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はじめに

Keysight B1500A 半導体デバイス・アナライザ
パラメトリック特性評価には、電流－電圧(IV)測定とキャパシタンス－電圧(CV)測定の両方が必要
です。近年のプロセステクノロジーの発展に伴い、ウエハー上のデバイスに対して正確なIV測定と 
CV測定を1パスで実行することが求められることが多くなってきました。キーサイト・テクノロジーの 
B1500A半導体デバイス・アナライザは、新しいシングルスロットのマルチ周波数キャパシタンス測定
ユニット(MFCMU)と2台のSMUにより、同じメインフレーム内でIV測定とCV測定を1パスでサポートし
ます。

IV測定とCV測定の両方を1つのプローブステーションで実行することは容易ではありません。SMUに
よるIV測定にはトライアキシャルコネクタが用いられるのに対して、CMUによるCV測定にはBNCコネ
クタが用いられます。これら2種類の測定の切り替えは面倒で時間がかかり、測定誤差の原因となりま
す。例えば、プロービングニードルをウエハー上に保持したまま、測定ケーブルを手動で交換する必要
があるとします。このような場合、ケーブルを交換する際に摩擦によって発生する電荷によって、デバ
イスが損傷されるおそれがあります。ケーブル接続の問題だけでなく、正確な結果を得るために、キャ
パシタンス測定に関連する誤差補正パラメータも正しく設定する必要があります。

B1500AのSMU CMU統合ユニット(SCUU)は、こういった測定の問題を解決します。SCUUを使用した
Keysight B1500A半導体デバイス・アナライザでは、複雑で費用のかかる外部スイッチングマトリクス
なしで、IV測定とCV測定の切り替えを正確かつ簡単に行うことができます。

本アプリケーションノートでは、B1500Aを使用して正確なIV/CV測定システムを容易に構成する方法を
示します。
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B1500Aによる基本的キャパシタンス測定の実行

図1. マニピュレーター接続の基本的ケーブル構成

図2. シールド付き2Tおよび3Tケーブル構成の違い

図1は、ウエハーに対するCV測定の基本的
なケーブル構成図です。最初に、4端子ペ
ア(4TP)延長テストケーブルを、B1500Aの
MFCMUの測定端子に接続します。4TP構
成はIV測定のケルビン接続に似ており、測
定ケーブルの寄生成分による誤差を最小化
できます。また、テストケーブルを延長す
る際にも最高の確度が得られます。

最高の確度を得るには、4TP延長ケーブル
を被試験デバイス(DUT)のできるだけ近く
に配線する必要があります。次に、シール
ド付き2端子(2T)ケーブルまたは3端子(3T)
ケーブルをプロービングマニピュレーター
に接続します。プロービングニードルまで
の経路は基本的には3T構成です。

図2に、シールド付き2T構成と3T構成の違
いを示します。シールド付き2T構成では、
測定ケーブルのガードシールドを測定ケー
ブルの末端で相互に接続します。3T構成で
は、ガードシールドを測定ケーブルの末端
で相互に接続しません。 シールド付き2T
構成のほうが、3T構成よりも安定した測
定と高い確度が得られます。その理由は、
シールド付き2T構成の残留インダクタンス
が、ケーブルの構造によって決まる一定の
値だからです。

残留インダクタンスは、DUTにつながる
ケーブルを動かしても変化しないため、安
定した正確な結果が得られます。

シールド付き2T構成で残留インダクタンス
が一定になるのは、中心導体を流れる電流
と同じ大きさで方向が逆の誘導電流がガー
ドシールドを流れるからです。この誘導電
流によって、測定電流から生じる磁束が閉
じ込められるため、ケーブルの残留インダ
クタンスは小さい一定の値になります。こ
れに対して、3T構成では戻り電流経路が確
保されません。この構成では、測定ケーブ
ルの残留インダクタンスは不安定になりま
す。このため、3T構成では測定ケーブルの
残留インダクタンスの補正が困難です。

これは「戻り経路の問題」とも呼ばれ、
3T構成のケーブル末端でガードシールド
が相互にショートされていない場合に生
じます。この問題は、図2に示すように
ガードシールドを接続することで解決で
きます。 
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正確なキャパシタンス測定を行うには、 
3つの基本的なステップを実行する必要が
あります。1つめは寄生成分から生じる
誤差の最小化、2つめは誤差の安定化、 
3つめは誤差の有効な補正です。 図3に示
すように、シールド付き2T構成を使用す
ると、プローブニードル先端までの経路
が比較的短くなります。プローブチップ
までの経路が短いほど、寄生成分によっ
て誤差が生じる可能性が小さくなります
（代表的な誤差の1つは測定ケーブル内
の残留インダクタンスです）。プローブ
チップまでシールド付き2T構成を使用す
ることで、シールド付き3Tケーブルの長
さを最小にすることができます。これに
より、測定セットアップの不安定な部分
の長さが最小になり、補正方法による測
定誤差の補正が容易になります。

図3. ポジショナーの残留インダクタンスは測定確度に大きな影響を与えません
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IV/CV測定を自動化する際の注意事項

本アプリケーションノートでこれまでに
説明したように、単純なCV測定を正確
に実行することは比較的容易です。ただ
し、自動テスト環境でIVとCVの両方を正
確に測定することは、それほど容易では
ありません。

図4に示すのは、理想的な精度の小電流
IV測定のセットアップです。このセット
アップでは、SMUからのトライアキシャ
ルケーブルがウエハー・プローバー・マニ
ピュレーターの入力端子に接続されます。
測定用の中心導体とガードシールドは、
シールド付きプローブニードルを通じて
DUTに接続されます。

これと対照的だが類似した精密CV測定の
セットアップを図5に示します。4TPから
シールド付き2Tへの変換の後のケーブル
配線はIVセットアップに似ていますが、2
つの大きな違いがあります。第1に、IV測
定セットアップでトライアキシャルケーブ
ルが用いられているところに、CVセット
アップでは同軸ケーブルが使用されていま
す。第2に、CVセットアップでは測定ケー
ブルとマニピュレーターの間にガード接続
ワイヤーが存在しますが、IVセットアップ
には存在しません。

CV測定とIV測定を別々に実行するための
ケーブル構成は、図4と5に示すように似て
いますが、自動テスト環境でIV測定とCV測
定を1つの構成で切り替えられるようにす
ることは、2つの構成の間の違いのために
困難な作業となります。本アプリケーショ
ンノートの次のセクションでは、B1500A
を使用して、1つのケーブル構成でIV測定
とCV測定の両方を実行する方法を説明し
ます。この方法では、測定確度の低下はな
く、CV測定に関する特別な知識も不要で
す。

図4. 理想的（非ケルビン）オンウエハーIV測定セットアップの説明図

図5. 理想的オンウエハーCV測定セットアップの説明図
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Keysight B1500A IV/CVソリューション
図6に示すのは、B1500Aを使用してIV測
定とCV測定を切り替えるための基本的な
ケーブル構成です。B1500AのSCUUは、
測定確度の低下なしにIV測定とCV測定を
切り替えることができ、SCUUをウエハー
プローバー上に取り付けるために1.5 mと
3.0 mの両方のケーブルが使用可能です。
SCUUからの測定ケーブルは、IV測定とCV
測定の両方の要件を満たす、2本のトライ
アキシャルケーブルまたは2対のケルビ
ン（フォース／センス）トライアキシャ
ルケーブルによってウエハー・プロー
バー・マニピュレーターまで延長されま
す。IVとCVのどちらの測定でも、トライ
アキシャルケーブルの中心信号線は、測
定ニードルの中心導体に接続されます。
また、トライアキシャルケーブルのア
クティブガードは、測定ニードルの外側
シールドに接続されます。外側シールド
を測定ニードルのガードに接続すること
で、外部ノイズが遮断されます。

図5の場合と同様に、正確なCV測定システ
ムを実現するため、プローバーマニピュ
レーターのCHおよびCL測定端子のガード
は、各同軸測定ケーブルの末端で相互に
接続されます。B1500Aのガード・スイッ
チ・ユニット(GSWU)は、CV測定の実行
中に測定ケーブルのガードをショートす
るために使用されます。 GSWUのスイッ
チはIV測定中には自動的に開いて、SMU
の損傷を防ぎます。そうしないと、2台の
SMUのガード（おそらく電位が異なる）
がショートされてしまうからです。

SCUUとプローバーマニピュレーターの間
にケルビントライアキシャル接続を実現
しても、ケーブルが長すぎなければ測定
確度に影響することはありません。必要
な作業は、このシンプルな接続方式を確
立し、B1500AのEasyEXPERTソフトウェア
に組み込まれているオープン／ショート
および（オプションで）ロード補正ルー
チンを使用して、残留誤差成分のデータ
を収集して保存することだけです。

EasyEXPERTソフトウェアは、IVとCVの切
り替えと誤差補正をすべて処理するとと
もに、GWSUを制御することで、キャパ
シタンス測定の電流戻り経路の問題にも
対処します。EasyEXPERTソフトウェアに
は、100種類以上のIV/CVアプリケーショ
ンテストが付属しています。CVアルゴ
リズムを選択してボタンを押すだけで、
正確なCV測定が開始されます。SCUUを
使用する場合、CV測定のDCバイアス電
圧を±100 Vまで拡張できます。これは
MFCMU本来の±25 Vの性能を大幅に上回
ります。SCUUの場合、SCUUに接続され
たSMUから、±100 VのDCバイアスが自
動的に供給されます。

図6. B1500Aによる、SCUUとGSWUを使用したオンウエハーCV測定の実装
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Keysight B1500A IV/CVソリューション（続き）
図7に、B1500AのMFCMUとHRSMUを、 
3 mのSCUUケーブルアダプターを使用し
て、SCUUに接続する方法を示します。
GSWUをSCUUの制御端子に接続すること
で、GSWUのスイッチを自動制御できるよう
になります。

図7. B1500AのMFCMUとHRSMUをSCUUケーブルアダプターを通じてSCUUに接続する方法

図8. SCUUおよびGSWUからウエハー・プローバー・マニピュレーターへのケーブル接続

図 8は、S C U Uおよび G S W Uからウ
エハー・プローバー・マニピュレー
ターへのケーブル接続を示します。 
 GSWUは、マニピュレーターのニードルホ
ルダーの基部近くのウエハー・プローバー・
マニピュレーター・ニードルのガードに接続
されます。この接続により、CV測定時に戻
り経路が確保されるため、正確で安定した
測定が得られます。
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まとめ
Keysight B1500Aは、MFCMU、SMU、SCUU、GSWUとの組み合わせにより、IV測定とCV測
定を切り替えるための正確で使いやすいシステムを実現します。

B1500AのEasyEXPERTソフトウェアは、すべてのIV-CV切り替えと誤差補正を処理します。
IVまたはCVアルゴリズムを選択し、ボタンを押すだけで正確な測定が開始されます。
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