
PSF-H Series
フレキシブル直流安定化電源

Regulated DC Power Supplies

フレキシブルレンジ直流安定化電源
PSF-H シリーズカタログ



 型 名
PSF-400H
PSF-800H

出 力
800V /3A /400W
800V /6A /800W

 価 格（円）
180,000
295,000

出力数
1
1

価 格 オプション
IF-60GP GP-IBコントロールボード ¥29,800

IF-60RU RS-232C／USBコントロールボード ¥24,800

OP-22P パラレル接続信号ケーブル  ¥2,500

JK-10 ジョイントキット  ¥5,500

HK-10 取手セット   ¥2,500

フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF - H Series概要

高電圧0V～800V可変
ハイブリッド車や電気自動車の電装部品や太陽光発電シ
ステムなどに用いられる高耐圧のコンデンサやリレーと
いった電子部品の評価試験用に、あるいは高電圧のLED
照明機器の電源などに最適です。

電圧・電流可変領域はフレキシブルに6倍変化
PSF-800H の場合、最大電圧 800V、最大電流 6A まで
を定格電力 800W の範囲内でレンジの切り替えをする
ことなくフレキシブルに出力することができる為、例え
ば 800V/1A、640V/1.25A、500V/1.6A、400V/2A、
200V/4A、160V/5A、133.3V/6A など複数台分の直流
電源の出力範囲を1台でカバーすることができます。
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PSF-Hシリーズは定格電力内で広範囲の電圧・電流設定が可能なスイッチング方式のフ
レキシブルレンジ直流安定電源です。電圧可変範囲は0～800Vで定格電力400Wタイ
プのPSF-400Hと、800WタイプのPSF-800Hの2機種をラインナップしました。
ハイブリッド車や電気自動車の電装部品や太陽光発電システムなどに用いられる高耐圧
のコンデンサやリレーといった電子部品の評価試験用に、あるいは高電圧のLED照明機
器の電源などに最適です。

PSF-400H
800V  /3A  /400W

PSF-800H
800V  /6A  /800W

用途
☆EV/HEV用リチウムイオン電池 ☆車載DC/DCコンバータ ☆太陽光発電パワーコンディショナー
☆LED照明、LEDバックライトテレビ ☆高圧コンデンサ、リレー  ☆パワー半導体

■特長



90度回転可能な丸型パネル操作部
フロントパネルの操作部は丸型で90度回転しますので、
作業環境に応じて横置き縦置きどちらでも操作性を損
なうことなく使用できます。

定電力（CP）動作
定電圧（CV）動作と定電流（CC）動作に加えて定電力
（CP）動作ができますので、任意の電力を供給する場合
や、負荷側に過大な電力が印加されるのを防止するリミ
ット機能としても使用できます。

ハーフラックサイズで奥行き290mmの小型筐体
PSF-400H、PSF-800H 共にハーフラック幅（横置
き時）で奥行きは 290mmの小型筐体の為、ベンチト
ップなどでも作業スペースを確保できます。

シーケンス機能
別売オプションのコントロールボード（IF-60GP、
IF-60RU）を経由してコンピュータから最大 100ステ
ップのシーケンスプログラムを登録できます。登録された
シーケンスプログラムは電源単体でのパネル操作または
コンピュータ操作により実行できます。シーケンス作成用
アプリケーションはホームページよりダウンロードできま
す。

OUTPUT OFFタイマー機能
任意に設定された時間が経過すると自動的に出力を
OFF します。時間は 10 分単位で最大 99 時間 50 分
まで設定可能で、残り時間が 5 分以下になると機能
LEDが点滅しお知らせします。

プリセット機能
3点のプリセットメモリに電圧・電流・電力の設定値の記憶
と呼び出しが出来ます。

リモートセンシング機能
負荷までの接続線材などの抵抗による電圧降下分を補
正します。

マスター・スレーブ並列動作
PSF-400H は 800Wまで、PSF-800H は 1600W
までの容量拡張が可能です。
（同一機種 2台まで）

外部アナログコントロール機能
外部電圧、外部抵抗による出力電圧、電流のコントロー
ルや外部接点信号での OUTPUT ON/OFF 制御が可
能です。

電圧・電流モニター出力
出力電圧および電流のモニター出力端子を装備してい
ます。

保護機能
過電圧、過電流、加熱保護（OVP、OCP、OHP）の各種プ
ロテクトとアラーム出力を装備しており安全にお使い頂
けます。

力率改善、ワールドワイド入力
力率改善回路を搭載し定格出力時の力率は0.99です。
入力電源はAC100V～240Vのワールドワイド対応と
なっています。

別売オプションのデジタルインタフェースボード
デジタルインタフェースは IF-60GP（GP-IB コント
ロールボード）と IF-60RU（RS-232C/USB コント
ロールボード）を別売オプションとしてご用意してお
り電源本体にスロットインする構造ですので自動検査
装置などのシステムへもスマートに組み込みできま
す。
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プログラム内容

ステップ番号

サイクル番号

〈シーケンス動作例：ステップ番号20番から開始して22番までのステップを3回繰り返す場合〉

IF-60GP
税抜￥29,800

GP-IBコントロールボード

IF-60RU
税抜￥24,800

RS-232C/USBコントロールボード

0 電流

電圧

定電力制御範囲

最小設定電力（10W）

PSF-400H : 400W
PSF-800H : 800W

最大設定電力

電流モニタ
0V～10V

電圧モニタ
0V～10V

IO
EO



※1: 前面出力端子の最大出力電流は3A(400H)、または6A(800H)です。
※2: 定電圧状態(CV)や定電流状態(CC)から定電力状態(CP)へ切替えるとき、およびその逆の

ときには、オーバーシュート・リンギングなどが発生する場合があります。
※3, 4: 定格出力電圧、入力電圧AC100Vにて
※5: AC100Vから240V間で電源電圧を±10%変化させたときの変動値。
※6: 定格出力電圧に設定して、負荷を定格負荷から無負荷(オープン)に変化させたときの変動値。
※7: 測定周波数は20MHzまで。
※8: 測定周波数は300kHzまで。
※9: 定格出力電圧に設定して、出力電流を最大出力電流の50%から100%に変動させた時に、

出力電圧が定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に復帰するまでの応答時間。
※10: 固定負荷での値。出力電圧が定格出力電圧の10%から90%に立ち上がるまでの時間。
※11: 固定負荷での値。出力電圧が定格出力電圧の90%から10%に立ち下がるまでの時間。
※12: 30分のウォームアップ後の値(外部コントロール時は除く)。
※13: 定格出力電流に設定して、負荷を定格負荷から無負荷(ショート)に変更させた時の変動値。

PSF-400H PSF-800H
定電流特性
電源変動※5 定格電流の 0.05%± 10mA
負荷変動※13 定格電流の 0.05%± 15mA
リップルノイズ (rms) 15mA 20mA
温度係数 (typ) ※ 12 ± 200ppm/°C(30 分のウォームアップ後 )
定電力特性
電源変動※5 0.5%± 10W
その他
冷却方法 ファンモータによる強制空冷
対接地電圧 ±DC1000V
絶縁耐圧 入力電源端子 - 筐体間 : 

入力電源端子 - 出力端子間 : 
AC1500V　1分間
DC3200V　1分間

絶縁抵抗 入力電源端子 - 筐体間 : 
入力電源端子 - 出力端子間 : 

出力端子 - 筐体間 : 

DC500V　30MΩ以上
DC1000V　30MΩ以上
DC1000V　30MΩ以上

外形寸法 ( 突起含まず ) 124(H)mm× 210(W)mm× 290mm(D)
質量  約 5kg 約 6kg

定  格

外 観 図

PSF-400H PSF-800H
出力定格
定格出力電圧 800.0V
設定確度 0.1%setting ± 2digit (23°C± 5°C)
分解能 100mV
表示確度 0.2%reading ± 2digit (23°C± 5°C)
定格出力電流※1 3.00A 6.00A
設定確度 0.2%setting ± 2digit (23°C± 5°C)
分解能 10mA
表示確度 0.3%reading ± 2digit (23°C± 5°C)
定格出力電力※2 400W 800W
設定確度 ± 10W   ただし、出力電圧が定格電圧の 1%以上の時
分解能 10W
表示確度 0.5%reading ± Vout × 40mA (23°C± 5°C)
入力定格
入力電圧 単相 AC100V ～ 240V  周波数 : 50Hz/60Hz
消費電力※3 560VA 1120VA
力率※4 0.99
突入電流 35Amax. 70Amax.
定電圧特性
電源変動※5 定格電圧の 0.01%± 20mV
負荷変動※6 定格電圧の 0.01%± 30mV
リップルノイズ (p-p) ※ 7 250mV 300mV

ただし、出力電圧が定格電圧の 1%以上の時
リップルノイズ (rms) ※ 8 20mV

(2A 以下の電流のとき )
35mV

(2A を超える電流のとき )

25mV
(2A 以下の電流のとき )

40mV
(2A を超える電流のとき )

ただし、出力電圧が定格電圧の 1%以上の時
過渡応答 (typ) ※ 9 7ms
立ち上がり時間 (typ) ※ 10 200ms( 定格負荷 )  200ms( 無負荷 )
立ち下がり時間 (typ) ※ 11 500ms( 定格負荷 ) 1000ms( 無負荷 )
温度係数 (typ) ※ 12 ± 100ppm/°C(30 分のウォームアップ後 )
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