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モーター、パワコン、インバータなどの
評価として特性試験、擬似環境試験に最適



ユニット構成を採用する
ことにより、従来の
ラック構成に比べ
小型・軽量化を
実現いたしました。

更に専用台車(オプション)
により容易に可搬する
ことができます。

回生時の電力を
熱エネルギーにせず、
電力系統に回生する
ことで、回生時に発生
したエネルギーを有効
活用できるため

CO2の排出低減や
放熱設備削減による
設備コスト低減が

行えます。

回生型双方向直流
電源としては、業界
トップクラスのノイズの
抑制と高効率を
実現いたしました。

RZ-Xシリーズは、直流電源機能と電子負荷機能を兼ね備え
回生機能を装備した電力回生型双方向直流電源装置です。

ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車などのパワートレイン用
インバーター・モータや太陽光発電、風量発電、パワーコンディショナなどの
評価(注)にご利用いただけます。

希望販売価格 ¥3,500,000(税抜)
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注：本装置は、電池の充放電試験には対応しておりません。



DC/DCコンバータ特性試験・評価用
入力変動・負荷変動特性試験

小型モーター特性試験・評価用
起動試験・負荷特性試験・バッテリの模擬

パワコン評価に必要な太陽電池模擬や
電池模擬で様々な負荷条件をエミュレート

出力電力：10kW
Lｰtype：+5V~+100V

0～±300A
H-type：+20V~+750V

0～±40A

専用ケーブルにより直並列増設を容易にいたしました。
これにより、用途に応じ、電流・電圧容量の増設が
でき、幅広い評価試験へご利用が可能となりました。
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※1：RZ-X(L-type)を直列5台ｘ並列４台とし
最大接続数20台で構成した場合の定格出力電力です。

※2：RZ-X(H-type)を直列２台ｘ並列10台とし
最大接続数20台で構成した場合の定格出力電力です。



各ユニットの直列・並列・直並列接続を自動で認識できるため、オプションの
直列ケーブル、並列ケーブルを接続するだけで、容易に増設が行えます。

マスター機

ﾌﾞｰｽﾀ-機 ﾌﾞｰｽﾀ-機 ﾌﾞｰｽﾀ-機

ﾌﾞｰｽﾀ-機 ﾌﾞｰｽﾀ-機

直列

並列

並列ケーブル 並列ケーブル

並列ケーブル 並列ケーブル

直
列
ケ
ー
ブ
ル

7インチディスプレイを採用し、操作性、視認性を向上
電源の出力電圧値や電流値などの各種パラメータの設定を簡単に行えます。

WEBブラウザによるアクセスをサポートいたしました。
これにより、PC側に専用ソフトウェアなしで設定・操作が行えます。
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計測表示が大きい
【７インチ液晶】

操作しやすい
大型ボタンを採用

・直並列接続による最大接続数は以下のとおりです。
L-type：直列5台×並列４台 最大接続数20台(200kW) ／ H-type：直列2台×並列10台 最大接続数20台(200kW)



実負荷の電圧変動または電流変動を、プログラム運転機能により再現します。
プログラム運転の編集は、専用PCアプリケーションソフトウェア(LinkAnyArts-SC)
により、簡単にイメージ通りに編集ができます。
なお、設定したプログラムは、LAN経由または本体単独で実行可能です。

リチウムイオン電池など二次電池の特性を、電池模擬運転機能により再現します。
模擬する電池特性は、専用PCアプリケーションソフトウェア(LinkAnyArts-BT)
にて、電池充電率（SOC）に対応した電流ｰ電圧特性（I-V特性）を編集し、
簡単に設定することが可能です。設定したI-V特性は、LAN経由または本体単独で
実行可能です。

SOC

100%

SOC 0%

・接続した電源の定格情報を自動認識するため、お客様がパラメータの入力範囲を意識する必要がありません。
・シンプルなユーザーインタフェースで、どなたでも簡単に操作が出来ます。
・作成したプログラムデータは、ファイルとして保存が出来ます。

LinkAnyArts-SC

LinkAnyArts-BT

・I-V特性エディタから簡単に特性データが作成出来ます。CSVファイルから実測特性のインポートも可能です。
・設定されていないSOCの特性を自動補間し、模擬運転が可能です。
・リアルタイムモニタにて、電池模擬運転の実行状況が分かります。
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注：本画面はイメージです。
実際の操作画面は、変更になる場合がございます。

注：I-V特性データは製品に含まれておりません。



仕様 RZ-X-10000-Ｌ RZ-X-10000-H（近日発売）

出力仕様
（定格）

出力電圧範囲 +5V～+100V +20V～+750V

出力電流範囲 0～±300A 0～±40A

出力電力 ±10kW ±10kW

定電圧
特性

（ＣＶ）

設定範囲
Highﾚﾝｼﾞ ＋5V～＋100V ＋20V～＋750V

Lowﾚﾝｼﾞ ＋5V～＋30V ＋20V～＋75V

設定確度

Highﾚﾝｼﾞ
設定値の±0.1%+0.1V以内

（出力電圧設定値+5Vから適用）
設定値の±0.1%+0.75V以内

（出力電圧設定値+20Vから適用）

Lowﾚﾝｼﾞ
設定値の±0.1%+0.01V以内

（出力電圧設定値+5Vから適用）
設定値の±0.1%+0.075V以内

（出力電圧設定値+20Vから適用）

設定分解能
Highﾚﾝｼﾞ 10mV 20mV

Lowﾚﾝｼﾞ 1mV 2mV

リップル
(実効値)

20mVrms 以内 100mVrms 以内

定電流
特性

（ＣＣ）

設定範囲
Highﾚﾝｼﾞ -300A～+300A -40A～+40A

Lowﾚﾝｼﾞ -30A～+30A -4A～+4A

設定確度

Highﾚﾝｼﾞ
設定値の±0.2%+0.3A以内

（出力電圧設定値+5Vから適用）
設定値の±0.2%+40mA以内

（出力電圧設定値+5Vから適用）

Lowﾚﾝｼﾞ
設定値の±0.2%+0.03A以内

（出力電圧設定値+5Vから適用）
設定値の±0.2%+4mA以内

（出力電圧設定値+5Vから適用）

設定分解能
Highﾚﾝｼﾞ 10mA 2mA

Lowﾚﾝｼﾞ 1mA 0.2mA

リップル
(実効値)

300mArms 以内 40mArms 以内

定電力
特性

（ＣＰ）
設定範囲

電圧:H/電流:H -10000W～+10000W -10000W～+10000W

電圧:H/電流:L -9000W～+9000W -3000W～+3000W

電圧:L/電流:H -9000W～+9000W -3000W～+3000W

電圧:L/電流:L -900W～+900W -300W～+300W

動作電源 AC180V～AC250V 3相 50Hz/60Hz

外形寸法 430mm（W）×355mm（H）×650mm（D）

マスター
ブースター
直並列
運転

最大直列台数 5台 2台

最大並列台数 4台 10台

最大定格出力電圧 +500V +1000V

最大定格出力電流 ±1200A ±400A

最大定格出力電力 ±200kW

各種機能

内部抵抗可変 ○ ○

外部制御（絶縁） 出力ON/OFF、出力制御、非常停止信号、ステータス

通信機能 ＬＡＮ（出力電圧・電流・保護レベルの設定と計測）

RZ-Xｰ10000-L／CL

シリーズ名 定格出力電力
10000:10kW

定格出力電圧
L:100V
H:750V
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オプション
CL:基板コーティング

注２：本装置は、電池の充放電試験には対応しておりません。注1：上記内容つきましては予告なく変更させていただくことがあります。
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品名 形名 希望販売価格 内容 Ｌ H

入力ケーブル
(3m, 5m, 10m)

RZ-OP-I-03M
RZ-OP-I-05M
RZ-OP-I-10M

¥20,000
¥25,000
¥30,000

動作電源用入力ケーブル
・600Vビニール絶縁キャブタイヤケーブル
・14ｍｍ２ ４芯
・圧着端子：M６用

○ ○

出力ケーブル(Lタイプ)
(3m, 5m, 10m)

RZ-OP-OL-03M
RZ-OP-OL-05M
RZ-OP-OL-10M

¥50,000
¥60,000
¥70,000

負荷接続用ケーブル (Ｌタイプ用）
・600Vビニール絶縁ケーブル
・150ｍｍ２

・圧着端子：M12用

○

出力ケーブル(Hタイプ) ─ 近日発売 負荷接続用ケーブル (Hタイプ用） ○

並列ケーブル
(1m,2m,3m)

RZ-OP-P-1M
RZ-OP-P-2M
RZ-OP-P-3M

¥4,000
¥6,000
¥8,000

並列運転時に接続する信号ケーブルです。 ○ ○

直列ケーブル
(1m,2m,3m)

RZ-OP-S-1M
RZ-OP-S-2M
RZ-OP-S-3M

¥2,000
¥3,000
¥4,000

直列運転時に接続する信号ケーブルです。 ○ ○

電池模擬ソフト
LinkAnyArts–BT

LA-3289 ¥200,000
バッテリ特性を模擬します。
本ソフトウェアをインストールしたパソコンをLAN接続すること
により、RZ-Xを模擬バッテリとして動作できます。

○ ○

太陽電池模擬ソフト
LinkAnyArts–PV

LA-3290 近日発売

太陽光発電を模擬します。
本ソフトウェアをインストールしたパソコンをLAN接続すること
により、RZ-Xを模擬太陽電池パネルとして動作できます。
日射量や温度などが異なるIVカーブを設定可能です。

○ ○

電源制御ソフト
LinkAnyArts–SC

LA-3275 ¥60,000
手軽にプログラム運転が出来ます。
本ソフトウェアをインストールしたパソコンをLAN接続すること
により、時間による電圧・電流ステップ・スイープ変化が可能

○ ○

専用ラック ─ ※１ ○ ○

専用台車
─

※１
RZ-X本体１ユニットの可搬用台車です。

○ ○

エマージェンシーBOX ─ ※１ 遠隔操作にて装置非常停止が可能です。 ○ ○

※１：価格等につきましては、お問合せください。
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記載内容は、2017年3月現在のものです。
記載内容は、予告なく変更する場合がございます。


