
二次電池・バッテリマネジメントシステムの
開発・評価を支える効率的な計測ソリューション

電気自動車・ハイブリット自動車の普及に伴って、二次電池(バッテリ)の評価機会が増えています。二次電
池やバッテリマネジメントシステム(BMS)は、電池性能だけでなく安全性・信頼性などの向上も重要な取り
組みです。本リーフレットでは、二次電池およびBMSの効率的な評価・試験を行なえる、計測ソリューショ
ンをご紹介します。

菊水電子工業

短期レンタル 長期レンタル

充放電システムコントローラ PFX-2500 シリーズ

※システム構成として本製品の他に、直流電源、電子負荷、パソコン等が必要になります。

Mywayプラス

短期レンタル 長期レンタル リセール

バッテリ充放電システム MWCDS+1008シリーズ

バッテリマネジメントシステム
(BMS)で様々な電池の特性をエミュ
レーションしたい

高砂製作所

短期レンタル 長期レンタル

電力回生型双方向直流電源＋電池模擬運転ソフトウェア

RZ-X-10000-H/L ＋LA-3289(LinkAnyArts-BT
ソフトウェア)

リチウムイオン電池など二次電池の特性を電池模擬運転機能により再現。

模擬する電池特性は、専用PCアプリケーションソフトウェア (LinkAnyArts-BT)にて、
電池充電率(SOC)に対応した電流-電圧特性(I-V特性) を編集し、簡単に設定することが
可能です。設定したI-V特性は、LAN経由 または本体単独で実行可能です。

バッテリ評価をオールインワンのシ
ステムで効率的に実施したい

複雑な二次電池の評価システムを標
準品の組み合わせで短時間かつ簡単
に構築したい

モジュール組電池、パック組電池向け充放電シテム。

回生電源、充放電コントローラ、データロガー、ソフトウェアなど、バッテリ評価に
必要な機材がパッケージになっており、本格的なバッテリ評価試験をおこなうことが
できます。

電池を作る側、使う側に関わらず、電池に対する様々な電気的特性試験を
行うことができます。

9



©YOKOGAWA Rental & Lease Corporation 2019 All Rights Reserved

■お客様窓口 受付時間 8:55～17:30 （土・日・祝日を除く）

札 幌 011-231-5871

横 浜 045-682-4141

東 北 022-308-1866

中 部 052-222-7551

水 戸 029-228-2355

関 西 06-6350-3230

北関東 048-647-2581

広 島 082-541-4860

新 宿 03-5908-1752

九 州 092-474-7033

西東京 0422-56-9351

https://www.yrl.com/

T&M 1806 518 01

商品CD(参考) 測定器名称 メーカ 型名 ソリューションの主な特長

取り扱いあり バッテリテストシステム 菊水電子工業 PFX-2000 シリーズ デスクトップでの小規模システムから最大240チャンネルの大規模システ
ムまで自由度の高いバッテリ評価試験をサポートします。

1001003 ソースメジャーユニット 横河電機 GS610 新品電池, 劣化電池, 電力低下電池(ローバッテリ)など、様々な電池の電気
特性の再現する用途にも使用でき、ローバッテリ電池や劣化電池サンプル
の大量準備が不要となります。

取り扱いあり ソースメジャーユニット 横河電機 GS820 2チャネルの発生＆測定機能があり、18Vモデル(発生・測定範囲：
7V/3.2A、18V/1.2A)と50Vモデル(発生・測定範囲：20V/1.2A、
50V/0.6A)があります。

3220221 データ収集／スイッチユニット キーサイト・テクノロジー 34970A 熱電対などのセンサを複数使用する温度測定でマルチプレクサーにより、
複数のチャネルを1つの測定システムで測定できます。

3221014 40チャネルシングルエンド
マルチプレクサ・モジュール

キーサイト・テクノロジー 34908A 1台のモジュールで、40個の1線入力をスイッチングできます。熱電対基準
接点が内蔵されています。

1551008 バッテリインピーダンスメータ 日置電機 BT4560 0.1Hz～1050Hzの交流で電池の内部インピーダンスを測定できるインピ
ダンスメータです。

1412277 デジタルオシロスコープ テクトロニクス MDO3054 スペアナ内蔵のオシロスコープで近磁界プローブを使って簡単にノイズの
発生源を探し当てることができます。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ テクトロニクス MSO4000 シリーズ 16 チャンネルのロジック解析機能があるほか、CAN、LINなどの車載バス
解析機能が提供されています。BMSのデバッグ効率が高まります。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ キーサイト・テクノロジー InfiniiVision シリーズ 100万波形/秒の波形更新速度を有し、アナログオシロ感覚で再現性の低い
間欠的な現象も素早く捕捉し、観測することが出来ます。

取り扱いあり デジタルオシロスコープ 横河計測 DLM2000 シリーズ 200MHz、350MHz、500MHz帯域モデルがラインナップされています。
CH4のアナログ入力をロジック8bitに切替えて、アナログ3ch＆ロジック8
ビットのミックスド・シグナル・オシロスコープとして機能します。

取り扱いあり ベント付低温恒温器 エスペック LU-114 温湿度範囲：-20℃～＋85℃、内法(W×H×D mm)：500×600×390、外
法(W×H×D mm)：680×1090×826、重量90Kgの実験室や研究室での
温湿度試験をサポートする恒温器です。

取り扱いあり 電子負荷装置 高砂製作所 FK/Ⅱ シリーズ 6種類の負荷モード(CC / CR / CV / CP / EXT / SHORT)と4種類の動作
モード(Normal / Dynamic / Sequence / Sweep)があり、これらの組み
合わせで17の負荷試験が可能です。

取り扱いあり 電子負荷装置 菊水電子工業 PLZ-4WH シリーズ 最大動作電圧650Vに対応。165W・330W・1000Wの3タイプ。
定電流・定抵抗・定電圧・定電力・定電流＋定電圧・定抵抗＋定電圧モー
ドに対応する直流電子負荷装置です。

取り扱いあり 電子負荷装置 計測技術研究所 Load Station シリーズ 6種類の負荷モード(CC / CR / CV / CP / EXT / SHORT)と4種類の動作
モード(Normal / Dynamic / Sequence / Sweep)があり、これらの組み
合わせで17の負荷試験が可能です

二次電池(バッテリ)開発に役立つ計測ソリューション

電子負荷装置

バッテリの放電試験、容量試験に利用できるソリューション

バッテリインピーダンスメータ

電池のインピーダンス測定を行いたい

ベント付低温恒温器

安全に配慮した形でバッテリの温湿度
試験を行いたい

バッテリの動作マージン試験に必要な
劣化電池の準備をなくしたい

ミックスド・ドメイン・オシロスコープ

バッテリマネジメントシステムの基板上
のノイズ発生や伝導ノイズを把握したい

データ収集／ロガー・スイッチ・ユニット

熱電対を多点温度測定を効率的に行ない
たい

ミックスドシグナルオシロスコープ

バッテリマネジメントシステムで使われ
るプロトコルの測定、解析をしたい

横河計測
ソースメジャーユニット

GS610

日置電機
バッテリインピーダンスメータ

BT4560

テクトロニクス
オシロスコープ

MSO4000 シリーズ

キーサイト・テクノロジー
オシロスコープ

InfiniiVision シリーズ

横河計測
オシロスコープ

DLM2000 シリーズ

CAN,I2C解析機能(オプション)を持ったオシロスコープ

バッテリテストシステム

バッテリのセルの増減にあわせて
フレキシブルにテスト環境を構築したい

バッテリシュミレータ／ソースメジャーユニット

横河計測
ソースメジャーユニット

GS820

キーサイト・テクノロジー
40チャネルシングルエンド

マルチプレクサ・モジュール
34908A

キーサイト・テクノロジー
データ収集制御ユニット

34970A

菊水電子工業
直流電子負荷装置
PLZ-4WHシリーズ

高砂製作所
電子負荷装置
FK/Ⅱシリーズ

計測技術研究所
多機能電子負荷装置

Load Stationシリーズ

エスペック
ベント付低温恒温器

LU-114

装備品
・簡易放圧ベント+扉ロック
・CO2+熱感知器、煙感知器
・記録計用出力端子
・外部警報出力端子
・非常停止スイッチ

実験室や研究室での試験に

菊水電子工業
バッテリテストシステム

PFX-2000シリーズ

テクトロニクス
スペアナ内蔵オシロスコープ
MDO3054

RF入力を装備した
オシロスコープ
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見積依頼・お問い合わせはこちら
（WEBページに飛びます）

https://page.yrl.com/contact_h_tm_all.html

