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Keysight Technologies 

バッテリー・マネジメント・システムの 
安全で精密なテスト 

 

SL1091A   
 

エネルギー・ストレージ・デバイスの安全な使用 

新しいストレージ技術、およびモジュールまたはパックを形成するた
めに複数のエネルギー・ストレージ・セルを相互接続して用いるには、
インテリジェントなバッテリー・マネジメント・システム(BMS)を必
要とします。電動モビリティー（例えば、乗用車、フォークリフト、
コンベヤー車など）の分野で、電動工具や据え置き型のストレージ用
のバッテリー使用が増えているため、BMSの重要性は増しています。
BMSは主要な安全規格、制御およびレギュレーション機能を担ってい
ます。例えば、充電状態(SOC)を決定するために、電圧、電流、温度
などのさまざまなパラメータを監視します。さらに、BMSは熱および
エネルギー管理、セルバランス、性能に関与しています。異なるセル
状態、環境条件およびエラーのシナリオを伴うさまざまなテストに
よって検証されて初めて、信頼性のある機能が保証されます。BMSの
安全かつ時間と費用対効果の高いテストの実行には、BMSに接続され
たコンポーネント（例えば、個々のセル、センサ）をテスト用の何ら
かのものに置き換えることが重要です。これにより、確度と動的応答
に関する特性の現実的なエミュレーションが可能となります。 
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適用 

• BMSの再現性のあるテスト、および最適化 

• 個々のセル、セルレベルでのモジュールおよびパック
のエミュレーション 

• ハードウェアおよびソフトウェアに関する、すべての
BMS開発ステップの検証 

• 新しく開発されたアルゴリズム（バランシング、SOC、
SOH)のテスト 

• パッシブおよびアクティブバランス回路のテスト 
（誘導性および容量性） 

• さまざまな動作状況における測定確度の検証 

• 最終製品の検証 

ソリューション 

BMS開発のすべてのステップでサポート 

サービス提供者およびテストシステムの製造者として、キーサイトは、バッテリー・マネジメント・システム向けに、お客
様固有のご要望に応じた信頼性の高い開発／検証用のテストソリューションを提供します。サービスの範囲は、バッテリー
セルのモデリングおよび特性評価から、モデルの実装、カスタマイズされたモジュール式ハードウェアインザループ(HiL)

システムまで及びます。テスト環境では、実際のバッテリーセル、電流、温度センサの動作をエミュレートするための迅速
で柔軟、再現性のあるテスト、および外部システムとの通信が可能です。さまざまな特性を持つ各セルタイプのセルモデル
が、この目的のために提供されます。モデルは、HiLシステムに統合されたリアルタイム計算によって算出されます。 

主な利点 

• 作業者および製品の安全性 
キーサイトのScienlabソリューションによってBMSテストが実施される場合、セルなど実デバイスがエミュ
レートされるため、バッテリーのセル化学および電気エネルギーによる危険性は最小限に抑えられます。ま
た、クリティカルな動作点における、作業者および製品の安全性も最大限確保されます。 

• リアルタイム対応のインタフェース 
エミュレーターに標準搭載されるリアルタイム対応のインタフェースは、テストシステムとHiLシステム間の
1 Gbpsの迅速なデータ転送を保証します。非常に信頼性があり、あらゆるHiLテスト環境において迅速な統
合を可能にします。 

• パラメータ化されたセルモデル 
当社のテストシステムでは、お客様からのご要望により、各セルタイプの高精度のパラメータ化されたセル
モデルを使用したBMS開発をサポートすることが可能です。お客様に応じたセルモデルを使っていただくこ
とで、あらゆるセルの動作をエミュレートします。 

• 最大測定確度 
±1 mVの電圧測定確度および±2 μAの電流測定確度により、正確な電圧および電流の調整とセル特性の最
適エミュレーションを確実にします。BMSテスト環境の校正が簡単なため、信頼性のあるシステム品質が保
証されます。 

• 動的制御 
非常に動的な双方向電圧源は80 μs未満で電圧ジャンプを引き起こしてしまいます。1 MHzの小信号帯域幅
は、アクティブバランス中に発生するような高周波電流パルスでも、問題なくエミュレートできることを意
味します。 

http://www.keysight.co.jp/
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すべてのバッテリー特性のシミュレーション 

BMSテスト環境は、BMSに接続されたすべてのコンポーネントをエミュレートします。実際のセルはセルエミュレーター
を使用してエミュレートされます。さまざまなタイプのセルがパラメータ化されたセルモデルによってリアルタイムで制
御されます。BMSのすべての機能は、温度センサエミュレーター、電流センサエミュレーター、絶縁抵抗エミュレーター
と組み合わせて、異なる環境条件下でテストすることが可能です。セルエミュレーターの出力電圧レンジは標準的なバッ
テリー電圧をカバーし、高電圧材料を使用したセルなどの革新的なアプリケーション分野にも適用できるようになってい
ます。エミュレーターは、ソースモードとシンクモード間をスムーズに遷移できます。  

追加の高電圧源では、出力電圧の不正確な測定に対するBMSの反応をテストするオプションを提供します。車両とのCAN

通信に加えて、BMSテスト環境は、デジタル制御信号およびBMSへの供給電圧も提供します。 

セルのモデリング 

実際のセルの動作をエミュレートするために異なるモデルを選択することができます。等価回路の要素のパラメータ化に
加えて、温度、SOC、SOHなどの影響をエミュレートするための複雑なモデルも実装することができます。   

http://www.keysight.co.jp/
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再現性のある測定結果 

高確度測定テクノロジーはトレーサブルに校正されており、測定確度および調整確度が保証されています。システムの
すべてのチャネルは、内部データバスを介して同期されるため、すべての測定値および設定値出力は再現可能となって
います。 

安全第一 

安全機能を検証することは、BMS開発において最優先されます。望ましいBMSの動作点に加え、オープン回路、ショート

回路、過電圧／低電圧、高温度／低温度、および過電流などの不定誤差シナリオもシミュレートされます。これにより、

被試験デバイスがクリティカルな動作点に安全に近づくことができ、テストラボおよび作業員の安全性が確保されます。

加えて、すべてのエミュレーターの接続部での絶縁強度は、相互間およびPEとの間で1 kVとなっています。 

 

 

 

 

  

BMSテスト環境 
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BMS開発を成功させる広範囲なテスト 

  テストシナリオ 

BMSの安全アルゴリズム 

• セルの低電圧および過電圧を記録 

• 過電流の記録 

• 高温度および低温度の記録 

• ショート回路／オープン回路の記録 

• セル接続時間の検証 

• BMSの内部絶縁モニターの検証 

SOC、SOH、SOFを決定するアルゴリズムの検証  

• バッテリーモジュールあるいはパックの充電状態
(SOC)の決定 

• バッテリーの健康状態(SOH)の決定 

• バッテリーの機能状態(SOF)の決定 

• 1回、数回、部分的充電サイクル後の充電状態の 
同定 

• 充電制御のテスト 

バランス機能のテスト 

• セルバランシングのためのエラーのない 
アルゴリズムの検証 

• 充電中およびアクティブバランス中の最大セル 
電圧の検出 

• バランシング中のエラー検出の検証 

• 充電／バランシング後に各セルが同じSOCで 
あることの検証 

• 特定のレンジ内でのバランシング電流の検証 

• アクティブおよびパッシブバランス回路のテスト 

• 誘導性および容量性バランス回路のテスト  

• 低誘導接続を目指す組立ておよび接続の技術 

周辺機器との通信（例えば、車両） 

• 高レベル制御システムからの通信 

• すべての電気信号およびバスインタフェースに 
対する故障挿入ユニットによるエラー挿入 

当社のソリューション 

• 常時、各動作点で異なるセルタイプをエミュレート 

• 電流センサのエミュレーション 

• 標準化された抵抗ベースの温度センサのエミュレーション：  
Pt50、Pt100など 

• 各セルエミュレーターチャネルのショート回路、アイドルおよび 
極性反転が可能 

• 出力リレー前段での追加電圧測定 

• バッテリー端子の絶縁抵抗（絶縁故障）のエミュレーション 

• セルレベルでのモジュールおよびパックのエミュレーション 

• 異なるバッテリーモデル（例えば、リチウムイオンセルモデル）の実装 

• 実装モデルに従ったセル電圧の制御 

• セル当たりのバランシング電流の真の充電値記録による、アルゴリズムの
検証とモデル計算における考察 

• シャントおよびホール効果センサ、CANインタフェースを備えたセンサな
どのバッテリーの充電／放電電流を記録するための異なる電流センサの
エミュレーション 

• 非線形パラメータの依存関係（例えば、モデルの内部絶縁と容量の）を 
使用したセルエージングのエミュレーション、および充電サイクルの 
同定 

• 開発段階ごとに異なるモデルを選択可能 

• シミュレーションに基づいた個々のアルゴリズムの改善 

• 正確なバッテリーモデルに基づいた検証 

• 被試験デバイスへの接続部にパッシブ出力フィルターを使用した、 
高周波を含むセルインピーダンスのエミュレーション 

• アクティブバランス中の大電流勾配での予期せぬ誘導電圧の回避 

 

• CANインタフェースを経由した通信 

• すべての接続センサの動的環境シミュレーション 

• すべてのデジタル入力および出力の接続 

• HiLテスト環境を介したその他バスのシミュレーション 

バランシング 

http://www.keysight.co.jp/
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技術情報 

セルエミュレーター  

電圧 0 ～8 V 

測定確度および調整確度 <1 mV 

最大 出力電流 ±5 A（並行動作：±10 A) 

最大 出力パワー ±40 W（並行動作 ±80 W) 

最大電圧立ち上がり時間 (3 V→5 V) <－80 µs 

絶縁強度 他のエミュレーターおよびPEとの間で1 kV 

±10 mAでの電流測定確度 ±2 uA+測定読み値の0.05 %  

±5 Aでの電流測定確度 ±1 mA+測定読み値の0.05 %  

  

温度センサエミュレーター  

RTDセンサ Pt100、Pt500、Pt1000、Ni & KTYを含む 

絶縁強度 他のエミュレーターおよびPEとの間で1 kV 

調整レンジ 0 ～ 5 kΩ 

分解能 0.1 ohms 

最大 調整確度 ±0.1 Ω±調整値の0.1 % 

  

電流センサエミュレーター  

調整レンジ ±100 mV 

最大 調整確度 ±0.1 uA±調整値の0.1 % 

絶縁強度 他のエミュレーターおよびPEとの間で1 kV 

  

絶縁抵抗エミュレーター  

調整レンジ 1 kΩ ～ 100 MΩ 

1 kΩ～1 MΩにおける 
最大制御確度 

調整値の1 % 

1 MΩ～100 MΩにおける 
最大制御確度 

調整値の2 % 

絶縁強度 他のエミュレーターおよびPEとの間で1 kV 

  

電圧源  

高電圧調整レンジ 
(電圧） 

例 0 ～ 650 V、他はご要望に応じます 

低電圧供給 例 24 V、他はご要望に応じます 

  

I/O  

入力／出力 デジタル、PWM 

  

インタフェース通信  

HiLシステムと 
イーサネット、イーサキャット 
（1 kHz、リアルタイム対応） 

周辺機器と CAN 

デスクトップ仕様の 
BMSテスト環境 

 

システムキャビネットに入った
BMSテスト環境 

 

http://www.keysight.co.jp/


 

www.keysight.co.jp 7 

カスタマイズされたシステム構成 
BMSテスト環境のモジュールデザインにより、お客様のアプリケーションに応じて、パラメータ化されたセルモデルをは

じめテスト環境自体をカスタマイズすることができます。標準的なインタフェースを搭載しているので、システムはあら

ゆるHiLテスト環境に実装させることができます。モジュラーシステムのアーキテクチャはまた、テスト環境のその後の拡

張、新しいテスト要件への適応をいつでも可能にします。 

バッテリーおよびBMS開発のすべてのステップに適したソリューション 
エネルギー・ストレージのテストシステムの定評あるメーカーとして、キーサイトのScienlabチームはバッテリーおよび

BMSに関する十分な知識を持っています。BMSテスト環境に加え、BMSおよびバッテリー開発の幅広いサービスを提供し

ています。DIN ISO 9001:2008の認定を受け、ECE、EC規制、および必要に応じてドイツ連邦運輸局(KBA)によって承認

される認定を受けて製品を製造しています。 

アイデアから現場での試運転まで、すべてをワンストップで 

最高基準のエンジニアリングサービスを保証します：ハードウェア製造からソフトウェア開発、システムの受け入れまで、

すべての製品はドイツのボーフムにあるキーサイトの拠点にて開発、製造されています。私たちはユーザーのニーズを真

に理解しています。これはお客様との継続的な対話の中でさらに発展し、お客様が最大限の効率と信頼性で作業を実行で

きるような製品の基盤を形成します。結果的に得られるハイエンド・ソリューションは、お客様に決定的な競争力を提供

します。 

Scienlabテストシステムのまとめ 

• 既存のバッテリーシステムおよびBMSの評価および最適化 

• 特定のアプリケーションに適したセルの選択と特性評価 

• MATLAB/Simulinkに基づく完全モデルベースのソフトウェア開発および

コード生成、またはお客様によるソフトウェア開発のためのソフトウェ

ア環境の提供 

• モデルベース開発における実装のためのセルモデル生成 

• BMS開発のすべての側面のためのコンポーネント、方法、サービスの提

供（ハードウェアおよびソフトウェア） 

• 組立ておよび接続技術、熱管理、電磁両立性(EMC)および安全性に関わ

るバッテリーシステムデザインのコンサルティングおよび最適化 

• 顧客固有のバッテリーシステムおよび、運用戦略（セル監視およびバラ

ンシング、SOC決定、保護）を含むBMSの開発および製造  

• バッテリーおよびBMSテスト環境を使用した検証 
 

  

http://www.keysight.co.jp/
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