
 15kW / 4U　大容量　電力回生式・双方向直流電源

　PSB10000 JP シリーズ
超コンパクトな双方向直流電源

PSB10000 シリーズに
三相 200V 入力モデルが新登場！

 超コンパクト・軽量・低コスト

 豊富な電圧ラインナップ（全 9 種）

 負荷電力の再利用が可能な電力回生式 

 並列接続・大容量システム構築

PSB10000 JP シリーズのここがすごい !!!

わずか 4U（178mm）、44kg の筐体で 15kW の双方向動作！
PSB9000JP シリーズと比較して更なる低コスト化を実現！

多彩なラインナップで試験要件にぴったりのモデル選択が可能！
最大 2000V 出力のモデルも登場！

業界最高レベルの 95% の回生効率で省エネを実現！

最大 36 台並列で 540kW の双方向電源システムを構築可能！

インバーター

モーター

45kW バッテリーシミュレータ
（PSB10000JP シリーズ　3 台並列） ご用途に応じてカスタマイズいたします !!

PSB12000-40JP　出力範囲
（0-2000V / ± 40A / 15kW）

電流掃引
（回生）

電流印加
（力行）

製品情報はこちらから☛
今すぐアクセス☛

 システムアップ例：45kW モーター試験ベンチのバッテリー模擬電源として



■安定化電源では対応できない複雑な出力波形や、
　シーケンス設定による動的な負荷変動試験が可能
■フロントパネルや PC から簡単制御
■リアルバッテリーシミュレーションで
　動的なバッテリー出力を模擬（オプション）

理化学計測部
〒 103-8284　東京都中央区八重洲 1-1-6
TEL : 03-3245-1103（直通）　FAX : 03-3246-0645　Email : keisoku@toyo.co.jp オンラインストア : https://www.material-store.toyo.co.jp

www.toyo.co.jp/dengen/hp/
大阪支店　　　〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1（新大阪ブリックビル）
名古屋営業所　〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄 2-3-1（名古屋広小路ビルヂング）　
宇都宮営業所　〒321-0953　栃木県宇都宮市東宿郷 2-4-3（宇都宮大塚ビル）
TI センター　　〒103-0021　東京都中央区日本橋本石町 1-1-2  

TEL : 06-6399-9771　　FAX : 06-6399-9781
TEL : 052-253-6271　　FAX : 052-253-6448
TEL : 028-678-9117　　FAX : 028-638-5380
TEL : 03-3279-0771　　FAX : 03-3246-0645

※　本広告に記載されている内容は断りなく変更される場合があります。

任意波形・シーケンス機能

ラインナップ オプション

仕様

モデルコード
PSB10060-1000JP
PSB10080-1000JP
PSB10200-420JP
PSB10360-240JP
PSB10500-180JP
PSB10750-120JP
PSB11000-80JP
PSB11500-60JP
PSB12000-40JP

電圧 電流
0-60V
0-80V
0-200V
0-360V
0-500V
0-750V
0-1000V
0-1500V
0-2000V

±1000A
±1000A
±420A
±240A
±180A
±120A
±80A
±60A
±40A

外部インターフェース追加オプション
（USB/Ethernet. アナログは標準搭載）

モデルコード　　　　　　　　　　　内容
IF-AB-RS232
IF-AB-CAN
IF-AB-CANO
IF-AB-ECT

RS-232 インターフェース
CAN インターフェース
CANopen インターフェース
EtherCAT インターフェース

ソフトウェア機能拡張オプション
（外部制御による任意波形発生機能など）
モデルコード　　　　　　　　　　　内容

LIC-S
LIC-M

EA Power Control 拡張ライセンス（1 ライセンス）

EA Power Control 拡張ライセンス（5 ライセンス）

高度

外形寸法

重量

並列運転

2000m 以下

483mm（H）×178mm（H）×670mm（D）

約 44kg

入力電圧

周波数

力率

動作温度

保存温度

湿度

三相 AC 208V±10%

45 ～ 66Hz

0.99 以上

0 ～ 55℃

-20 ～ 70℃
<80%、結露無きこと

最大 36 台、540kW まで

CC,CV,CP,CR モード

-

- -

約 95%

出力モード

制御精度
ロードレギュレーション

（0-100%）
ラインレギュレーション
（±10%、ΔVac%）
立上がり時間

保護モード

効率

CVモード
<0.1%

CCモード
<0.2%

CPモード
<1%

<0.05% <0.15%

<0.02%

最大 30msec（CV、10-90%）
過電圧保護（OVP）過電流保護（OCP）
過電力保護（OPP）高温保護（OT）

入力異常（PF）

※　容量はすべて 15kW双方向出力



わずか4U(178mm),44kgの筐体で30kWの双方向動作！
PSB9000シリーズと比較して更なる低コスト化を実現 !

試験要件にぴったりのモデルの選択が可能 !
最大2000V出力モデルも！

最大36台並列で1080kWの双方向電源システム！

業界最高レベルの95%の回生効率で省エネ！

【ご使用例】：大容量車載モータ試験ベンチのバッテリー模擬として

(https:www.toyo.co.jp/material/products/detail/psb10000.html)

新製品新製品新製品新製品新製品新製品新製品新製品新製品

4U, 30kW 大容量　電力回生式・双方向直流電源

PSB10000 シリーズ
PSB シリーズがさらにコンパクト・
低コスト化を実現しました！！

超コンパクト・軽量・低コスト

豊富なラインアップ（全9種・裏面参照）

並列接続・大容量システム構築

負荷電力の再利用が可能な電力回生式

PSB10000 シリーズのここがスゴイ！!

Recovery
95％＝ 2.85kW

E.U.T
eg.

power suoply

Consumer
e.g. 3kW

製品情報はこちらからも
ご確認いただけます。↓

PSB12000-40　出力範囲
（0-2000V/ ± 40A/ ± 30kW)

※ 3相 342 － 528VAC 入力対応です。

4U, ± 30kW
出力！ 最大 2000V！

12U
（533mm)

90kWバッテリーシミュレータ
（PSB10000 シリーズ　3台並列）

ご用途に応じてカスタマイズも可能です！

19″ (483mm)

双方向動作

DC－DCコンバータ
インバータ

大容量車載モータ



お問い合わせ先　▶▶東陽テクニカ　理化学計測部TEL:03-3245-1103　Email: psst@toyo.co.jp

本カタログに記載された商品の機能・性能は断りなく変更されることがあります。

モデルコード 電圧 電流

PSB10060-1000 0-60V ± 1000A

PSB10080-1000 0-80V ± 1000A

PSB10200-420 0-200V ± 420A

PSB10360-240 0-360V ± 240A

PSB10500-180 0-500V ± 180A

PSB10750-120 0-750V ± 120A

PSB11000-80 0-1000V ± 80A

PSB11500-60 0-1500V ± 60A

PSB12000-40 0-2000V ± 40A

AC入力 3相 342-528VAC

周波数 45-66Hz

力率 0.99 以上

動作温度 0～ 50℃

保管温度 -20 ～ 70℃

湿度 ＜ 80％、結露無きこと

高度 2000m以下

外形寸法 483mm(W) x 178mm(H) 
x 670mm(D)

重量 約 44kg

並列運転 最大 36台、1080kWまで

出力モード CV, CC, CP, CR モード

CVモード CCモード CPモード

制御精度 ＜ 0.1％ ＜ 0.2％ ＜ 1％

ロードレギュレーション
（0-100％） ＜ 0.05％ ＜ 0.15％ ―

ラインレギュレーション
（± 10％ △ Vac) ＜ 0.02％ ― ―

立ち上がり時間
（CV、10-90％） 最大 30msec

保護モード
過電圧保護（OVP), 過電流保護（OCP)
過電力保護（OPP）, 高温保護（OT)

入力異常（PF)

効率 約 95％

外部インターフェース追加オプション
（USB/Ethernet/ アナログ標準装備）

ソフトウェア拡張オプション
（外部制御による任意波形発生機能など）

PSB10000 シリーズ  ラインナップ

任意波形・シーケンス機能

（←）ソフトウェアによる
　　任意波形の作成・読込
（↓）XY table 機能、
　　 バッテリーカーブ、
　　 PVカーブの読込など

安定化電源では対応できない複雑な波形出力や、
シーケンス設定による動的な負荷変動試験に対応
・フロントパネルや PCから簡単制御！

・リアルバッテリーシミュレーションで
　動的なバッテリー出力を模擬！＊

＊実装予定のオプションになります。仕様等の変更の可能性があります。

オプション

モデルコード 内容
IF-AB-RS232 RS-232 インターフェース

IF-AB-CAN CANインターフェース

IF-AB-CANO CANopen インターフェース

IF-AB-ECT EtherCAT インターフェース

モデルコード 内容
LIC-S EA POWER Control 拡張ライセンス（1ライセンス）

LIC-M EA POWER Control 拡張ライセンス（5ライセンス）

容量はすべて± 30kWとなります

仕様

PSB10000 シリーズ  ラインナップPSB10000 シリーズ  ラインナップ

〒103-8284　東京都中央区八重洲 1-1-6
TEL: 03-3245-1103（直通）　FAX:03-3246-0645   
Email:psst@toyo.co.jp　

大 阪 支 店

名古屋営業所

宇都宮営業所

〒532-0003

〒465-0095

〒321-0953

大阪府大阪市淀川区宮原 1-6-1（新大阪ブリックビル）

愛知県名古屋市名東区高社 1-263（一社中央ビル）

栃木県宇都宮市東宿郷 2-4-3（宇都宮大塚ビル）

TEL:06-6399-9771　FAX:06-6399-9781

TEL:052-772-2971    FAX:052-776-2559

TEL:028-678-9117　FAX:028-638-5380

株式会社東陽テクニカ　理化学計測部

www.toyo.co.jp/dengen/hp/
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　双方向直流電源 PSB シリーズ　特長

● 双方向電源
1 台に直流電源と直流電子負荷の両方の機能を併せ持ち、また力
行（りきこう）と回生の切替に外部回路を必要とせず、シームレス
に行えます。大容量・車載電装品試験の動的なバッテリーシミュレー
タやバッテリー充放電器としてのアプリケーションに最適です。

● 電力回生式
内蔵インバータにより負荷電力を電力系統に回生・再利用が可能
です。従来の空冷タイプ電子負荷装置に比べて、

　 ・ランニングコストの削減
　・排熱、空冷ファンによる騒音の削減
　・大幅な省スペース、小型化
を実現しています。

また PSB シリーズの電力回生効率は業界最高レベルの最大 95%
を誇ります。

【参考】電力回生による電気料金削減の効果例
10kW DC-DC コンバータ 試験

1. 電力再利用による電気代削減  ：約 4.3 万円 / 月
2. 負荷排熱の削減によるエアコン代節約 ：約 0.9 万円 / 月
⇒ 年間 約 63 万円のランニングコストの削減！！

※試験時間 8h/ 日、稼働日 21 日 / 月、26.00 円 /kWh での試算です

● アプリケーション例

■ 電力回生式・双方向直流電源の特長

● 豊富な電圧・電流・容量ラインナップ！
従来の双方向電源は、電圧ラインナップが非常に少なく、最適な
電圧モデルがない場合は電源装置を直列に接続する必要がありま
した。
PSB シリーズは電圧ラインナップが 9 種類あり、最大 2000V まで
直列接続なしでカバーすることができます。電流・容量は並列運転

（P.8 参照）により拡張することが可能です。

● 電圧モデルラインナップ（全 9 種類）
PSB シリーズの電圧モデル 試験対象機器の例

0-60V ・12/24V の弱電系
・マイルドハイブリッド (48V)
・ハーネス、リレーなどの低電圧・大電流試験0-80V

0-200V ・小型モビリティ、電動 2 輪（120V 前後）

0-360V ・HEV/PHEV（200-300V）

0-500V ・EV バッテリー模擬
（パワートレイン、EV 充電系の試験）0-750V

0-1000V ・高圧 EV 系（800V 以上）

0-1500V ・パワーコンディショナ試験、高圧 PV 模擬
・鉄道駆動系（750V, 1500V）0-2000V*

* 0-2000V モデルの取扱いは PSB10000/PSB10000JP シリーズのみ

■ EA Elektro-Automatik 社製　PSB シリーズの特長

● 圧倒的なコンパクト・軽量化を実現！
PSB10000 シリーズでは高さわずか 4U（178mm）、44kg の筐体
で 30kW の超高出力の双方向動作が可能となりました。一般の
従来製品と比較して圧倒的なコンパクト・軽量化を実現しており、
これまでの「電源製品は重くて・大きい」という概念をくつがえす
画期的な製品となっております。

● 双方向電源の出力容量と大きさの比較

A社 B社

約±10kW

EA Elektro-Automatik 社
PSB10000シリーズ

出力
±30kW

4
U

（
1
7
8
m
m
）

出
力

出
力

出
力

約±10kW

8
U

1
0
U44kg

モデル PSB10000 PSB9000

容量 ± 30kW ± 15kW ± 10kW ± 5kW

大きさ 483mm(W) × 178mm(H) × 670mm(D) 483mm(W) × 133mm(H) × 670mm(D)

重量 44kg 32kg 25kg 18kg

モデル PSB10000JP PSB9000JP

容量 ± 15kW ± 7.5kW ± 5.0kW ± 2.5kW

大きさ 483mm(W) × 178mm(H) × 670mm(D) 483mm(W) × 133mm(H) × 670mm(D)

重量 44kg 32kg 25kg 18kg

双方向
動作

DC-DCコンバータ
インバータ

双方向電源
PSBシリーズ

車載モータ

車載バッテリーなど

充電

放電

双方向電源
PSBシリーズ

車載回生モータ評価用 バッテリーシミュレータとして

バッテリー充放電器として

効率・歪み・T-N特性
EMI・各種規格試験など

充放電サイクル試験など
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外部インターフェースオプション
型番 内容

IF-AB-RS232 RS-232 インターフェース

IF-AB-ETH1P Ethernet-IP 1 ポート インターフェース

IF-AB-ETH2P Ethernet-IP 2 ポート インターフェース

IF-AB-CAN CAN インターフェース

IF-AB-CANO CANopen インターフェース

Option 3-Wege アナログ /USB/GPIB インターフェース

IF-AB-MBUS1P Modbus-TCP 1 ポート インターフェース

IF-AB-MBUS2P Modbus-TCP 2 ポート インターフェース

ラック前面 ラック背面

19 インチラック
（〜 570mm）

24
U

（
10

67
m

m
）

絶縁カバー

AC 入力端子

DC 出力バスバー電源ブレーカ盤

インターフェースカード

■ 豊富な外部制御インターフェース

PSB シリーズは多彩な外部制御インターフェースを提供しています。
USB/Analog/Ethernet* は標準装備となっており、オプションで CAN や RS232 などの
インターフェースを追加することもできます。インターフェースオプションはスロットカード形
式での追加となるので、他インターフェースとの入替えや電源本体ご購入後の追加拡張も
可能です。
　*Ethernet 標準装備は PSB10000/PSB10000JP シリーズのみです。

　双方向直流電源 PSB シリーズ　特長

■ 外部制御ソフトウェア　EA Power Control

PSB シリーズには専用の外部制御ソフトウェア EA Power Control
が標準添付されております。拡張ライセンスオプションを使用する
ことで、任意波形機能やマルチコントロール機能なども外部制御
で動作させることができます。

■ マスター・スレーブ機能

PSB シリーズはマスター・スレーブ方式による並列容量拡張が可能で、モ
ジュール感覚で、容易かつ自由に構成の構築と変更が可能です。
　● 並列ユニットを追加するだけで拡張可能

　● 構成を分配することで、複数ベンチに分けて個々に使用可能

　● 万一の故障時にも、対象のユニットを取り除き、試験続行可能

などのメリットがあります。
並列運転台数は最大 16 ～ 36 台で出力容量 1MW 以上への拡張も可能です。
PSB シリーズはコンパクトな筐体であるため、1 ラックで 200kW 以上の双
方向電源システムを構築することもでき、一般的な大型・重厚なシステムに
比べ、利便性・安全性ともに大幅に改善されています。
PSB シリーズは 19 インチラックに搭載可能で、DC バスバーや端子カバー・
各種安全機構などの取り付けも含めて、様々なシステムアップにも対応します。

並列運転動作仕様

シリーズ PSB10000
シリーズ

PSB9000
シリーズ

PSB10000JP
シリーズ

PSB9000JP
シリーズ

容量 / サイズ（高さ）
（1 台あたり）

± 30kW / 4U, 
178mm

± 15kW / 3U, 
133mm

± 15kW / 4U, 
178mm

± 7.5kW / 3U, 
133mm

並列最大台数 36 台 16 台 * 36 台 16 台 *

並列最大容量 ± 1080kW ± 240kW* ± 540kW ± 120kW*

AC 入力 3 相 342-528VAC** 3 相 208VAC

AC 定格電流 max. 56A max. 28A max. 56A max. 28A

* カスタマイズオプションで最大 35 台まで並列増設可能です。
** 3 相 200V → 400VAC 昇圧トランスと組み合わせてのご提案も可能です。

PSB10000 シリーズ並列運転
（イメージは 30U ラックに180kW の電源 +ブレーカ盤搭載）

● ロギング機能（無償版で動作可）
最 短 500msec 間 隔 で 出
力値のロギングが可能です。
データは csv ファイル形式
で保存されます。

● ファンクションジェネレータ機能（拡張ライセンスオプション要）
任意波形機能・シーケンス機
能、 さ ら に XY table 機 能

（P.9 参照）などの複雑なプ
ログラミング機能も PC 上
で簡単設定・出力可能です。
また、グラフ出力機能により
作成した波形を視覚化でき
るので、出力ミスを未然に防
止しやすくなります。

● グラフ機能（拡張ライセンスオプション要）
出力している電圧・電流・電
力の時間変化をリアルタイ
ムにグラフ表示させること
ができます。データの csv
ファイル形式でのロギング
も設定可能です。

● マルチコントロール機能（拡張ライセンスオプション要）
複数台のユニットを外部か
ら同時制御することができ
ます。

● ターミナル機能（無償版で動作可）
CV/CC/CP/CR モードの設
定値の切替、Output の on/
off などがリモート制御でき
ます。

拡張ライセンスオプション（PC1 台につき 1 ライセンス必要です）

型番 内容

EA-LIC-S シングルユーザ用ライセンス（1 ライセンス）

EA-LIC-M マルチユーザ用ライセンス（5 ライセンス）
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● 任意波形機能
正弦波や矩形波重畳、ランプ
変化などの設定・出力ができ
ます。
CV もしくは CC モードでの
制御となります。

　双方向直流電源 PSB シリーズ　特長

■ 動的出力変動と多彩なアプリケーションへの対応

車載電装品をはじめとした EUT（Equipment Under Test：被試験機器）の実性能評価においては、より現実に近い負荷変動や出力特性を
シミュレーションする必要があります。加えて、設計・開発・品質保証などそれぞれのプロセスにおいて EUT 評価目的の多様化・複雑化が進
んでおり、シミュレータ電源のカスタマイズが必須となるケースが急増しております。
PSB シリーズはプログラマブル電源として多彩なプログラミング機能やシミュレータ機能を有し、直流安定化電源では実現できない試験を再
現性と安全性を担保して行うことができます。さらに、外部機器との組み合わせにより多彩なアプリケーションへの対応も容易に可能です。

● XY table 機能（PV 模擬や FC 発電模擬など）

バッテリーや燃料電池（FC）、太陽電池
（PV）などは I-V 特性を持っております。
XY table 機能により I-V 特性をトレー
スすることができ、 PSB シリーズを各
種シミュレータ電源として使用できます。

● 高周波リップル重畳
（高速アンプを外部デバイスとして使用します）

外部からの伝導リップルノイズを想定した試験では高電圧・大電力のラ
インに高周波のリップルを重畳する必要があります。
PSB シ リ ー ズ と 高 速 ア ン プ PBi シ リ ー ズ を 組 み 合 わ せ て、 最 大 ±
50Vpp, ± 10App, 300kHz のリップル重畳が可能となります。試験
構成も従来品と比べて、コンパクトかつ低コスト化しております。

● シーケンス機能（電源変動試験・走行パターン模擬など）

最大 99 ステップのシーケンス
設定が可能で、シーケンスの繰
り返し出力にも対応しています。
フロントパネルから手動で設定
するほか、csv ファイル形式で
シーケンスを読み込ませること
も可能です。

● バッテリーテスト機能（CC-CV 充電・CC 放電）
リチウムイオンバッテリー

（ 以 下 LIB） な ど の 充 放 電
試験用途でご使用頂けます。
充放電電流や繰り返し回数
など各種パラメータを設定
して、自動での充放電試験が可能です。

● 高電圧・大容量 EMI 試験
PSB 専用のノイズフィルタ
と組み合わせることで、ス
イッチング由来のリップル・
ノイズをほぼ完全に除去す
ることが可能です。
これまで難しかった高電圧・
大容量領域の EMI 試験もシ
ステムアップでカバーする
ことができます。

■ EA バッテリーシミュレータオプション（EABS）

実バッテリーを用いた電装品試験では、SoC（State of Charge）
や温度および個体差によりバッテリーの特性が大きく変化するた
め、試験結果の再現性を担保することに大きな困難が伴います。
さらに、実バッテリーの初期状態を試験毎に揃えるために莫大な
時間と労力がかかります。
EA バッテリーシミュレータオプション（以下 EABS）は、双方向
電源 PSB シリーズと組み合わせることで実バッテリーの出力模擬
を行います。GUI 上の設定条件を揃えるだけで試験の再現性を担
保でき、試験の効率化にも大きく貢献します。出力電力はバッテ
リー特性の SoC や温度依存性さらに内部抵抗なども反映しており、
実バッテリーに近い出力を模擬することが可能です。

・構成するセルの直並列数を設定してパック・モジュールを設定可能
・バッテリー特性の SoC 依存性や温度依存性も考慮
・充放電動作による SoC 変化や温度変化をシミュレーション
・バッテリー特性については独 Fraunhofer 研究所のデータベースに基づ

いた LIB 及び Pb 電池の出力特性を使用しており、信憑性がとれたバッ
テリー模擬が可能

EABS は、LIB 用と Pb 電池用の 2 種類がございます。

EABS ラインナップ

型番 内容

EA-EABS-LIB LIB 用 リアルバッテリーシミュレータ　

EA-EABS-PB Pb 電池用 リアルバッテリーシミュレータ

高速アンプ PBi シリーズ

ノイズフィルタの取扱いもございます！

お問い合わせください。

PSB シリーズ

※動作には双方向電源 PSB シリーズが必要です。

＋ 1000V, 100A 以上の EMI 試験も可能！
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