
 

 

  

 

    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Resistivity Four-Point Probes 
       Setting standards since 1965 FELL and NPS Probes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 標準器としての 4探針プローブ        

直流4探針法（外側２本の端子間に電流を印加し内側

２本の端子で電圧を検出）による各種電子材料の抵抗率や

シート抵抗測定は、簡便で高確度の結果が得られる電気伝

導度評価方法として多くの工業分野で用いられています。特

に測定で重要な要素となる電極部の 4 探針プローブは高精

度で長時間安定して使用できることが要求されています。 

4 探針プローブは、1965年に発売以来現在まで、世

界的に精度と耐久性の両面で最も信頼性の高いプローブヘ

ッドとして多くの測定技術者に認められ、各測定装置メーカに

おいても標準器として使用されています。特に米国のＮＩＳＴ

（標準技術研究所）においては各種電子材料の抵抗率測定

用器具として採用されており、国際的標準器具として評価と

実績を保持しています。   

 

 

4 探針プローブを構成する各部品は、専用の加工機

械の開発・製作から行い、専任の技術スタッフによる製造か

ら出荷までの品質管理を行なうことにより、高精度、高耐久

性の 4 探針プローブを提供を可能としています。また、ＮＰＳ

においては長年の経験と国内ユーザーからのご要求に対応

するべく、独自の仕様を設定して、国内でアセンブルを行な

っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  主な特長        

◆測定試料に応じた針先仕様の提供           

◆リーフスプリング式の安定したコンタクト 

◆高精度の針間隔管理・測定の高再現性 

◆針先からリード線終端まで完全結線 

 

◆高耐久性 

◆国内アセンブル 

◆世界標準器具として 30年以上の実績 

◆メーカ ISO 9001取得 

  JS タイプ NEW ! 

JS タイププローブは生産ライン用の低価格タイプです。

ボディはアルミ製で軽量のため、ハンドプローブ＊用としても

使用できます。プローブの定期保守は新しいプローブと交換

していただくだけで精度維持ができ、修理返品のための面倒

な発送作業は不要です。 

 

 

＊太陽電池用材料測定用の簡易タイプのプローブ保持器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＦＥＬＬタイプ 

ＦＥＬＬタイププローブはメンテナンスが可能で、使用に

よる消耗劣化した部品や不具合部分の修理、または、精度

調整が行なえるため、低ランニングコスト化が図れます。 

各社の測定装置用に接続する専用コネクターも各種用意し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プローブヘッド共通精度 

4 探針プローブの精度管理は、測定の確度と相

関性に大きく影響します。例えば、針間隔精度±10 ミクロン

のプローブの場合には、固体誤差が最大±2％となります。

管理による総合精度でアセンブルを行っている為、プローブ

固体精度は±0.5％となります。   

*プローブの針間隔の構成による誤差係数を計算で求めた値。この値が±0.5％になるように調整 

    ［日本国内の調整仕様］ 

プローブ相関精度 ：±0.5％ (1mm) 

Ｓ値針間隔 ：±5 ミクロン 

針先端半径 ：±10 ミクロン 

プラナリティ ：＜10 ミクロン 

針圧力 ：調整値±10ｇ 

絶縁抵抗 500Ｖ ：＞10ｘ105ＭΩ 

  プローブヘッドご注文要領

ご注文時型番：    JＳ－ＴＣ－４０－ＳＢ－６３５－１００－オプション表記 

●針間隔の標準品は 1.000mmです。

●針圧力は針が 0.6mm沈んだ位置で 1本あたり 200ｇ（標準品）に調整した値です。

●特注品は、針圧力の指定、針間隔（0.635mm、62mil等）の指定、針配列(スクエア等)の指定ができます。

●各社測定装置用のコネクター取付けも行っております。オプションコネクター取付けの場合の型番表記についてはお問合せ下さい。

試料タイプ別針先仕様 

      試料の種類       タイプ記号 適合針先端半径(ミクロン) 針材質  針圧力(g/0.6mm)        加重（g） 

インゴット  SB 40 TC      >200        >400 

サブウェーハ SB 40 or 100 TC      >200        >400 

エピウェーハ EP >200 TC      >200        >200～400 

イオン注入層(H dose) IP >200 TC or OS     100～200        >200～400 

イオン注入層(L dose) IP 400， 0.1F TC or OS     100～200        >200～400 

拡散層  DF >200 TC or OS     100～200        >200～400 

アルミ膜 AL >100 TC     100～200        >200～400 

金属薄膜  MT >200 TC or OS     100～200        >200～400 

金属薄膜＜1μm MT 400， 0.1F TC or OS      50～100        >100～200 

軟質基板薄膜 TF 400， 0.1F TC or OS  50～100        >100～200 

ガラス基板薄膜 TF >200 TC or OS  100～200        >200～400 

●上記は一例となりますので、実際に測定される試料の膜厚、層深、硬さ等を考慮の上ご選択ください。

ご使用にあたっての注意事項 

●プローブは、専用のステージ、または、測定装置に取付けてご使用ください。

●測定はシールドルーム等のノイズの発生しない場所で行なってください。

●測定時の電流値は 100mAレンジ以下でご使用ください。（JIS H602参照）

●測定試料上の酸化膜を取り除いてから測定を行なってください。

●測定試料の温度は常に一定温度で測定を行なってください。

●酸性の雰囲気でのご使用は避けてください。

●リード線は出来る限り短く結線してください。

ボデｨタイプ 針材質 針先端半径（ミクロン） 適応試料   針間隔 針圧力(ｇ) 

JS 

(アルミボディ) 

ＦＥＬＬ 

(真鍮ボディ)

ＴＣ=ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝｶｰﾊﾞﾄ

（硬質） 

ＯＳ=ｵｽﾐｳﾑ合金 

（軟質） 

40，100，150，200 

250, 400, 500, 600 

0.1F（フラット） 

下の表より試料タ

イプ記号を選択 

 0.635mm = 635 

  62mil = 62 

  40mil= 40 

1mm = 1000は省略可 

50, 100, 150, 250 

200gは省略可 



電圧
V

緑線

黒線

電流

A

プローブ(前面)

茶線

赤線

  結線図と使用方法 

正確な測定を行なうためには、プローブと被測定物とのコンタクトが重要な要素となります。 

そのため、プローブは専用のステージ、または、専用の測定装置に取付けてご使用することをお勧めします。 

測定器側への接続は下図のように結線を行なって下さい。 

(専用機の場合はコネクターを介して接続を行ないます。別途コネクターもお取付けいたします) 

                                          

                 ●適正な電流値（100mＡ以下）で測定を行なって下さい。 

        過度な電流印加はプローブの破損や、測定データ不良の 

         原因となります。 

                 ●接触を安定させる為、オモリ等で加重をしてご使用下さい。 

            ●針先は精密構造で破損しやすい為、落下、衝撃等に注意して 

                            ご使用下さい。 

            ●高湿度はプローブの性能を低下させます。また、腐食性ガスの 

        雰囲気での使用はプローブの寿命を低下させます。 

             ●長いリード線を使用した場合、測定の不安定要因となります。 

      ●測定不安定要因となるノイズや電磁波等が発生しない環境で 

        測定を行なって下さい。 

            ●被測定物の性質に適した針先仕様の選定を行なって下さい。 

★被測定物に対しプローブの針 4本が垂直に接触するように取付けを行なって下さい。 ●精度維持のため定期的なメンテナンスを行なって下さい。 

       ●針先の寿命は被測定物の表面状態により変動します。 

 

   外形寸法(mm) 

 

    JS タイプ                     FELL タイプ                        

                                                           PEコネクター（ナプソン、他）     

 

 

 

 

 

                                              

                                                                             PRコネクター（KLA ﾃﾝｺｰﾙ、他） 

 

 

 

 

 

 

 

●測定器に接続を行なう場合は、テフロン線の終端部に専用のコネクターを取付けてください。 

●コネクターは高絶縁タイプのものをご使用ください。ご指定(オプション)によりお取付けいたします。 

                    仕様は改良等の理由により予告なく変更する場合がございますのでご了承願います。‘14/05 

 エヌピイエス株式会社     販売代理店： 

新精密技術を追求する! 〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-12-4 

  TEL 03-3684-2548 FAX 03-3684-2287 

  http://www.nps-i.co.jp 


