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Keysight Technologies 

Scienlab エネルギー・ストレージ・テスト・システム 
 

SL1000A SL1002A SL1004A SL1001A SL1003A SL1005A 
 
再現性のある測定結果が得られる効率的な 
ソリューション 
最近のエネルギー・ストレージ・デバイスは、高品質を保つことが求
められると同時に市場の需要にも対応しなければなりません。市場で
勝ち抜くために、パワー／エネルギー密度、安全性、耐久性に加えて、
コストを最適化する必要があります。そのため、研究開発、製造、品
質保証のどの段階においても包括的なテストを実行することで、バッ
テリー開発と製造を成功させなければなりません。

主な利点 
 エネルギー回生能力 

すべてのバッテリーテストとバッテリー形成システムは高い回生能力を持ち、効率的で費
用対効果が高く、環境に優しい運用を提供します。エネルギーの 90 % 以上が主系統に戻 
されます。70 Ah のセルに対し標準的な VDA サイクルテストを 100 チャネルで行う場合、 
非回生のテストシステムと比べ、1 年あたり 6,000 ユーロの節約になります。 

 モジュール用テストシステムはセルテストにも。パック用テストシステムはモジュー
ルにも。 
バッテリーモジュール (0～80 V) 向けのキーサイト Scienlab テストシステムは、バッテ 
リーセル (0～6 V) の解析にも使用できるように設計されています。バッテリーパック  
(0～1,000 V) 向けのテストシステムも、バッテリーモジュール（0～80 V）をテストする 
ことができます。どちらも適切な測定確度が得られます。追加投資なくテスト対象範囲を
広げることができるため、時間とコストが節約でき、将来のテスト拡張要求にも柔軟に対
応することができます。 

 測定データの同期記録 
テストシステムによって記録されるすべての測定データにはタイムスタンプが加えられま
す。すべてのアナログ、デジタル、および CAN 信号はミリ秒のオーダーで同期表示され、
ESD ソフトウェア上で視覚化されます。これにより、電池の挙動を効率的かつ信頼性高く
解析することができます。 

 各チャネルにインピーダンススペクトロスコピーを搭載可能 
すべてのテストチャネルには EIS（電気化学インピーダンススペクトロスコピー）を追加
できます。外付け機器を追加したり、被試験デバイス (DUT) の配線をやり直す必要がない
ため、テスト時間を節約することができます。 
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エネルギー・ストレージ・デバイスのテスト 
セルからバッテリーシステムまで 

ソリューション 

多様なテスト要件に対応する柔軟なソリューション 

キーサイトは、あらゆるタイプのエネルギー・ストレージ・デバイスの特性評価や検証に対して、画期的で柔軟な
Scienlab のソリューションを提供します。ご要望に応じスタンドアロンソリューションから、統合されたテストシス
テム、すぐに使用可能なテストラボに至る、さまざまなソリューションをご利用いただけます。モバイル向け、産業
向け、据置き用途などのセル、および BMS（バッテリー・マネジメント・システム）を含むモジュールやパックを、
包括的かつ信頼性高く評価することができます。Scienlab Energy Storage Discover (ESD) ソフトウェアと併用するこ
とで、お客様に固有の性能テスト、機能テスト、経年劣化テスト、環境テストに加えて、規格準拠テスト（ISO、DIN 
EN、SAE など）を容易に実行することができます。 

サービスの範囲 

キーサイトは、すぐに使用可能なテストベンチの設計、構成、構築までをワンストップで提供します。バッテリー・
テスト・システムは正確で信頼性が高いだけでなく、以下のサービスを提供します。 

• 温度チャンバーと気候チャンバーの組み込み 

• DUT（被試験デバイス）のコンディショニング 

• 使いやすい DUT 接続システム 

• お客様の充電器の組み込み 

• 安全性に関する包括的な概念の実装 

• テストベンチ全体をモニターする、Scienlab Test Bench Guard ソフトウェア 

• 電圧や温度の記録と、アナログとデジタルの入力・出力追加のための Scienlab 測定／制御モジュール 

• キーサイトのサービス&サポートセンターによる修理／校正サポートなど 
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キーサイトの Scienlab エネルギー・ストレージ・テスト・システム 

キーサイトの Scienlab エネルギー・ストレージ・テスト・システムには、正確な測定技術、再現性のある結果が得
られる非常に信頼性の高いパワーエレクトロニクス、回生機能などの優れた特長があり、これらによって高レベルの
エネルギー効率や費用対効果が実現します。モジュールの概念により、システムのレイアウトとテスト環境全体で最
大限の柔軟性が得られ個別のデザインが可能になります。これにより、いつでも迅速で費用対効果の高い構成が実現
され、将来の拡張要求などにも対応できます。さらに、ハードウェアはコンパクトで堅牢なため、稼働寿命が長くな
り、メンテナンスがあまり必要とされず、サービスコストが低減されます。 

制御／テストソフトウェアの Energy Storage Discover 

最新の Energy Storage Discover (ESD) ソフトウェアによって、テストベンチのあらゆるコンポーネントが効果的に
制御・モニターできます。ESD では、事前設定された標準テスト手順でも、個々のテスト手順でも、どちらも簡単
に実行できます。また、テスト実行中に特性評価の主要データを即座に判断でき、結果は再現性のあるものになりま
す。直感的な操作、広範な測定データの強力な可視化、一般的なすべてのファイル形式のエクスポート機能はユーザー
にとって非常に役立ちます。 

 

バッテリーセルとモジュールの特性評価ベンチの例 

http://www.keysight.co.jp/
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製品概要 
キーサイトは、電圧、電流、出力（オプションの並列接続で拡張可能）、チャネルオプションに関して広範なシ
ステムを提供しています。また、カスタムメイドのソリューションを提供することもできます。 

 

 

 

 

電圧範囲  
(V) 

0～6 0～20 5～60 
0～601 

5～80 
0～801 

50～600 
0～6001 

50～850 
0～8501 

50～1,000 
0～1,0001 

電流範囲 (A) 
電流測定確度 

       

± 5  最大 – – – – – – 
最大 ± 0.03 µA ± 0.05 % o. m. v. 0.03 kW 2       

± 25  最大 – – – – – – 
最大 ± 5 mA ± 0.05 % o. m. v. 0.15 kW       

± 75  最大 – – – – – – 
最大 ± 25 mA ± 0.05 % o. m. v. 0.45 kW       

± 100  最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 
最大 ± 20 mA ± 0.05 % o. m. v.  0.6 kW 2 kW 6 kW 8 kW 22 kW 22 kW 44 kW 
± 300  最大 最大 最大 最大 最大 最大 最大 
最大 ± 60 mA ± 0.05 % o. m. v.  1.8 kW 6 kW 18 kW 24 kW 180 kW 255 kW 300 kW 
± 600  最大  最大 最大 最大 最大 最大 最大 
最大 ± 120 mA ± 0.05 % o. m. v. 3.6 kW 12 kW 36 kW 48 kW 360 kW 360 kW 360 kW 

電圧測定確度 ± 1 mV ± 4 mV  ± 16 mV ± 16 mV ± 200 mV ± 200 mV ± 250 mV 
 代表値 150 μV ± 0.05 % ± 0.05 % ± 0.05 % ± 0.05 % ± 0.05 % ± 0.05 % 

  o. m. v. o. m. v. o. m. v. o. m. v. o. m. v. o. m. v. 
特性        

回生能力 あり 3 あり あり あり あり あり あり 
チャネル数 任意 任意 任意 任意 1 1 1 
手動並列接続用 
チャネル 

6 6 6 6 4 4 4 

自動並列接続用 

チャネル 

2 2 2 2 2 2 2 

フローダイナミクス 代表値 0.8 ms 代表値 0.8 ms 代表値 0.8 ms 代表値 0.8 ms 代表値 1.6 ms 代表値 1.6 ms 代表値 1.6 ms 
セルテスト機能 – – あり あり – – – 

電圧範囲 – – 0～6 V 0～6 V – – – 

電圧測定確度 – – ± 1 mV 

代表値 150 μV 

± 1 mV 

代表値 150 μV 

– – – 

モジュールテスト機能 – – – – あり あり あり 
電圧範囲 – – – – 0～80 V 0～80 V 0～80 V 
電圧測定確度  – – – – ± 16 mV 

± 0.05 % 
o. m. v. 

± 16 mV 
± 0.05 % 
o. m. v. 

± 16 mV 
± 0.05 % 
o. m. v. 

  「o.m.v.」は「測定値の... 」を意味します。 1 オプションの範囲   2 電圧範囲 ： ‒2～8 V、 ‒6～6 V   3 5A 向けではない 
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セル形成用システム 

課題 
エネルギー・ストレージ・デバイスのセル（リチウムイオン電池など）では、組み立て後に蓄電性能を持たせ、 
セルとして機能するようにするために、充放電を繰り返す形成プロセスを経る必要があります。 

ソリューション 
費用対効果良く、高効率でセルを形成するため、キーサイトは、出力電圧が 0～6 V、出力電流が最大 100 A のさま
ざまなセル形成システムを提供しています。システムはモジュール式なので、柔軟に構成でき、お客様の多様な要
件に対応することができます。そのため、研究開発における少量の試作時にも、大量生産時における完全自動形成
工程にも、対応することができます。 

テスト効率の最大化 
システム稼働のエネルギー効率が高いことは、特に多数の 
チャネルで充放電が行われる大量生産の場において、非常に
重要視されます。高い効率を実現するため、キーサイトの
Scienlab システムは通常 94 % 以上のエネルギー回生能力
を有します。また、テストシステムのサイズがコンパクトで
あるため高いチャネル密度も実現し、省スペースなテストを
可能にします。 

高い測定確度 
セル形成中に充電量を正確に記録することは非常に重要です。
セルの充電状態 (SOC) や残充電量を判断するために用いら
れるためです。これを達成するために、キーサイトの
Scienlab システムは、最大 5 mA という高レベルの電流測定
確度を提供します。さらに、最大 1 mV の測定確度を持つ、
安定した差動検出電圧センサも搭載されています。これらに
より、内部抵抗や残留電量などの関連パラメータを正確に記
録できるため、セルの特性を正確に評価することを可能にし
ます。 

アクティブな安全性 
セル形成時には、安全上の理由から、セルの電圧と温度という 2 つの基本的な測定値を常にモニターし続ける必要
があります。キーサイトの Scienlab ソリューションには 2 つのアクティブな安全性メカニズムがあります。 
まず、電圧測定のためのセンシングケーブルにケーブル破損検出機能が搭載されており、セルが意図せず過充電さ
れるのを避けることができます。次に、それぞれの形成チャネルには温度センサが搭載されており、セルの温度が
モニターされます。測定値が一定のしきい値を超えると、対象のチャネルが自動的にオフになり、ユーザーにはエ
ラーメッセージで通知されます。 

  

6 チャネル構成のセル形成システムの例 

http://www.keysight.co.jp/
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セルサンプル開発のためのテストシステム 

課題 
エネルギー・ストレージ・デバイスのパワー／エネルギー密度、安全性、耐久性、コストなどの最適化を目指す画期
的な新しいバッテリーソリューション開発のため、新しい材料の組み合わせを特定する研究が行われています。この
実現のため、セルサンプルが作られ、その特性が評価されます。 

ソリューション 
当社のカスタムソリューションは以下の性能を提供します： 

• 電圧範囲：‒2～8 V、‒6～6 V 
• 出力電流：最大 5 A 
• 並列接続：2 チャンネル、電流を最大 10 A に増大可能 
• 制御モード：電流、電圧、電力、抵抗 
• オプション：全チャネルにインピーダンススペクトロスコピーの搭載 

高い測定確度 
セルのプロトタイプの特性評価と開発を成功させるには、正確な制御と非常に高確度な測定技術が必要とされます。
こうした要求には、1 mV の電圧測定確度、0.03 μA の電流測定確度、測定レンジの自動切り替え機能を備えたシス 
テムによって対応できます。さらに、温度測定が各チャネルに組み込まれています。 

基準電極 
電極プロセスの解析のために基準電極が組み込まれています。電極プロセスでは、陽極と陰極の電位と比較してこの
基準電極の電位を正確に記録することだけでなく、測定段階で基準電極を組み込むことが重要です。そのため、当社
のシステムは、あらゆる制御モードにおいて、陽極と陰極の間、基準電極と陰極の間、基準電極と陽極の間、から電
圧測定対象を選択できるようになっています。これによって、例えばサイクリックボルタンメトリー法などにおいて、
基準電極の電位をユーザーが制御することができます。 

エルゴノミクス構造 
多数のセル（ボタン電池など）をテストする場合などは特に多数のチャネルが必要となり、それにはより多くのケー
ブル配線が求められます。当社のシステムは、煩雑なケーブルにわずらわされることなく、人間工学に基づいたセル
サンプルの接続を可能にします。お客様のアプリケーションに応じて、各チャネルの負荷と測定出力値にはフロント
パネルから容易にアクセスできるだけでなく、テストシステムの背面にあるシステムコネクターからアクセスするこ
ともできます。さらに、コンパクトなシステムデザインのため、スペースを節約できます。例えば、96 チャネルのシ
ステムに必要とされるスペースはわずか 0.8 x 0.8 m2 です。 

最大 12 セルサンプルのテストが可能なデスクトップシステム 
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バッテリーセルのテストシステム 

課題 
セルはあらゆるエネルギー・ストレージ・デバイスの基本であり、バッテリーモジュールとパックの品質に直接影
響します。そのため、開発の初期の段階でセルの特性評価をすることは極めて重要です。セルの用途（据置やモバ
イルなど）に応じて、セルの特性についてさまざまなテストを実行して、その性能を評価する必要があります。 

ソリューション 
キーサイトは、正確で再現性のある測定結果を可能にするために、極めて信頼性の高いテストシステムを開発しま
した。これによって、ダイナミックに電流が変化するとき（-90 %～90 %：代表値 0.8 ms）でも、電気特性を正確
に記録できます。 

また、Scienlab ESD テストソフトウェアを使用すると、テストシステムだけでなく、テスト環境のコンポーネント
（温度チャンバーや気候チャンバーなど）も制御しモニターできます。特に、セルの特性評価に関連するパラメータ
を解析できます。例えば、内部抵抗、効率、容量、サイクル寿命とカレンダー寿命、温度変化への反応、機械的な
抵抗などが可能です。 

モジュール式の構成 
セルのテストシステムはモジュール式のため、柔軟に構成できます。これによって、変化する要件にいつでも対応する 
ことができます。このシステムには多数の電流クラスが提供されています（100 A、150 A、200 A、300 A、600 A）。
各システムにはパワーステージをいくつでも搭載できるため、要件に応じてシステムを複数のチャネルで構成できます。
複数のチャネルを並列接続して、増大する電流とパワーの要件に対応できます。 

高いエネルギー効率によるコスト削減 
総コスト(TCO)を分析すると、テストラボの運営コストは非常に高いことがわかります。多数のチャネルを使った耐
久テストにおいて、キーサイトの高効率システムは搭載された回生機能によりコストを大幅に削減することができ
ます。1 つのシステムの全チャネルは共通の中間回路によって内部で供給されます。1 つのテストチャネルの放電中
に回収されたエネルギーは、別のテストチャネルを充電するために使用できます。必要なエネルギーはメインの電
力供給網から回収され、必要とされないエネルギーはメインの電力供給網に返されます。これはエネルギーが非常
に効率的に使用されることを意味します。メインの供給網から使用されるエネルギーは通常システム出力のわずか
10 % です。他の利点として、冷却システムを追加する必要がないことが挙げられます。それによって、システムは
さらにコンパクトになり、スペースを大幅に節約できます。 

http://www.keysight.co.jp/
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包括的な測定能力とオプション 

セルの特性評価には信頼性が高く正確な測定能力が不可欠です。そのため、当社の Scienlab システムは以下の性能
を備えています。 

• 温度チャンバーと気候チャンバーの組み込み 
• 電流測定確度：最大 0.05 % o.m.v. + 6 mA 
• 3 つの温度センサ（チャネルごと） 
• メッセージの記録、処理、保管、送信のための CAN 接続（チャネルごと） 
• 温度テスト（熱抵抗の決定など）時に、温度測定メニューで「一定パワーロス」を選択可能。（オプション） 
• 周波数テストのために、EIS（電気化学インピーダンススペクトロスコピー）をチャネルごとに搭載可能。 

DUT 接続を変更することなく、テストプロセスに直接プログラムすることが可能。（オプション） 
 

キーサイトの Scienlab ESD ソフトウェアで可視化された
インピーダンスグラフの例 

http://www.keysight.co.jp/
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バッテリーモジュールのテストシステム 

課題 
バッテリーセルがモジュールとなると、2 つの製品が製造されます。まず 1 つは、12 V または 48 V のオンボード
電源、または BMS などのすべてのシステム機能を含むパワー・ツール・アプリケーションの充電式バッテリー。
もう 1 つは、電気自動車の HV バッテリーシステムのコンポーネントに使用できるモジュールです。これらのバッ
テリーは最大 60 V、または要件に応じてそれ以上の電圧があります。また、モジュールテストの結果、再測定が必
要な場合は、1 つのセルを測定し直すことが必要な場合もあります。 

ソリューション 
いずれのタイプのバッテリーも同様のテストに合格する必要があります。バッテリーは、異なる気候条件の下で、 
さらにバッテリーシステムのすべてのコンポーネントを組み込んだ状態で、電気特性と熱特性をテストしなければな
りません。キーサイトの Scienlab テストシステムは、このようなテストを行うために最善のサポートを提供します。 

測定器 
モジュールの電圧と電流は、極めてダイナミックなパワー出力状態において、非常に正確な測定器を使って記録され
ます。さらに、BMS との通信も当然必要なことです。テスト実行中に BMS 値は変数として書き込まれたり、使用さ
れたりします。これによって、BMS は直接出力源を制御することができます。さらに、ダイナミックしきい値の追跡
も行えます。また、電源ターミナルの間で切り替えたり、アナログ／デジタルの入力と出力を制御することも可能で
す。このような測定値はテストプロセスで同期されるため、BMS に含まれるロードバランスを置き換えるためにも使
用できます。 

セルテスト機能 
モジュールの特性評価とテストに加えて、最大 6 V の範囲でセルを
測定する必要がある場合、オプションの「セルテスト機能」を使って
行えます。このモードでは、キーサイトの Scienlab テストシステ
ムでセルに対して定義されているのと同じレベルの測定確度でセル
をテストすることができます。このようにアプリケーションの範囲
が拡張されると、比較的低いコストでテストケースの数を増加する
ことができます。 

外部充電器の組み込み 
例えば、パワーツールなどのバッテリーパックをテストする際に、
元の充電器をテストプロセスに組み込む必要があります。それに
よって、充電工程をモニターし、必要に応じて、バッテリーパッ
クと充電器の相互作用を調べることができます。キーサイトの
Scienlab モジュール・テスト・システムには、このようなアプ
リケーションで充電器を接続するためにオプションの入力があり
ます。そのため、テスト中に外部の充電器と内部のパワーエレク
トロニクスを簡単に切り替えることができます。全く同じ測定能
力を使って、電気特性を測定できます。その結果も結果ファイル
に記録されます。 バッテリー・テスト・システム 
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バッテリーパックのテストシステム 

課題 
エネルギー・ストレージ・パックは、BMS、冷却システム、電気コンポーネント、機械コンポーネントで構成され
る、極めて複雑な高電流・高電圧システムであるため、テスト環境に対する要求は非常に厳格なものです。この要
求に対応し、最適なエネルギー・ストレージ・パックを開発するには、テストベンチも高い要件を満たしている必
要があります。 

ソリューション 
キーサイトは、耐久性、動作の範囲と効率を最適化するために必要な、関連するすべてのバッテリー特性を得るため
に完全なソリューションを提供しています。最初のフィールド試験が行われる前でさえ、将来的なアプリケーション

（ドライブプロファイルや負荷プロファイルなど）を想定した電気条件と気候条件の現実的かつ再現性のあるエミュ
レーションによって、システム動作が解析されています。テストシステムと被試験デバイスに加えて、バッテリー
テストに関係のある他のコンポーネント、例えば、BMS、冷却システム、温度チャンバーや気候チャンバーなどが
テストベンチに実装されています。 

リアルタイム対応の完全なソリューション 
複雑なバッテリーパックをテストするためには、システムに関連するすべての変数を制御して同期的に記録するこ
とが最重要です。これにはバッテリーの電圧、電流、温度だけでなく、BMS に関連するすべての信号が含まれます。
1 ms 以内に特定の CAN メッセージに対応したり、リアルタイムのテスト環境で記録されるオペレーションサイク
ルを調整することも必要です。バッテリーパック向けの Scienlab テストシステムは、この作業に対して完全にリア
ルタイムのソリューションを提供します。極めてダイナミックで正確なパワー出力信号に加えて、Scienlab 測定／
制御モジュールによって、すべてのアナログ／デジタル入力と出力が提供されます。 

 

バッテリーパック検証のためのテストベンチ 
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このシステムによって、数ミリ秒以内の迅速さで CAN 信号に対応することができるだけでなく、XCP1 を使って
BMS を操作できます。キーサイトが提供する最新の ESD ソフトウェアにより、テスト環境のすべてのコンポーネ
ントをリアルタイムで制御し測定することができます。そして今後のテストプロセスでこの測定値を変数として直
接使用することができます。テスト中にデータを評価することができるため、それ以外に複雑な後処理は必要あり
ません。 

モジュールテスト機能 
バッテリーパックの検証に加えて、最大 80 V の範囲でモジュールをテストする必要がある場合、オプションの 

「モジュールテスト機能」を使って行えます。このモードでは、テストシステムでモジュールに対して定義されてい
るのと同じレベルの測定確度でモジュールをテストすることができます。このようにアプリケーションの範囲が拡
張されると、比較的低いコストでテストケースの数を増加することができます。 

24 時間無休 
テストシステムの可用性はコスト効果に著しい影響を及ぼします。メンテナンスや修理のためにシステムを停止す
ると、多大な時間とコストがかかります。特に製品機能拡大期の開発段階で発生するとそれが顕著になります。信
頼性の高いシステムは中断なし（毎日 24 時間連続）で稼働することが非常に重要です。実際、テストシステムで
のすべての開発作業において、これは常に一番大切なことです。 

当社のテストシステムの耐用年数は長く、非常に堅牢で高い信頼性を誇ります。さらに、ほとんどメンテナンスが
必要ありません。冷却システムのフィルターをクリーニングし、測定器を毎年校正する必要があるだけです。 

EOL (End-of-Life) テスト 
ラボでの使用以外に、エネルギー・ストレージ・デバイスの製造におけるテストシステムでは完成品性能テストが
必要です。この場合に重要なことは、柔軟なソリューションを探すことではなく、最小限の投資コストで、簡素化
されたカスタムメイドのソリューションを開発することです。この分野において、キーサイトは、製造ラインのテ
スト要件を満たす、信頼性の高い EOL システムを提供します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 XCP とは、新しい校正プロトコルを指します。  

測定／制御モジュール 
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Energy Storage Discover 
効果的な制御、テスト、評価：エネルギー・ストレージ・テストのためのソフトウェア 

バッテリーの開発・製造を成功させるには、広範囲に渡るテストが必要です。キーサイトの Scienlab Energy 
Storage Discover (ESD) ソフトウェアアプリケーションは、多様なオプション、直感的な操作性、有意義で再現性
のあるテスト結果を提供します。ソフトウェアは、お客様との継続的な情報交換や経験を基にして、新しい要件に
適合するようにさらに開発が続けられています。ESD は、セル、モジュール、パック、およびチャンバーなどテス
ト環境コンポーネントの同期制御を可能とし、あらゆるタイプのエネルギー・ストレージ・デバイスの検証を実現
します。テストシナリオは個々に作成し、編集や制御、モニターができます。 

テストと制御のためのソフトウェア ESD 

http://www.keysight.co.jp/
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主な利点 
• 直感的な操作性を提供し、短い時間で習得が可能。 
• 簡単なテストも複雑なテストも、説明が不要なくらい簡単なプログラミング環境。 
• サブルーチンと、そのライブラリ管理機能による、わかりやすいテストシーケンス構造。 
• 実行時の測定値の表示、テストプログラムの変更、および、測定中に得られた結果から計算される値をその後の

テストプロシージャーに反映させることなどがいつでも可能。 
• 各チャネルの全体ビューと詳細ビューによるテスト環境のモニター。 
• 後処理を必要としない、使いやすい評価機能。 
• 測定データの分かりやすい可視化。テスト中はテーブルとグラフを使った簡単な解析結果を表示。 
• 個々に定義された制限値の重複モニターと、上限または下限を外れた場合のテストシステムの自動シャットダ

ウンによる、被試験デバイス、テストベンチ、オペレーターの安全性確保。 
• 標準化されたリモートインタフェースによる、テストベンチと高レベルの制御／モニターシステムの統合。 
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