して安定した測定値が得られます。

*                                            ファンクションキーを押すと、
ヒストグラムビューのみが開きます。

*                 アシストキーを押すと、メータビューの下半分に
ロールビューが開きます。

*                 アシストキーを押すと、メータビューの
下半分にヒストグラムビューが開きます。

*                                          ファンクションキーを押すと、
ロールビューのみが開きます。

測定条件の初期化
• 速度＝ノーマル
• レンジ＝オートレンジ

測定速度制御

測定レンジ制御

測定ナビゲーションキーによるテストパラメータの制御

ヌルキー：
ヌル機能（オフセット
除去）のオン／オフ

フィルターキー：
中央値平均または移動平均のフィルタ
リング機能
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高抵抗測定の例（続き）

B2985A/87A フロントパネルを使った測定手順

10. 測定の構成／セットアップを内部メモリまたは外部USBデバイスに保存できます。 
以下の例は、内部メモリにセットアップを保存する手順です。

1. [Save]キーを押します。“Select memory location to be saved.”（「保存するメモリのロケーションを選択してください。」）というSave 

Systemポップアップが表示されます。
2. ファンクションキーで1つのロケーションを選択して、現在のセットアップを保存します。[Recall]キーを押してセットアップを選択する
と、セットアップをリコールできます。

例2.グランド接続抵抗測定

図9は、グランド接続測定の構成です。
この構成では電流計が電圧源に接続されるので、Vs Lowと電流計ロー（コモ
ン）の間の内部スイッチ接続を切断する必要があります。Vs Lowとシャーシグ
ランドは、図のようにバナナ-ラグケーブルを用いて接続します。以下の手順
は、グランド接続測定の設定方法です。

*            キーを押してからメモリキーのうちの1つを選択して
セットアップを保存します。

保存されたセットアップは、              キーを
押せばリコールできます。

図9.　高抵抗測定セットアップ（グランド接続）。
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ラグケーブル



11 | Keysight | B2985A/87Aを使用した信頼できる高抵抗測定 - Technical Overview

ステップ 6.

ステップ7.

ステップ 8.

Vs Lowが電流計コモンから切断された
ことを示すインジケータ

図10.　Vs Lowをフローティングに設定する手順

Ammeter & Voltage Source（電流計／電圧源）
ステップ1. 

ステップ2.

ステップ3.

ステップ4.

ステップ5.

高抵抗測定の例（続き）

Vs Lowと電流計ローの切断（図9参照）。

 [On/Off]キーを押して電流計入力と電圧源出力の両方をオフにします。

 ファンクションキーに[System Menu]のファンクションキーが表示されるまで[View]キーを数回押します。

 [System Menu]キーを押してから[Config]ファンクションキーを押します。

 [Source]キーを押します。

 [Connection...]キーを押します。

 ステップ6. Output Connection入力パネルが表示されます。（図10のステップ6～ 8を参照）。 
ノブを回してカーソルを“Low Terminal State”の入力フィールドに合せます。

7. 回転ノブを押すと、入力フィールドが緑色のEDITモードに変わります。  

ロー端子のステートを“Floating”に変更します。
8. [Apply]を押してからOKを押します。 

Vs Lowがフローティングに設定され、電流計のコモンから切断されます。
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高抵抗測定の例（続き）

9. 高抵抗を測定するには、例1に記載された手順を繰り返します。 
例1に従って既に測定器を設定している場合、[ON/Off]キーを押して電流計と電圧源の両方を
オンにしてから、[Run/Stop]キーを押します。図11は、グランド接続測定のデータの例です。
電流は電流計入力から流れでるので方向が負になり、抵抗には負の値が表示されます。この負
の表示は、測定がグランド接続モードで実行されたことを示しています。

図11.　グランド接続された高抵抗テストの例

高抵抗測定のアクセサリ
フローティング接続とグランド接続の高抵抗測定を頻繁に切り替える場合、図12に示すN1414A高
抵抗測定ユニバーサルアダプターが便利です。N1414Aは、1回ボタンを押すだけでフローティング
接続モードとグランド接続モードを切り替えられ、図9に示した構成の変更が不要になります。

フローティング接続とグランド
接続の切替スイッチ

まとめ
Keysight B2985A/B2987A エレクトロメー
タ／ハイレジスタンスメータは、最大
10 PΩ（1016）の高抵抗を測定できます。こ
のような測定をさまざまなデバイス、コン
ポーネント、材料に対してグランド構成お
よびフローティング構成で実行でき、さら
に電流計のガード機能も備えています。
ヒストグラムビューとロールビューのグラ
フの他にサンプリングX-Yグラフも表示で
き、実行中の測定に関して貴重なリアルタ
イムの表示情報が得られます。

ヌル／フィルター機能は測定で有効活用で
きるだけでなく、より多くのさまざまな高
抵抗測定アプリケーションに対応できま
す。さらに、測定ナビゲーション機能によ
り、テストを非常に簡単に実行できます。
Keysight B2985A/B2987A エレクトロメー
タ／ハイレジスタンスメータを使用すれば、
高抵抗測定が、「設定が困難でテスト結果
が不正確」な測定から「設定が簡単でテス
ト結果の信頼性が高い」測定になります。
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