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二次電池

電極混合工程 それぞれの材料を調合・加工し、
正極および負極の電極スラリを製作。

電極スラリを集電体に塗布し乾燥。
電極をプレスし電極の密度を上げて巻あげ、
電極ロールを乾燥。

電極ロールを必要な幅・長さに切断し、
正電極・バインダー・負電極を積層。
電気を出し入れする接続端子を取付け、
ケース内に収納しセルを形成。

アッセンブリされたセルを最終乾燥し、
セル内に電解液を注入・含浸。
ガスケットやガス排出弁などをセットし
セルに蓋をする。

セルを高温でエージングする。
1-3  LIB用エージング装置

1-5  特性検査装置
1-4  安全機構付き恒温室

2-1  バッテリーインピーダンス評価システム

2-3  ハイパワーバッテリーテスター
2-2  アドバンストバッテリーテスター

3-1 電池用空輸試験装置
3-2 冷熱衝撃装置
3-3 ハイパワー恒温器
3-4 充放電用恒温（恒湿）器
3-5 高温恒温器 
3-6 安全扉つき高温恒温器
3-7 二段積み恒温槽
3-8 温度・振動
 複合環境試験装置 
3-9 圧壊試験装置

1-1 バッテリードライチャンバー
1-2 真空オーブン

電極塗布工程

セル組立工程

注液工程

セル完成

エージング

評価・検査・試験

評価・検査・試験

モジュール完成
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二次電池試験規格

試験規格 規格元 環境 適応製品

高度（低圧）試験 IEC・JIS・
UN ・電安法 圧力 : 11.6kPa以下、温度：20±5℃の環境で6時間

真空オーブン

UL 圧力 : 11.6kPa以下、温度：20±3℃の環境で6時間

温度試験 IEC
UN 

温度：75±2℃の環境で6時間、30分以内で－40±2℃に
下げ、6時間このサイクルを10回行い、20±5℃の環境で
24時間放置

中型恒温器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置

UL
温度上昇勾配 5±2℃ /分で150±2℃まで昇温し
10分保持

恒温器オーブン
ハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー

70±3℃まで30分以内で昇温し4時間保持。
その後30分以内降温で20±3℃にし、2時間保持。
その後30分以内降温で－40±3℃にし、4時間保持。
その後30分以内昇温で20±3℃にし、4時間保持。
を9サイクル行い７日間放置

ハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置

JIS
電安法 70±2℃で7時間放置し取り出し20±5℃の環境におく

恒温器オーブン
大型乾燥器
ライトスペック恒温器

75±2℃で4時間保持。
その後30分以内降温で20±5℃にし、2時間保持。
その後30分以内降温で -20±2℃にし、4時間保持。
その後30分以内昇温で20±5℃にし、2時間保持。
を4サイクル行い７日間放置

恒温器プラチナスシリーズ
フリーアクセス恒温器
ハイパワー恒温器
中型恒温器
小型環境試験器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置

温度上昇勾配 5±2℃ /分で130±2℃まで昇温し
10分保持

恒温器オーブン
ハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー

振動試験 IEC
UN 

7Hzから200Hzの範囲を3時間で12往復させる。
互いに垂直な３方向で振動させる

温度・振動複合環境試験装置
JIS
ＵＬ
電安法

10Hzから55Hzの範囲を1Hz/分の割合で変化させる。
互いに垂直な３方向で振動させる

規格元
IEC ： 国際電気標準会議（IEC 62281／ IEC 62133）
JIS ： JIS規格の密閉形小型二次電池の安全性（JIS C8712・C8714）
UN ： 国連試験基準マニュアル（UN Manual of Test and Criteria, PartⅢ）
UL ： UL規格（UL 1642 : Standard for Lithium Batteries／ UL 2054 : Household and Commercial Batteries）　
電安法 ： 電気用品安全法におけるリチウムイオン蓄電池の適合性評価
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二次電池試験規格

試験規格 規格元 環境 適応製品

外部短絡 IEC
UN 55±2℃の環境で0.1Ω抵抗で短絡する。

恒温器オーブン
大型乾燥器
ライトスペック恒温器

UL 60±2℃の環境で0.1Ω抵抗で短絡する。

JIS
電安法

単電池：
55±5℃の環境で80±20mΩ抵抗を使用し短絡した状態で、
24時間又は電池表面温度と周囲温度との差が20%以下に
なるまで放置

組電池：
20±5℃の環境で80±20mΩ抵抗を使用し短絡した状態で、
24時間又は電池表面温度と周囲温度との差が20%以下に
なるまで放置

インパクト試験 IEC
UN 

直径15.8mm、9.1kgの棒を電池の中心に
高さ61±2.5cmから落下させ6時間放置、
その間170℃以下で破壊しない事 恒温器オーブン

大型乾燥器
恒温室ビルドインチャンバーUL 直径15.8mm、9.1kgの棒を電池の中心に

高さ61±2.5cmから落下させ、爆発・炎上しない事

圧壊試験 UL 2枚の平板間で17.2MPa以下で13kN加圧 (油圧にて )させ、
発火・破裂しない事 恒温器オーブン

大型乾燥器
恒温室ビルドインチャンバーJIS

電安法 2枚の平板間で13±1kNで加圧させ、発火・破裂しない事

過充電試験 JIS
電安法

20±5℃において定格容量の250%又は試験電圧に達する
まで通電した時に発火又は破裂しないこと

ライトスペック恒温器
小型環境試験器
恒温器プラチナスシリーズ
フリーアクセス恒温器
ハイパワー恒温器
中型恒温器
恒温室ビルドインチャンバー

過放電試験 JIS
電安法

20±5℃において90分間逆充電を行ったとき、
発火、破裂しないこと

高率充電試験 JIS
電安法

20±5℃において最大充電電流の３倍で充電した時に
発火又は破裂しないこと

強制内部短絡
試験

JIS
電安法

電池内部にニッケル小片を埋め込む。
10±2℃と45±2℃で埋め込んだ部分を加圧し
発火がない事を確認する

連続定電圧充電
試験

JIS
電安法

20±5℃において設計上の定電圧充電条件で、
28 日間の充電を行い、発火、破裂、漏液がないこと

過充電保護機能
試験

JIS
電安法

20±5℃において規定の方法で試験を行い組電池内の電池
ブロックが規定の上限充電電圧を超えないこと

充放電サイクル
試験

UL サイクルセルは25℃ 90日間の連続充放電が必要。
（もしくは公称サイクル寿命の25%の内の短いほう）

落下試験 JIS
電安法

20±5℃において高さ１ｍの地点から落下させ
発火又は破裂しないこと

恒温室ビルドインチャンバー
機器落下試験 JIS

電安法
20±5℃において規定の高さより落下させ
組電池の内部に短絡が生じないこと

201211_二次電池_j.indd   Sec1:3 12.11.14   0:46:08 PM



4

自動車用二次電池試験規格

試験規格 規格元 環境 適応製品

高温試験 IEC62660-2
130℃、30分（上昇　5℃ /min）

恒温器オーブン
小型環境試験器
ライトスペック恒温器

温度サイクル ISO12405-1
IEC62660-2 -40℃／ 85℃（1℃ /min）30サイクル

恒温器プラチナスシリーズ
小型環境試験器
ライトスペック恒温器

外部短絡試験 UL2054
ISO12405-1
IEC62660-2

室温　外部抵抗で短絡
恒温器オーブン
大型乾燥器
ライトスペック恒温器

過充電試験 UL2054
ISO12405-1
IEC62660-2

室温　5Cの電流
アドバンストバッテリテスター

強制放電試験 ISO12405-1
IEC62660-2

1It（A）、90分間
（1It：セル定格容量（Ah）/1h）

振動・衝撃試験 ISO12405-1
IEC62660-2

振動：2kHz、28m/s2、8h
衝撃：50G、10回 /方向

温度・振動複合環境試験装置
UL2054 振動：10Hz～ 55Hz

衝撃：最少75G、ピーク時125G～ 175G

圧壊試験 UL2054
IEC62660-2 φ150mm半円球、圧壊 圧壊試験装置

インパクト試験 UL2054 直径15.8mm、9.1kg の棒を電池の中心に
高さ61±2.5cmから落下させ、爆発・炎上しないこと

恒温器オーブン
大型乾燥器
恒温室ビルドインチャンバー

落下試験 UL2054 高さ１ｍの地点から落下させ発火又は破裂しないこと 恒温室ビルドインチャンバー

出力試験 IEC62660-1 -20℃、0℃、25℃、40℃
規定充放電後の電圧測定 アドバンストバッテリテスター

保管試験 IEC62660-1
45℃、28又は42日間

恒温器プラチナスシリーズ（PU）
小型環境試験器
小型超低温恒温器

サイクル寿命試験 IEC62660-1 45℃　充放電サイクル

アドバンストバッテリテスター
ISO12405-1 -18℃、0℃、40℃　充放電サイクル

各充放電試験 ISO12405-1 -18℃～ 45℃の間で様々な方法により充放電試験を
実施する。高低温での電力測定や内部抵抗、エネル
ギー効率等を算出する

結露試験 ISO12405-1

IEC規格に準拠した結露と乾燥を5サイクル実施

恒温器プラチナスシリーズ
フリーアクセス恒温器
ハイパワー恒温器
中型恒温器

温度試験 UL2054
温度：70℃の環境で7時間放置

恒温器オーブン
大型乾燥器
ライトスペック恒温器

UL2054
温度上昇勾配 5±2℃ / 分で150±2℃まで昇温し
10分保持

恒温器オーブン
ハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー

UL2054 70±3℃まで30分以内で昇温し4 時間保持。
その後30分以内降温で20±3℃にし、2 時間保持。
その後30分以内降温で－40±3℃にし、
4 時間保持。その後30分以内昇温で20±3℃にし、
4 時間保持。を9サイクル行い７日間放置

ハイパワー恒温器
中型恒温器
急速温度変化チャンバー
冷熱衝撃装置

IEC-62660-1：セル性能試験
IEC-62660-2：セル信頼性試験
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1-1. バッテリードライチャンバー

特長

主な仕様

性
能

温度制御範囲 ＋30℃～＋250℃

圧力制御範囲 933×102～ 1×102Pa

内容積 500～ 2000Ｌ

運転モード プログラム運転　20パターン99ステップ
定値運転

リチウムイオン二次電池は非水電解質二次電池に分類
されます。
生産工程において、集電体に活物質の溶剤を塗布し乾
燥させますが、二次電池の正極・負極の素材に含まれ
る水分も、二次電池の品質に影響を与えます。
バッテリードライチャンバーは、溶剤乾燥と水分除去をよ
り短時間で乾燥処理が行える装置です。
真空または、不活性化ガスの状況下で高温熱処理を行
い、ワークの酸化を防ぎ、良質な乾燥が行えます。正極
ロール、負極ロール、セパレータとそれぞれのワーク乾燥
に適した温度での処理が行えます。
ご要望によりワークサイズや処理量に合わせて特殊仕様
やワーク保持用の冶具等にもお応えいたします。

 乾燥処理時間を短縮
 ワークの温度上昇、下降時間を短縮できるよう装置性
能を高めています。

 例えば、ワークを取り出すためにワークを常温まで下
げるための冷却機能を設けています。

 温度制御性能を向上
 ワークの温度分布をより均一にし、真空時においても
温度さらし中の温度分布性能を向上させるなど、ワー
ク乾燥の品質をさらに向上します。

 ワークの酸化を防止
 高温処理でのワーク酸化を防止するため、真空中に
は不活性ガスを注入することで集電体の酸化を防ぎ
ます。

バッテリードライチャンバー

槽内
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1-2. 真空オーブン

特長

主な仕様

型　式 VAC－101P VAC－201P VAC－301P

性
能

温度範囲 ＋40～＋200℃

圧力範囲 933×102～ 1×102Pa

到達圧力※1 133Pa未満

圧力下降時間※1
大気圧から133Paまで

7分以内 15分以内 30分以内

大気圧復帰時間※2
給気口は大気開放

4分以内 8分以内 15分以内

内容積 91L 216L 512L

有効内法（mm） W450×H450×D450 W600×H600×D600 W800×H800×D800

外法（mm）※3 W902×H1392×D780 W1052×H1532×D930 W1252×H1772×D1130

圧力運転モード 自動運転、連続運転、大気開放、ガス置換、換気運転

 温度制御高性能
 チャンバーは真空容器と内槽の2重構造で、2層部に
ヒータを備え、熱効率と温度分布の向上や温度上昇
時間を短縮しています。

 5つの圧力運転モードと温度運転を組合わせて、ワー
クの特性に合わせた試験プロファイルができます。

 圧力制御のガス置換を繰り返すことにより、テストエリ
アの有機物を除去でき、クリーン環境を作ることができ
ます。酸化を防止するだけではなくワークへの影響を
さらに抑えます。

 密閉性と断熱性を向上させて、最大40％の消費電力
量を低減しています。（従来品比較）乾燥時間が長い
場合、ランニングコストが大幅に削減できます。

 処理時間を短縮するために、冷凍機の搭載により常
温復帰時間を短縮することもできます。

真空オーブン

大気圧よりも低い圧力下では沸点が下がること
により、乾燥温度を低くでき、ワークへのストレス
を小さくすることができます。
さらに、真空状態やＮ２ガス置換により酸化を防
ぎ乾燥を行え、二次電池の溶剤乾燥や水分
除去に適しています。

※1 槽内温度一定、排気速度200L/min.以上で到達圧力13×10-2Pa以下の真空ポンプ連続使用時、試料からのガス発生がないこと。
※2 標準大気圧（1013×102Pa）で１０１０×102Paまでの復帰時間、復帰時間は大気圧によって変動する場合があります。
※3 突起物を除く

201211_二次電池_j.indd   Sec1:6 12.11.14   0:46:09 PM



7

1-3. LIB用エージング装置

特長

許容発熱負荷範囲

仕様（例）

0

1.0

50
設定温度（℃）

40 7060

2.0

3.0

4.0

0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

50
設定温度（℃）

40 7060

標準1型

標準2型

換気送風機あり
（オプション）

換気送風機あり
（オプション）

標準仕様

標準仕様

発
熱
負
荷（
　 

）
kW

発
熱
負
荷（
　 

）
kW

型　式 PKB－1 PKB－2

空調方式 強制交差循環対流方式

性
能

温度範囲 ＋40～＋70℃

温度変動幅 ±0.5℃以下

温度上昇時間 外囲温度～＋70℃
40分以内

外囲温度～＋70℃
70分以内

許容発熱負荷 右記許容発熱負荷範囲図をご参照ください
ブ
ー
ス
材
料

フレーム アルミニウム　Tスロット

側面･扉 中空ポリカーボネートパネル　4mm

天面･背面 アルミ複合パネル　3mm

扉（装置前面） 片開き扉 観音開き扉
内
法
※

側面設置 W1100×H1990×D1910 mm W2300×H1990×D1910 mm

天井設置 W1070×H1940 ×D1840mm W2270×H1940×D1840 mm

電池サイズやセット方法によりブース内の風の循環方向
を、上下方向（天井設置）または水平方向（側面設置）
から選択でき、様々な形状のLIBの高温エージングに
おけるワーク温度分布の最適化に対応可能です。空
調機ユニットをポリカーボネイトブースに組付ける方式な
ので、増設や自動化等に多彩に対応。フレキシブルな
生産ラインに対応出来ます。

LIB用エージング装置 空調器ユニットは、天井設置と側面設置の2タイプを
ご用意しています。

 強制交差循環対流方式で、優れた温度分布性能。

 柔軟な拡張性
 装置の設置や連結が容易で、大容量な試料や自動
化にも対応

 扉の開閉スペースを不要としたアコーディオンタイプの
扉をご用意（オプション）

※ 突起物を除く
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1-4. 安全機構付き恒温室  ビルドインチャンバー

● 放圧ベント
 異常ガス噴出等が発生し急激に内圧が上昇したとき、圧力を逃し、
本器および周辺への影響を弱める。

● H2、CO2ガス警報回路
 H2、CO2ガス警報器による、２段階の検知・警報。

● 給排気ダンパ
 ガス濃度が上昇したとき、換気により濃度を下げる。
 ※ダクトを接続して、押込吸気と吸引排気が必要

● ドア補強
 観測窓無し、蝶番補強。
● CO2消火装置
 槽内温度が指定温度を超えると、炭酸ガス消火剤を噴射。同時に
運転も停止。

● 外部警報入出力端子
 入力端子：外部からの異常信号により本器を停止　
 出力端子：本器の異常時、外部に信号発信。

特長

仕様（例）

安全仕様

方式 平衡調温方式（BTCシステム）

性
能

温度範囲 －40 ～ ＋80℃

温度変動幅 ± 0.3℃

温度上昇時間 －40℃から＋80℃まで約60 分以内
（無負荷・無試料時）

温度下降時間
＋20℃から－40℃まで約180 分以内
＋20℃から－30℃まで約120 分以内

（無負荷・無試料時）

内法 W2500×H2100×D1970 mm

外法  
W4095×H2675×D2783 mm

（突起物は含まず）

二次電池はハイブリットカーの普及拡大とともに大量生
産の必要性が増します。そのためには時間のかかる工
程も一度に大量に行う必要があります。
「安全機構付き恒温室（ビルドインチャンバー）」はウォー
クインタイプで、ＥＶ用の大型二次電池も、一度に大量
処理が行えます。充放電試験やエージング工程におい
て実力を発揮します。
また、充放電評価や評価や各種試験では二次電池か
らのガス漏れによる引火の恐れがあり、安全に試験を行
うための数々の安全機構を装備しています。

安全機構付き恒温室
 ウォークインタイプですので試料を台車に乗せたまま、
試料の出し入れが可能です。EV用の大型で重い二
次電池の試験では特に有効です。

 二次電池からのガス漏れをガス検知器にて検知しま
す。ガスを検知すると、吸排気ダンパーより外気を導
入し、ガス濃度を低下させます。この装備は2段階の
検知・警報システムとなっています。ガス濃度が設定
した警報点に達すると１段目が、さらに上昇すると２段
目が動作します。

 二次電池からの発火時（異常発熱時）、CO2消火器
が起動し、自動消火を行うことができます。このとき同
時に運転を停止します。

 爆発圧力上昇時、天井が抜け、圧力を逃します。爆
発時、断熱材が飛散しないように飛散防止枠を装備
しています。

※ 試験スペース、仕様等につきましては別途お問い合わせください。
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1-5. 特性検査装置（電圧・インピーダンス）

特長

構造

仕様（例）

計測ヘッド

搬出台車 搬入台車

電池
パレット

パレットハンド コンタクト
プローブ

電池

UIモニタ

動作設定タッチパネル

測定時間 0.7sec/ch

ch切替時間 0.1sec

OCV測定範囲 0～ 4.499V

OCV測定精度 ±1.0ｍV

IR測定範囲 0～ 10.00mΩ

IR測定精度 ±0.03mΩ

測定周波数  1kHz

リチウムイオン二次電池の初期充電や、充放電後の電
池の電圧・内部抵抗測定検査は電池の良否判定やクラ
ス分けなどに欠かせない品質確認検査です。
特性検査装置は、リチウムイオン二次電池の電池電圧
（ＯＣＶ）とインピーダンス（ＩＲ）の測定を高精度に行いま
す。
専用パレットに収納した二次電池を槽内で自動搬送し、
パレット単位で測定します。測定時間は0.7sec/chで、コ
ンタクトの切替に0.1secを要します。
これらの基本条件で、処理数や処理時間などのご要望
に合わせて、装置を構成します。

特性検査装置

 インピーダンスの測定精度は±0.03ｍΩ。電池用の専
用検査装置ですから、コンタクトプローブや測定ケー
ブルなどのノイズストレスなどにも考慮し、高精度な測
定精度を実現しています。

 検査装置内へは、パレットを積載した台車ごと収納、
パレット単位で槽内は自動搬送し、測定後に搬出用の
台車に積載します。測定結果はモニタへの表示とデー
タを記憶。データはホストコンピュータへ報告します。
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2-1. バッテリーインピーダンス評価システム

特長

仕様（例）

温度制御範囲 －40℃～＋100℃　
※各種チャンバーと接続可能

充放電機能 5V10A
CC,CV充電／ CC,CV放電

OCV測定機能 0V～ 10V

インピーダンス
測定機能
（測定例での
設定事例）

測定周波数 0.1Hz～ 1kHz

周波数特性 50ステップ

試験設定
選択機能

劣化特性
モード

充放電後、設定温度にて
一定周期でOCV,インピーダンス測定

周波数特性
モード

充放電後 ,設定温度にて
各周波数でOCV,インピーダンス測定

小型環境試験器とシステムアップ

二次電池は、実際にさらされる温度環境下において、
電池のインピーダンスを測定し、その変化を解析するこ
とが、電池の劣化や安全性評価のために有効である
と考えられています。
バッテリーインピーダンス評価システムは、温度制御とイ
ンピーダンス測定を自動で行いデータを保存。その特
性変化をリアルタイムで確認することができるシステム
です。
インピーダンスの微小な変化を正確に測定するために、
配線の長さを最短に設計し、さらに電池への自動充電、
多数個の電池の一括測定など、二次電池のインピーダ
ンス特性解析をサポートする機能を備えています。

 温度環境下でインピーダンス評価が行えます。
　－40℃の低温から＋100℃の高温下での電池の劣化
特性や温度特性を評価することができます。

 充電からインピーダンス測定、恒温槽の温度制御を自
動で実行可能。

 専用の電池ホルダーにより電源部への着脱が簡単に
行えます。

 複数の電池を一度に評価することができます。
 専用スキャナと計測器、電池ホルダーの組合せにより、
複数の電池のインピーダンスを測定できます。

 安定したインピーダンス測定が行なえます。
 電池と計測器を最短に接続する構造と、専用スキャナ
の採用などにより、温度環境下で安定した測定を実現
しました。
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2-2. アドバンストバッテリーテスター

電池ホルダー 充放電電源

システム部恒温槽

PC部
ADBTアプリ
FRA+P/Gアプリ

FRA+P/G
（オプション）

ADBTコントローラ

スキャナユニット

電池ホルダー 充放電電源

スキャナユニット

電池ホルダー 充放電電源

スキャナユニット

特長

システム構成

充放電電源と恒温槽を一体構造化した、充放電試験
の新しいスタイル―アドバンストバッテリーテスター。
電池の容量、形状、数量などにより最適なシステムを
お選びいただけます。

 カードエッジコネクタを採用
 電源と電池との接続は、カードエッジコネクタを採用し
た電池ホルダーに電池をセットし、内槽背面のスロット
に差し込むだけで完了します。

 電池を設置した状態での均一な温度分布
 テストエリア内は、水平風流で循環しており、段積みタ
イプは横吹き出し、１槽タイプは背面吹き出しと、電池
ホルダーの位置、電池の配列などを考慮し、均一な
温度環境になるように設計しています。

 電池の形状に合わせた電池ホルダーによる、
 容易なセッティング
 電池ホルダーは、コイン型、円筒型、角型、ラミネート
型の各種形状と、充放電条件に合わせた電池ホル
ダーをご用意いたします。

 並列制御によりハイレート試験にも対応
 電源の並列制御機能により電流を増やすことで、1台
の装置でハイレート試験も行えます。並列制御専用の
電池ホルダーにより、2並列・4並列と拡張が可能です。

 インピーダンス測定(オプション)
 充放電サイクル中の休止状態時に、インピーダンス測
定を行うことができます（Sweep測定/定点測定）。
電池を移動させることなく連続的に測定できますので、
信頼性の高いデータが得られます。

アドバンストバッテリーテスター

ラミネートセル用電池ホルダー円筒型セル用電池ホルダー

3槽タイプ
1槽タイプ

3槽タイプ

オプション

● 恒温槽安全仕様
 ・ 熱検知器 ・ 煙検知器
 ・ シグナルタワー ・ CO2消火器
 ・ 放圧ベント　など
● インピーダンス測定機能
● 自動校正ボード
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仕様（例）

システムバリエーション

型式 ADBT－5－1 ADBT－5－10 ADBT－5－50

恒温槽
制御範囲 －40℃～＋100℃

温度分布幅 ±1.5℃

出力電圧
設定範囲 0～ 5000mV

出力精度 ±0.1% of F.S. 

出力電流
設定範囲

0～ 1mA/0.001mA
1～ 10mA/0.01mA

10～ 100mA/0.1mA
100～ 1000mA/1mA

0～ 100mA/0.1mA
100～ 1000mA/1mA

1000～ 10000mA/10mA

500～ 5000mA/1mA
5000～ 50000mA/10mA

出力精度 ±0.1% of F.S.

出力電力
設定範囲 0～ 55W 0～ 50W 0～ 250W

出力精度 ±0.2% of F.S.

並列機能 2/4並列 ̶̶̶ 16A／ 32A 80A／ 160A

計測点数
電流・電圧 電流1点 /ch、 電圧（試料端）1点 /ch

温度 1点 /ch 2点 /ch

タイプ

3槽タイプ 2槽タイプ 1槽タイプ 1槽ワイドタイプ

内法（mm）
W 510
H 400　×3槽
D 400

W 510
H 400　×2槽
D 400

W 640
H 850
D 660

W 1110
H 850
D 560

5V1A
（レンジ：1mA/10mA/ 100mA/1A）

72ch
（24ch/槽）

48ch
（24ch/槽） 72ch 144ch

5V10A
(レンジ：100mA/1A/10A)

72ch
（24ch/槽）

48ch
（24ch/槽） 72ch 144ch

5V10A 2並列制御
(レンジ：100mA/1A/10A　Max16A)

36ch
（12ch/槽）

24ch
（12ch/槽） 54ch 72ch

5V10A 4並列制御
(レンジ：100mA/1A/10A　Max32A)

18ch
（6ch/槽）

12ch
（6ch/槽） 18ch 36ch

5V50A
(レンジ：5A/50A)

24ch
（8ch/槽）

16ch
（8ch/槽） 24ch 48ch

5V50A　2並列制御
(レンジ：5A/50A　Max80A)

12ch
（4ch/槽）

8ch
（4ch/槽） 12ch 24ch

5V50A　4並列制御
(レンジ：5A/50A　Max160A)

6ch
（2ch/槽）

4ch
（2ch/槽） 6ch 12ch

※ 並列専用の電池ホルダが別途必要です。
※ 160A以上はご相談ください。
※ その他、モジュール・パック電池向けハイパワーバッテリーテスターもあります。
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2-3. ハイパワーバッテリーテスター

特長

仕様（例）

型式 HPBT－120－200 HPBT－600－40 HPBT－40－600　※2

電
源
部

電源数 最大3チャンネル／制御ラック
充電範囲 8kW（0～ 120V、200A） 8kW（0～ 600V、40A） 8kW（0～ 40V、600A）
放電範囲 12kW（4～ 120V、200A） 12kW（20～ 600V、40A） 12kW（2～ 40V、600A）

出力電力
設定範囲 0～ 12kW
出力精度 0.4－0.8%　※1

出力電圧
設定範囲 0～ 120V 0～ 600V 0～ 40V
出力精度 0.05－0.1%　※1
ノイズ 500mVrms

出力電流
設定範囲 0～±200A 0～±40A 0～±600A
出力精度 0.1－0.2%　※1
ノイズ 500mArms

サンプリングレート 0.1sec
制御ラック寸法 W711×H1830×D762mm

恒
温
槽

制御範囲 －40℃～＋100℃

温度分布幅 ±1.5℃

リチウムイオン電池モジュールは、単電池の組合せによ
り大容量、高電圧化しています。エスペックではこうし
た大型電池モジュールの充放電評価システムを提供し
ます。
制御ラックには３チャンネルまで搭載でき、４台の制御ラッ
ク（最大12チャンネル）までの並列制御が可能です。
電池容量や試験項目に合わせ並列制御数は変更が
可能で、フレキシブルに対応いたします。

 最大12チャンネルまでの並列運転によりハイパワーを
実現

  1チャンネル ： 120V/200A
    充電時：8kW ／放電時：12kW
  12チャンネル ： 120V/2400A
    充電時96kW ／放電時144kW

 評価システムとして、恒温槽と充放電電源の同期運
転が可能。温度条件と充放電条件を組み合わせた各
種規格試験が容易に実施できます。

 電力回生機能により放電時の発熱を低減し設置環境
の負荷を軽減します。

 電源システム、恒温槽、冶具に至るまで、一括したシ
ステムをご提供します。

 恒温槽には放圧ベント、CO2消火器、H2ガスメーター、
COガスメーターなどをオプションで用意しています。

 電源部には電圧、電流、電力のリミット警報を装備し、
各チャンネルで個別設定が可能です。

 電源部と恒温槽相互に保安機能のインターロックを装
備し、安心してご使用いただけます。

ハイパワーバッテリーテスター

※1 設定値により異なる
※2 2013年1月発売予定
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3-1. 電池用空輸試験装置 （恒圧恒温器）

特長

試験規格

仕様

型式 VLC－300

冷凍方式 機械式単段冷凍方式（水冷式凝縮器）

温度範囲 －20℃ ～ ＋80℃

温度調節幅 ±0.5℃（大気圧）

温度上昇時間※ ＋20℃ ⇒ ＋80℃　60分以内　

温度下降時間※ ＋20℃ ⇒ －20℃　90分以内　

温度分布 ±5℃（＋20℃、11.6kPaにおいて）

圧力制御範囲 93.3kPa ～ 10.1kPa

到達圧力 10kPa未満

内容積 448L

内法 W800 × H800 × D700 mm 

空輸試験は、低圧状態の航空輸送を想定した試験で
す。以下の規格に適合する試験を行う事が可能です。

電池用空輸試験装置 

 マグネットカップリング方式の送風機

 試料の温度保護、冷凍回路の保護、保安など万全な
安全装置

● JIS C8712（IEC 62133）
 密閉型二次電池の安全性
● IEC 62281
 Safety of primary and secondary lithium cells and 

batteries during transport
● UL 1642　Lithium Batteries

※ 無試料、無負荷、大気圧条件下
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3-2. 冷熱衝撃装置　TSAシリーズ

特長

試験規格

仕様

二次電池の温度試験にはさまざまな規格があ
り、過酷な環境条件での試験がもとめられてい
ます。
冷熱衝撃装置は２ゾーン方式で＋125℃⇔
－40℃、これらの温度復帰時間を5分以内で制
御することができます。
リチウムイオン電池の温度試験規格に対応して
います。

 高温＋200℃、低温－65℃の幅広い温度制御範囲。

 サイドフロー方式の送風機構によりワークの温度分布
も優れています。

 エコ運転機能を搭載し、準備運転時間を自動で設定
し最短の運転時間で稼動します。そのため試験時間
が短縮でき消費電力を低減します。

● JIS C8712 （IEC62133）
 密閉型二次電池の安全性　
● IEC62281
 Transport tests(T-2:Thermal cycling)
● IEC62133
 Specific requirements and tests/Intended use/

Temperature cycling
● UN Manual of Test and Criteria Test T.2: Thermal test
● UL1642
 ENVIRONMENTAL TESTS / Temperature Cycling 

Test
● UL2054
 ENVIRONMENTAL TESTS / Temperature Cycling Test 
● SAE J2464
 Thermal shock
● 電安法
 温度変化時の安全

※1 空冷：外囲温度＋23℃
 水冷：外囲温度＋10℃～＋30℃、冷却水温＋25℃における値
※2 性能表示は IEC 60068-3-5：2001（JIS C 60068-3-5：2006）および

JTM K07：2007に準拠 
※3 許容差は IEC/JIS C 60068-2-1および、IEC/JIS C 60068-2-2に基づ

きます。

冷熱衝撃装置

型式 TSA-102EL-A TSA-202EL-W

方式 ダンパ切替による2ゾーン方式

性
能
※
1

テ
ス
ト
エ
リ
ア

高温さらし温度範囲 外囲温度＋50～＋200℃

低温さらし温度範囲 －65～0℃

温度変動※2 ±0.5℃
高
温
器
温度上昇時間 常温から＋200℃まで15分以内

低
温
器
温度下降時間

常温から－70℃まで

60分以内 70分以内

温
度
復
帰
性
能

温度復帰時間※3 5分以内

復帰条件

2ゾーン
　高温さらし＋125℃ 30分
　低温さらし－40℃ 30分
電源電圧 AC200V
センサ位置 試料風上

試料・試料カゴ 7.5kg 試料・試料カゴ 16kg

テストエリア寸法（W×H×Dmm） 650×460×370 650×460×670

外法寸法（W×H×Dmm） 1550×1900×1470 1550×1900×1770

重量 1050 kg 1200 kg
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3-3. ハイパワー恒温器

● JIS C8712（IEC 62133）
 密閉型二次電池の安全性
● 電機用品安全法　技術基準別表第九
 リチウムイオン電池
● UL 1642　Lithium Batteries
● UL 2054　Household and Commercial Batteries

特長

仕様

試験規格

型式 ARG－0680－J ARG－1100－J ARU－0680－J ARU－1100－J

調温方式 平衡調温方式（BTCシステム）

温
度
性
能
※
1

温度範囲 －75～＋180℃  －45～＋180℃

温度変動 ±0.3K

温度変化速度

－49.5 ←→ ＋154.5℃ －22.5 ←→ ＋157.5℃

上昇 6.0K／分 4.7K／分 6.3K／分 4.7K／分

下降 4.2K／分 4.1K／分 4.8K／分 4.4K／分

許容発熱負荷 4500W（槽内温度：＋20℃時）

槽容量  680L 1100L 680L 1100L

内法（W×H×Dmm）※2 850×1000×800  1100×1000×1000 850×1000×800 1100×1000×1000

二次電池の温度試験には様々な規格があり過酷な試
験が必要になっております。
ハイパワー恒温器は向上した温度変化率及び高負荷
に対応した幅広い温度試験器です。リチウムイオン電池
のUL規格、電安法に記載されている温度試験に対応
しております。
また、カスタム対応及び外部機器と接続する事によりそ
の他の試験にも対応可能です。

ハイパワー恒温器 

 低温側－45℃/－75℃、高温側＋180℃の幅広い温
度制御範囲を実現しました。

 より確かな試験を実現する試料温度制御機能を装
備。試料温度測定用センサ（1点）を試料に取り付け、
試験の温度をモニタリングし、制御します。

 処理量拡大を実現した、内容量1100Ｌの大型槽と
680Ｌタイプの2機種をご用意。

※1 ： 外囲温度が＋20℃、無試料の場合。試験槽性能表示はJIS C 60068-3-5:2006およびJTM K 07:2007に準拠。
※2 ： 突起部を含まず。
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3-4. 充放電用恒温（恒湿）器

大容量の電流での充電･放電を繰り返し、一定の温
度環境で長時間さらし試験を行う充放電試験。
この試験のニーズに合わせた充放電用恒温恒湿器
は、試料へのアクセスのし易さや万一のときの安全機
能を装備。長期連続運転での高精度な制御により信
頼性の高い試験が行えます。

充放電用恒温（恒湿）器

 上部から噴出す垂直方向気流を、槽内に隅 ま々で風
が行き渡るように風量を大きくし、槽内の温度分布をよ
り均一にしています。

 温度設定が＋15℃以上の場合、除霜による運転を中
断をせずに、長期連続運転が行えるフロストフリー機
能を搭載しています。

 チャンバーの駆動部（機械部）と、制御部（温度指示
調節器）の電源回路を2系統に分けています。異常発
生時には、機械部の運転は停止し、温度指示調節器
は、槽内の温度モニタリングを継続して行います。

 安全装備も充実
 放圧ベント、非常停止スイッチ、扉ロックなど標準で装
備しています。

 充放電試験は試料への配線数も多く、また配線の太さ
も太くなります。右側面に3箇所φ100mmのケーブル
孔を備えています。また、ケーブル孔を左側面に取付
け、両サイドからのアクセスも可能。

特長

主な装備

オプション

● 扉ロック（締付ボルト式）
● 放圧ベント（φ100mm）
● 外部入出力端子
● 非常停止スイッチ
● 状態表示タワー（3色）
● 通信ポート RS－485

● ケーブル孔（ゴム栓付き）
   φ100mm右側面  2型 1個
  3・4型 3個
● 100kg床面耐荷重
● 棚支柱（M5タップ加工）
● 試験成績書

● 300×300mm放圧ベント
● 自動CO2消火器（ボンベ付き）
● 自動N2消火器（噴射回路、起動弁）
● 煙検知器（吸引回路付き）
● 熱検知器（熱電対仕様、アナログ設定器）
● H2検知器（吸引回路、検知器、表示器）
● CO検知器（吸引回路、検知器、表示器）
● 有機溶剤検知器（吸引回路、検知器、表示器）
● 強制給排気ダンパー
● ケーブル孔位置変更
● ケーブル孔追加（φ50・φ100mm）
● 耐荷重棚板・棚受

仕様

BPU-2 BPU-3 BPU-4 BPL-2 BPL-3 BPL-4

温度範囲 －40～＋100℃
湿度範囲 ̶̶̶̶̶ 20～ 98%rh

温度上昇時間 ＋20～＋100℃まで35分以内

温度下降時間 ＋20～－40℃まで60分以内

内容積 225L 408L 800L 225L 408L 800L

内法（W×H×Dmm） 500×750×600 600×850×800 1000×1000×800 500×750×600 600×850×800 1000×1000×800

外法（W×H×Dmm） 700×1760×1343 800×1860×1543 1200×2010×1543 700×1760×1343 800×1860×1543 1200×2010×1543
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3-5. 高温恒温器  スーパーハイテンプオーブン

● JIS C8712（IEC 62133）
 密閉型二次電池の安全性
● UL 1642　Lithium Batteries

特長

仕様（例）

試験規格

型　式 SSPH－102 SSPH－202

方式 強制熱風循環･換気方式

性
能
※

温度範囲 ＋100～＋700℃

温度変動幅 ±0.5℃ at ＋100～＋500℃
±0.8℃ at ＋501～＋700℃

温度上昇時間 外囲温度～＋700℃
120分以内

外囲温度～＋700℃
180分以内

内容量 91 L 216 L

内法 W450×H450×D450 mm W600×H600×D600 mm

高温試験や乾燥から生産ラインでの熱処理まで幅広い
分野で活躍しております。
その中でもスーパーハイテンプオーブンはリチウムイオン
電池のUL規格・JIS規格における温度上昇試験に対
応した温度上昇率を有した装置です。多彩なオプション
と充実した安全機構を装備しております。

高温恒温器 

 定値運転モードや自動起動・自動停止なとの動作設
定が可能なプログラム運転などが行える標準計装を
ご用意。

 設定が簡単に行える対話型設定方法を採用。

 セラミックファイバーと輻射熱を防止するアルミ箔の採
用により断熱効果を飛躍的に向上、放熱ロスを少なく
し、省エネを実現しました。また、断熱構造によりシリー
ズ共通の内法を確保しています。

※ 外囲温度が＋23℃±5における値で、循環運転状態で無試料の場合。
 JTM K05:2000に準拠。
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3-6. 安全扉（爆発ベント）つき高温恒温器  セーフティーオーブン

● JIS C8712（IEC 62133）
 密閉型二次電池の安全性
● UL 1642　Lithium Batteries
● UN Manual of Test and Criteria, Part III

特長

仕様

試験規格

型　式 SPHH－102 SPHH－202 SPHH－302 SPHH－402

方式 強制熱風循環･換気方式

性
能
※

温度範囲 （外囲温度＋20）℃～＋300℃

温度変動幅 ±0.1℃ at ＋100℃
±0.2℃ at ＋200℃、＋300℃

±0.2℃ at ＋100℃
±0.4℃ at ＋200℃
±0.6℃ at ＋300℃

温度上昇時間
外囲温度から＋300℃まで

60分以内 70分以内

内容量 91 L 216 L 512 L 1000 L

内法 W450×H450×D450 mm W600×H600×D600 mm W800×H800×D800 mm W1000×H1000×D1000 mm

高温試験や乾燥から生産ラインでの熱処理まで幅広い
分野で活躍しております。
その中でもセーフティーオーブンはリチウムイオン電池の
評価及び生産ラインにおいて放圧ベントを標準的に装備
し万一の爆発に備えた恒温器（熱処理器）です。
また多彩なオプションと充実した安全機構を装備しており
ます。

安全扉（爆発ベント）つき恒温器

 定値運転モードや自動起動・自動停止なとの動作設
定が可能なプログラム運転などが行える標準計装を
ご用意。

 設定が簡単に行える対話型設定方法を採用。

 万一の爆発に備え、爆圧を上部から外へ逃がす爆発
ベントや扉ロック機構により、安心してご利用いただけ
ます。

※ 　外囲温度が＋23℃±5における値で、循環運転状態で無試料の場合。JTM K05:2000に準拠。
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3-7. 二段積み恒温槽

特長

仕様

方式 平衡調温方式（BTCシステム）

性
能

温度範囲 －40 ～ +100℃

温度変動幅 ± 0.5℃

温度上昇時間 －40℃から＋100℃まで45 分以内

温度下降時間 ＋20℃から－40℃まで60 分以内

許容発熱負荷 －40℃にて　50 Ｗ

内法  W1000×H700×D800 mm×2槽

外法  
W1200×H2540×D1685 mm
（部分突起物含まず）

二次電池の更なる性能向上や長寿命化、信頼性の確
保には充放電試験は欠かせません。処理量の増加に
伴って設置スペースが大きな問題となってきています。
二段積み恒温槽は独立した試験槽を上下に装備してい
るため、１台分の設置スペースで、２台分の試験が行え
ます。

二段積み恒温槽

 設置スペース効率2倍。
 設置スペースを有効に活用するため、恒温槽を2段
積みにした構造としています。また計装を扉に、電気
室を後部に配置することで、左右両側面のフリーアク
セス化を実現しました。

 2槽それぞれの独立制御が可能。
 1台で試験槽が二つあるだけでなく、制御系統も独立
しており、上下2槽で異なる温度試験が同時に行えま
す。

※ 寸法については、異形サイズにも応じます。
　 価格、詳細、仕様等につきましては別途お問い合わせください。
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3-8. 温度・振動複合環境試験装置

● JIS C8712（IEC 62133）
 密閉型二次電池の安全性
● 電機用品安全法　技術基準別表第九
 リチウムイオン電池
● UL 1642　Lithium Batteries
● UN Manual of Test and Criteria, Part III
● IEC 62281
 Safety of primary and secondary lithium cells and 

batteries during transport

特長

仕様（例）

試験規格

型　式 温度範囲 内法（W×H×D mm）
PVU－3KP(H)

－40～＋100（150）℃
600×850×600

PVU－5KP(H) 1000×1000×1000
PVG－3KP(H)

－70～＋100（150）℃
600×850×600

PVG－5KP(H) 1000×1000×1000

型　式 加振力 周波数 最大搭載質量※
V1 120kgf

5～ 4500Hz 66kg
V2 200kgf
V3

300kgf
5～ 4000Hz 116kg

V4 2～ 2000Hz 122kg
V5S 600kgf

5～ 3000Hz
192kg

V6S
1000kgf

132kg
V7S 5～ 2000Hz 120kg
V8S 1500kgf

5～ 3000Hz 290kg
V9S 2000kgf
V10S 3000kgf 5～ 2500Hz 492kg
S1S 100kgf

5～ 4000Hz
66kg

S2S 200kgf
116kg

S3S
300kgf

S4S 2～ 2000Hz 292kg
S5S 500kgf 5～ 4000Hz 196kg
S6S

1000kgf
5～ 3000Hz 192kg

S7S 5～ 2000Hz
292kg

S8S 1500kgf 5～ 3000Hz
S9S 2000kgf

5～ 2500Hz 492kg
S10S 3000kgf

モバイル電子機器、精密機械、自動車部品、航空機な
とあらゆる工業製品の使用環境を正確に再現し信頼性
を評価する複合試験機。
温度・振動複合環境試験装置はリチウム電池の安全規
格に対応した試験が可能です。試験目的や設置環境に
あわせてお選びいただけるように、さまざまなバリエーショ
ンでお応えいたします。

温度・振動複合環境試験装置

 リチウムイオン電池のＵＮ規格、UL規格、電安法に
対応した振動試験が可能

 試験目的や設置環境、ワークの取付作業に合わせた
恒温器と振動発生機の接続方式をご提案します。

 複合環境試験用のバイブレーションチャンバー

 試験スペース効率を高めた2タイプを準備、大型観測
窓や対話式入力方式のプログラム計装を装備してい
ます。

※連結軸φ125×H180mmの場合。

■振動発生機

■チャンバー
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3-9. 圧壊試験装置

● JIS  C8714
 携帯電子機器用リチウムイオン蓄電池の単電池及び組
電池の安全性試験

● JIS C8712（IEC 62133）
 密閉型二次電池の安全性
● 電気用品安全法　技術基準別表第九　
 リチウムイオン電池
● UL 1642  Lithium Batteries

特長

試験規格

圧壊試験装置

圧壊試験は、廃棄電池がゴミ収集車等でつぶされた場
合でも、発火や破裂を引き起こさないことを確認するた
めの試験で、以下の試験規格や基準に規定された試
験です。

 万が一の発火や破裂に対して、放圧ベント、強制排
気、消火器等の対策がとれます。

 電池への加圧だけではなく、温度ストレス（上限/下限
温度）を同時にかけることができます。

 カーボン対策のためのシーズヒータ装備しています。

 給排気ファン設備をチャンバー背面に設置するスリム
構造です。

 油圧圧縮、温度制御が計装でおこなえます。

 圧力を加えている間の、電圧変化はケーブル孔を利
用して測定可能。電池表面温度の変化も測定できま
す。
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