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自己放電測定システム
BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア

Data Sheet

リチウムイオン(Li-Ion)電池の自己放電を確認するための 
新しい手法

 – 自己放電電流の特性を数週間または数か月ではなく、 
数分または数時間で評価可能

 – 短時間で評価結果が得られ、デザインの反復作業の効率化
 – 制御、グラフ作成、記録、データ保存用のソフトウェア
 – 数週間または数か月のセルの保管期間が不要
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自己放電の評価における課題

リチウムイオン(Li-Ion)電池のデザイナーにとっての課題は、電池の自己放電動作を短時間で測
定することです。同様に、ユーザーにとっては、使用を検討している電池の自己放電動作を評価
することが課題です。
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問題は、複雑な測定であるということではなく、非常に時間のかかる測定であるということです。
今日の測定では通常、自己放電によって電荷状態(SoC)がどの程度変化するかの指標として、電
池のオープン電圧(OCV)が時間軸上でどの程度変化するかを測定します。さらに、ほとんどのLi-

Ion電池は放電時にOCVがほとんど変化しないので、電池のSoCの変化を確認するのに長い時間
がかかります。電池によっては、このプロセスに数週間または数か月かかることもあります。

自己放電電流とは？

ほとんどのLi-Ion電池は、何も接続してい
ない状態でも、少しずつ放電します。この
ように蓄積されたエネルギーが失われると、
使用可能なセル容量が必要量を下回ってし
まいます。さらに、複数のセルによって構
成されているマルチセル・バッテリー・パッ
クの場合は、セルの自己放電率が異なると、
バッテリー内でセルの不平衡が発生します。
代表的なバッテリー管理システムは、すべ
てのセルを最低レベルのセルに合わせて放
電するため、バッテリーの有効寿命は短く
なります。

Li-Ion電池の自己放電は一般に、以下のよう
にモデル化されます。
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 – Ceffは、セルの実効容量で、セルの電荷
を蓄積します。

 – RSは、セルの内部抵抗または直列抵抗
です。出力電圧は、Vcell＝Vocv－(I×RS)

として計算されるため、セルからより
多くの電流が流れると、RSにより、セ
ル電圧が降下します。

 – RSDは、自己放電電流が流れる並列抵抗
です。セルに何も接続されていない場
合（オープン回路）は、Ceffは大きい値の
RSDを通って放電されるため、数十また
は数百μAの自己放電電流(Id)が発生し
ます。このような自己放電経路は、数
週間または数か月でCeffの蓄積されたエ
ネルギーを使い果たすため、Vcellは降
下します。
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どれか1つのセルの測定に費やす時間はそれほど長くありませんが、これらの一連の測定は長期に
わたるため、デザイン期間に大きな影響を及ぼします。期間中セルの評価だけに全時間が費やされ
るわけではないとしても、自己放電の評価を開始してから終わるまでに、数週間または数か月かか
る可能性があります。さらにそれは、新しいセルに取り組んでいるセルデザイナーの場合でも、評
価対象のセルを使用する機器のデザインに取り組んでいるセル評価者の場合でも、市場投入までの
期間に実質的な影響を与えます。

セルデザインに取り組んでいる場合は、セルを充電して、電荷再分配を終了した後で、自己放電の
評価プロセスを開始することになります。OCVを測定した後、セルを倉庫に保管して、OCVが変
化するのを待ちます。セル電圧は温度によって変化するので、温度管理された状態でセルを保管す
る必要があります。その後、他のデザインや作業を行います。

デザイン セットアップ テスト 保管 セットアップ テスト

テストに長時間を要するため、得られた結果をフィードバックし反映させるのにも時間がかかり、
設計効率を落とします。

また、容量の大きいセルほど、この問題は大きくなりますが、今日市場の成長が著しいのは容量の
大きいセルです。大きいセルは、安全対策が必要になるので、本質的にテストセットアップがより
複雑で、保管の問題が生じます。

問題の実質的な影響

自己放電の特性評価がセルデザインや評価サイクルに必要な場合、自己放電測定を完了するまでに
必要な数週間が、セルデザインまたは機器デザインを製品化するまでに必要な期間に対し支配的に
なります。さらに、デザインの繰り返しで複数のテストサイクルが必要な場合は、実行するテスト
サイクル数分だけ遅延が発生します。競争相手に先駆けてデザインを製品化することができなけれ
ば、これらすべては機会損失となります。
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Li-Ion電池の自己放電を評価するためのより良い手法

セルの自己放電性能を測定するために、セルの自己放電電流を直接測定します。この電流測定に対
応する定電位測定システムは、以下のような重要な特性を備えている必要があります。

 – セルに接続された測定器は、セルの電荷状態(SoC)に対する妨害がごく小さいものである必要
があります。

 – テスト機器によってセルに印加される電圧は、セル電圧と等しくなければなりません。等し
くないと、セルは充電または放電するので、測定対象の自己放電電流をマスクするRCセトリ
ング電流だけでなく、電荷再分配電流を発生させます。

 – セルに印加する電圧は非常に安定していなければなりません。安定していないと、印加電圧
の不安定性や雑音によって電荷再分配電流が発生し、自己放電電流の測定で雑音として現わ
れます。

 – テスト機器は、数10 μAの低レベルの自己放電電流を正確に測定する必要があります。

自己放電測定
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図1.　自己放電セルモデル
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キーサイトの新しい自己放電測定システムは、自己放電電流をすばやく測定できます。この定電位
測定システムは、直流測定をすばやく行うために必要な特性を備えています。

 – セルに対する妨害が最小限
 – セルに印加される電圧は、実際のセル電圧にすばやく合わせられます（±5 μV）。これに
より、新たな充電または放電の発生が最小限に抑えられるため、新たなRCセトリングも
最小限に抑えられます。

 – セルに印加される電圧は非常に安定しているため（±10 μVpk）、自己放電電流の測定に
おける連続的な電荷再分配電流の雑音を最小限に抑えることができます。

 – ±（読み値の0.025 %＋100 nA）までの低レベルの自己放電電流を正確に測定できます。

キーサイトの自己放電測定システムは、セルの自己放電電流を測定するために必要な時間を大幅に
短縮します。テストにより、円筒形の18650や21700などのより小型の電池の場合、セルの特性に
よって異なりますが、30分から2時間の間に安定した自己放電電流をすばやく求めることができる
ことが確認されています。より大容量のパウチセル（例えば、10～ 60 Ah）の場合は、通常1～ 2

時間かかります。

セルの品質を確認するために十分なOCVの変化が得られるのに、数週間または数か月待つことに
比べると、著しい改善です。さらに、テストサイクルの大幅な短縮と市場投入までの期間の短縮も
実現できます。

自己放電測定システムは、セル温度も測定できます。このため、セル電圧や自己放電電流の温度に
よる変化を確認できます。セルは電圧に対して複雑な温度係数を持つため、セル温度をモニターす
ることにより、温度がセル電圧に及ぼす影響を理解することができます。これにより、温度の変化
に起因するセル電圧の変化を制御できます。さらに、こうした電圧の変化を制御することにより、
自己放電電流の測定における大きな誤差の原因を除去することができます。BT2191Aに付属のT型
熱電対を使用することも、独自のセンサや配線を使用することもできます。サポートされているセ
ンサとしては、T、J、K、E、N、R型熱電対、5 kΩサーミスター、Pt100/Pt1000 RTDがあります。
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自己放電測定システムソフトウェア

 – セル自己放電電流、セル電圧、セル温度の測定および記録
 – システム内の測定器の制御
 – 測定データの保存／記録
 – 以前に保存した測定のリコールによる表示／解析
 – 記録データのMicrosoft Excel（xlsxファイル）へのエクスポート
 – マッチング機能を使用すれば、初期のセル電圧を測定して、印加電圧を調整することにより、
自己放電をより正確に測定できます。

 – セルと直列に接続して、実効全抵抗値（物理的な抵抗を含む）を調整することができます。こ
のため、全抵抗値を選択して、測定のRCセトリング時間を最適化することができます。抵抗
が小さいほどセトリング時間が短くなりますが、温度による電圧変動により電流測定の雑音
が増加します。
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図2.　良品の18650セルのテスト結果：約1.5時間で測定された9.08 μAの安定した自己放電電流。

図3.　高放電の18650セルのテスト結果：約1.5時間で測定された150 μAの安定した自己放電電流。
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図4.　良品の10 Ahパウチセルのテスト結果：約1.2時間で測定された65 μAの安定した自己放電電流。

図5.　高放電の10 Ahパウチセルのテスト結果：約2.5時間で測定された122 μAの安定した自己放電電流。
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BT2191A 自己放電測定システム

仕様

パラメータ 仕様

セル電流測定確度
（N6782Aで1分の積分で測定）
≦1 mAの電流
≦10 mAの電流

±（0.025 %＋100 nA）
±（0.025 %＋10 μA）

セル電圧測定確度
（34470Aで測定）

±（0.0016 %＋20 μV）

補足特性

パラメータ

電圧供給／測定範囲 0.5 V～＋4.5 V

電圧供給安定度（代表値）
1分間の積分で24時間にわたって測定。SMUの出力端子に印加。 
配線エラー／相互接続エラーにより性能が低下する可能性があります。

±10 μVpk

全抵抗レンジ 
（ワイヤーハーネス内の物理的な抵抗＋プログラマブル抵抗を含む）

0.1～ 10 Ω

プログラマブル抵抗確度 ±100 mΩ

セル電流測定範囲 ±10 mA

測定速度 10 s、30 s、または60 sごとに1回の測定。

動作気温範囲
外気の最大変化率は1時間当たり5 ℃未満の変化でなければならない。

25～ 35 ℃

その他の環境特性 個別の測定器の関連情報を参照

電源投入後のウォームアップ時間 2時間

サポートされているセルの最小実効容量 100 F

サポートされている最小R×C 
（セルの実効容量と全抵抗設定値の積）

50 s

測定結果の最大ファイルサイズ 1回のテストの実行で最大500,000回の測定。テストは、1分の測定記録
間隔で300日間、30秒の測定記録間隔で150日間、10秒の測定記録間隔で
50日間実行可能。

規制適合（EMC、安全規格） 個別の測定器の関連情報を参照

コンピューターインタフェース LAN（イーサネットスイッチおよび測定器に接続するためのイーサネット
ケーブルはユーザーが提供）

音響雑音 個別の測定器の関連情報を参照

AC電源ライン入力 個別の測定器の関連情報を参照

質量、寸法（代表値） 個別の測定器の関連情報を参照

オペレーティングシステム Windows 7、Windows 10
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オーダー情報

製品 製品名 概要

BT2191A 自己放電測定システム ソリューションバンドルの構成：
 – BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア
 – N6705C DC電源／アナライザ
 – N6782A 2象限ソース／メジャメントユニット
 – 34470A デジタルマルチメータ、7½桁（2台、SMU測定およびセル電圧測定用）
 – 34465A デジタルマルチメータ、6½桁（温度測定用）
 – BT2191-60001 ワイヤーキット（測定器や温度センサをセルに接続するための2個の
ワイヤーアセンブリーと5 Ω抵抗で構成）

BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア ソフトウェアのみ

注記：システムPC、イーサネットスイッチ、測定器に接続するためのイーサネットケーブルはユーザーが提供

BT2191A 自己放電測定システム

製品／オプション 概要

BT2191A 自己放電測定システム

BT2192A-1FP ソフトウェア永久固定ライセンス

BT2192A-1TP ソフトウェア永久トランスポータブルライセンス

BT2192A-1FY ソフトウェア1年間固定ライセンス

BT2192A-1TY ソフトウェア1年間トランスポータブルライセンス

BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア

製品／オプション 概要

BT2192A 自己放電測定システムソフトウェア

BT2192A-1FP 永久固定ライセンス

BT2192A-1TP 永久トランスポータブルライセンス

BT2192A-1FY 1年間固定ライセンス

BT2192A-1TY 1年間トランスポータブルライセンス

BT2191-60001 ワイヤーキット

製品 概要

ケーブル： 
熱電対、T型

セル温度の測定では、2 mの熱電対線をデュアル・バナナ・プラグに接続して使用。必要に応じて、ユーザー用意の他の
温度センサやワイヤーを利用可能。サポートされているセンサ：T、J、K、E、N、R型熱電対、5 kΩサーミスター、Pt100/
Pt1000 RTD。

ケーブル 
アセンブリー： 
DUTハーネス

被試験セルを測定器（SMU DMM、セルDMM、SMU）に接続するための配線。配線に内蔵されている4.7 Ω抵抗を含む。セル
に接続するためのワニ口クリップを含む。測定器への接続はデュアル・バナナ・プラグを経由。ケーブルハーネスを使用
すれば、セルと測定器の間を2 m離すことが可能。
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セルの製造環境における自己放電の測定

キーサイトの特許出願中の自己放電測定手法の実装により、良品の自己放電性能と不良品の自己放電性能を識別するために必要な時間
を大幅に短縮できます。

BT2152A 自己放電アナライザ
32チャネル、2Uラックマウント

BT2152A自己放電アナライザを使用すれば、良品と不良品のセルの自己放電性能を製造段階で識別するために必要な時間を
大幅に短縮できます。仕掛品、運転資本、設備費を大幅に削減できます。

詳細については、www.keysight.co.jp/find/BT2152 をご覧いただくか、計測お客様窓口までお問い合わせください。
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www.keysight.co.jp/find/mykeysight
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Keysight Services
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私達は、計測器業界をリードする専門エンジニア、プロセス、ツールにて、設計、
試験、計測サービスにおける様々な提案をし、新しいテクノロジーの導入やプ
ロセス改善によるコスト削減をお手伝いします。

Keysight Assurance Plans

www.keysight.com/find/AssurancePlans
Up to ten years of protection and no budgetary surprises to ensure your 
instruments are operating to specification, so you can rely on accurate 
measurements.

契約販売店
www.keysight.co.jp/find/channelpartners
キーサイト契約販売店からもご購入頂けます。
お気軽にお問い合わせください。
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進化
キーサイト独自のハードウェア、ソフトウェア、スペシャリストが、お客様の次の
ブレークスルーを実現します。キーサイトが未来のテクノロジーを解明します。

ヒューレット・パッカードからアジレント、そしてキーサイトへ


