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ケースレー2450型ソースメータによる
バッテリの充放電サイクル・テスト

はじめに

バッテリの充放電

充電（二次）バッテリ（これ以降、
「バッテリ」と表記）は、ビデオ・

一定の電流による充放電のレートは、バッテリ容量の単位として定

ゲームのコントローラ、デジタル・カメラ、リモコンなどの電子デ

義されており、これはバッテリが保存できる電気量になります。こ

バイスの使い切り乾電池の代わりに広く使用されています。代表的

の容量はミリアンペア時（mAH）で規定されており、放電、または

なバッテリの種類としては、リチウムイオン（Li-ion）、ニッケル水

負荷電流の単位として表わされます。1時間ですべてのバッテリを放

素（Ni-MH）、ニッカド（NiCd）などがあります。二次電池の特性

電しきる放電電流のレートは、Cレートとして知られています。例え

評価では、一般に、放電と充電サイクルをテストします。サイクル・

ば、1000mAHの定格のバッテリは、1Cで放電した場合、1000mA

テストを行うことで、内部化学、容量、利用可能サイクル数、寿命

を1時間出力します。500mAHのバッテリを50mAで放電すると、

などのバッテリに関する情報が得られます。製造テストでの充放電

0.1Cのレートで放電することになるため、50mAでは10時間供給

サイクルは、バッテリの仕様を検証し、欠陥がないことを確認する

できます。

ために行われます。
バッテリの一般的な充放電テストでは、プログラマブル電源、電子

テストの概要

負荷、電圧計、電流計が必要になります。2450型ソースメータは、

充電、放電の両方のサイクルにおいて、2450型ソースメータは電

ソース／シンク電流機能、電圧／電流の測定機能を兼ね備えた計測

圧を印加し、電流を測定するように設定できます。充電および放電

器であるため、バッテリ・テストを簡素化することができます。

サイクルの簡略回路を図2に示します。

2450型を使用することで数多くの計測器をラックに組み込むこと
なく、一台の計測器をセットアップするだけで済みます。すなわち、
電流印加によりバッテリを充電し、電力を消費することでバッテリ
を放電し、バッテリの電圧と負荷電流をモニタすることができます。
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2450型 の 出 力 は、±21V@±1.05A、 ま た は±210V@±

A

105mAです。2450型を使用したバッテリの充放電サイクル・テ
ストの一般的なシステム例を、図1に示します。
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図2. 充放電の回路例

通常、バッテリは一定の電流で充電します。2450型を使用する場合、
電圧ソースをバッテリの定格電圧に、充電電流を回路リミット値に
設定することで実行できます。テスト開始時、バッテリの電圧は
2450型で設定した電圧出力以下の値になります。この電位差のた
めに、電流値はユーザ設定の電流リミットにただちに制限されます。
電流リミットが働いている間、2450型は設定された電圧レベルに
図1. 2450型ソースメータを使用したバッテリ・テストの例

なるまで定電流源として機能します。バッテリがフル充電に近くな
ると、電流はゼロまたはゼロ近くまで低下します。バッテリへの損
傷を防ぐため、バッテリの過充電は十分に注意する必要があります。

バッテリの放電では、2450型ソースメータは電力を消費するので

2450型の後部パネル

はなく、電流を供給するので、電流源として機能します。2450型
の電圧源は、バッテリ電圧よりも低いレベルに設定します。電流リ
ミットは放電レートに設定します。出力をオンにすると、バッテリか

コントローラ

らの電流は2450型のHI端子から流れ込みます。このため、電流の
読み値は負の極性になります。放電電流は、バッテリの電圧が2450
型の電圧ソース設定に低下するまで一定を保ちます。

いずれかのインタフェースで
PCと接続する

バッテリの接続方法
2450型とバッテリの接続例を、図3に示します。2450型とバッテ
リを4線接続（またはリモート・センス）することにより、リード線

図4. 2450型のリモート・インタフェース

の抵抗による影響を抑えます。これにより、バッテリの電圧は、バッ

充電／放電では、以下の手順で2450型をプログラムします。

テリ端子近くでの測定値になります。

1. 4線式で測定するように設定します。

2450型のForce HIとSense HIの出力端子にはバッテリの正（＋） 2. 2450型で電流を測定するように設定します。これにより、負荷
端子を、Sense LOとForce LO出力にはバッテリの負（－）端子を
電流をモニタできます。
接続します。

2450型ソースメータの出力がオフの場合、ハイ・インピーダンス
（High Z）出力がオフに設定されていることを確認します。High Z
出力がオフになっていると、出力リレーは開き、出力はオフになりま
す。こうすることで、出力オフでバッテリから間違って流れ込まない
ようにすることができます。出力オフの状態からハイに設定するに
は、MENUボタンを押し、Source Settingsを選択します。次に、
High Impedanceを選択し、HOMEボタンを押します。

3. Output Off StateでHi Impedanceを使用します。Hi Z出力が
オフになっていると出力リレーは開き、出力はオフになります。こ
うすることで、出力オフでバッテリから間違って流れ込まないよう
にすることができます。
4. 2450型で電圧を出力するように設定します。電圧を出力するよ
うに設定されていますが、目的の電圧に達するまでは電流制限がか
かるため、定電流で動作します。
バッテリの充電では、VS＞VB
バッテリの放電では、VS＜VB
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5. 電圧源のリードバック機能をオンにします。これにより、2450

Force HI

型の電圧計は充電または放電でもバッテリ電圧を測定することが
できます。
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6. 電流リミット（コンプライアンス）を、バッテリの充放電におけ
る電流レベルに設定します。これがテストにおける負荷電流になり
ます。
7. 負荷電流、電圧源のリードバック電圧、相対タイムスタンプを読
み込みます。
8. バッテリ電圧が所定の電圧レベルになるまでモニタし、テストを
停止します。

図3. 2450型とバッテリの接続例

2450型ソースメータを使用した
2300mAH AA（単三形）バッテリの放電

放電サイクルの自動化

2300mAHのAA（単三形）、1.2Vのバッテリを例に、2450型ソー

充電／放電サイクルは数時間かかることがあるため、テストの自動化

スメータでバッテリを放電する方法について説明します。ソースメー

が重要になります。計測器がサポートしている通信インタフェース

タは、先の項で説明した手順（4線式、ソース電圧、電流測定など）

（GPIB、USB、またはEthernet）を使用してテストします。リモー

でプログラムしています。このテストでは、2300mAHの単三バッ

ト通信インタフェースがある後部パネルを、図4に示します。

テリを、460mAの負荷電流、0.2Cのレートで放電します。バッテ
リ電圧が規定のレベルである1Vになるまで、10秒ごとにバッテリ
電圧、負荷電流、相対タイムスタンプを読み取ります。このように測
定した2300mAHのバッテリの放電特性を、図5に示します。

バス上で読み値が確認できるだけでなく、
2450型はユーザ・インタフェース上に、負
荷電流、バッテリ電圧、テスト実行の経過時

2300mAH、単三バッテリの放電
（460mA、0.2C）

間も同度に表示することができます。2450
型の大型ディスフレイにわかりやすく表示さ
れる、単三バッテリの測定値の例を図6に示
放電特性実行で使用するコードの例を、付録

V

）

に 記 し ま す。2450型 で は、SCPIま た は

電圧（

します。

TSP（Test Script Processor）コマンド
のどちらでもプログラムを作成できますが、
この例では、ソフトウェア・ツールのTest
Script Builderを使用したTSPコマンドで
書かれています。このソフトウェア・ツール
は2450型に付属しており、TSPのコード、
スクリプトの作成、編集が行えます。さらに、

時間（H）

コマンドを送ったり、2450型からデータを
受け取るなど、迅速な制御のためのコンソー
ルなども備えています。

図5. 2300mAH単三バッテリの放電特性の例

まとめ
2450型は、正確な4象限、ハイパワー出力、
電流／電圧の正確な同時測定などの機能があ
るため、バッテリの充放電テストに理想的な
ツールです。1台の計測器でバッテリがテス
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バッテリ電圧の
測定値
Measured

Battery
Voltage

テスト
Elapsed
経過時間
Test Time

図6. 2450型ソースメータのディスプレイに表示された、単三バッテリ放電における負荷電流、バッテリ電圧、
テスト経過時間の例

付録：2300mAHのバッテリ放電特性のためのTSPコード例
--Reset the instrument and clear the buffer
reset()
--Source Settings
smu.source.func = smu.FUNC_DC_VOLTAGE
smu.source.offmode = smu.OFFMODE_HIGHZ
smu.source.level = 1
smu.source.range = 2
smu.source.readback = smu.ON
smu.source.ilimit.level = 460e-3
--Measurement Settings
smu.measure.func = smu.FUNC_DC_CURRENT
smu.measure.range = 460e-3
smu.measure.sense = smu.SENSE_4WIRE
--Set the
--Set the
voltLimit
iteration

voltage limit for the battery to stop discharging
variable for number of iterations
= 1.0
= 1

--Turn on the source output
smu.source.output = smu.ON
--Change display to user screen
display.changescreen(display.SCREEN_USER_SWIPE)
--Keep taking readings in the while loop until the measured voltage
--is equal to the voltage limit
while true do
--Take a reading and get the current, voltage and time
curr = smu.measure.read(defbuffer1)
volt = defbuffer1.sourcevalues[iteration]
time = defbuffer1.relativetimestamps[iteration]
hours = time/3600
--Print the # of completed cycles, the voltage and the time for
--the iteration. Display information on front panel
print("Completed Cycles: ", iteration, "Voltage: ", volt, "Time: ", time)
display.settext(display.TEXT1, string.format("Voltage = %.4fV", volt))
display.settext(display.TEXT2, string.format("Current = %.2fA, Time = %.2fHrs", curr, hours))
--Increment the number of iterations and wait 10 seconds
--Compare the measured voltage to the voltage limit
--Exit the loop if it is
if volt <= voltLimit then
		break
end

end

iteration = iteration + 1
delay(10)

--Turn the output off when the voltage limit is reached
smu.source.output = smu.OFF
--Print out the measured values in a 4 column format
print("\nIteration:\tCurrent:\tVoltage:\tTime:\n")
for i = 1, defbuffer1.n do
print(i, '\t', defbuffer1[i], '\t', defbuffer1.sourcevalues[i], '\t', defbuffer1.relativetimestamps[i])
end
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