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安全上のご注意 

この章には、操作および保管時に従う必要がある重要な安全指示が含まれています。 安全を確保し、装

置を可能な限り最良の状態に保つために、操作の前に以下をお読みください。 

安全に関する用語と記号 

以下の用語が機器に表示されることがあります。 

WARNING 

けがや破損の恐れがあります。 

 

CAUTION 

機器や物に損傷を与える可能性があります 

DENGER 
高電圧危険 

 

マニュアルを参照してください 

 
保護ターミナル 

 
設置ターミナル 

 

電子機器を分別しない一般廃棄物として処分しないでください。 別の収

集施設を使用するか、この機器の購入元に連絡してください 

安全ガイドライン 

 CAUTION 

⚫ 重いものを機器の上に置かないでください。 

⚫ 静電気に気を付けてください。 

⚫ ファンの開口部を塞がないでください。 

⚫ 主電源に直接接続されている回路に接続しないでください。 

⚫ ユニットの測定端子を直接電源に接続しないでください。 

本製品は測定カテゴリ I 内の測定にのみ使用できます。CAT II、CAT III、

CAT IV などの他の測定カテゴリでの測定には使用しないでください。電

源回路の測定に直接接続しないでください。 

測定カテゴリ II は、標準のコンセントから接続されている電気機器（ほ

とんどの小型家電製品、テスト機器、および分岐コンセントまたはソケ

ットに差し込むその他の機器）が含まれます。 

測定カテゴリ III は、建物の設備で実行される測定です。 例としては、配

電盤、ブレーカ、配線（ケーブル、バスバー、ジャンクションボック
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ス、スイッチ、固定設備のコンセント、産業用機器など）、設備として設

定されたモーター、その他の機器の測定があります。。 

測定カテゴリ IV は、低電圧設備の供給元で実行される測定用です。 例と

しては、電力計と、主な過電流保護装置とリップル制御ユニットの測定が

あります。 

 

電源に関する 

WARNING 

⚫ AC 電源入力電圧範囲 

100V/120V/220V±10%, 230VAC +10%/-6%, 

⚫ 周波数：50/60Hz 

⚫ 感電を防ぐため、AC 電源コードの保護接地導体をアースに接続してくだ

さい。 

 

ヒューズに関す

る 

WARNING 

⚫ ヒューズタイプ：100V/120V: T6.3A/250V 

⚫ 火災を防止するために、指定された定格のヒューズに交換してくださ

い。 

⚫ ヒューズ交換する前に、電源コードを外してください。 

⚫ ヒューズを交換する前に、ヒューズが切れた原因が取り除かれているこ

とを確認してください。 

 

クリーニングの注意 

⚫ クリーニングする前に電源を抜いてください。 

⚫ 中性洗剤を水で薄めた溶液で柔らかい布に染み込ませて清掃してください。スプレーを本器に吹き

かけないでください。 

⚫ ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなどの強力な化学薬品は使用しないでください。 

 

動作環境 

 室内、直射日光、ほこりのない、ほとんど非導電性の汚染（以下の注記）のない環境で使用してくださ

い。 

•相対湿度：<80％ 

•高度：<2000m 

•温度：0°C から 40°C 

汚染度 
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EN 61010-1：2010 は、汚染度とその要件を次のように指定しています。 T3PSX3200 シリーズは汚染

度 2 に該当します。 

汚染とは、「絶縁耐力または表面抵抗率の低下を引き起こす可能性のある異物、固体、液体、または気

体（イオン化ガス）の追加」を指します。 

⚫ 汚染度 1：汚染なし、または乾燥した非導電性汚染のみが発生します。 汚染による影響はありませ

ん。 

⚫ 汚染度 2：通常、非導電性汚染のみが発生します。 ただし、結露による一時的な導電が予想される

場合があります。 

⚫ 汚染度 3：導電性汚染が発生するか、予想される結露により導電性になる乾燥した非導電性汚染が

発生します。 このような状況では、機器は通常、直射日光、降水量、全風圧への暴露から保護され

ますが、温度も湿度も制御されません。 

保管環境 

相対湿度 70%以下、-10 度から 70 度の範囲にある室内で保存してください。 

 

 

 

電源電圧に関する 

CAUTION 

電源プラグを接続する前に接続先の主電源の電圧と本器背面にある AC

電圧選択が一致しているか確認してください。 
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概要 

この章では、T3PSX3200 シリーズについて、主な機能と前面/背面パネルの概要を含めて説明します。 

概要を確認したら、セットアップの章（25 ページ）に従って適切に電源を入れ、動作環境を設定しま

す。 

 

はじめに 

安定化 DC 電源の T3PSX3200 シリーズは、軽量で任意に電圧を調整できる多機能電源です。 

T3PS13206 は、グランドからフローティングしている単出力電源です。出力の調整用に２つのノブ

（粗調整および微調整）を備えています。大きな出力電流により負荷ケーブルの微小抵抗がモニタ用

電圧計の値に誤差を与えるため、リモート電圧補償用のセンス端子が搭載されています。 T3PS23203

には、2 つの独立したフローティング出力を持ち、それぞれ出力を調整できます。 T3PS33203 には 3

つの独立したフローティング出力があります。そのうち 2 出力は調整可能、CH3 は固定 5V で出力し

ます。 T3PS43203 には 4 つの独立したフローティング出力があり、すべて出力は調整可能です。 

単出力の T3PS13206 以外の T3PS23203/ 33203/43203 は独立、並列、直列の３つの出力トラッキング

モードを用意しています。トラッキングはフロントパネルの TRACKING キーを操作することで選択で

きます。 独立モードは、CH1 と CH2 チャネル全ての電圧や電流を個別に制御します。並列モードは

CH1 と CH2 を内部的に並列で接続します。直列モードは CH1 と CH2 を内部的に直列に接続されま

す。並列や直列モードでは CH1 をマスター、CH2 をスレーブとして動作します。直列モードでは、出

力電圧が 2 倍になります。 並列モードでは、出力電流が 2 倍になります。 各チャンネルはフローティ

ングされており、出力端子からシャーシまたは出力端子から出力端子への絶縁は 500V です。 

各出力チャネルは、定電圧（CV）または定電流（CC）モードで動作します。CV モードは、設定電圧

が維持されるように、設定電流の範囲内で出力電流が変化します。CC モードは設定電流が維持される

ように出力電圧が変化します。負荷の状態により定電圧(CV)（又は定電流(CC))のモードが切り替わり

ます。負荷抵抗が大きい場合、電源は CV モードとして使用できます。 負荷抵抗が小さく出力電流が

設定電流と同じになると CC モードに切り替わります。負荷抵抗が増え、出力電流が設定電流以下に

なると、ふたたび CV モードに切り替わります。 
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主な機能や特徴 

⚫ 定電圧/定電流動作 

⚫ 直列、または並列のトラッキング動作 

⚫ 出力 

T3PS13206: 32V/6A x1;  

T3PS23203: 32V/3A x2;  

T3PS33203: 32V/3A x2, 5V/5A x 1  

T3PS43203: 32V/3A x2, 5V/1A x1, 15V/1A x1 

⚫ 電圧や電流を粗調整/微調整でコントロール 

⚫ 電圧補償コントロール(T3PS13206) 

⚫ 不注意で設定電圧を変更しないようにするロック機能（CH1/CH2 のみ） 

⚫ 出力電圧/電流表示 

⚫ 電圧や電流の表示桁数の設定 

⚫ 過負荷保護 

⚫ 逆極性保護 

⚫ 電気的に On/Off をリモートコントロール 

動作原理 

⚫ AC 入力回路 

⚫ Transformer（変圧器） 

⚫ Rectifier(整流器)やフィルタ、reference voltage source (基準電圧源)、pre-regulator(プリレギュレ

ータ)などを含むバイアス電源回路 

⚫ Main Rectifier(主整流器)やフィルタ、Series regulator(シリーズレギュレータ)、Current 

Comparator(電流コンパレータ)、Voltage Comparator(電圧コンパレータ)、reference voltage 

amplifier(基準電圧増幅器、リモートデバイス、リレー制御回路を含むメインレギュレータ回路 

次のブロック図は、CH1 の回路構成を示しています。 単相入力電源は、入力回路を介してトランスに

接続されます。 各部の詳細は次ページで説明します。 
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フロントパネル(T3PS43203) 

 

上図は T3PS43203 の正面図です。 その他のモデルについては、他のモデルのフロントパネルを参照し

てください。  

No. Item  Description  

① メイン電源スイッチ 

② CH4 端子 

電圧最大 15V(0-15V 可変)；電流最大 1A 固定 

③ CH1 端子 

通常モード：電圧最大 32V(0-32V 可変)；電流最大 3A(0-3A 可変) 

トラッキングモード時：Master になります。 

④ GND 端子 

⑤ CH2 端子 

通常モード：電圧最大 32V(0-32V 可変)；電流最大 3A(0-3A 可変) 

トラッキングモード時：Slave になります。 

⑥ 
Set View / Lock 



 

8 

 

電源出力が行われている間にこのキーを押すと、画面内に表示されている出力モ

ニタの値から各チャンネルの電圧/電流の設定値を表示できます。  

キーを押し続けると、フロントパネルをロック、またはロック解除します

（On/Off ボタンはロックの対象外）。 

⑦ CH3 端子 

出力はモデルにより仕様が異なります 

T3PS43203: 電圧最大 5V(0-5V 可変)；電流最大 1A 固定 

T3PS33203: 5V 5A 固定 

⑧ 
On/Off 

全てのチャンネル出力をコントロールします 

⑨ CH3 電圧設定ノブ（T3PS43203 のみ） 

0-5V の範囲で設定できます。 

⑩⑭ CH 選択ボタン 

CH2 / 3 または CH1 / 4 キーを押して、表示チャネルを切り替えます。 

⑪ CH2 用 電流設定ノブ 

Current ノブを使い 0-3A の範囲で設定できます。 

⑫ CH2 用 電圧設定ノブ 

Voltage ノブを使い任意に 0-32V の範囲で設定できます。 

⑬ トラッキングモードの選択、独立(Independent)、直列(Series)、並列(Parallel)モー

ドを２つのボタンの組み合わせで設定します。 

⑮ CH1 電圧設定ノブ 

Voltage ノブを使い任意に 0-32V の範囲で設定できます。 

⑯ CH1 電流設定ノブ 

Current ノブを使い 0-3A の範囲で設定できます。 

⑰ CH4 電圧設定ノブ 

0-15V の範囲で設定できます。 

⑱ ディスプレイ 
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 (T3PS13206 のみ)  

T3PS13206 は他のモデルに比べフロントパネルが異なります。出力は１Ch のみです。出力端子の他に

リモートセンス用の端子(S)が両サイドに搭載されています。 

 

通常モード：電圧最大 32V(0-32V 可変)；電流最大 6A(0-6A 可変) 
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他のモデルのフロントパネル 
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画面表示 

 

 

No. Item 説明 

① CH1/CH4 のパラメータ表示エリア 

設定時は設定値・出力中は測定値が表示されます。 

(T3PS13206 のみは常時設定値を表示) 

 

①/ ④：選択中のチャンネルが示されます。 

CV：定電圧モード(出力中のみ) 

CC：定電流モード(出力中のみ) 

OVP：過電圧保護(出力中のみ) 

② CH2/CH3 のパラメータ表示エリア 

出力する前は設定値・出力中は測定値が表示されます。 

 (T3PS13206 のみは常時測定値を表示) 

 

②/ ③：選択中のチャンネルが示されます。 

CV：定電圧モード(出力中のみ) 

CC：定電流モード(出力中のみ) 

OVP：過電圧保護(出力中のみ) 

③ CH3 パラメータ表示エリア（T3PS33203 のみ） 

 

OverLoad：電流が最大出力を超えた場合表示されます 
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④ ステータス表示エリア 

 

SER：直列トラッキングモード 

PARA：並列トラッキングモード 

Lock：電圧ロック設定 ON 

⑤ 出力ステータス 

 
 

数値表示部 

電圧や電流の設定値、または測定値が表示されます。測定値の 3 桁、または４桁で表示することができま

す。表示桁数の選択は“表示桁数の設定”を参照してください。 

3digits:  

  

4digits:  
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リアパネル 

 

 

No. Item 説明 

① リモートコントロールターミナル 

 

② 電源コネクタとヒューズボックス 

③ AC 入力電圧選択スイッチ 

100V/ 120V/ 220V/ 230V から選択できます。 

周波数：50 ~ 60Hz 
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CV/CC クロスオーバー特性 

T3PSX3200 シリーズは、負荷の状態に応じて、定電圧モード（CV）と定電流モード（CC）を自動的

に切り替えます。 

CV mode  電流レベルが出力設定よりも小さい場合、T3PSX3200 シリーズは定電圧モード

で動作します。 対応するチャンネルのインジケーターが LCD に表示されます。 

電圧レベルは維持されます 

出力電流設定値に達するまで、負荷状態に応じて電流レベルが変動します。 

CC mode  電流レベルが出力設定に達すると、T3PSX3200 シリーズは定電流モードで動作

を開始します。 対応するチャンネルのインジケーターが LCD に表示されます。 

電流レベルは設定のままですが、電圧レベルが設定より低くなり、出力電力レベ

ルの過負荷を抑制します。 現在のレベルが設定よりも低くなると、T3PSX3200

シリーズは定電圧モードに戻ります。 

Diagram  Vout 

 
 Imax   

Vmax 

Constant 
Voltage 

Constant 
Current 

Iout 
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設定 

この章では、T3PSX3200 シリーズの設定方法について説明します。   

電源 

1. （重要）電源を投入する前に、電圧選択のスイッチを AC Selector 下の絵を見ながら商用電源の電

圧に合わせます。 

 

2. 付属の電源ケーブルを本体背面の電源ソケットに接続します。 

3. 本体前面の Power ボタンを押して電源を投入します。 

 

4. オフするには、本体前面の Power ボタンを押して、オフにします。 
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負荷ケーブルの接続 

電源に負荷ケーブルを接続する前に電線の直径が流れる電流に対して十分な太さを持っていることに注

意してください。接続は圧着端子やバナナプラグを持つ負荷電線などで接続します。 

 

圧着端子での接続 

1. 端子を反時計方向に回して、緩めます。 

2. 圧着端子を挿入します。 

3. 端子を時計方向に回して、絞めます 

 

 

 

バナナプラグでの接続 

 

ケーブル 

付属品以外の負荷ケーブルを使用する場合は、ケーブル損失や負荷ラインインピーダンスを最小化で

きる電流容量を確保してください。 ケーブルの電圧降下は 0.5V を超えてはなりません。 

次のリストは、450A / cm2 でのケーブルの電流定格です。 

 

ワイヤサイズ (AWG)  最大電流 (A)  

20  2.5  

18  4  

16  6  

14  10  

12 16 
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出力の On/Off  

本体前面の On/Off ボタンを押して出力をコントロールします。出力の状態は画面表示で確認できます。 

 

出力がオンの状態で、次のアクションが発生した場合に、自動的に出力をオフにします。 

⚫ 独立/直列/並列トラッキングモードの変更 

⚫ OVP が発生している場合（T3PS33203 の CH3 を除く） 

⚫ ロック機能を無効にした場合。 

⚫ リモコンで切り替える場合 

独立/直列/並列トラッキングモードの選択 

より高い電圧やより多くの電流を必要とする場合、T3PSX3200 シリーズは CH1 と CH2 の 2 つのチャ

ンネルを直列または並列にすることで単一チャンネルに比べ、出力電圧や電流を 2 倍にすることができ

ます。 

 

 画面表示 左ボタン 右ボタン 

直列モード 
 

オフ  オン  

並列モード 
 

オン  オン  

独立モード  オフ  オフ  
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チャンネルの選択 

（この機能は T3PS43203 でのみ使用できます）電圧と電流の設定および読み値は、LCD ディスプレイ

に表示させることができます（但し 2 つのチャネルのみ）。 他のチャネルを確認するには、チャネルを

切り替える必要があります。 以下の手順に従って、チャンネルを切り替えてください。 

CH1 と CH4 の切り替え用のボタンと CH2 と CH3 の切り替えボタンの２つがあります。現在選択され

ているチャンネルは電圧や電流の表示の左側に示されます。 

 

電圧ロック設定 

フロントパネルの電圧変更ができないようにロックすることができます。これはユーザーが不注意によ

り電圧を変更して負荷を壊さないようにするための安全機能です（電圧ロック機能は CH1 と CH2 のみ

の機能です）。Lock ボタンを 2 秒以上押し続けるとロック機能を有効、または解除することができま

す。ロックが有効になると画面に Lock 表示が行われます。 

 

注意：電圧設定をロックした後、出力電圧が 20mV 前後の変動をするのは正常です。 

注意：出力ボタンはロック機能から影響を受けません。 
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起動時の出力状態の選択 

電源投入時に出力状態をオン、またはオフに設定することができます。次の手順で設定します。 

1. 電源をオフにします。 

2. On/Off ボタンを押しながら起動します。On/Off ボタンは画面に On や Off の表示が点滅するまで押

し続けてください。 

3. Set View ボタンを押してください 

4. On/Off ボタンを押してください。 

（注意）デフォルトでこの機能はオフです。 

 

表示桁数の設定 

電圧や電流の表示桁数は 3 桁、または 4 桁に設定を変更することができます。次の手順で設定します。 

1. 電源をオフにします。 

2. Set View ボタンを押しながら起動します。CH1 の電圧の小数点表示が点滅するまで押し続けてくだ

さい。 

3. Set View ボタンを押して選択ください 

4. On/Off ボタンを押してください。 

（注意）デフォルトでこの機能は 4 桁オフです。 

  



 

20 

 

リモートコントロール設定 

本体背面の Remote Control 端子を使って電源をオン、オフすることができます。ピンの７と 8 をショ

ートすると、リモートコントロールを有効にできます。ピンの９と 10 をオープン、またはショートに

することにより出力をオン/オフすることができます。 

 

出力オン ピン７と８をショート 

ピン 9 と 10 をオープン  

出力オフ ピン７と８をショート 

ピン 9 と 10 をショート 
 

 

  

Warning 

 

リモートコントロール端子は、ピンをショート（外部リ

レーまたはジャンパーピンにより）/オープンにより制

御できます。 端子に電圧を印加することはできませ

ん。 ピン 5 と 7 または 6 と 8 を短絡することは固く禁

じられています。ピン 1〜6 はオープンに設定する必要

があります 
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出力設定 

CH1/CH2 独立モード 

このモードは CH1 と CH2 を独立して動作させるモードです。接続は次のように別々の負荷に接続する

ことができます。 

 

操作手順 

1. モード選択ボタンを全てオフにして、独立モード（Independent）に設定し、画面に PARA や SER

の表示が無いことを確認します。 

2. CH1 と CH2 に負荷を接続します(各端子は GND からアイソレートされています)。 

 

3. CH1 の電圧を電流の設定をします。 

 

4. CH2 の電圧と電流の設定をします。 
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5. Output ボタンを押して出力をオンします。オンになると画面に CC または CV アイコンが表示され

ます。 
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CH1/CH2 直列トラッキングモード 

このモードは CH1 と CH2 の 2 つのチャンネルを直列にすることで単一チャンネルに比べ、出力電圧を

2 倍(32V→64V)にすることができます。また CH1 の―端子をコモン端子として利用し、正負の 2 出力

の電源として利用することができます。トラッキングモードでは CH1 で設定を行います。 

 

設定手順 

操作手順 

1. モード選択ボタンを全てオフにして、直列モード（Series）に設定し、SER の表示になっているこ

とを確認します。 

 

2. 倍の電圧として利用する場合は CH1 の＋端子、CH2 の―端子に負荷を接続します。正負の電源と

して利用する場合は CH1 の＋端子、CH2 の―端子の他に CH1 の―端子をコモン端子として負荷に

接続します。 

 



 

24 

 

3. CH1 電圧ノブを使用して、マスター（CH1）とスレーブ（CH2）の出力電圧を設定します（両方の

チャネルは同じレベル）。 

 

4. CH1 と CH2 の電流の設定をします。 

 

5. Output ボタンを押して出力をオンします。オンになると画面に CC または CV アイコンが表示され

ます。 
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CH1/CH2 並列トラッキングモード 

このモードは CH1 と CH2 の 2 つのチャンネルを並列にすることで単一チャンネルに比べ、出力電流を

2 倍(3A→6A)にすることができます。 

 

操作手順 

6. モード選択ボタンを全てオンにして、直列モード（Parallel）に設定し、PARA の表示になっている

ことを確認します。 

 

7. CH1 の端子に負荷を接続します。 

 

8. CH1 電圧と電流のノブを使用して、マスター（CH1）とスレーブ（CH2）の出力電圧と出力電流を

設定します。 
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9. Output ボタンを押して出力をオンします。オンになると画面に CC または CV アイコンが表示され

ます。 
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CH3  
CH3 は T3PS33203、または T3PS43203 に搭載されていますが、出力の仕様は異なります。

T3PS33203 は電圧５V 固定、電流は設定することはできません。T3PS43203 は電圧 0-5V の範囲で任

意に設定できますが、電流は設定できません。次の端子に負荷に接続することができます。 

 

注意) CH3 は CH1/CH2 のようにトラッキングモードで電圧や電流の有効範囲を拡張することはできま

せん。 

設定手順 

1. CH3 の端子に負荷を接続します(端子は GND からアイソレートされています)。 

 

2. CH2/CH3 ボタンを押して、CH3 の設定を変更できるようにします。CH3 が選択状態になると画面

の左側のチャンネル選択が 3 に変わります（T3PS43203のみ）。 

 

3. CH3 の電圧を設定します（T3PS43203のみ）。 

 

4. Output ボタンを押して出力をオンします。オンになると画面に CC または CV アイコンが表示され

ます。 
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CH4 
CH4 は T3PS43203 に搭載されていますが、T3PS43203 は電圧 0-15V の範囲で任意に設定できます。

次の端子に負荷に接続することができます。 

 

注意) CH4 は CH1/CH2 のようにトラッキングモードで電圧や電流の有効範囲を拡張することはできま

せん。 

設定手順（T3PS43203） 

1. CH4 の端子に負荷を接続します(各端子は GND からアイソレートされています)。 

 

2. CH1/CH4 ボタンを押して、CH4 の設定を変更できるようにします。CH4 が選択状態になると画面

の左側のチャンネル選択が 4 に変わります。 

 

3. CH4 の電圧を設定します。 

 

4. Output ボタンを押して出力をオンします。オンになると画面に CC または CV アイコンが表示され

ます。 
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FAQ 

Q1。 パネルロックキーを押しましたが、出力が ON / OFF のままです。 

 A1。 安全上の理由から、出力キーはパネルキーロック機能の影響を受けません。 

 

Q2。 CH3 過負荷インジケーターがオンになっている–これはエラーですか？ 

A2。 いいえ、それは単に CH3 の出力電流が最大 5.2A に達し、動作モードが CV（定電圧）から CC

（定電流）に変わったことを意味します。 出力負荷を減らすことをお勧めしますが、引き続き電源を使

用できます。 

 

Q3。 仕様は実際の精度と一致していません。 

A3。 + 20°C〜+ 30°C の範囲内で、電源の電源が少なくとも 30 分間オンになっていることを確認して

ください。 
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APPENDIX  

ヒューズの交換 

  

Steps 1. 電源ケーブルを取り外し、小さいマイナスドライバなどでヒューズボックスを引き出しま

す。  

 

Step 2. ヒューズボックス内のヒューズを交換し、元に戻します。  

 

ヒューズの定格   T3.15A/250V (220V/230V)  

 T6.30A/250V (100V/120V)  

仕様 

仕様は製品カタログをご参照ください。製品カタログは弊社ウェブページからダウンロードすることが

できます。 

https://teledynelecroy.com/japan/products/power-supplies/default.asp 

注意)スペックは予告無しに変更される場合があります。 

 

https://teledynelecroy.com/japan/products/power-supplies/default.asp
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