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　コンポーネント業者は時間を大幅に短
縮できるツールを提供し、エンジニアが
より複雑な製品を短時間に設計できるよ
うに貢献しています。デジタル・ドメイン
では、マシン・コードはアセンブリとC
などのハイレベルな言語に移行しまし
た。これにより、エンジニアはリアルタ
イム・オペレーティング・システム
（RTOS）と強力なライブラリ・モジュー
ルを利用するようになりました。アナロ
グ・ドメインでは、真空管からトランジ
スタへ、オペアンプへ、特殊な用途やア
プリケーションに特化した集積回路へと
移行しました。
　同様の変化は、作業ベンチでも起きま
した。従来は設計や製造段階で見落とし
ていたような微妙な問題をすばやく、安
全に見つけられるような新しい計測器が
あれば、使わない手はありません。
　これらの問題を解決する強力なツール
がソースメータ（SMU）であり、オシ
ロスコープやデジタル・マルチメータ
（DMM）のそばに置いて使用します（図
2参照）。ただしソースメータ（SMU）は、
ソース・メジャー・ユニットと呼ばれる、
製造環境のために設計された数多くの旧
来の製品などとは違います。ソースメー
タは、作業ベンチでより簡単に使用でき
る計測器です。
　ソースメータと、従来からあるDMM
と電源の違いについて理解しておくこと
が重要になります。ソースメータの特長
が理解できたところで、デイブとカレン
という二人のキャラクタに登場してもら
い、ソースメータを使用してテスト・ベン
チでの作業時間が短縮できることについ
てご説明します。

設計エンジニアのためのソースメータ（SMU）事例集： 
ソースメータ（SMU）を使って作業時間を短縮、 
効率アップ

図1. 設計エンジニアによる複雑な製品開発

図2. 研究、開発、製品設計で使用される最新のベンチ計測器

　設計／電気エンジニアの仕事には、困
難が付きまといます。製品は、それ以前
のものに比べて高性能でないといけない
のでしょうか、それともそんな必要はな
いのでしょうか。このような複雑で高性
能な製品をスケジュール通りに、予算内
で完成させるためには、優れた設計ツー

ルが必要になります。他にどのような方
法をとれば、シンプルな製品を設計した
のと同じ時間枠内で、より多くの機能を
持った複雑な製品を設計することができ
るのでしょうか。
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ソースメータ（SMU）とは？
　ソースメータを少しはご理解いただい
ているか、ご購入を検討されたこともあ
るのではないでしょうか。すでに電源と
DMMをお持ちの方も、ソースメータ
（SMU）でどれほど作業が効率的になる
のかと思われているのではないでしょう
か。ソースメータを詳細に説明すること
で、その必要性がご理解いただけると思
います。
　では、ソースメータとは何でしょうか。
電源でしょうか、DMMでしょうか。ソー
スメータは測定し、時間に対してプロッ
トできるので（図4参照）、オシロスコー
プのように動作します。
　一般的に、ソースメータ（SMU）は
電圧源（プログラムによる電流制限が可

能）または電流源（プログラムによる電
圧制限が可能）になります。印加機能と
制限機能は16ビットの分解能でプログ
ラムでき、どちらの値も高分解能DMM
によって正確に測定できます。電源また
はDMMと細かなポイントを比較するこ
とで、その差を見てみましょう。
1.	ソースメータは高速の電源です。多
くの電源はDCセンスで電流を制限す
るように設計されていますが、ソー
スメータにはより広い帯域幅があり
ます。印加と制限機能のスピードは
負荷に依存しますが、場合によって
は最小50μsの電圧値または電流値
を印加または制限することができま
す。多くの場合、ソースメータの電
流制限は十分に高速であるため、部

品や回路全体を過電流から保護でき
ます。これは、ロー・コストの電源
にはない機能です。また、ソースメー
タはパルスで電圧、電流を印加でき
るため、デバイスの電力に制限をか
けることができます。

2.	ソースメータには、広いダイナミッ
ク・レンジがあります。多くの電源
はいくつかのレンジしかなく、1つ
しかないものもあります。機種にも
よりますが、広いダイナミック・レン
ジにより数百fA（フェムト・アンペア）
から最大50Aまでの電流が測定でき
ます。低電流のレンジは、コンポー
ネントの特性評価、わずかに損傷し
たコンポーネントの特定、低電力ア
プリケーションのデバッグなどに適
しています。

3.	DMMと同様、ソースメータには電
圧、電流の高分解能、22ビットの測
定機能があります。

4.	ソースメータは、パルス状の電圧、
電流をプログラムできます。電圧、
電流の独自のシーケンスをプログラ
ムすることもできます。優れたプロ
グラミング言語を内蔵しているため、
電圧、電流の両方が印加できる任意
波形ジェネレータのように使用でき
ます。

5.	DMMと違い、ソースメータはその電
圧能力まで、高入力インピーダンス
を維持します。すべてのDMM（オシ
ロスコープも）は抵抗デバイダで高
電圧を測定します。

6.	ソースメータは正または負の出力電
圧で正または負の電流を印加できる
ため、出力アンプは4象限すべてを
カバーでき、電子負荷としても使用
できます。ほとんどの電源は、4象
限すべてを扱うことはできません。

図3. 最新のソースメータの例 図4. タッチスクリーンのグラフィカル・ユーザ・インタフェースを装備した、ケースレーの2460型ソース
メータ

図5a 図5b
図5. ソースメータと電源による、ソース電圧20Vのステップ応答（a：ソースメータ、b：一般的なテスト・ベン
チ用電源）
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図6. 4象限のソースメータと、2象限の電源
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　では、ソースメータはテスト・ベンチ
で実際にどのように使うのでしょうか。
ソースメータをまだ考慮中であるという
人のために、ソースメータをどのように
使用しているのか、興味深い例を見てみ
ましょう。DMM、電源、任意波形ジェ
ネレータ、オシロスコープの優れた機能
を組合せ、統合することで、それぞれの
計測器を単体で使用するよりもより便利
であることをご理解いただけます。ここ
で登場する二人、デイブとカレンをご紹
介します。

デイブ：電源の設計エンジニア
　デイブは、電源を設計する会社の設計
エンジニアです。今週、デイブは神経質
になっています。彼の設計した電源基板
100枚が倉庫に入庫されましたが、少し
心配しています。スケジュールは厳しく、
基板の発注段階まで仕様は変更されてい
ました。さらに悪いことに、この電源は
シンプルな設計にはなっていません。数
多くの機能を持ったソフトウェア制御の
電源であり、さまざまなアプリケー
ションで使えるよう、数多くの動作モー
ドを持っています。電源の特長としては、
プログラム可能な印加電圧、ステップ応
答、効率などがあります。力率改善（PFC）
オフライン（メイン）電源、数多くの二
次出力を持った、いくつかのプッシュプ
ル・フォワード・コンバータで設計され
ています。その他にも数多くのソフト
ウェア制御機能がありますが、どれもま
だ完成していません。完全でないソフト
ウェアでどれだけ電源にダメージが及ぶ
かを考えると、デイブは冷汗をかく思い
がします。
　基板を組立てに回す前に、その一枚を
テスト・ベンチに持ってきました。最新
のソースメータを使用して、出力電源の
プリント基板配線（PCBT）とライン（メ
イン）電圧回路に、定格電源出力電圧を
印加しました。電源が入っている場合、
定格の電圧で動作するはずです。まず、
10μAの電流制限をかけてみましょう。
低電圧の電源では、ライン電圧（と安全
スペース）は良いようです。しかし、
700Vの高電圧出力では10μAの電流
制限にかかりました。何かが間違ってい
ます。ソースメータは350Vでの制限電
圧をレポートしており、短絡ではなく電
圧のブレークダウン問題であることは明
らかで、ブレークダウンは350Vで発生

しています。
　しばらく調査した結果、高電圧ネット
（PC基板の高電圧配線）とPC基板の短
いグランド・トラックの間の溝を掘るこ
とで、この問題は簡単に解決できました。
CADツールでは、このネットの電圧ス
ペース・ルールは強制されていなかった
ことがわかりました。エンジニアは配線
時にスペースを確保していましたが、
一ヶ所忘れていたようです。自分へのメ
モとして、安全に関するスペーシングだ
けでなく、すべての電圧スペーシングを
CADツールに組み込むこと、としまし
た。早期にこの間違いを発見できたため、
大ごとになる前に基板を装備することが
できました。すべての部品が基板に取り
付けられた後でブレークダウン問題を解
決するのは困難であったと思われます。

図7. 複雑な電源の例（デイブのものではありません） 

　一週間後、完全に部品が装備された状
態の基板が12枚、デイブのデスクに届
きました。電源供給とDC-DCコンバー
タ間のジャンパを外し、独立して電源を
供給できるようにしました。ソースメー
タにより、オフライン電源は正常に立上
りました。ソータメータの電流制限は、
同様の古い設計の自己消費電流（回路が
信号を増幅しない、または負荷をドライ
ブしない状態で回路を流れる電流）を参

考に設定しました。DC-DCコンバータ
はうまく動作しませんでした。もう一度
ソースメータが電流制限に達したため、
慎重に間違い探しを続けました。デイブ
は、負荷のかかっていない状態で電源が
機能するように電流制限を正しく設定す
る必要があることを知っていました。制
限のない電源で壊れているDC-DCコン
バータを使用していたら、大きな損傷に
なっていたかもしれません。電源だけで
は高速な電流を制限することはできず、
電子回路を保護することはできません。
デイブは設計、製造に関する問題のすべ
てを、オシロスコープ、DMM、二台目
のソースメータを使って検出し、解決し
ました。二台目のソースメータ（一台目
は電源供給で使用）は、2端子、3端子
のデバイスの測定、さらには動作電源内
部の測定に役立ちます。ソースメータは
LO端子を常にフローティングできます
が、これはソースメータにしかできま
せん。ただし、すべてのソースメータが
LO端子をフローティングできる訳では
ありません。ソースメータの中には、デ
フォルトでLO端子とグランドが直接接
続されているものも数多くあります。
　単体のデバイスでもその他のテストを
実行することができます。
•	 ツェナー・ダイオード：実際のツェナー
電圧より少し大きな制限電圧で、ダイ
オードに小さな電流を印加します。こ
れは、電源をオン／オフすることで回
路内でも実行できます。
•	 トランジスタのHfe（電流ゲイン）：一
台目のソースメータでベース・エミッ
タ接合に電流を印加し、二台目のソー
スメータでトランジスタのエミッタ・
コレクタ端子に電圧をかけてコレクタ
電流を測定します（図8を参照）。
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図8. 2台のソースメータを使用したトランジスタのHfe（電流ゲイン）
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•	 MOSFETのgm（トランス・コンダク
タンス）：2台のソースメータを使用
し、一台目はゲート・ソース端子間に
電圧を印加し、二台目はトランジスタ
のドレイン・ソース端子間に電圧を印
加してドレイン電流を測定します。こ
の測定も、パルス・モードまたはDC
で行います。
　発生していた問題がすべて解決したた
め、デイブは電源単体で動作させてみよ
うと思いました。オフライン電源と
DC-DCコンバータを分離していた
ジャンパを戻し、立ち上げました。オシ
ロスコープで各出力の電圧リップルを測
定していると、電源が止まり、基板から
大きな破裂音が聞こえました。何か障害
が発生しましたが、すぐにではなく、何
時間か経ってからでした。部品はすべて
正常であることはわかっています。長時
間持ちこたえなかったのかもしれま
せん。
　デイブは、ソースメータを1.5Vリ
ミットの電流印加、電圧測定に設定しま
した。目的は、電源のすべてのパワー・
デバイスのテストです。電源基板の電源
をオフにし、設計における各MOSFET
のソースからドレイン、およびドレイン
からソースに電流を印加し、印加する電
流の値をデバイスの定格に合うように変
更しました。電圧制限の1.5Vの値は、
各MOSFETのチャンネル抵抗をチェッ
ク中に、ネットの他のコンポーネントが
オンにならないように設定しました。過
電流は、ゲートをオンにする電圧になっ
ていない場合でも、チャンネルが両方向
で導通状態になることがあります。ゲー
トのリーク・チェックが次の作業なので

すが、その必要はありません。この方法
でソース電流を印加したところ、プッ
シュプルMOSFETの一つがわずか数
mVと測定されました。良品であれば電
圧は一方向で電圧リミットに達するはず
であり、反対方向では0.6Vの寄生ダイ
オード電圧が現れるはずです。何が間
違っているのでしょうか。
　振り返れば、デイブはオフライン電源
ではなく、引き続きソースメータで電源
を供給すべきでした。燃えた基板を外し、
新しい基板を用意して、デイブがプログ
ラムしたACライン電圧テスト・スクリ
プトでライン電圧を供給するようにソー
スメータを設定し、スクリプトをソース
メータにアップロードしました。スクリ
プトは、無負荷電源の静止電流のための
正しいリミット電流による50Hz正弦波
を出力するように記述されています。新
しい基板は、仕様にあるすべての供給電
圧で正しく立上りました。この基板が最
初の基板と同じようになった場合、わず
か数時間でこの問題を検出することがで
きます。しかも、安全電流リミットをオン
にした状態で検出できます。デイブはオ
シロスコープを使用し、各整流子の電圧
を観測し、電源のすべてのスイッチング・
サイクルを取込みました。
　図10に示すように、整流用ダイオー
ドの電圧の変更は、以下に示すような
ソースメータによって得られるログ・
アンプのI/Vカーブによって規定される
負荷電流を反映したものです。この波形
（上は無負荷、下は全負荷）が単純なシ
フトまたはシフトが正しくない場合は、
整流器の後の二次回路に問題があると考
えられます。

　どの出力も、その整流器の電圧は正常
です。整流器の電流が何らかの理由で大
き過ぎる場合、電流対時間において整流
器電圧（基本的にログ・アンプ）は増加
します。デイブは、二台目のソースメー
タを使用して、プログラム、電圧スイー
プ、電流測定によって各ダイオードのIV
特性を測定することで電圧値が決まると
いうことを知っていました。オシロス
コープのプローブを探しているときに、
デイブは新しい基板に電源供給している
ソースメータが電流制限モードであるこ
とに気付きました。何かが間違っている
にせよ、わずか30分でこの基板は機能
しなくなりました。しかし、今度は何も
障害は発生せず、基板は燃えませんでし
た。デイブは、ソースメータの出力をオ
フにし、ソースメータを0Vにプログラ
ムしてACラインの電圧スクリプトを再
起動するしかありませんでした。再起動
後、デイブはオシロスコープでそれぞれ
のプッシュプル電源の一次電流を測定し
ました（図11を参照）。
　ここに抵抗を入れることを誰も思いつ
かなかったため、デイブは2.5cmのプ
リント基板トレースの小さな電圧降下を
測定することで、一次電流を測定しなけ
ればなりませんでした。このテストは通
常フローティング・オシロスコープで行
うのですが、高分解能デジタイジング
DMMでも測定できます（図12を参照）。
　この測定は有意義なものでした。わず
か5分後、デイブは電流の振幅が大きく
なったことに気付きました。二次側は正
常でしたので（最初のテスト）、残り2
つのうちの1つに問題があると思われま
す。変圧器が正しく設計または製造され
ていないか、マイクロ・コントローラが
設定するプッシュプルMOSFETの各半
波のプッシュプル・オン時間が等しくな
い（不平衡磁束の状態）ことが考えられ

図10. 定格の負荷、無負荷で印加した場合の全波ブ
リッジ整流子における正しい電圧降下の様子 
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図9. 2台のソースメータを使用したMOSFETのGm（トランス・コンダクタンス）
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ます。デイブは、この日の残りの時間と
次の一日をかけて問題を発見しました。
　問題は、コントローラのコードにあ
りました。割込み実行はプッシュプル・
シーケンスの半分のみで、同じスイッ
チでは常時であるところが、オン時間
が変わっており、変圧器の不平衡磁束
問題の原因となっていました。デイブ
の変圧器の設計では磁化インダクタン
スが非常に小さいため、特にこの問題
に敏感になっていました。最初の2種類
のテストだけでわかりましたが、一時
間くらいの障害から一日くらいの障害
まで延長させ、一週間かけて問題を解
決することができました。

　このプロジェクトでは、デイブはソー
スメータを使用することで時間が短縮で
き、再作業の手間を省くことができまし
た。ソースメータで電源を供給できな
かったならば、デイブは基板を修理しな
ければなりませんでした。誰もやりたが
りませんが、それでもデイブは最初の基
板を修理しなければなりません。デイブ
は何日もかけて、ソースメータから何回
も電源を入れたり外したりして問題を探
さなければなりません。
　数多くの電源アプリケーションにおい
て、ソースメータは製品設計の検証だけ
でなく、電源設計においても最適です。
ソースメータは正確に電流を印加するの

と同様、電流を正確にシンクすることも
でき、ほとんどの電源では実行できない
便利な機能を備えています。デイブの会
社のエンジニアリング検証チームでは、
電子負荷としてのソースメータを気に
入っています。多くの電子負荷よりも高
速であることに加え、このような機能を
備えたソースメータは非常に便利な計測
器です。
　ソースメータは、MPPT（Maximum	
Power	Point	Tracking）スイッチング
電源の設計におけるソーラ・パネル・シ
ミュレータとしても使用できます。この
アプリケーションでは、太陽電池セルは
印加される電圧と照度によって変化する
電流源のように見ることができます。照
度が一定の場合、ソースメータをプログ
ラムして、測定される電圧の変化によっ
てソース電流を変化させることができま
す。全体のリミット電圧は、セルのオー
プン回路電圧に設定します。
　次の例で、カレンはソースメータを使
用して非常に小さな電流の太陽電池セル
を観測します。

カレン：極秘プロジェクトに携わる設計
エンジニア
　カレンの仕事は、デイブほど難しくは
ないかもしれません。デイブは何百Wを
取り扱う必要がありましたが、カレンの
場合は数nW以下の電力です。カレンは
政府からの極秘契約に携わっており（こ
れはフィクションです）、兵士が身につ
ける腕時計を開発しています。バッテリ
は搭載していますが充電の必要はなく、
究極の環境発電です。腕時計を付けてい
ない者が近づくと、兵士にそれを知らせ
ます。バイタル・サイン（生命兆候）を
中央指令部に中継します。初年兵には、
立入りが許可されているところ、許可さ
れていないところを知らせます。そして
当然ですが、時刻と日付は、他の者が付
けている腕時計と秒まで完全に同期して
います。パッシブLCDで、ときにはフ
ラッシュ・ライトで、ときには誰にも聞
こえない、見えない、または検出できな
い弱い電気ショックで兵士と重要な情報
を通信します。このハイテク機器は、体
温、明かり、動きによって電力を得ます。
12種類の動作モードを持ち、それぞれ
のモードで異なった静止状態電流を消費
します。
　カレンも緊張しています。極秘腕時計

図11. プッシュプル電源回路図の例

図12. プッシュプルのセンター・タップにおける電流測定のイメージ

図13. I-Vカーブと、ソースメータに表示された情報の例
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のプリント基板が100枚、彼女のもと
に届きました。残りのもの（時計のハウ
ジング、リスト・ストラップ）は出荷待
ちの状態です。デイブの場合と異なり、
カレンは数百Wによるダメージについて
は心配していません。カレンは、彼女と
ソフトウェア・チームが、時計の統合さ
れたエネルギー技術により、最小値を保
証しているトータル消費電流1nA以下
という非常に重要なスレッショルドを
キープできるかを心配しています。どの
ような時間であっても時計の電流が
1nAを超える場合、過度の負荷に対応
するために一定時間負荷を下げる必要が
あります。時計の消費電流は、どの機能
が有効になっているかだけでなく、マイ
クロプロセッサの周辺装置のどの機能が
有効になっているか、さらにどのような
コードが記述されているかによっても異
なります。
　製品の開発サイクルの初期段階で、カ
レンはケースレーの2450型ソース
メータ（図15）と低リーク・ガード・
テスト・フィクスチャを使用して各周辺
装置をテストしました。2450型には、
彼女が必要としている低電流測定レンジ
があり、テスト・フィクスチャと接続す
るための低ノイズ電流トライアキシャ
ル・コネクタを内蔵しています。

　彼女は2450型を使用し、消費電流だ
けでなく、候補の回路を有効、無効にし
た場合の電流変化の割合も記録しまし
た。どれもが重要です。電流消費が頻繁
に変化する場合であっても、低い周波数
で動作します。2450型は、太陽電池セ
ルのI-V特性のシミュレーションにも使
用し、時計の超高効率パワー・コンバー
タをテストしました。これらすべてのテ
ストは、高電圧、低電流で動作する、高
速な電圧源が必要になります。2450型
は、これに対処できる唯一の計測器です。
　カレンは、時計を注意深くテスト・フィ
クスチャに入れました。時計のハウジン
グとリスト・ストラップを外し、テスト・
フィクスチャとトライアキシャル・ケー
ブルを使用してデバイスの消費電流を正
確に測定できるようにします。テスト・
フィクスチャをよくご存知ない方のため
に説明すると、デバイス全体を静電シー
ルドで覆うことにより、測定する電流が
時計自身からのものであり、外部結合さ
れる干渉電流を除くことができます（図
16を参照）。
　フィクスチャを使用すると、エンジニ
アや監査担当者は、時計の押しボタンで
はなく、コンピュータを使って時計にア
クセスできます。このインタフェースは
監査のスピードを上げるために開発され

ており、今では一般的なものになってい
ます。
　今週始め、カレンは時計の負荷電流を
連続的にモニタするコード（2450型内
で実行）を書きました。時計は、2450
型によって電源を供給されます。この
コードは、1nAを超えるすべての事象と
平均電流をトラックします。このテスト・
セットアップ（時計、2450型、テスト・
フィクスチャ、リモート・インタフェー
ス）は、設計ごとに、また監査エンジニ
アで共有されます。誤動作でも不良にな
りますし、過度の電流が流れた場合でも
不良になります。不良が発生するたびに、
カレンと彼女のチームは、前に戻って不
良となった特定のハードウェアの状態を
調べ、解決方法を見つけることになりま
す。2450型は、このイベントが発生し
た場合にエンジニアに通告するようセッ
トアップされたPCに、応答を送るよう
にプログラムされています。監査結果は、
予測できないものでした。チームは、機
能しなかった項目と同じくらい数多くの
過度の電流消費事例を修理しなければな
りませんでした。2450型を使用したこ
とで、このアプリケーションに必要な低
電流性能が実現できなかった電源と電子
負荷を使用した場合と比較して、短時間
にデバッグすることができました。

図14. 極秘腕時計の例

図16. テスト・セットアップの例

図15. ケースレーの2450型ソースメータ
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まとめ
　ここで挙げた例はフィクションです
が、このようなテスト、測定要件は非常
に現実的なものです。デイブとカレンが
ケースレーの2450型などのソースメー
タを使用して短時間に問題解決し、修理
や作業のし直しを減らせたように、あな
たの作業スペースでも同じような対応が
可能になります。どのようなプロジェク
トも他のプロジェクトとは異なってお
り、プロジェクトごとにさまざまな問題

を抱えます。現在お持ちの知識と検出ス
キル、そして利用可能なテスト機器でし
か作業を終わらせることはできません。
ツールの実用性は、そのツールで何がで
きるか、現在の複雑な計測器の豊富な機
能をどのように使いこなすかというユー
ザの理解度に直接かかわってきます。デ
イブとカレンのような競合上の優位点を
考慮の上、ソースメータも考慮に加えて
ください。		■



www.keithley.jp
テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツお客様コールセンター
TEL：0120-441-046　電話受付時間／9：00～12：00・13：00～18：00（土・日・祝・弊社休業日を除く） 
〒108-6106 東京都港区港南2-15-2　品川インターシティ B棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
Copyright	©	Keithley	Instruments.	All	rights	reserved.	記載された製品名はすべて各社の商標あるい登録商標です。

1KZ-60034-0　　2015年6月


