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Scienlab Charging Discovery System 
 

SL1040A SL1093A  
 

充電機能／相互接続性のテスト 

電気自動車 (EV)/プラグインハイブリッド車 (PHEV) の開発と普 

及は、支障なく利用できる充電インフラ（電気自動車用充電設備  

(EVSE)）の拡充にかかっています。規格の整備が比較的最近であ 

ることに加え、現場の経験が不足しているために、EV と EVSE 

の間の相互動作に障害が頻繁に見られることがあります。

主な利点 
 規格準拠 

すべての使用可能な通信手法をサ 
ポート。特に IEC 61851-1 に準 

拠した基本的な通信  (PWM) と 

DIN SPEC 70121 、 ISO 15118 
(PLC)、CHAdeMO、GB/T (CAN)
に準拠した通信に対応。 

 リアルタイム機能テストプロ 
シージャ 
リアルタイム・オペレーティン 

グ・システムと高性能な同期イ 

ンタフェースを備えた高度な 
FPGA およびプロセッサによ 
り、リアルタイム動作を実現。 

 オープンシステム 

オープンにアクセスできるステー 
トマシン（パラメータ／測定値） 

による EV/EVSE のエミュレー 
ション。 

 最高レベルの測定／制御確度 
高分解能の差動測定 AD コン 

バーターと最適なグランド接 
続コンセプトによる優れた測 
定データ収集。 
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充電テクノロジー用のモジュラーテスト環境 

モバイルユースからラボでのアプリケーションまで 

ソリューション 
キーサイト・テクノロジーは、モバイルユースからラボでの包括的なアプリケーションまで対応する、EV/EVSE 
充電システム用モジュラーテスト環境を提供しています。テスト環境の主要な構成要素である CDS (Charging 
Discovery System) は、EVまたは EVSEの充電通信をエミュレートします。同時に、電気パラメータの測定と、規格
に準拠しているかどうかも検証されます。また、CDS では追加の電源ソース／シンクの同期トリガも想定されてい
ます。すべてのコンポーネントはキーサイトによって開発／製造されているので、お客様固有の要件や規格から要求
される修正を短時間で実現できます。 

使用可能なアプリケーション領域： 

• 規格に準拠したコンプライアンス検証が必要な EV/EVSE充電インタフェースのファンクションテスト 

• 相互接続性テスト 

• 国際充電通信規格および低電圧グリッドのエミュレーションによる国際市場用充電コンポーネントの検証 

• EV/EVSE障害応答を対象とした再現性テスト 

• マルチチャネルテストを含む品質保証向けの自動耐久テスト 

CDSがサポートするユースケース： 
• EVSE テスト：充電ステーション、ウォールボックス、インケーブル制御ボックス (ICCB) の充電ケーブルな
どのテスト向けに、高電圧負荷やグリッドエミュレーションを追加して CDSを拡張できます。 

• EVテスト：CDSを電源に接続すれば、自由にプログラム可能な AC/DC充電ステーションを模擬できます。 

• Man-in-the-middle：EV と EVSE の間の通信／電力フローを解析できます。負荷ラインと信号ラインは CDS
によって接続され、測定機器によって記録されます。 
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Charging Discovery System は、各アプリケーションに適合するモ
ジュールを配置して構成できるようにデザインされています。主要
なコンポーネントはリアルタイムコンピューターで、これがテスト
シーケンスを自動実行します。テストシーケンス自体は PC 用の
Charging Discoveryソフトウェアを使用して定義／パラメータ化し
ます。またはハードウェア・イン・ザ・ループ (HiL) システムから
直接、制御することもできます。CDS は 2 つの操作可能な PWM 
通信インタフェースを提供します。また、パイロット信号（制御パ
イロット/CP、近接パイロット/PP）の記録、保存、解析、評価を
行うことができます。さらに、外部コンポーネントの制御／同期用
のデジタル I/O信号も提供されます。 

必要に応じて、DC 充電規格用の追加通信モジュールによって基本
構成を拡張できます。以下のモジュールを統合できます。 

• EVSE DUTの安全なコンタクト用の HVモジュール 

• 信号の高周波解析および光評価向けの追加オシロスコープ 

• 安全保護機器のテスト用の RCエミュレーション 

• 高電圧を柔軟にエミュレートするさまざまなパッシブソース／シンクまたはアクティブソース／シンク 
  

オプションの概要 
CDS (Charging Discovery System) PWM通信を備えた基本製品 (IEC 61851-1) 

HVモジュール 
EV充電インレット。あらゆる種類の EV充電アダプター、HVコンタクター、測定テクノロジー、 
絶縁モニター用の接続 

COMモジュール PLC 上位通信のサポート（DIN SPEC 70121、ISO 15118） 

COMモジュール GB/T DC充電プロセス制御用のデジタル通信のサポート (GB/T 20234) 

COMモジュール CHAdeMO DC充電プロセス制御用のデジタル通信のサポート (CHAdeMO) 

オシロスコープ 制御パイロット用の高周波解析を行う追加オシロスコープ 

RCエミュレーション さまざまな残留電流の注入による残留電流回路遮断器 (RCCB) /絶縁モニターテスト 

測定／制御モジュール キーサイトの Scienlab 測定／制御モジュール (MCM) を直接、統合可能 

アルミニウム製ケース 安全な輸送のための頑丈なアルミニウム製ケース (IP65) 

Charging Discoveryソフトウェア CDSおよびテスト評価を制御するためのソフトウェア（基本製品に付属） 

テストエディター 個々のテストケースを簡単に作成できるオプションライセンス 

テスト・ケース・ライブラリ 必要に応じてすぐに使用できるテストケース集 

パッシブ負荷 3～50 kWのさまざまな電圧／性能クラスの AC/DC用に使用できるパッシブ負荷 

アクティブ電源 双方向 AC/DC電源：U：480～1,000 V、I：16～1,200 A、P：11 kW～1 MW 

充電アダプター EVSE ACタイプ 1、ACタイプ 2欧州、ACタイプ 2中国、CCSタイプ 1（IEC 62196準拠） 

充電アダプター EV 
ACタイプ 1、ACタイプ 2欧州、ACタイプ 2中国、CCSタイプ 1（IEC 62196、GB/T AC、 
GB/T DC、CHAdeMO準拠） 

http://www.keysight.co.jp/
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あらゆるテスト要件に最適な機能 

オールインワン 
CDS は、充電インフラコンポーネントのテストに必要なすべての機能を提供します。別の解析／測定システムを
追加する必要はありません。定義済みのテストシーケンスにより、フィールドでも迅速なテストが可能です。デジ
タル入出力は、充電インレットのロックや、LEDなどの自由に使用できる I/Oのトリガが可能です。パッシブソー
ス／シンクおよびアクティブソース／シンクもこうしたアプリケーション向けに用意されており、テストシーケン
スに統合できます。 

オープンなシステムアーキテクチャー 
EV/EVSE の現実的なエミュレーションでは、エミュレートされる側の動作を規格に従ってエミュレートする必要が
あります。CDS は、自由にパラメータ化できるステートマシンによって必要な自由度を実現しています。これによ
り、管理された環境でエラーをエミュレートしてDUTの応答をあらゆるユースケースと障害で試験できます。 

リアルタイム機能テスト 
CDSはリアルタイム性能向けにデザインされています。これは、高度な FPGAとマイクロコントローラーを電子レ
ベルで利用することで確立されています。拡張可能な X86マルチコアプロセッサを高度な IPCとリアルタイム・オ
ペレーティング・システムで使用しています。イベント制御ベースで時間に厳密なテストに対応できます。内蔵タ
イマーと同期メカニズムにより、ランタイム制御を確実に行って優れたシステム性能と短いデッドタイムを実現し
ています。 

国際規格 
IEC 61851/ISO 15118 規格によって、電気自動車の充電が世界中で標準化されました。急速充電システム (CCS)  
は欧州と米国で使用されています。これは ACと DCの充電インタフェースを IEC 62196-3規格で指定された結合
車両インレットに統合するものです。EV と EVSE 間のデータ交換は、充電ケーブル内の制御／近接信号 (CP/PP) 
を介して行われます。 

AC充電 
PWMベースの基本通信は、現在 AC充電のために世界中で使用されています。CDSは、PWMの振幅、周波数、
デューティーサイクル、立ち上がり／立ち下がり時間などのすべての電気パラメータを記録します。内蔵 PWM
ジェネレーターはプログラマブルで、あらゆる充電インフラの動作をエミュレートできます。ケーブルまたはプ
ラグの検出もエミュレートできます。 

DC充電 
CDSは PLC用の通信モジュールによって、DIN SPEC 70121/ISO 15118に準拠した充電インタフェースの解析／検
証もサポートしています。この場合もパラメータ化可能なステートマシンを使用します。CDSは V2Gメッセージの
受信／処理を行ってその内容をテキストで可視化します。これによって車両および充電インフラの整合性テストが
可能になります。エミュレートされたリモートステーションの応答時間／タイムアウト動作は、目的の方式でパラ
メータ化できます。GB/TまたはCHAdeMOに準拠した充電インタフェースをテストするその他の通信モジュールも
使用できます。 
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HV測定テクノロジーと高度な EMCデザインの統合 
再現性のあるテスト結果を得て、コントロールパイロットを適切に解釈するために、測定技術は規格で要求さ
れる確度を十分に超えている必要があります。そのために CDS は、関連したすべての制御／近接パイロットパ
ラメータを最高確度で測定します。オプションのオシロスコープを使用して、時系列の高周波記録を作成した
り、FFT 周波数解析を実行することもできます。HV モジュールに統合された電流／電圧用の測定コンバーター
と高確度の 14 ビット A/D コンバーターにより、高電圧パラメータの同期記録が可能です。CDS の開発におい 
ては、全体的なグランドのとり方と、イミュニティの最大化が重視されました。接続容量の最小化が、信号品
質と測定確度の両方を向上させます。 

柔軟な使い方 
開発中にラボでコンポーネントをテストする場合でも、フィールドでシステムをテストする場合でも、CDS は
あらゆるアプリケーション向けにソリューションを提供します。モバイルユースには、ポータブルな Charging 
Discovery System を提供いたします。CP 信号とは別に、CDS のフロントパネル上のブレークアウトポートを
介してすべての HV電圧を外部測定に使用できます。 

世界中のプラグタイプを使用可能 
通信モジュールと同様に、CDS はすべての共通充電インレットと AC/DC 用充電プラグタイプに対応します。 
車両への充電アダプターは専用の HVソケットを介して接続されます。 

  

http://www.keysight.co.jp/
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欧州／米国と中国の比較 

 

 

欧州／米国 
急速充電システム(CCS) 
 
背景 

CCS は、重要な要求事項のすべてをカバーする、未来のグ 

ローバルな充電規格です。1 つの車両インレットで AC 充電 
と DC充電を許可している唯一の規格でもあります。 

 
課題 

ISO 15118規格はまだ大部分が実証されていません。車両によ
る公共料金の自動支払いのような整備済みのユースケース
も、セキュリティー、相互接続性、信頼性に関して検証する
必要があります。第 1世代の CCS 充電ステーションは 500 V
の最大バッテリー電圧で 50 kW の最大充電電力を供給しま
す。かなり大型の HVバッテリーを使用してでも将来の要件に
対応し、かつ、充電回数を最小に抑えるには、1,000 V のバッ
テリー電圧で最大 350 kWの充電電力が必要になります。 

 
ソリューション 

モジュラー型 CDS は CCS 用に使用できます。システムは
1,000 V に対応可能で、キーサイトが提供する Scienlab ダイ 

ナミック DC エミュレーターと組み合わせて使用すれば最大
360 kW の充電電力で動作できます。DIN SPEC 70121/ 

ISO 15118のプロトコルは定期的にアップデートされますが、
規格に対する最新の変更が考慮されます。 

 
CCS HVモジュール 
 

 

中国 
GB/T 

 
背景 

中国は独自の国家規格を開発しているため、CCS 規格はまだ存
在しません。そのため、充電インタフェースは、GB/T 18487 
（一般要件）、20234.1-3（接続セット）、27930（通信プロト
コル）に従って実装する必要があります。 

 
課題 

中国の規格は、国際的な CCS や日本の CHAdeMO とはかなり 

異なります。ハードウェアおよびソフトウェアを相互接続性に
関して検証する必要があります。特に、CAN バスで高いイミュ
ニティーをハードウェアレベルで確保する必要があります。 

ソフトウェアの観点からは、市場で入手可能なさまざまな 
ソリューションを検討する必要があります。例えば、タイミ 

ング、データコンフォーマンス、または許容誤差範囲に関して
の検討が必要です。GB/T 27930 規格は、現在修正中でドラフト
段階です。 

 
ソリューション 

CDS は GB/T 用としても使用できます。 これを実現するには、
HV モジュールに必要な GB/T AC/DC EV インレットを組み込ん
で、適切な GB/T 通信モジュールを制御ユニットに追加します。
GB/T 通信モジュールは最大 1,000 V まで動作が実証されている
特殊なCANインタフェースも備えます。GB/T規格に対する変更
は、今後、ソフトウェアアップデートで提供される予定です。 

 
GB/T HVモジュール 
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便利なテストプロシージャ 
CDS はスタンドアロン・テスト・システムとして、または、HiL テストベンチのコンポーネントとして使用できる
ようにデザインされています。両ケースとも、CDS による通信はギガビット・イーサネット・インタフェースを介
して行われます。スタンドアロンのケースでは、Charging Discovery PC ソフトウェアがテストの定義／制御をサ 
ポートします。HiLテストベンチのケースでは、HiLシステムがオープンインタフェースを介して直接、適切なパラ
メータ／機能にアクセスします。 

Charging Discoveryソフトウェア 
Windowsベースの Charging Discovery PCソフトウェアは定義済みのテストケースを高速に選択／実行できるだけ
でなく、お客様独自のテストを作成できるエディターも提供します。テストプロジェクト全体が CDSに転送され、
自動的に実行されます。ソフトウェアには、個々のメッセージや測定値の表示／評価に必要なすべての機能が含ま
れています。 

測定の表示 
CDS で記録された測定データはライブのデータストリームとして表示されます。上位の通信に関しては V2G/CAN
メッセージが同時に記録され、プレーンテキストで表示されます。テスト結果や中間結果はランタイム時に評価さ
れ、適切なビジュアルキューを用いて一覧表示できます。キーサイトの Scienlab 測定 & 制御モジュール (MCM) を
使用すれば、最大 6つの CANバスを同期して記録できます。この方法で、ユーザーは車両データを ECUから直接
読み込んで記録できます。このデータは dbc データベースファイルをインポートすることでユーザーが内容を認識
できるようになり、別の測定データと一緒にタイムスタンプ付きのグラフに表示できます。 

レポート作成 
テストを実行した後は、いつでもオフラインでログデータを保存／ロードできます。テスト結果も簡単な PDF レポー
トとして保存できます。   

ACテストが実行された後の主な操作画面 

 

DCテストが実行された後の測定グラフ 
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これにはすべての実行済みテストケースと結果の情報が含まれています。ユーザーは、どの測定結果を詳細に出力
するのか、どのように個々のテストを評価するのかをテストケースの定義中に決定できます。 

テストエディター 
基本構成に加えて、テストエディターを使うことにより、お客様独自のテストケースを作成／保存／メンテナンス
できます。個々のテストシーケンスの内容と時間は、アプリケーションに適した言語を使用して定義できます。直
観的なグラフィカル・ユーザー・インタフェースが、タイピングするユーザー向けに適切な言語要素／コマンドを
指示します。例えば自由に構成できる I/O を積極的にルーチンに追加して、特定の時刻にエラーを挿入したり、外
部測定機器をアクティブにしたりできます。 

  

Charging Discoveryソフトウェアの主な利点 
• テストシーケンスの作成／表示／評価 

• 定義済みテストケースの利用により短時間で結果を取得可能 

• オプションのテストエディターによる個々のテストケースの作成 

• 直観的なユーザーインタフェースによる優れた操作性  

• データ記録の同期 

• 後処理をしなくても、迅速かつ明快な方法で結果を文書化できるレポート作成機能 

• クリアなグラフ／表による、測定データの効率的な表示／ラベリング、およびエクスポート機能 

• 複数画面を使用する際に特に便利な、配置／サイズを自由に変更できるプログラムウィンドウ 

Man-in-the-middleシステムとしてフィールドで使用される Charging Discovery System 

 

http://www.keysight.co.jp/
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HiLテスト環境への統合 
高電圧電源とハードウェア・イン・ザ・ループ (HIL) システムを追加すれば、CDS を包括的な充電テクノロジー・ 
テスト・ラボに展開できます。インフラ側では、高電圧エミュレーターにより国際的な低電圧グリッドや AC/DC 充
電ステーションのエミュレーションが可能になります。自動車側では、充電器、充電コントローラー、バッテリー・
マネジメント・システム、バッテリーなどの充電システムや関連周辺機器で使用されるすべての内蔵コンポーネント
を、あらゆる構成で、または統合された実際の部品としてエミュレートできます。これにより、車両の個別コンポー
ネント／サブシステムの解析から、EV および EVSE の充電機能すべての自動リリーステストまでの拡張テスト機能
を実現できます。 

電気／電子 (E/E) コンポーネントの検証用HiLソリューションのアプリケーションは、自動車セクターで非常に一般
的なものです。従来の HiL システムでは一般的に E/E コンポーネントのエミュレーション／シミュレーション用の
低電圧 (LV) インタフェースしか使用できませんが、Power-HiLシステムには HVエミュレーターが統合されている
ため、すべての DUT インタフェースが含まれています。これは DUT をクローズドシステムとしてテストできる唯
一の方法です。例えば、車両の制御ユニットおよびパワーエレクトロニクスの充電機能を試験する場合、CDS を
HV電源と組み合わせれば自由にプログラムできる充電ステーションエミュレーションとして構成できます。これに
関連して、CDSは AC/DCエミュレーターの制御も管理できます。 
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Scienlab Power HiLシステム 
Scienlab Power-HiL システムは、性能、I/O、測定チャネル、ソフトウェアインタフェースを対象の顧客要件に応じ
て構成／対応できます。既存のテストラボを引き継ぐ拡張／アップグレードによって、必要な操作ツールや自動化
ツールなどの顧客仕様を考慮できます。 

各 HiL テスト環境の核にリアルタイムコンピューターがあります。これはランタイム時に車両の DUT（特にセンサ
と残存バスシミュレーション）に必要なすべての信号を計算し、対応する I/Oハードウェアを介してそれらをエミュ
レートします。障害に関するあらゆるケースを選択的に導入できます（例：グランドまたは 12 V バッテリーに対す
る短絡回路）。HiLシステムは Scienlab HVエミュレーターや別の LVソース／シンクも制御します。内部の充電規
格やステートマシンは直接 CDSに実装されているので、充電の試みを HiLシステムから手軽に定義／実行できます。
さらに CDS に保存されているテストケースの実行も容易です。これらは HiL インタフェースを介して選択／ 
開始できます。 

HVモジュールは確実に EVSE DUTに対して安全なコンタクトを実現します。CDSおよび HVエミュレーターの非
常に正確な測定テクノロジーを、HiLシステムが時間同期して記録します。さらに、すべてのLV/HV信号はスクープ
プルーフになっているので、迂回配線せずに高周波信号テスト用の外部測定機器を使用できます。 

HiL テストベンチはメーカー独自のテストソフトウェアを使用して PC 経由で操作します。ControlDesk（dSPACE 
GmbH 社）のようなオープンな実験的ソフトウェア環境に対しては、カスタマイズプロジェクトを供給します。こ
れには、環境シミュレーション、クーリングコンディショナー、測定器用の車両／バッテリー／インタフェースモ
デルが含まれます。これにより、自動ソフトウェアを直接セットアップして再現性の高い耐久テストおよび夜間テ
ストを非常に短時間で実装できます。 

テスト・ベンチ・ガードは、ユースケースに必要なパワースイッチの連動や、障害／緊急イベント発生時の高速か
つ安全な全システムの強制シャットダウンによって、ラボの安全性を最大化します。テスト・ベンチ・ガードは通
常 SIL3対応ソフト PLCとして実装され、他のテスト環境と完全に独立して動作します。 

既存の HiLシステムへの CDSの統合 
Charging Discovery Systemは、既存の HiLソリューションに容易に追加できます。キーサイトは必要なテストシス
テムを正確に提供します。CDS には文書化されたオープンなイーサネットインタフェースが常に付属していて、あ
らゆる外部 HiLまたはオートメーション環境に統合できます。Charging Discovery操作ソフトウェアも並行して使用
できるので、主な設定作業（通常はテストプロシージャの前に必要）は付属のユーザーインタフェースを介して容
易に行えます。この利点はお客様側の CDS インタフェースの実装がかなり簡素化されることです。ランタイム時に
必要な設定値と実際のパラメータのみを送受信すれば済みます。お客様はアプリケーション／テストに応じて、 
どの CDSパラメータを変更してどの測定変数を評価すれば良いのかを決めるだけです。 
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高電圧エミュレーション 

AC/DCインタフェースのエミュレーション用電源 
特に充電テクノロジー領域の要件向けに、非常にダイナミックな電源を使用できます。これにより、最高の測定／
制御確度と効率でシステムを特性評価できます。モジュール型のデザインにより、後で複数のエミュレーターを並
列接続して電力を拡張することもできます。キーサイトが提供するすべての Scienlab エミュレーターはアクティブ
なフロントエンドを使用していて、エネルギー回生、双方向に対応しており、非常に効率的です。クーリングは性
能クラスと顧客要件に応じて提供されます。 

Scienlab ダイナミック ACエミュレーター 
Scienlab ダイナミック ACエミュレーターをプログラマブルな AC電源として使用して、世界中の低電圧グリッドを
エミュレートできます。固有の双方向回生型電力段によって、EV/EVSE用の車両‐グリッド間のシナリオテストが
可能になります。DIN EN 50160で要求されるグリッド互換性コンプライアンスのための重要な EMCテストも実行
できます。DUTのシステムエミッション (IEC 61000-3) およびイミュニティー (IEC 61000-4) をこの方法でテスト
できます。ダイナミック ACエミュレーターは、すべての充電モードを 1つの機器でマッピングできるDCオプショ
ンも提供します。以下の動作モードを設定できます。 

• 欧州、米国、日本など世界中の LVグリッドのエミュレーション 

• 規制高調波 

• アクティブな双方向負荷のエミュレーション（例：充電器） 

• ダイナミックな電圧／電流によるソース（例：DC充電ステーション）とシンク（例：リチウムイオン・バッ
テリー・パック）のエミュレーション 

Scienlab ダイナミック DCエミュレーター 
Scienlab ダイナミック DC エミュレーターには自由にパラメータ化できるバッテリーモデルが含まれています。 
これはバッテリーエミュレーションに使用するのに最適です。CDS との相互通信では、電流と電圧をシームレスに
切り替えられるダイナミックコントローラーによって、ユニバーサル DC 充電ステーションとしての操作も簡単に
なります。600 Vから 1,000 V、100 Aから 1,200 Aの構成を選択でき、以下の動作モードを備えています。 

• DC充電ステーションのエミュレーション 

• 高電圧バッテリーのエミュレーション 

• 高電圧ソース／シンクのエミュレーション 
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 ダイナミック ACエミュレーター ダイナミック DCエミュレーター 

出力電力 ±11/22/44/66/88 kW 11 kW～1 MW 

AC動作   

電圧（単相） 5～270 Veff  

電圧（3相） 5～480 Veff  

基本周波数 40～75 Hz  

最大 電流（単相） ±48 A、±96 A、±192 A、±288 A、±384 A  

最大 電流（3相） 16 A、32 A、63 A  

DC動作   

出力電圧 0～600 V 80 V、600 V、850 V、1,000 V 

出力電流 ±33 A、±66 A、±132 A、±198 A、±264 A 100～1,000 A 

測定確度   

電圧 
測定値の±0.25 %、 
測定値の±0.05 % 

測定値の±0.05 %、 
測定値の±0.01 % 

電流 
測定値の±0.25 %、 
測定値の±0.05 % 

測定値の±0.05 %、 
測定値の±0.01 % 

エネルギー変換率 ＞85 % ＞90 % 
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Charging Discovery System の技術データ 
   
電源 DC、24 V、外部 230 Vacデスクトップ電源ユニット付属 

ワークステーションに対するインタフェース 1,000 Mbpsイーサネット、RJ45  

電位分離 電源、電子回路、測定テクノロジー、DUT PEで一致 

最大 消費電力 300 W  

許容動作温度 6℃～35℃（ご要求に応じて温度範囲の拡張可能） 

寸法（高さ×幅×奥行き） 最小 90×490×400 mm（19" プラグインユニット）、最大 290×520×500 mm（筐体収納時） 

重量 20～30 kg（構成による） 
 

電気仕様 PWM 範囲 許容誤差 

周波数（仕様または測定） 900～1,100 Hz ±0.1 Hz 

電圧（仕様、アイドル） ±0～14 V ±0.02 V 

電圧測定 測定レンジ：－15 V～ ＋15 V ±10 mV 

パルス幅（仕様または測定） 0 %～100 % ±0.05 % 

立ち上がり／立ち下がり時間（アイドル） 2 μs ±1 μs 

入力抵抗 R1 970/1,000/1,030 Ω ±0.1 % 

キャパシタンス Cc CP|PE300/1,600/1,800/3,100 pF（切り替え可能） ±5 % 

PWM EVエミュレーション（直列抵抗経由） 0.0～11.0 V 0.05 % 

PP抵抗測定 50～4,500 Ω ±0.3 % 

PPエミュレーション（直列抵抗経由） 220/680/1,500/4,500/9,000 Ω＋0～1,000 Ω ±0.5 % 

   
 

HV測定テクノロジー 範囲 許容誤差 

電圧 DC －1,000～1,000 V ±0.5 % 

電圧 AC －500～500 V ±0.5 % 

AC電流（L1、L2、L3） －50～50 A ±0.5 % 

DC電流 －500～500 A ±0.5 % 

残留電流 PE －50～50 mA ±1 mA 
 

インタフェース充電インレット（2×）   

ロックモーターの制御 ±24 V DC、最大 1.8 A 

外部 LEDの制御 12 V DC、RGB LED 

温度測定センサ PT1000 センサ（AC/DCコンタクト用） 

   
 

EVSEテスト用パッシブ負荷   

外部負荷 AC/DC 
最大：500 V DC、440 V AC（3相）、Pmax：15 kW（連続）、短時間で 3倍の過負荷まで可能、
重量：20 kg 

ご要求に応じて別のパッシブ／アクティブ負荷を提供可能 
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