
高効率大容量スイッチング電源
PAT-T シリーズカタログ

高効率大容量スイッチング電源
PAT-Tシリーズ

●ラインアップ
形名 定格電圧 定格電流 定格出力 標準価格

 PAT1000-8T     NEW  0V～ 1000V 0A～ 8A 
8kW

¥880,000
（税込¥924,000） PAT1500-5.3T  NEW  0V～ 1500V 0A～ 5.3A 

1000V/1500Vモデル新登場！
パワーデバイスの高電圧・大電流ニーズに対応！

高効率大容量スイッチング電源

PAT-T シリーズに 1000V/1500V の

高電圧モデルが新登場。ソーラシス

テムの高電圧化をはじめ、次世代自

動車と称される EVやHEVの普及に

より、充電器、各種モータやDC-DC

コンバータ等電力変換に使用される

パワーデバイス（GaN,SiC）の高電圧・

大電流対応ニーズにもお応えします。

● 同シリーズ最高電圧となる1000V/1500Vを達成
● 19インチ幅、3Uサイズで最大8kWのハイパワーを実現
● 最大2台（16kW）まで並列運転可能
● 電力消費を低減する力率改善回路［力率0.95］を搭載
● RS232C インターフェース標準装備
● オプションでUSB、GPIB、LAN （LXI）にも対応
● 周囲温度50℃という高温下でも全負荷連続運転が可能

太陽光発電などのエネルギー関連や
　次世代自動車の電装品関連などのテストシステムに

電源

8kW
最大出力

［8kWタイプ］

シリーズ最高電圧
2モデル新登場！



【ご注意】■仕様、デザインなどは改善等の理由により、予告なく変更する場合があります。■価格には消費税等が含まれておりません。別途申し受けます。■諸事情により名称や価格の変更、また

生産中止となる場合があります。■ご注文、ご契約の際の不明点等については弊社営業までご確認ください。また、ご確認のない場合に生じた責任、責務については負いかねることがあります。あ

らかじめご了承ください。■カタログに記載されている会社名、ブランド名は商標または登録商標です。■カタログに記載されている弊社製品は、使用に当たっての十分な知識を持った監督者のも

とでの使用を前提とした業務用機器・装置であり、一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。■印刷の都合上、カタログに記載されている写真と現品に色・質感等での差異が

ある場合があります。■このカタログの内容について正確な情報を記載する努力はしておりますが、万一誤植、誤記等などのお気付きの点がございましたら、弊社営業所までご一報ください。
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項目 PAT1000-8T PAT1500-5.3T

入

力

公称入力定格電圧 3 相 AC200V～ AC240V 　50Hz～ 60Hz

入力電圧範囲・入力周波数範囲 180V～ 250V ・47Hz ～ 63Hz

効率 85％（min）　［入力電圧 AC200V、定格負荷時］

力率 0.95（typ）［入力電圧 AC200V、定格負荷時］

入力電流 32A（max）［定格負荷時］

突入電流 100A peak（max）

入力電力 10kVA（max）

出

力

定格

定格出力電力 8kW

定格出力電圧 1000.0V 1500.0V

定格出力電流 8.00A 5.30A

定電圧

設定確度 ±（0.2％ of rating ＋ 50mV）

設定可能最大電圧 105％ of rating

電源変動 ±（0.05％ of rating＋ 5mV）

負荷変動 ±（0.1％ of rating＋ 5mV）

過渡応答 5ms（負荷電流 50％～100％の急変時、出力端子にてセンシングした場合）

リップルノイズ

p-p
800mV 1200mV

測定周波数帯域10Hz～ 20MHz において

rms
150mV 200mV

測定周波数帯域 5Hz～1MHz において

立上り時間 100ms （定格負荷） ／ 100ms（無負荷）

立下り時間 1000V/5000ms（無負荷） 1500V/6000ms（無負荷）

温度係数 100ppm ／℃（max）［外部アナログコントロール時］

定電流

※

設定確度 ±（1.0％ of rating ＋100mA）

設定可能最大電流 105％ of rating

電源変動 ±（0.1％ of rating ＋ 30mA）

負荷変動 ±（0.2％ of rating ＋ 30mA）

リップルノイズ
120mA

測定周波数帯域が 5Hz～1MHz、出力電圧が定格出力電圧の10％～100％の範囲において

温度係数 200ppm ／℃（typ）［外部アナログコントロール時］

OUTPUT ON/OFF ディレイ OFF、0.1s ～10.0s（分解能 0.1s）

電圧表示
最大表示 999.9

確度 ±（0.2％ of reading＋ 5digits） 23℃±5℃において

電流表示
最大表示 99.99

確度 ±（0.5％ of reading＋ 5digits）23℃±5℃において

保護機能
過電圧保護（OVP）/ 過電流保護（OCP）/ 過熱保護（OHP）/入力欠相保護（PHASE）/ ファン異常保護（FAN）

センシング保護（SENSE）/ ブリーダ回路の過熱保護（BOHP）/ シャットダウン（SD）

外部アナログ

制御

OUTPUT ON/OFF 制御他 OUTPUT ON/OFF、SHUTDOWN

定電圧 外部電圧制御 0V～10V で定格出力電圧の 0% ～ 100%

定電圧 外部抵抗制御 0Ω～10k Ωで定格出力電圧の 0% ～ 100%または100％～ 0％

定電流 外部電圧制御 0V～10V で定格出力電流の 0% ～ 100%

定電流 外部抵抗制御 0Ω～10k Ωで定格出力電流の 0% ～ 100%または100％～ 0％

モニタ出力

出力電圧モニタ
定格電圧出力時 10.00V± 0.25V

0V 出力時 0.00V± 0.25V

出力電流モニタ
定格電流出力時 10.00V± 0.25V

0A 出力時 0.00V± 0.25V

ステータス 出力 OUT ON、 CV、CC、ALARM、POWER ON、POWER OFF、絶縁オープンコレクタ

リモートコントロール RS232C 標準装備 　 最大 38400bps SCPI コマンド

動作温度・湿度範囲 0℃～ 50℃、20％～ 85％ rh

保存温度・湿度範囲 －25℃～70℃、90％rh 以下（結露なし）

外形寸法（最大寸）／質量 430（440）W×129.2（155）H×550（620）D mm ／約 23kg

■ 仕様

※定電流動作時（定格出力電流時に出

力電圧設定を定格出力電圧以上に設

定）定格負荷： 定格出力電流を流した

とき、その電圧降下が定格出力電流時

最大出力電圧の95％～100％となる

抵抗値の負荷です。

負荷用電線の電圧降下を含めて、本製

品の出力電圧が定格出力電流時最大出

力電圧を超えないことが必要です。

無負荷：定格出力電流を流したとき、

その電圧降下が定格出力電流時最大出

力電圧の10％または 1Vのどちらか

高い方の値となる抵抗値の負荷です。
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