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基本的なIV/CV特性評価と最先端の超高速IVデバイス特性評価

IV測定

容量測定

パルスドIV測定

B1500A半導体デバイス・アナライザは、
正確で迅速なデバイス特性評価のための測
定／解析機能を1台に統合し、幅広いデバイ
ス特性に使える汎用性と妥協のない測定信
頼性／再現性を兼ね備えた唯一のパラメー
タ・アナライザです。基本的な電流－電圧(IV)

特性や容量－電圧(CV)特性の評価から、最
先端の高速パルスドIVテストまで、あらゆ
る種類の測定に対応しています。さらに、
B1500Aは10スロットのモジュラーアーキ
テクチャーを採用しているので、測定ニー
ズの変化に応じて測定モジュールの追加や
アップグレードが可能です。

デバイス特性評価のあらゆるニーズを満たすワンボックスソリューション

Keysight EasyEXPERT group+は、B1500A

に組み込まれたWindows 7上で動作し、
GUIベースの効率的で再現性の高いデバイ
ス特性評価が行えます。数百種類のすぐに
使用できる測定セットアップ（アプリケー
ションテスト）も内蔵され、直観的で強力な
テスト実行・解析環境を提供します。
B1500Aを用いることで、デバイス、材料、
半導体、アクティブ／パッシブ・コンポー
ネントなどのあらゆる種類の電子デバイス
の電気特性を正確かつ高速に評価できます。

主な特長 利点
高精度電圧／電流測定
（0.5 μVおよび0.1 fAの分解能）

 – 正確な微小電流／低電圧特性評価

マルチ周波数（1 kHz～ 5 MHz）までの容量測定
（CV、C-f、C-t）と電流／電圧(IV)測定をスイッチ
ングできる高確度／低コストのソリューション。

 – 配線の変更をせずにCV測定とIV測定のスイッチングが可能
 – 微小電流測定の分解能を維持（SCUUで最小1 fA、ASUで最小0.1 fA）
 – DUTまでのフルCV補正

100 nsのパルス発生と5 nsのサンプリングレート
による超高速IV測定

 – 従来のテスト機器では正確に測定できなかった超高速のトランジェント現象の捕捉

測定設定を効率化する300種類以上の 
アプリケーションテスト

 – 測定器の習得、測定の実行、生産性の向上にかかる時間を短縮

オシロスコープビューを備えた 
カーブトレーサーモード

 – 画面を見ながら設定でき、デバイス特性を即座に表示可能
 – 別の機器を追加せずに電流／電圧パルスを検証可能 
（MCSMU用オシロスコープビュー使用時）

強力なデータ解析と信頼性の高いデータ管理  – 外部PCを使用せずに測定データを自動的に解析
 – 測定データとテスト条件を自動的に保存して後で簡単にリコール可能
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誰でもデバイス特性評価のエキスパートに 

3ステップで簡単にデバイス特性 
評価が行えるEasyEXPERT group+

B1500AのEasyEXPERT group+ソフトウェ
アには、すぐに測定が開始できるように、
300種類以上のアプリケーションテストが
内蔵されており、3ステップで簡単に測定が
行えます。

B1500AのEasyEXPERT group+ソフトウェ
アに内蔵されているアプリケーション・テ
スト・ライブラリを利用すれば、半導体デ
バイスだけでなく、電子材料、アクティブ
／パッシブ・コンポーネントなど、さまざ
まな電子デバイスの特性評価にかかる時間
を短縮できます。右の表は、使用できるア
プリケーションテストの一部です。

カテゴリー アプリケーションテスト
CMOSトランジスタ Id-Vg、Id-Vd、Vth、ブレークダウン、容量、QSCVなど
バイポーラ接合型 
トランジスタ(BJT)

Ic-Vc、ダイオード、Gummelプロット、ブレークダウン、hfe、
容量など

ディスクリートデバイス Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、ダイオードなど
メモリ Vth、容量、耐久テストなど
パワーデバイス パルスドId-Vg、パルスドId-Vd、ブレークダウンなど

ナノデバイス 抵抗、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vcなど
信頼性テスト NBTI/PBTI、チャージポンピング、エレクトロマイグレーション、

ホットキャリア注入、V-Ramp、J-Ramp、TDDBなど

ステップ1
内蔵ライブラリから測定機能を
選択します。

ステップ2
測定パラメータを必要に応じて変更します（注記：カスタマイズ
したテストは“My favorite”セットアップに保存できます）。

ステップ3
測定ボタンを押して測定を開始します。測定結果
のグラフと数値、データ解析、パラメータ抽出が
自動的に表示されます。
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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・モードではアプリケーションに基づいた、測定セッ
トアップと実行が、ポイント・アンド・クリックの操作で行えます。デバイ
スタイプと必要な測定に合わせて、ライブラリからアプリケーションテスト
を選択できます。

EasyEXPERT group+ソフトウェアの直観的なGUIによる容易なデバイス特性評価

15インチの大型タッチスクリーン、Windows 7 OS、HDD/DVDドライブ、GPIB/USB/LANインタフェースを 
備えたB1500Aプラットフォーム

クラシック・テスト・モード
クラシック・テスト・モードでは、旧半導体パラメータ・アナライザ
4155/4156と同様の表示／操作性で測定セットアップ／実行が可能です。

15インチの 

大型タッチスクリーン

クイック・テスト・モード
クイック・テスト・モードでは、プログラムを作成せずに、テストシーケ
ンスを実行できます。旧半導体パラメータ・アナライザ4155/4156と同様
の表示／操作性で測定器の機能に基づいた、測定セットアップと実行が可
能です。

トレーサー・テスト・モード
トレーサー・テスト・モードでは、カーブトレーサーと同様に回転ノブを使
用して、画面を見ながら掃引を制御できます。トレーサー・テスト・モード
で作成したテストセットアップは、クラシック・テスト・モードにシームレ
スに移行できます。

トレーサーテスト用の回転ノブ

キーボード、マウス、 
フラッシュメモリ用の 

USBポート

複数のテストモードをサポートするEasyEXPERT group+によりテスト効率が向上
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IV/CV/超高速IV測定と、あらゆる測定ニーズに対応できる高い拡張性

B1525A HV-SPGU

B1514A MCSMU

B1520A MFCMU

B1511B MPSMU

B1517A HRSMU

B1510A HPSMU

B1530A WGFMU

LAN、USB、外部トリガ入力／出力、 
デジタルI/Oポート

内蔵グランドユニット(GNDU)

GPIBポート

テストカバレージ サポートモジュール 主な仕様 主な特長

DC/パルスド 
IV測定用

B1510Aハイ・パワー・ 
ソース／メジャー・ユニット
(HPSMU)

 – 最大200 V/1 A
 – 最小10 fA/2 μVの分解能

 – 最小100 μsのサンプリン
グ（タイムドメイン）測定

 – 最小500 μsのパルス幅  
（100 μs分解能）
 – 準静的容量-電圧(QSCV) 
測定（漏れ電流補正付き）

 – 4象限動作
 – ケルビン 
（4端子）接続
 – スポット、 
掃引、その他
の機能

B1511Bミディアム・パワー・
ソース／メジャー・ユニット
(MPSMU)

 – 最大100 V/0.1 A
 – 最小10 fA/0.5 μVの分解能
 – 0.1 fAおよびIV/CVスイッチング 
（オプションASU）

B1517A高分解能ソース／ 
メジャー・ユニット(HRSMU)

 – 最大100 V/0.1 A
 – 最小1 fA/0.5 μVの分解能
 – 0.1 fAおよびIV/CVスイッチング 
（オプションASU）

B1514A 50 μsパルス中電流
ソース／メジャー・ユニット
(MCSMU)

 – 最大30 V/1 A(0.1 A DC)  – 最小50 μsのパルス幅  
（2 μs分解能）
 – 高精度なパルス測定を 
サポートするオシロスコー
プビュー

容量測定用 B1520Aマルチ周波数容量 
測定ユニット(MFCMU)

 – 1 kHz～ 5 MHzの周波数レンジ
 – 25 V DCバイアス（内蔵）100 V DC 
バイアス（SMU/SCUU使用時）

 – ACインピーダンス測定（C-V、C-f、C-t）
 – SCUUにより、高精度IV測定とCV測定を簡単／
高速に自動スイッチング可能

超高速パルスド／ 
トランジェント 
IV測定用

B1530A波形発生器／ 
高速測定ユニット(WGFMU)

 – 10 nsの波形発生設定分解能
 – 200 Msa/sの同時高速測定 
 – 10 V p-pの出力

 – SMUテクノロジーによる負荷線に影響されな
い高精度なパルスドIV測定

 – NBTI/PBTI、RTN等の最先端のアプリケーショ
ンに対応

パルス発生用
B1525A高電圧半導体パルス・
ジェネレーター・ユニット 
(HV-SPGU) 

 – 最大±40 Vの高電圧出力  – 各チャネルで2レベル/3レベルのパルス／ 
任意波形発生機能

 – 不揮発性メモリのテストに最適

超高速パルスド 
High-k/SOI評価用

B1542A 10 nsパルスド 
IVパラメトリック・テスト・
ソリューション 

 – 最小10 nsのゲートパルス幅、2 ns
の立ち上がり／立ち下がり時間

 – 1 μsの電流測定分解能

 – 高精度なId-VdおよびId-Vg測定 
 – DC測定とパルスド測定の容易なスイッチング

VGAビデオ 

出力ポート
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正確かつ高精度な電流／電圧測定 

B1500A SMUによる容易で正確なIV測定  

さまざまな機能によりSMUの 
利用範囲を拡大

B1500AのSMUは、さまざまな汎用測定機
能を備えています。基本的な単一ポイント
のスポット測定だけでなく、最大10,001ポ
イントの掃引測定も実行できます。また、
最小50 μs幅の電圧／電流パルスを発生で
き、100 μsの時間間隔で値を測定すること
もできます。さらに、B1500AのSMUは、
最大200 V/1 Aの電圧／電流の出力、最小 

0.5 μV/0.1 fA分解能での測定が可能です。
高速オートレンジや、大きな容量性負荷接
続時の安定性などにより、あらゆる状況で
使用可能です。B1500Aは数種類のSMUを
サポートしており、各種デバイス、材料評
価において、さまざまなテストニーズに対
応できます。

0.1 fAの超高分解能測定とシーム
レスなIV-CVスイッチング機能

B1500AのMPSMUおよびHRSMUは、それ
ぞれ10 fAと1 fAの測定分解能を備えていま
す。さらに微小な電流測定が必要な場合は
アトセンス／スイッチユニット(ASU)を組み
合わせて、0.1 fAの測定分解能を実現できま
す。また、ASUを使えば、SMU測定とASU

のBNC入力測定をスイッチングできる利点
もあります。ASUのBNC入力にB1500Aの
MFCMUモジュールを接続すれば、安価に
CV-IVスイッチングを実現できます（2台の
SMUとASUが必要）。また、このBNC入力
は、他の外部測定器にも使用できます。

ソース／モニターユニット

掃引測定

タイムサンプリング測定

fA未満の超低電流測定

SMU
フォース

フィードバック 

コモン

測定ブロック：高精度 
電圧／電流測定機能

ソースブロック：高精度
の電圧／電流のソース／ 
シンクをスポット／掃引
／パルスで可能

ソース／モニターユニット(SMU)は、IV測
定に必要となる電流源、電圧源、電流計、
電圧計と、それらを自動的に切り替える機
能をすべてコンパクトなモジュールに統合
しています。これらの機能統合により、
B1500AのSMUでは、pA未満の電流測定分
解能を実現しています。SMUにはこの他に、
正確で安定した出力を維持する内部フィー

ドバック機構と、過電圧／過電流からデバ
イスを保護するコンプライアンス（リミッ
ト）機能も備わっています。さらに、
B1500AのすべてのSMUが、微小電流測定
用のアクティブガードを備えたトライアキ
シャル接続、低抵抗測定用の4線式（ケルビ
ン）フォース／センス接続、フル4象限動作
をサポートしています。

MPSMU

HRSMU

MPSMU/HRSMU＋ASU

オプションのASU
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フルレンジの容量測定ソリューション

C-V/C-f/C-tを1 kHz～ 5MHzの範囲で測定

B1500Aは、マルチ周波数容量測定ユニット（MFCMU）をサポート
します。MFCMUは、容量対電圧(C-V)、容量対周波数(C-f)、容量
対時間(C-t)などの、半導体デバイスの評価に必要なすべての容量
測定が行えます。MFCMUは、広い周波数レンジ（1 kHz ～ 5 MHz、
最小1 mHz分解能）で、容量測定が可能です。さらに、MFCMUは
最大25 VのDC測定バイアスも内蔵しています。

正確な準静的CV(QSCV)測定（漏れ補正付き）

MOSFETの準静的CV(QSCV)応答の測定は、反転領域における動作
を理解するために不可欠です。高周波CV(HFCV)測定ではこの情報
は得られないからです。B1500AはQSCV測定機能をサポートして
おり、この測定は、HPSMU、MPSMU、HRSMUで動作します。
他のハードウェアは必要ありません。QSCV機能には、ゲート漏れ
電流の補正と、測定の寄生容量を除去できるオフセット校正機能が
備わっています。

CV測定とIV測定のシームレスな 
スイッチング

CV測定とIV測定は配線が異なるため、測定を
手動で切り替えるには手間と時間がかかりま
す。この問題を解決するために、B1500Aは
オプションのSMU CMUユニファイユニット
(SCUU)とガード・スイッチ・ユニット
(GSWU)をサポートしており、性能を低下さ
せずにCV測定とIV測定をシームレスに切り
替えることができます。また、GSWUは、容
量測定中にガード同士をショートしてケーブ
ルのインダクタンスを安定化し、容量測定の
確度を改善します。SCUUにはバイアス
ティーも内蔵されており、SMUを接続して
MFCMUのバイアスソースとして使用すれ
ば、最大100 VのDCバイアスで容量測定が行
えます。これらの機能により、1台の測定器
でHFCVとQSCVの両方の測定を短時間で実
行できます。

高周波CV曲線

1台の測定器で高周波CV測定と 
準静的CV測定の両方を実行

SCUU

SCUUのブロック図

SCUU

SMU A

SMU B

MFCMU

Hc

Hp

Lp

Lc

SCUU Input

SCUU Output

SMU B or MFCMU-L

SMU A or MFCMU-L
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最先端のパルスド測定向けオプション

多様なパルスド測定 
ソリューション

デバイスのサイズが縮小するに従って新た
な物理的な問題が生じていることや、デバ
イスに今までと異なる特性をもつ新しい材
料を使用するようになっていることから、
デバイス特性評価において、パルスによる
特性評価を行うことが重要になってきてい
ます。このような課題に対応するために、
B1500Aは、SMUから、専用パルス発生モ
ジュールまで、幅広いパルスド測定ソリュー
ションを提供しています。これにより、現
在の測定ニーズを満たすものを柔軟に選択
できるだけでなく、さらに、将来、テストニー
ズが変化した場合にもアップグレードで対
応できます。

SMUだけで最小500 μs幅の 
パルス測定を実現

B1500Aの基本的なSMU（MPSMU、
HPSMU、HRSMU）は、パルス測定とタイ
ムサンプリング測定の両方の機能を備えて
います。ハードウェアに組み込まれた内蔵
タイミング回路により、最小500 μs幅のパ
ルスを、高い確度と再現性で発生できます。
また、これらのSMUでは、100 μs間隔の
精密なタイムサンプリング測定も行えます。

50 μs幅のパルス発生と高い瞬時
出力をサポートするMCSMU

50 μsパルスの中電流SMU(MCSMU)は、
高速パルスドIV測定専用に設計されたSMU

です。パルスドモードではHPSMUよりも
大きな瞬時出力(30 V/1 A)をサポートし、
最小50 μs幅の電流または電圧パルス
（HPSMU/MPSMU/HRSMUよりも10倍高
速）の出力が可能です。さらに、MCSMUは
EasyEXPERT group+のオシロスコープ
ビューをサポートしているので、MCSMU

MCSMUから発生する50 μs幅のパルス波形

から出力される50 μs幅のパルス波形を複
数の電圧および電流波形（最小2 μsのサン
プリングレート）として、B1500Aのフロン
トパネルに直接表示できます。これにより、
パルスド測定時の各種パラメータの確認や
最適化を簡単に行うことができ、正確な
Id-VgやId-Vdの測定が可能です。

50 μs

MPSMU/HPSMU/HRSMU

MCSMU

HV-SPGU

WGFMU

アドオン
ソリューション

プラグイン
モジュール

B1542A 10 nsパルスド
IVパラメトリック・
テスト・ソリューション

パルス幅

50 μs～2 s

100 ns～10 s

10 ns～1 μs

500 μs～2 s

5 μs～10 s

– 
– 
–

最小パルス幅500 μsのパルスド測定
最短100 μsのタイムサンプリング測定
最大200 V/1 A

– 
– 
最小パルス幅50 μsのパルスド測定
最大30 V/1 A（0.1 A DC）

– 

– 

最大±40 V、最小パルス幅10 nsの高電圧
パルス発生
最小5 μsの高度な出力電圧モニタ機能

– 

– 

10 nsの設定分解能の波形発生

同時高速IV測定機能（200 Mサンプル/s、
5 nsサンプリング）

– 

– 

High-k/SOIパルスドIV特性評価用
ソリューション
ゲートパルス幅10 ns～1 μs、最小2 nsの
立ち上がり／立ち下がり時間

10 ns 100 ns 1 μs 10 μs 100 μs 1 ms 10 ms 100 ms 1 s 10 s
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最先端メモリデバイスの特性評価の効率が向上

不揮発性メモリテストに最適な±40 Vの高電圧と3
値レベルパルス出力をサポート

高電圧半導体パルス・ジェネレーター・ユニット(HV-SPGU)は、
最大±40 V（開放端子間）のパルスを出力でき、フラッシュメモリ
の評価などのアプリケーションに最適です。さらに、パルス・ジェ
ネレーター・ユニット(PGU)モードでは、HV-SPGUのチャネルで
2値レベルまたは3値レベルのパルスを発生できるので、複雑なフ
ラッシュ・メモリ・セルのテストにも対応できます。これらの機
能を備えたHV-SPGUは、最先端の不揮発性メモリ(NVM)デバイ
スを特性評価するのに最適なパルスジェネレーターです。

任意波形を容易に作成できるEasyEXPERT group+ 
HV-SPGU GUI

HV-SPGUは、PGUモードの他に任意リニア波形発生器(ALWG)を
備えており、さらに複雑な波形を発生できます。EasyEXPERT 

group+のGUIは、HV-SPGUのALWGモード用に複雑な波形を容易
に作成できる便利なインタフェースを備えています。波形を作成す
るには、対話型のグラフィカルインタフェースを使用するか、スプ
レッドシート形式のテーブルでポイントを指定します。

書き込み／消去の耐久テストを15倍高速化 

不揮発性メモリの耐久テストは必須ですが時間もかかります。
B1500AのHV-SPGUモジュールでは、さまざまな機能によって書き
込み／消去の耐久テストが4155/56と比較すると、最大15倍高速化
できます。この大幅な性能向上は、HV-SPGUモジュールの高速パ
ルス、3レベルのパルス発生、オープン出力ステートを実現する半
導体リレー、16440A SMU/パルス・ジェネレーター・セレクター
による高速なスイッチング（オプション）によるものです。これらの
機能により、業界最高の速度とコストパフォーマンスを実現できる、
NVMセル耐久テスト用ベンチトップソリューションとして使用でき
ます。
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WGFMUモジュールが、従来装置ではできなかった超高速パルスド測定を実現

最先端超高速パルスド測定とトランジェント測定を 
強力にサポート

高度な次世代デバイスの動作を十分に理解するには、超高速パルス
ド測定やトランジェントIV特性評価が必要です。複数の機器（パル
スジェネレーター、オシロスコープ、シャント抵抗など）を組み合
わせてこのようなデバイスの動的動作を測定することは可能です
が、測定器の確度、配線の複雑さ、シャント抵抗の誤差補正などの
課題があり、有効なデータを得るのは困難です。Keysight B1500A

のWGFMUモジュールでは、任意波形作成機能（最小100 nsパルス
幅）と高速電圧／電流測定機能（200 MSa/s、5 nsサンプリングレー
ト）を統合することで、こうした測定上の課題を解決できます。さ
らに、WGFMUモジュールの高速IVモードを利用することで、50 Ω
の直列抵抗の影響のない、超高速電圧／電流測定が行えます。
WGFMUモジュールのこれらの機能は、超高速NBTI/PBTI、ランダ
ム・テレグラフ・シグナル・ノイズ(RTN)測定、その他の超高速パ
ルスド／トランジェントIV測定に最適です。

負荷線に影響されないパルスド／トランジェント 
信号測定

従来のパルスジェネレーターは50 Ωの出力インピーダンスを持ち、
これが測定に影響を及ぼすことがあります。パルス測定時に実際に
DUT（被試験デバイス）に印加される電圧は、50 Ωの出力インピー
ダンスと、DUTのインピーダンスで分圧されることで、パルスジェ
ネレーターの出力電圧とは異なります。DUTのインピーダンスが一
定であれば、この負荷線の影響を補正できますが、DUTのインピー
ダンスが動的に変化する場合は、補正は不可能です。したがって、
パルスジェネレーターを使用したソリューションでは、MOSFETの
Id-Vg掃引や不揮発性／抵抗性メモリセルのように、測定中に特性
が変化するデバイスのパルスド／過渡応答を正確に測定できませ
ん。一方、SMU技術をベースにした、WGFMUモジュールの高速
IVモードでは、負荷線の影響を受けずにパルスド／トランジェント
IV測定を実行できます。WGFMUモジュールでは、SMUと同様に、
出力電圧が設定値になるようにフィードバック回路で制御されてい
ます。WGFMUモジュールにはダイナミックレンジ選択機能もあり、
波形出力全体にわたって測定分解能を最適化できます。このように、
WGFMUモジュールはSMUベースでデザインされており、動的に
変化する特性を持つデバイスで正確な高速パルスド／トランジェン
トIV測定を行うのに適しています。

Id-Vg測定への50Ω負荷線の影響（従来のパルス・ジェネレーター・ベース
のソリューション）

WGFMUモジュールの高速SMUテクノロジーにより負荷線の影響を除去

V
A

V

V

パルスジェネレータ

50 Ωの出力インピー
ダンスにより負荷線
の影響が発生。

シャント抵抗と
オシロスコープの追加が
必要。

シャント抵抗

オシロスコープ

被試験デバイス

PGモード

高速IVモード

被試験デバイス

出力機能と測定機能を統合。
出力インピーダンスは
SMUテクノロジーにより
無視できる。

WGFMU

50 Ω

Vd

Vg

Vg

Vd

負荷線の影響に 
よるVdの降下 
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最先端のデバイス特性評価の課題に対応

超高速NBTI/PBTI

高いゲートバイアスと高温の影響によってMOSFETのしきい値電圧
(Vth)が劣化します。これは、最先端の半導体の信頼性に関する最も
重要な問題の1つです。劣化したVthは、ストレスがなくなった後、
速やかに回復してしまうため、負バイアス温度不安定性(NBTI)と正
バイアス温度不安定性(PBTI)の2つの現象を扱うには、きわめて高速
な測定機器が必要です。回復現象の影響を避けるには、ストレスの
除去後1 μs～ 100 μs以内に測定を開始する必要があります。
Keysight B1500AはBTIテスト向けに2種類のソリューションを提供
しています。1つは100 μsのサンプリングレートを備えたSMUベー
スのオンザフライ測定手法、もう1つは1 μs以内に測定を開始でき
るWGFMUベースの超高速測定手法です。

ランダム・テレグラフ・シグナル・
ノイズ(RTN)

ランダム・テレグラフ・シグナル・ノイズ
(RTN)は、MOSFETのドレイン電流の変動
を引き起こす現象で、電流が、レベルの異
なる離散的な値にランダムに切り替わりま
す。根本的な原因は一般的に電子のトラッ
ピングとデトラッピングであると考えられ
ています。RTNはCMOSイメージセンサの
メーカーで長年の課題でしたが、デバイス
サイズの縮小に伴ってSRAMセルの安定性
に影響するようになり、あらゆる半導体デ
バイスメーカーで、問題として認識される
ようになりました。WGFMUモジュールは、
0.1 mV(rms)未満のノイズフロア、5 nsの
サンプリングレート、400万ポイントのデー
タバッファーを備えており、RTN測定に最
適です。これらの機能により、WGFMUモ
ジュールは、1 Hz未満から数MHzまでの広
い周波数レンジでRTNを測定できます。

超高速10 ns幅パルス発生によるHigh-k/SOI 
デバイスの特性評価

High-k誘電体ゲート材料や、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)

テクノロジーで製造されたMOSFETは、電子トラッピング効果と自
己発熱の影響を避けるために、きわめて高速（最小10 ns）なパルスド
測定が必要です。Keysight B1542A 10 nsパルスドIVパラメトリッ
ク・テスト・ソリューションは、High-kゲート誘電体またはSOIテ
クノロジーを使用したMOSFETのId-Vg測定/Id-Vd測定向けに設計
されています。この一体型ソリューションでは、最小パルス幅10 ns

（立ち上がり／立ち下がり時間2 ns）のパルスドId-Vg測定/Id-Vd測
定が行えます。

1 μsの超高速BTI測定

ランダム・テレグラフ・シグナル・ 
ノイズ(RTN)測定

IV掃引 
（100 μs）

Vg

Vd

ストレス
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豊富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、テストを実行できます。変更したテストセットアップは、“My 

Favorite”に保存して後で簡単に実行できます。また、EasyEXPERT 

group+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。

4155/4156と同様の操作性でハードウェアを 
制御できるクラシック・テスト・モード

クラシック・テスト・モードでは、B1500Aのハードウェア機能を
直接制御できます。操作性と使用されている用語は、4155/4156の
フロント・パネル・インタフェースと共通です。EasyEXPERT 

group+では、Windowsベースの利点が活かされ、4155/4156のユー
ザーインタフェースよりも使いやすくなっています。 

グラフィカル表示／解析／パラメータ抽出機能の 
自動化による効率の向上

EasyEXPERT group+は、高度なデータ表示、解析、算術関数によっ
て、データ解析やパラメータ抽出の自動化を実現しています。定義
済みのデータ解析とパラメータ抽出がリアルタイムに実行されるの
で、測定後のデータ処理を行う必要はなくなり、測定結果を即座に
確認できます。さらに、結果のグラフと数値を、接続されているス
トレージ装置に自動的に保存できます。

手動測定と自動測定の両方でデータを保護

EasyEXPERT group+は、測定データの品質を保証するさまざまな
機能を備えています。複数のワークスペース（公開または非公開）を
サポートし、データやアプリケーションテストを容易に管理できま
す。また、ワークスペースのバックアップや、他のコンピューター
へのエクスポート機能も備えています。ワークスペース内部では、
自動データ記録を選択して、測定データと測定セットアップ条件の
両方を保存できるので、デバイス特性評価の再現性が向上します。
測定セットアップとデータを後でリコールすれば、同じ測定を簡単
に再現できます。また、測定データを容易に手動／自動でTXTや
CSVなどのファイルにエクスポートでき、外部PCでさらに詳細に解
析することもできます。 

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

データディスプレイ

EasyEXPERT group+でパラメトリック測定データを容易に収集／処理／整理
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未知のデバイスのテスト条件を短時間で最適化

トレーサーテストでノブを 
使用したリアルタイム・カーブ・ 
トレースにより、デバイス特性 
評価の時間を短縮

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、研究開
発のデバイス解析で使用する一方向の掃引
と、故障解析で必要な双方向の掃引が可能
です。さらに、トレーサー・テスト・モー
ドで作成したテストセットアップをクラ
シック・テスト・モードに簡単に変換でき、
クラシック・テスト・モードの自動解析ツー
ルを利用して機能を強化できます。

外部オシロスコープを使用せずに
パルスド測定を検証可能

オシロスコープビュー（MCSMUモジュール
のトレーサー・テスト・モードで使用可能）
では、測定した電流／電圧データの時間変
化をB1500Aのフロントパネルに直接表示で
きます。オシロスコープビューでは、掃引
測定結果にユーザーが指定した任意のポイ
ントで、パルスド波形のタイミングを表示
できます。パルスド波形は別ウィンドウに
表示され、測定タイミングの検証が容易に
できます。この機能は、波形の検証、タイ
ミングパラメータの最適化、パルスド測定
のデバッグに利用できます。

3

21

1

2

3

Vd

ld

Sub
Vg
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マーカー

ld-Vd掃引のソース値／測定値のプロット

ld-Vd測定の例

指定したステップの波形のモニターが可能。

マーカー読み値

幅は測定時間

Vd

Id

Vg
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スイッチングマトリクス、ウエハープローバー、IC-CAPの活用

EasyEXPERT group+による 
スイッチングマトリクスの制御

柔軟に接続を変更するために、パラメータ・
アナライザとスイッチングマトリクスを組
み合わせて使用することがよくあります。こ
のため、EasyEXPERT group+は、Keysight 

B2200A、B2201A、E5250Aスイッチング
マトリクスを制御できる直感的なGUIを備
えています。これにより、プログラムを作
成しなくても自動テストを容易に実現でき
ます。

セミオート・ウエハー・プローバー
によるテストの自動化

GUIベースのクイック・テスト・モードでは、
プログラムを作成せずに、テストシーケン
スを実行できます。マウスによる簡単な操
作で、アプリケーションテストの選択、コ
ピー、再配置、切り取り／貼り付けが行え
ます。テストを選択して配置したら、測定
ボタンをクリックするだけで、自動テスト
シーケンスを実行できます。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
を実行できます。スイッチングマトリクス
を使用している場合は、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。一
般的なセミオート・ウエハー・プローバー
がすべてサポートされているので、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。

Keysight IC-CAP MDMファイル 
変換のサポート

Keysight IC-CAPは広く利用されているデ
バイス・モデリング・ソフトウェア・ソリュー
ションで、B1500Aもサポートしています。
B1500Aでは、さらにMDMファイル変換
ツールがサポートされ、EasyEXPERT 

group+データをIC-CAP互換のMDMファイ
ルフォーマットに変換することができるよ
うになりました。これにより、IC-CAPユー
ザーは、デバイスモデリングを行う際に
EasyEXPERT group+の高度な機能を利用
できるようになりました。
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柔軟なリモート制御／ネットワーキングの選択

手動作成したアプリケーションテストをそのまま 
リモートテストに使用

LANベースのEasyEXPERT group+リモート制御機能を使えば、付
属している数百種類のアプリケーションテストを利用して、さまざ
まなプログラミング言語でテストを自動化できます。B1500Aは、
作成／変更したアプリケーションテストをリモート実行してテスト
の効率を大幅に高めることができる唯一のパラメータ・アナライザ
です。

B1500A FLEXコマンドセットによる速度と効率の 
向上

B1500Aのハードウェアリソースを直接制御したい場合は、
B1500AのFLEXコマンドセットを使用できます。FLEXコマンドは、
任意のプログラミング言語で、GPIBインタフェース経由で使用で
きます。FLEX制御ではB1500Aのフロントパネルが更新されないた
め、高速な測定が可能です。

既存のKeysight 4155/4156ハードウェアと測定セットアップの活用

EasyEXPERT group+を使用して、4155/4156（BまたはC）をGPIB経由でPCから制御で
きます。これにより、4155/4156の測定リソースを使用しながら、Windows環境の柔
軟性とデータ転送機能を利用できます。さらに、4155/4156用のセットアップファイル
変換ツールが用意されているので、4155/4156のMES/DATファイルを、相当するクラ
シック・モード・テストに変換できます。これらの機能は、新しいB1500Aと古い
4155/4156が混在しているラボ環境に最適です。

ラボからオフィスまで、 
アナライザの高度な測定／ 
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。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ほとんどの作
業をオフィスで行えるため、生産性が向上
します。

USB

LAN GPIB

プログラミング言語／テスト環境
（Keysight VEE、Labview、C#、VBなど）

FLEX 
GPIBコマンドセット

データストレージ 外部PC上のEasyEXPERT group+

EasyEXPERT group+の 
リモート制御インタフェース
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