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さらに、
P-STATION/EPOシリーズを

ご紹介していきます。

サービス・関連製品
について

アプリケーションについて

基本特長について

各種機能・オプション
について

主な仕様について

あなたのお仕事に関係ある

いろいろな用途をご紹介。

P.3～4

P.5～6
あなたのお仕事を支える

基本機能・性能をご紹介。

P.7～8
あなたのお仕事にお応えする

多彩な便利機能・情報をご紹介。

P.9～10
あなたのお仕事に合った
最適な機種をご紹介。

あなたのお仕事を応援する

サービス・関連製品をご紹介。

裏表紙
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電力効率76％を達成。ムダな電力
消費・ムダな発熱を抑えた地球に
優しい電源です。企業の環境対策
にも貢献します。

EPO2000X(2kVA)を使用するこ
とで、複数台運転による容量増設や
単体毎の動作、マルチ相*出力など、
様々なスタイルで運転できます。

*マルチ相は単相／三相／単相三線のこと。
EPO6000M/12000M/18000M/
24000M/36000Mでも対応。

省エネ�

ランニングコストを
節約。

システムアップ�

ラインの組み替え
にも対応。

パソコンによる生産ラインやラボの
自動化・無人化に対応します。
計測用のソフトウエアを利用すれば
社内LANやインターネットとも接
続可能です。

ラインの自動化を
応援。

自動化�

P-STATION/EPOシリーズなら…P-STATION/EPOシリーズなら… P-STATION/EPOシリーズなら…

電源のことです。

電源は意外に乱れています。ご存知ですか？
例えば、工場内の配電盤やコンセントから得られる電源では、設備
稼動状況により、電圧が不安定になったり波形がひずんだりします。
それが原因で、生産や計測に支障をきたすことがあります。

●ある工場のデータ

コストを押し上げていること、お気付きですか？
交流電源を導入する動機は色々です。そして、ニーズに応じてこれ
まで様々な方式の交流電源装置が開発されてきました。
しかし、例えば、

●摺動トランスを使った方式では、波形ひずみや電圧の安定度は
改善されませんし、周波数変換は行えません。
●MG方式では、場所を取って工事費が掛かるうえ、
騒音やメンテナンスの問題も残ります。

その結果、生産や計測の信頼性の鍵を握るはずの電源が、実は、と
んだ落とし穴になっている。あるいは、生産ラインの変更や立ち上
げ毎に別の交流電源が必要になる…。こうした問題やムダが、企業
やラボのトータルコストを押し上げている要因となっています。

価値ある電源とは、信頼される電源環境と
企業のトータルコスト削減について考えられている

新時代電源 P-STATION/EPOシリーズからの提言。
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瞬時電圧低下, 瞬時停電, 負荷変動,
入力電圧ひずみ等に対して安定出
力。設備や機器の誤動作を防ぎ、
不良品の発生を抑えます。

電圧可変, 周波数可変, マルチ相*出
力により、生産・検査ラインなどで
の試験時間を短縮。また、電圧, 電
流, 電力, 力率などの計測機能を搭
載していますので、外部の測定器を

使わずに手軽に測定できます。

*マルチ相は単相/三相/単相三線のこと。

質量・体積ともに従来品*の約50％
までダイエット。 2kVAでなんと
25kgを実現。大電力システムでも、
基礎工事等不要です。

* 2kVAについて当社P-STATION/シリーズ
[Q]と比較。

負荷のラッシュ（突入）電流に対す
る電力供給能力を2kVAで最大
57Arms（80Apeak）までアップ。
従来、ラッシュ時対策のために見
込んだパワーと冗長な設備を不用
にしました。

そこで、P-STATION/EPOシリーズ。
様々な問題を解決して、信頼できる電源環境を提供。さらに、企業のトータルコストを削減します。

ひずみや変動等に
強い。

試験や測定が簡単。 場所を取りません。 リーズナブルな
導入コスト。

1日の電源電圧の変化

品質UP 歩留りUP 作業効率UP 省スペース� ローコスト�

生産設備稼働中の
電源波形が
ひずんでいます。

110V�

100V�

90V�

�
終 業�
17:30

始 業�
8:30

Epoch-making

P-STATION/EPOシリーズなら…P-STATION/EPOシリーズなら…P-STATION/EPOシリーズなら…P-STATION/EPOシリーズなら…

2kVA単体



　　  周波数変動、 波形ひずみ、 負荷変動、 ノイズ…�

エージング�

電源電圧範囲�
チェック�

振動測定�

騒音測定�

消費電力測定� 加速寿命試験�

漏れ電流測定�

動作確認�

規格試験�

ネットワーク化�

LAN対応�

データの共有化�

調　整� 検査・試験� 品質管理� アフターサービス�

恒温槽� 計測機器�

無響室�

画像機器�

計測機器�

標準室�

測定器管理室�

点　検� 校　正�

修　理�
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P-STATION/EPOシリーズは、出力が商用
ラインと絶縁され、電圧変換や周波数変換が
可能、さらに単相/三相/単相三線出力も備え
ています。様々な供試機器を扱う電波暗室や
シールドルームの電源として使用できます。
●LCラインフィルタなどの容量性負荷に対しても安定
動作する「ハイスタビリティモード」を装備。
●遠隔操作できるリモートコントローラを製作可能。
（特注対応）

■電波暗室用電源として

ターンテーブル�

アンテナ�

電波暗室�

フ
ィ
ル
タ�

機器のエージングでは、省力化・自動化が大
きな課題です。P-STATION/EPOシリーズ
は、GPIBとRS-232を標準装備。PCから
の電圧制御や供給電流の監視が可能です。品
質管理上のデータ管理も簡単に行えます。
●計測用ソフトウエア*を利用すれば、LANやインター
ネットを通じてP-STATION/EPOシリーズを監視・
制御できます。また、ページャ・携帯電話へ自動通報
するように設定することも可能です。
*計測用ソフトウエアについてはお問い合わせください。

■エージング用電源として ■その他

測　定　系�

恒温槽�

無響室�

…�

LAN

インター�
ネット�

さらに…
●省エネ法改正で求められる待機電力や動作
時消費電力の精密測定用電源として。
●カロリメータなど空調機器の電力測定用電
源として。
●計測・計装システムの組込み用電源として。
●漏れ電流測定時の安定化電源として。
（漏れ電流測定の規格に準拠した「測定用フ
ィルタ」も販売。）
●海外向けラインの特定電圧供給用電源として。

アフターサービスまで様々なシーンで作業の信頼性と効率化を支えます。

生産・測定を可能にして、試験データの再現性を高めます。

AC LINE　 電圧変動、 瞬時停電、 瞬時電圧低下、　　　

ラッシュ（突入）�
電流測定�電圧変動試験�

消費電力測定�

温度上昇測定�

ハイパワー�
DC電源�三相化・単相化�

波形ひずみの�
改善�

電圧の安定化�

電圧変換�

周波数変換�

研究開発� 受け入れ検査� 製　造�

電波暗室� シールドルーム�

無響室� カロリメータ�

モータ� インバータ� 精密加工機�

直流電源� OEM品�
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信頼できる製品作りは、信頼できる電源環境から…。
P-STATION/EPOシリーズなら、研究開発から、生産・検査ライン、

■PRODUCTS LINE……あなたのご担当はどこですか？

掃除機やエアコンなど、ラッシュ（突入）電流
の大きな負荷を扱う場合、これまでは定格出
力電流の大きな電源を用意する必要がありま
した。P-STATION/EPOシリーズは、ラッシ
ュ（突入）時の電流供給能力をアップ。冗長な
設備を不要にします。
●例えば、2kVAで100V出力の場合、定格の出力電流
は20Aですが、ラッシュ電流に対しては2.8倍の
57Arms（80Apeak）までの供給能力があります。

■モータ機器用電源として

P-STATION/EPOシリーズは、電源変動や
ひずみに強いうえ、ディジタル設定で電圧も
周波数も可変、単相/三相*/単相三線*も出力。
さらに小型・軽量で工事費も掛かりません。
VVVFとして各種測定・試験を効率良く行う
ことができます。
*三相/単相三線はマルチ相出力タイプのみとなります。
（P.5参照）

■摺動トランスやMGの
代替えに

P-STATION/EPOシリーズは、瞬時電圧低
下, 瞬時停電, 負荷変動, 入力電圧ひずみ等に
対しても安定出力。生産ラインなどの精密加
工機や計測機器等の電源を安定させ、生産品
の品質や歩留りを一層高めます。

■生産ライン用のCVCF
として

P-STATION/EPOシリーズが、電源変動要因を取り除いた



こだわったのは交流電源としての基本力。目指した のは信頼されるローコストの電源環境です。

P-STATION�
EPOシリーズ�

当社従来品�
（リニアアンプ方式）�

0 10 20 30 40 50 60 70 80％�
効率�

約54％�

約76％�
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当社従来機種*1と比べ、わずか52％（25kg）の軽量化と50％
（448W×176H×651Dmm）*2のコンパクト化を実現。生産
ラインや研究室内のわずかなスペースにピッタリ収まり、設置
や移動も簡単です。また、大容量のシステムになっても基礎工事
が不要ですのでコストを抑えることができます。 2kVAタイプ
はデスクトップ用・ラックマウント用としても使用可能な単体
スタイル、 4kVA以上のシステムはスリムで場所をとらないキ
ャビネットスタイルになっています。

*1 2kVAについて当社P-STATION/シリーズ[Q]と比較。
*2 突起物を除く。

2kVAで25kg、軽くて場所をとらない。

軽量・コンパクト

P-STATION/EPOシリーズは、パワーアンプ部に新方式を採
用したことで電力効率は約76％を達成。また、入力電流をわ
ずか14A（200V時）までダウン。さらに、入力電流の力率は
0.97（typ.）の高力率とし、高調波電流の低減も実現しました。
無駄な電力消費や発熱を抑えた環境に優しい電源になっていま
す。企業のコスト削減にも貢献します。

効率76％、ランニングコストを節約。

高効率・低入力電流
電子機器の多くが採用しているコンデンサインプット型整流回
路の負荷は、下の図のようにパルス的に大きな電流を消費しが
ちです。このため、交流電源には瞬時的に大きな電流を供給す
る能力が要求されます。P-STATION/EPOシリーズは、最大
ピーク電流を定格値（実効値）の4倍まで流すことができます。

定格の4倍までのピーク電流を供給。

最大出力ピーク電流

2kVAあたりの最大出力電流20Armsに対して、電圧波形を歪ませ
ることなく2.8倍の57Arms(80Apeak)までのラッシュ電流を供給
できます。これにより、モータなど大きなラッシュ電流を伴う負荷
の起動特性を正確に測定し把握することができます。また起動時の
ラッシュ電流のためだけに、大きな容量の電源装置を用意する必要
もなくなりました。

モータ起動時の電流供給能力アップ。

ラッシュ（突入）電流

P-STATION / EPOシリーズは様々な用途にお応えできるよう
に機能や相数により3系統に大別されています。
●容量増設とマルチ相出力が可能なEPO2000X
単相2kVAが基本。マスタとしてもブースタとしても使用可能。
同機種を最大3台まで接続できるうえ、マルチ相出力も可能です
ので、2台で単相/単相三線4kVA, 3台で単相/三相6kVAのシス
テムが簡単に構築できます。
●単相システム
2kVA～12kVAまでをラインナップ。4kVAはM型（高さ787.5
mm）、8kVA～12kVAはL型（高さ1365.5mm）のスリムな
キャビネットスタイルになっています。
●マルチ相システム
6kVA～36kVAまでをラインナップ。単相/三相/単相三線の各
モードを切り換えて使用することができます。 ひとつの電源を
幾通りにも使いたい方には見逃せない機能です。いずれもすっき
りまとまったキャビネットに収納されています。

容量増設やマルチ相（単相/三相/単相三線）が可能。

システムラインナップ

型　名 出力容量 構　成*

EPO2000X        2kVA 2kVA単体

※同機種を最大3台まで組み合わせて（単相2kVA 3セット、
単相4kVA 1セット＋単相2kVA 1セット、
単相/三相6kVA 1セット）使用可能。

EPO2000S         2kVA 2kVA単体

EPO4000S      4kVA M型キャビネット

EPO8000S      8kVA L型キャビネット

EPO10000S      10kVA L型キャビネット

EPO12000S      12kVA L型キャビネット

EPO6000M    6kVA M型キャビネット

EPO12000M     12kVA L型キャビネット

EPO18000M     18kVA M型キャビネット×3セット

EPO24000M  24kVA L型キャビネット×2セット

EPO36000M  36kVA L型キャビネット×3セット

マルチ相（単相/

三相/単相三線）

単相システム

マルチ相システム

（単相/三相/単相

三線）

*外形寸法は下記の通りです。（ ）内は突起物を含む寸法。
2kVA単体　　 ：448W×176（191）H×651（685）Dmm
M型キャビネット：448W×706（787.5）H×746（797.5）Dmm
L型キャビネット ：448W×1284（1365.5）H×746（797.5）Dmm

海外の生産ラインでも安定した出力でお使い頂けるように、入
力瞬断耐量, 入力ひずみ耐量, 入力急変耐量にこだわりました。
P-STATION/EPOシリーズは、電源環境を選ぶことなく電源
ラインを改善し、品質や歩留りを一層高めます。

どんな時でも安定出力・低ひずみ。

安定化＆波形改善

ライン電圧230V、－30％,100ms低下
定格負荷

■瞬時電圧低下 ■瞬時停電

■入力電圧ひずみ ■負荷変動

入力電圧ひずみ率3.6％
定格負荷

負荷 0％→100％→0％

瞬時停電：0V, 1波（20ms）
定格負荷

負荷のラッシュ電流の最大値を測定するための
「ピーク電流保持機能」や、出力ON時の電圧位
相（投入位相）を90°単位で設定できる「投入位
相設定機能」を装備。いずれもラッシュ電流の
評価を行う場合に便利です。

写真はEPO2000X (2kVA)です。
※表示部は説明のために全点灯させてあります。
通常の使用状態とは異なります。

新時代〈Epoch-making〉の電源を表わす代名詞 として誕生したP-STATION/EPOシリーズ──。

パワーアンプ部に新方式を採用して、従来品では考えられ なかった高効率（約76％）と軽量・コンパクト化を実現。

また、交流も直流も可能にしたほか、エヌエフ ならではの柔軟なシステム性、高い出力安定度、

強力な電力供給能力など…、新時代の電源に 相応しい基本力をしっかりアップしました。

どの機能も信頼される電源 環境を目指したものばかり。

お使い頂けるほどにそのトータルコ スト削減の威力を実感して頂けます。

コンデンサインプット型負荷の電流波形�

抵抗負荷の電流波形�

モータ起動時の電流波形例�

入力

出力

入力

出力

入力

出力

負荷
電流

出力
電圧
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ひとつの電源システムを幾通りにも使えるよう、単相/三相/単相
三線の各モードを切り換えて出力することができます。

対象機種：EPO2000X（2kVA、三相は3台組合せ,単相三線は2台組合せによる)、

EPO6000M（6kVA）、EPO12000M（12kVA）、

EPO18000M（18kVA）、EPO24000M（24kVA）、

EPO36000M（36kVA）

ひとつのシステムで単相/三相/単相三線が可能。

マルチ相出力（X、Mタイプ）

*テンキーは
オプションです。

電源投入時に本体各部の故障診断を行います。起動時に異常を検
出した場合はメッセージを表示して、主要電力部分への通電を取
り止め、故障の拡大を防止します。（メッセージの内容をご連絡頂
くことで、スピーディな修理・サービスをご提供します。）

電源自身がセルフチェック。

故障診断機能

出力電圧、周波数などパネル面の設定状態を10パネル分記憶（ス
トア）して、任意に呼び出すこと（リコール）ができます。また、
電源投入時はメモリ1を呼び出しますので、起動時の設定を決め
ておくことができます。さらに、頻繁に使用する設定状態にはプ
リセットキーによりワンアクションで記憶内容（パネル1枚分）を
即時に呼び出すことができます。

パネル10枚分の設定を記憶。

メモリ機能

●ライン同期出力により、電源ライン周波数に同期した交流を出力。
商用周波数とのビート障害を排除できます。
●リミッタ機能により、出力電圧上限と周波数の上限・下限を設定可能。
誤操作による負荷の故障防止に効果的です。
●投入位相設定機能により、出力ON時の電圧位相（投入位相）を90°単位
で設定可能。供試機器の突入電流評価を行う場合に便利です。
●キーロック機能により、パネルのキー操作を無効にすることができます。
運転中の誤操作防止に有効です。
●誤操作及びオーバロード保護状態を、ブザー音によって知らせることが
できます。

気配りがうれしい便利機能＆安全機能

その他

パソコン用のテンキー*をフロントパネルに接続すれば、モディファ
イダイヤルだけでなく、テンキーからも数値を入力することができ
ます。また、メモリに記憶させた設定内容を呼び出す「リコール用
パネル」としても使用することができますので、生産ラインなどで
の検査作業に便利です。

設定変更が簡単、検査作業に便利。

外部テンキー入力

出力の短絡や過電流、また周囲温度の上昇や電源電圧の低下など
によって生ずる事故から、負荷や電源を保護するために7系統の
保護回路を内蔵。一時的な過電流等に対しては瞬時に出力を制限
し、異常が解除されれば通常出力に自己復帰します。

異常を検出して負荷や電源を保護。

保護回路

監視項目：出力電流、出力電力、電力増幅部入力電圧異常、
電力増幅部過電流、内部ヒートシンク過熱、
直流電源部動作停止、電力増幅部動作停止

が効率よく作業するために不可欠な機能です。貫かれた思想のもとに搭載した便利機能の数々。どれも

7

広範囲な出力電圧と出力周波数により、国内向け機器の周波数変
換から輸出機器の電圧変換、さらに航空機や船舶用機器の試験調
整まで幅広い用途に使用できます。

※直流出力は、0V～424V（分解能0.1V）。
※三相／単相三線モードでは、相電圧に加え、線間電圧（分解能0.2V）での設定も可能。

※電波暗室（シールドルーム）用のLCラインフィルタの様に、大容量キャパシタが負荷
となる場合には、最大150μFの負荷に対しても安定して動作する「ハイスタビリティモ
ード」を装備しています。

世界各国の電圧に対応。

出力電圧・出力周波数
負荷力率は0～1（進み,遅れ）を保証。力率0の場合でも定格の100
％の電流を供給できますので、蛍光灯やスイッチングレギュレー
タなどの駆動も安心です。

L, C負荷などの駆動も安心。

低力率負荷時の出力電流

※三相モードと単相三線モードでは相電圧及び線間電圧表示が可能。

負荷にかかる電圧をはじめ、負荷の消費電流や消費電力,負荷力率
など、これまで外部に計測器類を必要とした各種パラメタの計測
が本器単体で行えます。また、「ピーク電流保持」機能によりラッ
シュ電流の最大値を簡単に計測することもできます。

外部に計測器不要。

計測機能

出力電圧範囲 分解能

100Vレンジ：0V～150.0V 0.1V

200Vレンジ：0V～300.0V 0.1V

出力周波数範囲 分解能

5.0Hz～550.0Hz 0.1Hz

最大電圧＋424V、最大電流＋9A（2kVA時）、最大電力1.3kW
（2kVA時）の直流出力が可能。交流出力モードと直流出力モード
の切換えにより、1台で交流電源としても直流電源としても使用で
きます。

DC/DCコンバータの試験に最適。

直流出力

測定項目

交　流

直　流

電圧（実効値、ピーク値）、電流（実効値、ピーク値）、
有効電力、皮相電力、力率、ピーク電流保持

電圧、電流、電力、ピーク電流保持

*計測用ソフトウエアについてはお問い合わせください。

コンピュータインタフェースは、GPIBとRS-232を標準装備。
パソコンによる生産ラインやラボの自動化・無人化に対応します。
また、計測用ソフトウエア*を利用すれば、工場内LANやインター
ネットとも接続可能。 遠隔地からの制御や計測データの社内共有
を実現します。

ラインの自動化やネットワーク化を応援。

GPIB/RS-232

簡易操作用テンキー

電源入力ユニット 4481（6kVA用） 出力並列ユニット 4482（6kVA用）

EPO4000S用電源単相入力オプション PA-001-1081�
EPO6000M用電源単相入力オプション PA-001-1082�
EPO8000S用電源単相入力オプション PA-001-1083�
EPO10000S用電源単相入力オプション PA-001-1084�
EPO12000M用電源単相入力オプション PA-001-1085�
EPO12000S用電源単相入力オプション PA-001-1086

受注時オプション�
受注時オプション�
受注時オプション�
受注時オプション�
受注時オプション�
受注時オプション�

品名／型名�

■キャビネット 電源単相入力オプション�

●キャビネット 電源単相入力オプション用の電源ケーブルを用意しています。(オプション) 

VCT14/3C電源入力ケーブル�
PA-001-0559�
KIV38 電源入力ケーブル（3本）�
PA-001-0561

EPO4000S, EPO6000M用、ケーブル長5m�
�
EPO8000S, EPO10000S, EPO12000S,�
EPO12000M用、ケーブル長5m

品名／型名� 備　考�

備　考�

■オプション�
品名／型名�

�

備　考�

�リモートセンシング (単相用)�
PA-001-0274

リモートセンシング (マルチ相用)�
PA-001-1132

波形モニタ出力�
PA-001-0273

簡易操作用テンキー�
PC-007-0799

電源入力ユニット�
4481

出力並列ユニット�
4482

ミリラックマウント金具�
PA-001-0278

インチラックマウント金具�
PA-001-0277

品名／型名�
�

備　考�

�システムケーブル�
PA-001-0279

電源入力ケーブル�
PA-001-0276

電源入力ケーブル�
PA-001-0275

電源入力ケーブル�
PA-001-1067

電源入力ケーブル�
PA-001-1068

電源入力ケーブル�
PA-001-1069

EPO2000X 複数台接続用�

EPO4000S, EPO6000M用、�
ケーブル長5m

EPO8000S, EPO10000S, EPO12000S,�
EPO12000M用、ケーブル長5m

EPO18000M用、ケーブル長5m、3本�

EPO24000M用、ケーブル長5m、2本�

EPO36000M用、ケーブル長5m、3本�

※ EPO2000X, EPO2000Sは電源ケーブル(3m)を標準添付しています。�

出力ケーブルでの電圧降下を補償 (設定電圧
50V以上の場合に動作)。高速で滑らかな応答。�
4kVA以上のシステムに対応、受注時オプション。�

出力電圧1相、出力電流1相をオシロスコープ
で観測可能。4kVA以上のシステムに対応、受
注時オプション。�

電源入力 (単相200V) を�
EPO2000X／EPO2000S 3台に供給。�

外部から数値入力・メモリ内容の呼び出しが可能。
(全機種に対応)

EPO2000X, EPO2000S用、取り付けに�
あたり制約有り。(お問い合わせください。)

EPO2000X, EPO2000S用、取り付けに�
あたり制約有り。(お問い合わせください。)

EPO2000X の出力 (単相) を3台まで並列�
接続可能。�



電圧設定範囲　　　　　　  100V�

　　　　　　　　　　　　  200V�

最大電流　 単相 100V/200V�

 三相 100V/200V�

　　　　　   単相三線 100V/200V�

最大ラッシュ電流 (実効値、短時間)�

最大ピーク電流＊5(ピーク値、連続)�

負荷力率�

ひずみ率�

出力ON時のスタート位相�

周波数�

ライン同期�

電圧設定範囲　　　　　　  100V�

　　　　　　　　　　　　  200V�

最大電流　　　　　　　　  100V�

　　　　　　　　　　　　  200V�

最大出力電力�

対負荷電流変動�

対電源入力電圧変動�

対周囲温度変化�

電圧・周波数・相数�

効率�

入力電流＊7�

消費電力�

　　 電圧�

　　 電流�

　　 有効電力�

　　 皮相電力・力率�

　　 ピーク電流保持機能�

その他�

耐電圧＊9�

絶縁抵抗＊9   (DC500V時)�

周囲温度・湿度�

質量＊11

容量�

�

相数�

マルチ相�

EPO2000X
単相システム� マルチ相システム�

EPO4000SEPO2000S EPO8000S EPO10000S EPO12000S EPO6000M EPO12000M EPO18000M EPO24000M EPO36000M
2kVA (同機種2台接続して単相/単相三線�

4kVA, 3台接続して単相/三相6kVA可能)�

単相/三相/単相三線�

(三相は同機種を3台接続、単相三線は�

同機種を2台接続)�

0V～150.0V (0.1V分解能)＊1�

0V～300.0V (0.1V分解能)＊1�

1台時：20A/10A�

(3台接続時：20A/10A)＊3�

(2台接続時：20A/10A)＊3�

最大電流(実効値)の2.8倍�

最大電流(実効値)の4倍�

0～1（進相または遅相）�

0.5％以下�

0°／ 90°／ 180°／　270°切換え�

5.0Hz～550.0Hz（0.1Hz分解能)、設定確度：設定値の±0.01％以内、安定度：設定値の±0.005％以内�

電源ライン周波数に同期した交流を出力�

0V～212.0V (0.1V分解能)�

0V～424.0V (0.1V分解能)�

9A (2台接続時18A, 3台接続時27A)�

4.5A (2台接続時9A, 3台接続時13.5A)�

1.3kW (2台時2.6kW, 3台時3.9kW)�

DC、40.0Hz～120.0Hz：±0.1％以内、120.1Hz～500.0Hz：±0.5％以内�

±0.2％以内�

±100ppm/℃以内  (typ.)�

170V～250V＊6　48Hz～62Hz　単相 170V～230V　48Hz～62Hz　三相�

76％以上 (typ.)　  ※200V入力時 (三相入力は線間電圧)�

14A以下�

2.8kVA以下�

実効値：170V/340Vレンジ,  分解能0.1V,  確度±1％以内、ピーク値：240V/480Vレンジ,  分解能 0.1V,  確度±3％以内�

実効値：14A/28A/70A/140A/280A/560Aレンジ, 分解能0.01A(140A/280A/560Aレンジは 0.1A), 確度±2％以内、ピーク値：20A/40A/100A/200A/400A/800Aレンジ, 分解能0.01A(200A/400A/800Aレンジは0.1A), 確度±5％以内�

2.2kW/22kWレンジ, 分解能2.2kW時0.01kW/22kW時0.1kW, 確度±3％以内�

電圧, 電流, 電力の測定結果から演算で求めて表示�

20A/40A/100A/200A/400Aレンジ, 分解能0.1A(200A/400Aは1A), 確度±5％以内�

故障診断機能、保護機能、メモリ機能、プリセット機能、リミッタ機能、GPIB/RS-232インタフェース、外部テン　　　　　キー入力、キーロック機能、警告ブザー音�

AC 1.5kV  　50Hz/60Hz　 1分間　�

10MΩ以上�

動作：0℃～40℃／10％～90％ RH、保存：－10℃～50℃／10％～90％ RH（結露なきこと）�

約25kg 

■主な仕様�

＊1 三相/単相三線は相電圧設定時。線間電圧での設定も可能（分解能0.2V）。 ＊2 出力周波数が40Hz以下の場合は出力電流が低減します。 ＊3 100Vレンジで相電圧を100Vに設定 した場合。200Vレンジで相電圧を200Vに設定した場合。 ＊ 4 2台接続時：40A/20A, 3台接続時：60A/30A。 ＊5 コンデンサインプット型整流負荷に対して。　�
＊6 EPO2000X, EPO2000Sでは100Vでも動作可能ですが、出力容量が制限されます。詳細についてはお問い合わせください。　＊7 電源入力200Vの場合。　＊8 電圧・電流の有　　　　　　効計測範囲は40～500Hzです。また、ピーク値・有効電力の有効計測範囲は45～65Hzです。　＊ 9  筺体-電源入力一括対出力、筺体-出力一括対電源入力にて規定。�
＊10 各キャビネットにおける値。 ＊11 付属品・オプションを除く。　　補足：出力オフセット電圧は±100mV(typ.)です。�
�

計
　
測
　
機
　
能�

2kVA 4kVA 8kVA 10kVA 12kVA 6kVA 12kVA 18kVA 24kVA 36kVA

単相�

0V～150.0V (0.1V分解能)�

0V～300.0V (0.1V分解能)�

20A/10A�

　　　　─�

　　　　─�

0V～150.0V (0.1V分解能)＊1�

0V～300.0V (0.1V分解能)＊1�

60A/30A�

20A/10A＊3�

20A/10A＊3

9A�

4.5A�

1.3kW

18A�

9A�

2538W�

DC、40.0Hz～120.0Hz：±0.5%以内、�

36A�

18A�

5076W

45A�

22.5A�

6345W�

120.0Hz～500.0Hz：±1.0%以内�

54A�

27A�

7614W

27A�

13.5A�

3807W

54A�

27A�

7614W

81A�

40.5A�

11421W

90A�

45A�

12690W

90A�

45A�

12690W

14A以下�

2.8kVA以下�

25A以下�

6.1kVA以下�

37A以下�

11.4kVA以下�

49A以下�

14.2kVA以下�

49A以下�

16.8kVA以下�

25A以下�

8.4kVA以下�

49A以下�

16.8kVA以下�

75A以下�

25.2kVA以下�

170V～230V　48Hz～62Hz　三相�（単相入力可能、受注時オプション）�

98A以下�

33.6kVA以下�

147A以下�

50.4kVA以下�

約25kg 約85kg

5MΩ以上� 2.5MΩ以上� 2MΩ以上� 1.6MΩ以上� 3.3MΩ以上� 1.6MΩ以上� 1.6MΩ以上＊10

約140kg 約160kg 約175kg 約100kg 約175kg 約300kg 約350kg 約525kg

単相／三相／単相三線�

40A/20A�

　　　　─�

　　　　─�

80A/40A�

　　　　─�

　　　　─�

100A/50A�

　　　　─�

　　　　─�

120A/60A�

　　　　─�

　　　　─�

120A/60A�

40A/20A＊3�

60A/30A＊3

180A/90A�

60A/30A＊3�

80A/40A＊3

200A/100A�

80A/40A＊3�

120A/60A＊3

200A/100A�

120A/60A＊3�

180A/90A＊3

1.6MΩ以上＊103.3MΩ以上*10

●2kVA単体�
　448W×176(191)H×651(685)D

●M型キャビネット�
　448W×706(787.5)H×746(797.5)D

●L型キャビネット�
　448W×1284(1365.5)H×746(797.5)D

※単位はmm/(　)内は突起物を含む寸法�

出力 �
（ACモード）�

出力 �
（DCモード）�

出力電圧�
安定度�

入　力�

機　能�

環境・質量�

外　観�

備　考�

� � �

＊2 ＊4�

�

�

付属品 電源ケーブル（3m）, 入出力配線用マイナスドライバ, 取扱説明書 取扱説明書, (電源ケーブルはオプション、P.7参照) 出力ボックス, 出力中継ケーブル, ブースタコントロールケーブル, 取扱説明書, �
(電源ケーブルはオプション、P.7参照)

＊8
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