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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被試験デバイスを試験する試験装置であって、
　前記被試験デバイスに電源電力を供給する電源部と、
　前記被試験デバイスの状態を示す特性値を検出し、前記特性値を予め定められた閾値と
比較する比較部と、
　前記比較部における比較結果に基づいて、前記電源部から前記被試験デバイスに供給さ
れる前記電源電力を遮断する遮断部と、
　前記比較部における閾値、または、前記特性値を検出する検出タイミングの少なくとも
一方を変更する制御部と
　を備え、
　前記制御部は、前記電源部から前記被試験デバイスに電源電力を供給している状態で、
前記閾値または前記検出タイミングの少なくとも一方を変更し、
　前記比較部は、複数種類の前記特性値を検出し、前記特性値の種類毎に予め定められた
前記閾値と比較し、
　前記制御部は、いずれの種類の前記特性値の比較結果を用いて、前記遮断部に前記電源
電力を遮断させるかについての設定を更に変更する
試験装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記特性値の種類毎に設けられ、対応する前記閾値を書き換え可能に格
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納する閾値格納部を有する
　請求項１に記載の試験装置。
【請求項３】
　前記電源部は、前記被試験デバイス内に設けられる複数の被試験素子に対して並列に前
記電源電力を供給し、
　前記比較部は、前記複数の被試験素子に印加される電圧または電流を、前記閾値と比較
し、
　前記遮断部は、前記複数の被試験素子の全てに対する前記電源電力の供給を停止する
　請求項２に記載の試験装置。
【請求項４】
　前記遮断部は、前記比較部において検出した特性値が範囲外と判定されたときの前記閾
値に応じて、前記電源電力を遮断する速度を変化させる
　請求項１から３のいずれか一項に記載の試験装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、試験装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大電流回路に用いられるスイッチデバイスとして、ＩＧＢＴ等の素子を用いたデバイス
が知られている。当該デバイスには、要求される電流仕様等に応じて、複数のＩＧＢＴ素
子が並列に形成される（例えば、特許文献１参照）。当該デバイスを試験する試験装置は
、共通の電源から、複数のＩＧＢＴに電源電力を供給する。
　特許文献１　特開２０００－５８８２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　大電流のスイッチデバイスの試験項目として、アバランシェ試験のように、デバイスに
高電圧を印加する耐圧試験がある。しかし、デバイス内に並列に設けられた素子の特性に
ばらつきがあると、一部の素子に電流が集中し、素子が破壊される場合がある。複数の素
子は共通の基板に形成されるので、一部の素子が破壊され、大電流が流れることによる発
熱等が生じると、当該発熱等が他の素子にも伝播してしまう。これにより、他の素子も破
壊されてしまう。このような破壊が連鎖することで、デバイス内の素子がなだれ式に破壊
されてしまう。
【０００４】
　このような素子の破壊を防止するべく、一定の電流値等を検出した場合に、デバイスへ
の電力供給を遮断する遮断回路を、試験装置に作りこむことも考えられる。しかし、どの
ような場合に電力供給を遮断すべきかは、デバイス毎、試験項目毎に異なっているので、
遮断条件毎に、遮断回路を作成しなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様においては、被試験デバイスを試験す
る試験装置であって、被試験デバイスに電源電力を供給する電源部と、被試験デバイスの
状態を示す特性値を検出し、特性値を予め定められた閾値と比較する比較部と、比較部に
おける比較結果に基づいて、電源部から被試験デバイスに供給される電源電力を遮断する
遮断部と、比較部における閾値、または、特性値を検出する検出タイミングの少なくとも
一方を変更する制御部とを備え、制御部は、電源部から被試験デバイスに電源電力を供給
している状態で、閾値または検出タイミングの少なくとも一方を変更し、比較部は、複数
種類の特性値を検出し、特性値の種類毎に予め定められた閾値と比較し、制御部は、いず
れの種類の特性値の比較結果を用いて、遮断部に電源電力を遮断させるかについての設定
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を更に変更する試験装置を提供する。

【０００６】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】被試験デバイス２００を試験する試験装置１００の構成例を、被試験デバイス２
００とあわせて示す。
【図２】遮断部６０の例を示す。
【図３】被試験デバイス２００の試験の一例を示すタイミングチャートである。
【図４】比較部４０の他の構成例を示す。
【図５】遮断部６０の動作例を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【０００９】
　図１は、被試験デバイス２００を試験する試験装置１００の構成例を、被試験デバイス
２００とあわせて示す。被試験デバイス２００は、例えばＩＧＢＴ等の高耐圧、大電流の
スイッチ素子を含む。被試験デバイス２００は、共通の基板に並列に形成された複数のス
イッチ素子を有してよい。
【００１０】
　被試験デバイス２００は、数百から数千Ｖ程度の耐圧を有しており、且つ、数Ａから数
百Ａ程度の電流を流すことができるデバイスであってよい。また、被試験デバイス２００
は、車載用のデバイスであってよい。
【００１１】
　試験装置１００は、制御部１０、信号供給部１２、タイミング発生部２０、閾値格納部
３０、比較部４０、電源部５０、および、遮断部６０を備える。制御部１０は、試験装置
１００の各構成要素を制御する。制御部１０は、試験装置１００の各構成要素に対して信
号を供給し、また、各構成要素からの信号を受信してよい。制御部１０は、試験装置１０
０の使用者から与えられるプログラムに応じて、各構成要素を制御してよい。制御部１０
と、試験装置１００の各構成要素とは、ＲＷバス（リード／ライトバス）を介して接続さ
れる。
【００１２】
　信号供給部１２は、被試験デバイス２００を動作させる試験信号を、被試験デバイス２
００に供給する。例えば信号供給部１２は、被試験デバイス２００内のスイッチ素子をオ
ン／オフする試験信号を生成する。試験装置１００は、試験信号に応じて被試験デバイス
２００に印加される電圧または電流、若しくは、被試験デバイス２００が出力する電圧ま
たは電流に基づいて、被試験デバイス２００の良否を判定してよい。
【００１３】
　電源部５０は、被試験デバイス２００に電源電力を供給する。例えば信号供給部１２が
供給する試験信号は、被試験デバイス２００内のスイッチ素子のゲート端子に印加され、
電源部５０が供給する電源電圧は、スイッチ素子のエミッタ端子またはコレクタ端子（若
しくは、ソース端子またはドレイン端子）に印加される。また、電源部５０は、スイッチ
素子のエミッタ・コレクタ間電流を供給する。
【００１４】
　比較部４０は、被試験デバイス２００の状態を示す特性値を検出し、特性値を予め定め
られた閾値と比較する。閾値は、上限の閾値および下限の閾値を含んでよい。特性値は、
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被試験デバイス２００が出力する電圧または電流の値等の電気的な特性値であってよい。
また、特性値は、被試験デバイス２００内の温度等の非電気的な特性値を含んでもよい。
【００１５】
　また、比較部４０は、これらの特性値を、タイミング発生部２０から与えられる複数の
検出タイミングで検出してよい。また、比較部４０は、これらの特性値が、予め定められ
た態様で変化するかを検出してもよい。この場合、比較部４０に与えられる閾値は、検出
タイミング毎に変化してよい。
【００１６】
　比較部４０は、複数種類の特性値を検出してよい。特性値の種類とは、例えば、電圧値
、電流値、温度等を指す。本例の比較部４０は、電流および電圧の値を検出すべく、電流
比較器４２および電圧比較器４４を有する。比較部４０は、被試験デバイス２００が出力
する電圧または電流を検出してよく、被試験デバイス２００に印加される電圧または電流
を検出してもよい。また、比較部４０は、電源部５０が出力する電圧または電流を検出し
てもよい。
【００１７】
　また、比較部４０は、被試験デバイス２００に設けられたテスト端子またはモニタ端子
を介して、電圧、電流および温度等の特性値を検出してよい。テスト端子は、例えば被試
験デバイス２００に試験信号または電源電力を供給する端子であってよく、また、被試験
デバイス２００が電圧、電流または信号を出力する端子であってよい。
【００１８】
　また、モニタ端子は、被試験デバイス２００の内部の被観測点における特性値を示す信
号を出力する端子であってよい。被観測点は、例えば複数のスイッチ素子が接続されるノ
ードである。また、モニタ端子からは、電流または温度等の特性値に応じたレベルの電圧
が出力されてよい。テスト端子またはモニタ端子は、被試験デバイス２００の実動作時に
使用されない端子であってよい。
【００１９】
　電流比較器４２は、例えば被試験デバイス２００が出力する電流値を、検出タイミング
で検出する。電流比較器４２は、検出した電流値を、予め定められた閾値と比較する。電
圧比較器４４は、例えば被試験デバイス２００のエミッタ・コレクタ間電圧を、検出タイ
ミングで検出する。電圧比較器４４は、検出した電圧値を、予め定められた閾値と比較す
る。
【００２０】
　閾値格納部３０は、制御部１０から与えられる閾値を格納して、比較部４０に供給する
。閾値格納部３０は、比較部４０において検出可能な特性値の種類毎に設けられてよい。
閾値格納部３０は、対応する閾値を書き換えに格納する。制御部１０は、ユーザプログラ
ム等により順次指定される閾値を、閾値格納部３０に順次格納する。
【００２１】
　タイミング発生部２０は、制御部１０により設定される設定値に応じたタイミングでエ
ッジを有するタイミング信号を発生する。当該エッジのタイミングにより、検出タイミン
グが規定される。タイミング発生部２０は、検出タイミングの設定値を書き換え可能に格
納する。制御部１０は、ユーザプログラム等により指定される１つまたは複数の設定値を
、タイミング発生部２０に設定する。
【００２２】
　遮断部６０は、比較部４０における比較結果に基づいて、電源部５０から被試験デバイ
ス２００に供給される電源電力を遮断する。遮断部６０は、電源部５０から被試験デバイ
ス２００に電源電力を伝送する伝送路上に設けられ、伝送路を電気的に遮断するか否かを
制御するスイッチを有してよい。
【００２３】
　遮断部６０は、比較部４０において、いずれか一つの特性値が、閾値により規定される
範囲外となった場合に電源電力を遮断してよい。また、遮断部６０は、比較部４０が検出
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可能な複数種類の特性値のうち、予め定められた種類の特性値と、閾値との比較結果に応
じて、電源電力を遮断してもよい。また、遮断部６０は、比較部４０が検出可能な複数種
類の特性値のうち、予め定められた複数種類の特性値の全てが、閾値により規定される範
囲外となった場合に電源電力を遮断してもよい。
【００２４】
　遮断部６０が、いずれの種類の特性値の比較結果を用いて電源電力を遮断するかは、制
御部１０が設定してよい。比較部４０または遮断部６０は、当該設定を格納する設定部を
有してよい。当該設定部は、当該設定値を書き換え可能に格納する。制御部１０は、ユー
ザプログラム等により順次指定される設定を、当該設定部に順次設定する。
【００２５】
　制御部１０は、閾値格納部３０が格納する閾値、または、タイミング発生部２０が検出
タイミングを発生するタイミングを規定する設定値の少なくとも一方を変更可能に設けら
れる。本例の制御部１０は、電源部５０から被試験デバイス２００に電源電力を供給して
から、当該電源電力を遮断するまでの間における試験実行期間においても、当該閾値およ
び当該検出タイミングの設定値の双方を変更する。また上述したように、制御部１０は、
いずれの種類の特性値の比較結果を用いて、遮断部６０に電源電力を遮断させるかについ
ての設定を更に変更する。
【００２６】
　このような構成により、多様な条件を設定して、被試験デバイス２００に供給する電源
電力を遮断することができる。このため、多様な被試験デバイス２００の試験、および、
多様な試験項目において、電源電力を遮断することができる。このため、被試験デバイス
２００毎および試験項目毎に専用の試験回路を設計せずともよい。また、閾値等を動的に
変更することができるので、特性値の変化の傾き等のような特性値の波形についても、所
定の許容範囲を設定することができる。
【００２７】
　図２は、遮断部６０の例を示す。図２において図１と同一の符号を付した構成要素は、
図１において説明した機能および構成と同一の機能および構成を有してよい。なお本例の
試験装置１００は、電源部５０から被試験デバイス２００に電源電力を供給する伝送路上
に誘導成分６２を有する。
【００２８】
　遮断部６０は、誘導成分６２および被試験デバイス２００の間の伝送路上に設けられた
トランジスタを有する。当該トランジスタは、例えばＩＧＢＴである。また、当該トラン
ジスタは、誘導成分６２および電源部５０の間の伝送路上に設けられてもよい。比較部４
０は、検出タイミングにおいて検出した特性値が、閾値により規定される範囲外となった
場合に、当該トランジスタをオフ状態に制御する。
【００２９】
　なお、電源部５０は、被試験デバイス２００内に設けられる複数の被試験素子に対して
並列に電源電力を供給してよい。被試験素子は、ＩＧＢＴ等であってよい。比較部４０は
、複数の被試験素子に印加される電圧または電流を、閾値と比較してよい。例えば比較部
４０は、複数の被試験素子に流れる電流の和（すなわち、被試験デバイス２００に流れる
電流）を、閾値と比較する。遮断部６０は、比較部４０における比較結果に基づいて、複
数の被試験素子の全てに対する電源電力の供給を停止してよい。
【００３０】
　図３は、被試験デバイス２００の試験の一例を示すタイミングチャートである。本例の
試験装置１００は、被試験デバイス２００について、アバランシェ試験を実行する。アバ
ランシェ試験では、被試験デバイス２００をオン状態からオフ状態に遷移した場合に、誘
導成分６２において生じる逆起電力を用いて、被試験デバイス２００の耐圧を試験する。
【００３１】
　信号供給部１２は、被試験デバイス２００のゲート端子を、オフ状態からオン状態に遷
移させ、更にオン状態からオフ状態に遷移させるゲート信号を発生する。被試験デバイス
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２００がオン状態に遷移すると、エミッタ・コレクタ間電圧Ｖｃｅは、オン抵抗に応じた
電位（例えば接地電位近傍）まで低下する。このとき、コレクタ電流Ｉｃは、所定の傾き
で増加する。
【００３２】
　そして、被試験デバイス２００がオフ状態に遷移すると、コレクタ電流Ｉｃが減少する
。このとき、コレクタ電流Ｉｃの減少に応じて誘導成分６２で生じる逆起電力が、被試験
デバイス２００に印加されるので、エミッタ・コレクタ間電圧Ｖｃｅが増大する。ここで
、被試験デバイス２００が、コレクタ電流Ｉｃが流れなくなるまで、当該逆起電力による
電圧印加に耐えられれば、点線で示されるように、コレクタ電流Ｉｃは略零となり、エミ
ッタ・コレクタ電圧Ｖｃｅも所定の電位となる。
【００３３】
　しかし、被試験デバイス２００の耐圧が十分でなく、例えばショートモードの故障が発
生すると、コレクタ電流Ｉｃが増大して過大な電流が流れてしまう。このため、アバラン
シェ試験においては、ショートモードの故障を検出して、電源電力を遮断することが好ま
しい。
【００３４】
　電流比較器４２は、検出タイミングにおけるコレクタ電流Ｉｃの値が、予め定められた
閾値により規定される範囲内か否かを判定する。本例の電流比較器４２は、複数の検出タ
イミングにおいてコレクタ電流Ｉｃの値を検出して、それぞれの電流値が所定の範囲内か
否かを判定する。このとき、閾値格納部３０から電流比較器４２に入力される範囲Ａ～Ｅ
は、検出タイミング毎に変更されてよい。
【００３５】
　制御部１０は、閾値格納部３０が格納する閾値を順次書き換えてよい。また、制御部１
０は、複数の検出タイミングに対応する複数の閾値を、閾値格納部３０に予め格納しても
よい。この場合、閾値格納部３０は、タイミング発生部２０が発生する各検出タイミング
に応じて、当該検出タイミングに対応する閾値を比較部４０に入力してよい。閾値格納部
３０は、複数の閾値を、比較部４０に入力すべき順番で並べたキューを有し、タイミング
発生部２０が検出タイミングを発生する毎に、先頭の閾値を比較部４０に入力してよい。
【００３６】
　電流比較器４２は、検出した電流値が、対応する閾値により規定される範囲内か否かを
判定する。本例では、範囲Ｅにおいて電流値が範囲外となる。当該検出タイミングに応じ
て、遮断部６０は電源電流を遮断する。これにより、被試験デバイス２００に過大な電流
が流れ続けることを防ぐことができる。
【００３７】
　なお、遮断部６０は、電圧比較器４４における比較結果に基づいて、電源電力を遮断す
るか否かを判定してもよい。電圧比較器４４には、電流比較器４２とは異なる検出タイミ
ングが入力されてよい。
【００３８】
　また、比較部４０は、予め設定される期間内における、特性値の最大値または最小値を
、閾値と比較してもよい。当該期間は、制御部１０により書き換え可能に設定される。ま
た、当該期間および検出タイミングは、ゲート信号のエッジタイミングを基準として、設
定されてよい。つまり、当該期間および検出タイミングは、ゲート信号のエッジタイミン
グに対する遅延量により規定されてよい。
【００３９】
　図４は、比較部４０の他の構成例を示す。本例の比較部４０は、複数の比較器４６（第
１比較器４６－１～第Ｎ比較器４６－Ｎ）および演算部４８を有する。なお、比較器４６
毎に、閾値格納部３０が設けられる。それぞれの比較器４６は、複数種類の特性値のうち
のいずれかを検出する。
【００４０】
　演算部４８は、１以上の比較器４６の比較結果に基づいて、遮断部６０を制御する。演
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算部４８には、いずれの比較器４６における比較結果を用いて遮断部６０を制御するかが
、制御部１０により設定される。また、演算部４８は、選択した比較結果の論理和、論理
積、または、その他の論理演算を算出する。演算部４８がどのような論理演算を行うかは
、制御部１０により設定される。
【００４１】
　演算部４８がどのような論理演算を行うかの設定は、制御部１０により書き換えできる
。また、制御部１０は、電源部５０から被試験デバイス２００に電源電力を供給して、試
験を実行している状態においても、当該設定を随時変更してよい。
【００４２】
　また、２以上の比較器４６が、同一種類の特性値を検出してもよい。この場合、当該２
以上の比較器４６のそれぞれには、異なる検出タイミングが入力されてよい。比較部４０
は、タイミング発生部２０が発生した検出タイミングを遅延させる遅延素子を、比較器４
６毎に有してよい。また、当該２以上の比較器４６のそれぞれには、入力される検出タイ
ミングに応じた閾値が入力される。
【００４３】
　それぞれの比較器４６に入力される検出タイミングは、試験を実行している状態で、制
御部１０が動的に変更してよい。これにより、演算部４８には、異なる検出タイミングに
おける、同一種類の特性値に対する比較結果が入力される。演算部４８は、これらの比較
結果の論理演算結果に基づいて、遮断部６０を制御してよい。このような構成により、多
様な判定基準に基づいて、電源電力を遮断することができる。
【００４４】
　図５は、遮断部６０の動作例を示す。遮断部６０は、比較部４０において、検出した特
性値が範囲外と判定されたときの閾値に応じて、電源電力を遮断する速度を変化させてよ
い。例えば遮断部６０は、電源電力の伝送経路上に設けたトランジスタのオン／オフを制
御する遮断信号のエッジ傾きを、比較部４０における閾値に応じて変化させる。図５にお
いては、Ｌ論理を示す場合に、トランジスタをオフ状態に制御する遮断信号を示す。
【００４５】
　例えば遮断部６０は、比較部４０における閾値がより大きい場合に、遮断信号のエッジ
傾きを小さくする。比較的に高電圧または大電流が伝送経路に流れているときに、トラン
ジスタの遮断速度を遅くすることで、遮断部６０のトランジスタを保護することができる
。
【００４６】
　また、制御部１０は、遮断部６０が電源電力を遮断したときの、閾値、検出タイミング
等の設定を読み出してよい。制御部１０は、読み出した閾値、検出タイミング等の設定を
、電源電力を遮断した旨とあわせてユーザに通知してよい。
【００４７】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発
明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００４８】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００４９】
１０・・・制御部、１２・・・信号供給部、２０・・・タイミング発生部、３０・・・閾
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値格納部、４０・・・比較部、４２・・・電流比較器、４４・・・電圧比較器、４６・・
・比較器、４８・・・演算部、５０・・・電源部、６０・・・遮断部、６２・・・誘導成
分、１００　試験装置、２００・・・被試験デバイス
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