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効果的な制御、テスト、評価： 
エネルギー貯蔵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。これには、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する、制御、 
テスト、評価のためのソフトウェアが必要です。 

 
 

主な利点 
• 分かりやすく、直感的な操作、習得が容易 
お客様が円滑かつ効果的に作業できようにするためには、これらの要素は最
も重要です。簡単なテストや複雑なテストを直感的な操作によって作成、パ
ラメータに名前やユニットを個々に割り当てることで（マッピング）使いや
すい評価機能など、ESD は広範なオプションを提供します。 

• 容易なテストプログラミングテスト 
作成のために提供される機能が広範に渡るにもかかわらず、ESD は直感的
で、非常に使いやすく、短い時間で使い方を習得できます。プログラミング
中の構文チェックによってエラーにフラグが付けられるため、時間のかかる
デバッグを行わなくても、エラーを即座に修正することができます。複雑な
テストシーケンスは、（サブ）ルーチンを作成して、ライブラリでそのよう
なルーチンを管理することで、明確に組み立てることができます。 

• 後処理を必要としない、目標の定まった評価 
インテリジェントに設計された機能はデータの評価をより簡単にするだけで
なく、テストの実行中に評価を行うことができます。広範な測定データは表
とグラフで明確に可視化できます。マウスのスクロール機能を使って、グラ
フのズームインやズームアウトを行なったり、関連する値に印を付けたりす
ることができます。出力してエクスポートする値を定義することもできま
す。時間のかかる後処理は必要ありません。 
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ソリューション 
Scienlab Energy Storage Discover (ESD) ソフトウェアは高レベルの要件に対応しています。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。セル、モジュー
ル、パックのためのあらゆるバッテリー・テスト・システム、およびすべてのテスト環境コンポーネントで、時刻同期
した制御を可能にし、全タイプのエネルギー・ストレージ・デバイスを検証できます。カスタマイズされたテストシナ
リオを作成し、編集や制御、モニターができます。標準化されたリモートインタフェースにより、テストベンチを高レ
ベルの制御／モニターシステムに簡単に組み込むことができます。 

テストシナリオ 

• 機能テスト、経年劣化テスト、環境テスト、性能テスト 

• 標準化テストと規格準拠テスト（ISO、DIN EN、SAE など）  

• 内部抵抗、充電、エネルギー、容量、効率、サイクル寿命とカレンダー寿命、温度変化への動作、機械的抵抗など
の判断 

• 耐久性、範囲、効率の解析  

• 電気特性と熱特性の検証 

• 電気化学インピーダンス測定とサイクリックボルタンメトリー 

テストベンチの全コンポーネントのテストシーケンスへの組み込み 
バッテリー・テスト・システム以外に、必要に応じて、ESD環境とテストシーケンスに他のコンポーネントを組み込む
ことができます。コンポーネントの測定値は、テストシーケンス中に変数としてログに記録、モニター、評価してから、
テスト手順の残りの部分に組み込むことができます。このようなコンポーネントの例には、以下のものがあります。 

• バッテリー・マネジメント・システム 

• 気候チャンバーや温度チャンバーと DUTコンディショニング  

• お客様の充電器 

• Scienlab測定／制御モジュール。電圧と温度の柔軟な記録、追加のデジタル入力と出力の使用が可能  

• Scienlab Test Bench Guard。テストベンチ全体をモニターするための高レベルの安全システム  
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被試験デバイス (DUT)、テストベンチ、オペレーターの安全 
ユーザーはテスト作成の一環として、または実際のテスト中に、制限値を個々に定義できます。制限のモニター（Test 
Bench Guard などを使用している場合）が同時に行われ、上限または下限を外れた場合、テストシステムが自動的に停
止します。 

システムとテストの制御 
ESD は測定データのリアルタイムのモニターのために広範なテスト制御ツールを提供します。これにより、ユーザーは
テストシーケンスに異常が発生した場合にすぐに対応して、必要な処置を取ることができます。また、計算した変数と演
算結果を組み込むこともできます。さらに、個々のチャネルの全体ビューと詳細ビューにより、完全なテスト環境をモニ
ターすることができます。このテスト環境は開始、停止、一時停止、リセットなどの機能により制御可能で、どのテスト
ステップにジャンプすることもできます。 
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プログラミング、制御、評価 

テストプログラミング 
プログラミングは、一般的な高レベル言語要素に基づくコマンドを使って実行できます。ループ、ネスト、サブルーチン
などが可能です。テスト、サブルーチン、バッテリーデータ、パラメータは、ライブラリで管理され、それぞれを組み合
わせることができます。 

• 簡単で直感的なプログラミング言語と明確な表形式の表現 

• 時系列の値を含むテーブルまたは実際のドライブプロファイル（.csv または.txt でインポート可能）を使って、わず
か 1 msの最小単位で電流、電圧、パワーの各特性をシミュレーション 

• ダイナミックなソースのパラメタライゼーション：ソースがアクティブの間にソースパラメータの変更。例えば、
BMSの限度設定に従うために、計算、変数または外部入力信号の読み取りによって値を得ることができます 

• テストシーケンスで直接 BMSとの通信（CCP/XCPの使用） 

• インピーダンススペクトロスコピーとサイクリックボルタンメトリー法の搭載による DUT値の判断 

• 異なるタイプの DUTの変数を使用して、DUTに影響を受けないテストシーケンスの作成 

• パワーステージをダイナミックに並列接続して、テスト実行中に一時的に出力電流の増加 

• 並列プロセスの定義：テスト手順中に異なるアクションを個々に実行（DUT温度コンディショニングの制御など） 

測定データの評価 
ユーザーは測定／記録する値を定義することができます。測定中に評価を始めることができ、広範なスケーリングツール
や測定ツールによって非常に簡単に行えます。 

• 全テスト中に利用可能な強力な測定データグラフにより、大量のデータを容易に評価 

• 実行された複数のテストを 1つのグラフで直接評価し直ちに比較 

• 一定のレートによる測定データの静的な記録（最大 20 kHz）または少量の測定データの動的な記録 

• ミリ秒間隔で時刻同期された測定データ解析についての共通のタイムスタンプ 

• テストシーケンスで包括的な統計値と演算計算の実施：平均、積分値／微分値、最小／最大値、論理演算、比較演算、
内挿と外挿（線形内挿法／外挿法、または線形回帰法の使用による） 

• 選択した測定値の一般的なファイル形式（.mdf、.csv、.txt）によるエクスポートや、グラフィック（.jpg、.png など）
のエクスポート 

• テスト期間中にすべての CAN 通信の記録と評価（オプションの CANLogger を使用して、測定されたその他すべて
の変数と時刻同期が可能）  

• ESDとは別の測定データを評価するための ESD Report Viewer（オプション） 
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ESDを使って可能なテストシナリオの例 
 

セルのプロトタイプ 
   
テストシナリオ テストプログラミング 測定評価 

セルサンプルの特性評価 
バッテリーセルの継続的な研究で
は、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
を目標にして、バッテリーセルに最
適な新しい材料の組み合わせの特定
に力を注いでいます。これを達成す
るために、セルサンプルを組み立て
て特性を評価します。一般的なテス
ト方法以外に、電極プロセスの判断
方法として、サイクリックボルタン
メトリー法を使用します。 

電極プロセスの解析（サイクリックボ
ルタンメトリー法など）に使用する基
準電極は、測定を目的としてテストプ
ログラムに能動的に組み込むことがで
きます。これは、例えば、各制御モー
ドで陽極と陰極、基準電極と陰極、基
準電極と陽極の間で電圧測定を選択
し、基準電極の電位に基づいて能動的
に調節できることを意味します。 

左側のグラフは、2 つの任意の電極
の間に起きたデルタ形の変化を示
しています（サイクリックボルタ
ンメトリー法）。右側のグラフ
は、定義された電圧の関数とし
て、セルのプロトタイプの測定電
流を可視化しています。どちらの
グラフも、テストシーケンス中に
解析のために提供されます。 

ESDの利点 
 • テストシステムの各テストチャネルで、1つの基準電極に対し個別接続を提供 

• 3種類すべての電圧に基づく制御が可能：陽極／陰極、陰極／基準電極、陽極／基準電極 

• ESDにすでに統合されているため、サイクリックボルタンメトリー法の I (U) 表現に対する追加の 
プログラミング不要 

• Scienlabテストシステムは、最大 8 Vの高電圧の材料にも最適 
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セル  

  

テストシナリオ テストプログラミング 測定評価 

セルの特性評価 
セルはあらゆるエネルギー・ストレー
ジ・デバイスの基になるものです。その
ため、セルは広範にわたって特性が評価
され、その性能は開発の早いうちに評価
されます。これには、ベンチマークテス
トが実行されます。データシートに基づ
いて適切なセルが選択され、それぞれが
比較されます。特に、内部抵抗、容量、
効率、サイクル耐性やカレンダー耐性、
温度に対する動作、機械的抵抗などのパ
ラメーターが解析されます。例として、
EIS によるインピーダンス測定がこの場
合に役立ちます。 

テストシステムに組み込まれ
ている充電／エネルギーメー 
タにより、供給または除去さ
れた充電とエネルギーの正確
な判断が可能になります。
VDA に基づく内部抵抗の判断
などの計算は、ESD で実行可
能で、結果をレポートとして
出力します。インピーダンス
スペクトロスコピーもテスト
シーケンスに直接プログラム
することができます。 

インピーダンススペクトロスコピーの
結果はボード線図およびナイキスト線
図で可視化できます。グラフの左側の
部分は、経時的にプロットされた実数
部と虚数部であるため、テストの残り
の部分を 1 つのグラフで明確に表示で
きます。グラフの右側の部分は、
ISO12405-1 に基づく、パルスパワーの
プロファイルを示しています。これに
必要な計算は、テストプログラムに直
接実行することができ、グラフに出力
されます。テストに関連するパラメー 
タと計算された値すべてが出力とラベ
ルで示されるため、評価は特に役立ち
ます。これにより、測定値の後処理が
必要なくなります。 

ESDの利点 
 • テストシステムの各チャネルに個々に搭載されたインピーダンススペクトロスコピー： 

DUTの通信接続を変更することなく、テストシーケンスに直接プログラミング可能 

• データの直接の評価が可能：後処理が必要ないことから、高い安心感が得られ、大幅に時間を節約 

• マウスのスクロールによるズームイン／ズームアウト機能を搭載した、大量のデータでも簡単で使い 
やすい解析機能 
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BMSを含むモジュール 

  

テストシナリオ テストプログラミング 測定評価 

モジュールと BMSの相互作用  
いくつかのバッテリーセルと BMS
を組み合わせて、車載用 12 V また
は 48 V のオンボード電気システム
向けのバッテリーシステム、パワー
ツール向けのバッテリーシステム、
または電気自動車の HV バッテリー
システムが製造されます。モジュー
ルがどの程度高温になるか、BMS 
がモジュールの性能にどの程度影響
を与えるか（負荷バランス、シャッ
トダウンしきい値など）、BMSがど
の程度うまく機能するか（測定値の
確度、完全性、妥当性、機能、オペ
レーティングモードの妥当性など）
を知ることは重要です。 

BMS 値はテストシーケンスに変
数を書き込んだり、読み取り変
数として使用することができま
す。そのため、BMS は出力源を
直接制御することができます。
これによって、ダイナミックな
制限がテストされます。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
トシーケンスに時刻同期されて
統合されているため、負荷バラ
ンスを含む BMS の代用として使
用することができます。 

BMS によって提供されるすべてのパラ
メータの出力オプションは、測定値を
比較して、最少セル電圧などの制限値
を確認することが容易なことを意味し
ています。ESD エクスポート機能は非
常に役立ちます。特にサイクル化の際
に有用です。サイクル数または充電量
の関数として、充電／放電の容量やエ
ネルギー効率など、サイクルに特有の
パラメータの出力を可能します。測定
データを最も関連する情報に絞り込む
ことにより、評価は非常に容易に行え
ます。 

ESDの利点 
 • さまざまなインタフェース（CAN、XCP、Flexrayなど）を介した BMSと ESDの相互作用 

• BMSの制限、シャットダウン、パラメータの設定を、測定データ記録の安全な停止基準として、 
または数学演算のために使用し、ダイナミックなソースのパラメタライゼーションを実現 

• 外部パラメータにそれぞれ名前を付けて（マッピング）明確さを高められる 
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BMSを含むパック 

 

  

テストシナリオ テストプログラミング 測定評価 

ドライブプロファイル 
パックレベルでのテストの重点は
将来のアプリケーションを現実的
に再現することです。それによ
り、最初のフィールド試験が行わ
れる前に、システムの動作を解析
できます。プロファイル（車載ア
プリケーションのドライブプロ 
ファイル、据置型ストレージデ 
バイスの負荷プロファイルなど）
は、できる限り具体的にテスト 
を実行するために使用されます。 

ESD では、ユーザーは.csv ファイルや 
.txt ファイルとしてプロファイルをイン
ポートしたり、プロファイルを手動で
作成したりできます。実際に測定され
た充電／放電プロファイルなどのプロ
ファイルや NEDC (New European 
Driving Cycle) は、電流、電圧、パワー
などの異なるパラメータを指定するた
めに使用できます。ミリ秒範囲の確度
レベルでテストシーケンスを追跡する
ことができます。充電やエネルギー処
理量などのパラメータ、充電状態、統
計平均は、プロファイルの実行中に計
算されます。 

プロファイルを使ったテスト評価で
は、ほとんどの場合、DUT の稼働制
限に到達するまでにプロファイルを
何回繰り返すか、BMS セットポイン
トパラメータによるシャットダウン
または負荷の適合が正しく機能する
かどうか、テスト中にパックがどの
程度高温になるかを明確にすること
が重要です。ESD で、動的ズーム機
能と軸分割機能を使用することによ
り、重要な点が容易に見つかり、解
析することができます。 

ESDの利点 
 • 1つの変数で複雑なプロファイルを指定  

• 多数の大きなプロファイルの容易な取り扱い  

• プロファイルシーケンスに BMSからのダイナミックな稼働制限の統合 

• プロファイル期間の任意の適合 

• すべてのパラメータの最小値と最大値の決定と出力 

• 係数とオフセットの適用によるプロファイル規模の増大 
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BMSを含むパック 

 
 

 

 

 

 

  

テストシナリオ テストプログラミング 測定評価 

あらゆるバッテリーシステムとテスト 
ベンチのコンポーネントの相互作用  
バッテリーパックはすべての機能を使った全
体システムとして、さらに BMS、冷却システ
ム、電気システムなどのすべてのコンポーネ
ントとの相互作用における全体システムとし
てテストする必要があります。これには、電
気コンポーネントや機械コンポーネントの機
能と内部通信、外部通信、冷却システムの機
能、さらにパックの熱動作と電気動作があり
ます。そのためには、再現性のある電気状態
と気候状態の下で、耐久性、範囲、効率を明
らかにする必要があります。 

関連するバッテリーシステムと
ラボのコンポーネントはすべ
て、テストシーケンスに組み込
むことができます。BMS、温度
チャンバーと気候チャンバー、
デジタル／アナログ信号、ター
ミナル（ターミナル 15、30 な
ど）、Test Bench Guard などの
安全に関連するコンポーネント
が挙げられます。 

システム全体の機能、動作、相互
作用は、システム、BMS、周辺
デバイスに関連するすべての測定
データを組み合わせて、可視化で
きます。グラフは負荷テスト中の
冷却システムの動作と、BMS と
テストシステムのパック電圧測定
の比較を示しています。 

ESDの利点 
 • テスト環境のすべてのコンポーネントの制御、測定値の記録、続くテストシーケンスの中でそれらの値を変数

として使用可能 

• CANメッセージへの反応が 1 ms以内  

• Scienlab測定／制御モジュールで提供されるすべてのアナログ／デジタルの入力と出力 

• XCPを使った BMSの操作  

• ダイナミックなソースの追跡：ソース（電流、電圧、パワーなど）の設定値としきい値が BMSで指定した値を
ダイナミックに追跡可能 

• データの直接の評価：後処理が必要ないことから、高い安心感が得られ、大幅に時間を節約 
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