
E-ケーブル
【取扱説明書】

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を
十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守をおこなってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

令和 4年 1月
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安全にご使用いただくために次のことをお守りください。 

 本取扱説明書に従った正しい使い方をしてください。記載されている注意事項を遵守しなかったり、
不適当な使い方をしますと、本製品を破損したり、周囲の機器等の破損、人身事故につながる可能
性があります。この場合の損害等に対しては責任を負いかねます。 
 また、お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので責任を負いかねます。 

���感電防止に関する注意事項 
・アース（接地）は必ず接続してください。 
・濡れた手でプラグの抜き差しをしたり、スイッチを操作したりしないでください。 
・稼働中は端子部に触れないでください。 

���接続時の注意事項 
・電源供給元との接続は電気工事士の有資格者が行ってください。 
・本製品に接続する電源供給元の盤および電気機器のプラグ部分は防雨対策を 
確実におこなってください。 
・コネクタの接続は「カチッ」と音がするまで確実におこなってください。 

���使用時の注意事項 
・発煙、異臭、破損など、異常が見られた場合は直ちに使用を中止してください。 
・落下や転倒のおそれのない安定した場所に置いてください。 
・夏期、トランスを直射日光にさらすことは極力さけて、なるべく日陰に置いてください。 
・ケーブルやプラグ、コンセントなど部品の損傷したものは、使用しないでください。 
・雨中での取り扱いではトランス収納ケース内の機器を濡らさないでください。 
・トランスを稼働させる際は収納ケースの天面が上となるように置いてください。 

���ケーブル取り扱いに関する注意事項 
・ケーブルは人や運搬車などで直接踏まれないように敷設してください。 
 人が転倒したり、ケーブルの断線やショートの原因となります。 
・ドラムのケーブルは無理やり引き出さないでください。コネクタ付け根の断線やショート、 
 ケーブル留め具の破損の原因となります。 
・ケーブルは全て出してから使用する事を推奨します。 
（ケーブルを巻いたまま使用するとケーブル間に熱がこもり発熱する可能性があるため） 

���コネクタキャップ取り扱いに関する注意事項 
・コネクタのキャップを外す際、引っ張りすぎないように注意してください。 
 キャップをつなぐ紐が切れてしまう原因となります。 
・使用しないコネクタのキャップは確実にかぶせてください。 
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はじめに

本製品は、電源供給元から離れた仮設電源が必要な設備への電源供給を行うことを目的とした、
既存のケーブルドラムよりも延長距離が長く、可搬・敷設が容易な電源システムとなります。

現場に応じて必要な機器を接続し使用しますが、代表的な接続イメージは下図のようになります。

＜特徴＞
（１）２００Ｖに昇圧することで、最長５００ｍの電源供給が可能
（２）最大２５０Ｗまで給電可能（二口分の接続コネクタを持つ）
（３）１次側の昇圧用、２次側の降圧用に専用トランスを内蔵
（４）敷設ケーブルは３芯（電源２芯＋アース線）で構成し、

電源供給元からの１点アース接続が可能
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同梱品

本製品に含まれる同梱品は以下のものになります。
（オプション）と記載があるものは製品購入時の選択により、含まれない場合や同梱数量が異なる場
合があります。

□ アップトランス×1台
昇圧用トランスを収
納したケースです。
電源供給元接続ケ
ーブルとプラグ変換ケ
ーブル(アダプタ化)も
一緒に収納します。

□ ダウントランス×1台
降圧用トランスを収
納したケースです。
負荷接続ケーブルと
プラグ変換ケーブル
(プラグ化)も一緒に
収納します。

□ 電源供給元接続ケーブル×2本
電源供給元との接
続用ケーブルで、端
子台等への取り付け
を想定した丸端子と
なっています。

□ 負荷接続ケーブル×2本
負荷との接続用ケ
ーブルで、アース付
き 2P ソケットとなっ
ています。

□ プラグ変換ケーブル（アダプタ化）×1本
メスプラグをメスアダ
プタ化します。
アップトランスを経由
しないケースで使用
します。

□ プラグ変換ケーブル（プラグ化）×1本
メスアダプタをメスプ
ラグ化します。
アップ/ダウントランス
間の敷設ケーブルの
最後に使用します。

□ コンセントボックス×2個
負荷接続ケーブルと
使用機器のACコン
セント部分を覆うた
めの防滴ケースで
す。

□ 50m ケーブルドラム×10 台
敷設用ケーブルとし
て使用します。
標準で 10 台同梱
します。

□ 10m/20m ケーブル（オプション）
敷設用ケーブルとし
て使用します。
同梱数量は購入時
の選択によります。

□ 大型キャリー×1台（オプション）
トランスやケーブルの
運搬に使用します。
同梱されるかどうか
は購入時の選択に
よります。
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機器と各部の名称

（１）アップトランス

＜上部前面＞ ＜右側面＞

＜ケース内部＞ ＜トランス本体前面＞

＜ケーブル収納トレイ収納品リスト＞
名称 個数

電源供給元接続ケーブル（M4用） 1
電源供給元接続ケーブル（M5用） 1
プラグ変換ケーブル（アダプタ化） 1
予備ヒューズ（250V/10A） 1
リセット用ヒューズ 1

受電コネクタ
(一次側)

送電コネクタ
(二次側)

給電ランプ識別シール ハンドルグリップ ラッチ

トランス本体 漏電遮断器

電源供給元接続ケーブル、
プラグ変換ケーブル(アダプタ化) ケーブル収納トレイ

避雷器(SPD)
トランス本体
電源スイッチヒューズボックス

入力電圧切替スイッチ
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（２）ダウントランス

＜上部前面＞ ＜右側面＞

＜ケース内部＞ ＜トランス本体前面＞

＜ケーブル収納トレイ収納品リスト＞
名称 個数

負荷接続ケーブル 2
プラグ変換ケーブル（プラグ化） 1
コンセントボックス 2
予備ヒューズ（250V/6.3A） 1
リセット用ヒューズ 1

ハンドルグリップ
識別シール ラッチ

トランス本体 漏電遮断器

コンセントボックス、
負荷接続ケーブル、

プラグ変換ケーブル(プラグ化)
ケーブル収納トレイ

トランス本体
電源スイッチヒューズボックス

入力電圧切替スイッチ
（操作禁止）

受電コネクタ
(一次側)

送電コネクタ
(二次側)

給電ランプ
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（３）50m ドラム
ドラムストッパー グリップ

送電コネクタ(二次側)

つまみ

受電コネクタ(一次側)
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使用方法

設置および運用
（１）設置および運用
①アップトランス、ダウントランス、ケーブルドラムを配置およびケーブルを敷設します。
②アップトランス本体およびブレーカー、ダウントランス本体およびブレーカーが”OFF”を確認します。

③負荷以外（電源供給元からダウントランスまで）を接続します。
このとき、IN と OUT のコネクタが必ずペアで接続することになります。

アップトランス本体／ダウン
トランス本体の電源OFF

アップトランス用／ダウントランス用ブレーカー"切"
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④電源供給元のブレーカーを”ON”し、電圧を確認します。
電源供給元が 200V系の場合、アップトランス本体右下の”入力電圧切替スイッチ”を操作し、
右側の”200V”にします。電源供給元が 100V系の場合は左側の”100V”にします。

⑤アップトランスの漏電遮断器を”入”に倒し、本体電源スイッチを”ON”します。

⑥ダウントランスの漏電遮断器を”入”に倒し、本体電源スイッチを”ON”し、出力電圧を確認します。
（送電コネクタのメス穴もしくは負荷接続ケーブルのコンセント差込口などで測定）

⑦105V前後の出力電圧を確認できたら、負荷を接続します（電源供給が行われます）。

※注意事項
ダウントランスに付属するコンセントボックス（右写真のもの）は十分な防水性能
を持っていないため、長期運用における雨天が予想される場合には別途十分な
防水対策を施してください。

出力電圧の測定ポイント
コネクタの場合は上 2 つの穴を使用

電源供給元からの
電圧測定ポイント

電源供給元の電圧に
合わせて調整する
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（２）50mケーブルドラムのドラム分離
50mケーブルを敷設後、空ドラムが不要であればケーブルと分離し、持ち帰る事が可能です。

（３）コネクタの脱着
コネクタはワンタッチロック方式と呼ばれるタイプとなっており、繋ぐときは凹凸部分を合わせて押し込み、
外すときは回転する部分を反時計方向に回しつつ引き抜きます。

（３－１）キャップ
プラグキャップとアダプタキャップの 2種類があり、それぞれの外し方とはめ方を下図に示します。

a) プラグキャップ

b) アダプタキャップ

①ケーブルを出し終えた状態 ②ケーブル先端を穴から出す ③ケーブルを抜きドラムのみとなる

カップリングナット①を反時計方向に
回し、キャップ②を引き抜く

はめる時は凹凸部分を合わせ
る

キャップ側面の小さな突起と矢
印(ホワイトマーカー)を合わせ
てもよい

キャップ①を反時計方向に回し、引き
抜く

はめる時は凹凸部分を合わせ
る

キャップ側面の小さな突起と矢
印(ホワイトマーカー)を合わせ
てもよい

①

②
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（３－２）コネクタ同士

（３－３）レセプタクル

（４）その他注意事項

（４－１）保護協調を考慮した接続
電源供給元から電源供給する場合、過電流・地絡電流に対する保護協調を考慮して施工してく
ださい。
電源供給元の遮断器容量が、本製品の遮断器容量（過電流：5A、地絡電流：15mA）より
大きな遮断器へ接続し保護対策をしてください。
電源供給元の遮断器容量が、本製品の遮断器容量以下の場合は、新たに遮断器を設けて保護
対策を施してください。

（４－２）電源供給元への入線
電源供給元への入線処理に伴い盤扉が半開きになってしまう場合は防雨対策を十分に施し、盤
内が浸水しないように対策してください。

カップリングナット①を反時計方向に回し、コネクタ
を引き抜く

はめる時は凹凸部分を合わせるかコネクタ側面の
突起同士を合わせる

カップリングナット①を
反時計方向に回し、
コネクタを引き抜く

コネクタの突起部分を
上（12 時位置）に
合わせ押し込む
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撤去回収
①ダウントランス本体の電源スイッチを”OFF”し、漏電遮断器を"切"に倒します。

②アップトランス本体の電源スイッチを”OFF”し、漏電遮断器を"切"に倒します。

③各トランスおよびケーブル間の接続を外し、回収します。
ケーブル巻取前にあらかじめケーブル先端をドラムまで折り返し持ってきておくと、巻取時の重量感

が半減すると共に、ケーブル先端コネクタ部が引きずられる事による損傷を抑える事ができます。

トランスのヒューズ交換
トランスには過電流の保護機能としてヒューズが付いており、トランスの入力電圧設定を 100V とし、
実際の入力電圧が 200V であった場合、このヒューズが焼損する可能性があります。
ヒューズの焼損有無にかかわらず、トランスの入力電圧設定と実際の入力電圧の組み合わせが間違
っていた場合、一旦リセット用ヒューズに取り換えて下記手順によるリセット作業が必要になります。

＜リセット手順＞
1) トランス収納ケース内の漏電遮断器を切り、トランス本体の電源スイッチⒶを OFF にします。
2) ヒューズボックスⒷからヒューズを取り出し、リセット用ヒューズと交換します。
3) トランス収納ケース内の漏電遮断器を入れ、トランス本体の電源スイッチⒶを ON にします。
4) トランスの出力電圧が正しい（送電コネクタ部が 220V出力である）ことを確認します。
5) 1)と同様の作業後、リセット用ヒューズを取り出し予備ヒューズと交換します。
6) 以上で通常に使用可能となります。
※リセット用ヒューズおよび予備ヒューズはケーブル収納トレイ内に貼り付けてあります。

ヒューズ
交換方法
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リセット作業が正常に行えない場合の対処方法

トランスの入力電圧設定を 200V とし、実際の入力電圧が 100V であった場合、トランス内部の摺
動板が振り切れ、リセット作業でも復旧できない（リセット用ヒューズに差し替え、トランス本体の電源
を入れると漏電遮断器が作動し切れてしまう）事があります。

この場合以下 2通りの対処方法があります。入力電圧の調整が可能な場合は＜方法１＞を推奨
します。

＜方法１＞リセット作業を AC100V以下の入力電圧で行う。
電源供給元が 100V 以下であればそのまま、100V 以上の場合はスライダック等を使用し、100V
以下の電圧に調整します。

＜方法２＞ダウントランスと組み合わせてリセット作業を行う。
下図の構成とする事でアップトランスへの入力電圧が 100V以下となり、リセット作業が行えます。
補足：ダウントランスは入力電圧設定が 200V で入力電圧が 100V であるため誤った使用方法

となりますが、70V程度の出力電圧が得られ、アップトランスのリセット作業が行えます。
次に通常の正しい設定で使用すればダウントランスには入力電圧設定が200Vかつ入力電
圧が 200V であるためリセット作業がおのずと行われます。
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接続例

接続例として５つのパターンを記載します。最後の２つは応用例となります。
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トラブルシューティング 
本製品が動作しないなどの現象について、下記の項目をご確認ください。 
確認後も動作しない場合は故障の可能性がありますので、問い合わせ先へご連絡ください。 

現象 原因 対策 
アップトランスが動作
しない（給電ランプ
が点灯しない） 

電源供給元との接続は正
しいですか？

電源供給元接続ケーブルが電源供給元およびア
ップトランスケースの受電コネクタへしっかり接続さ
れているか確認します。 

 電源供給元から電力供
給されていますか？

漏電遮断器の一次側（上側）へ電圧が印加さ
れているかテスター等で確認します。 

漏電遮断器のスイッチは 
”入”になっていますか？

漏電遮断器のスイッチが”入”に倒れていることを
確認します。 

避雷器(SPD)の LED ラン
プは左側のみ点灯していま
すか？(写 
真参照) 

電源供給元と接続し、漏電遮断器の一次側へ
電圧が印加されているにも関わらず LED ランプが
消灯している場合、性能以上の雷サージ等で避
雷器が寿命となっています。 
避雷器の交換が必要となりますので問い合わせ
先へご相談ください。 

 トランス本体の電源スイッ
チは”ON”になっています
か？

電源スイッチを”ON”しても動作しない場合はヒュ
ーズが焼損していないか確認します。 
ヒューズが焼損している場合は、P.11のヒューズ交
換手順に従いヒューズを交換してください。 
また、本体スイッチ投入前に今一度、入力電圧と
入力電圧切替スイッチの組み合わせが正しいかど
うか確認してください。 

ダウントランスが動作
しない（給電ランプ
が点灯しない） 

アップトランスとの接続は正
しいですか？

アップトランスケースの送電コネクタからダウントラン
スケースの受電コネクタまで各ケーブルのコネクタが
しっかり接続されているか確認します。 

 アップトランスから電力供
給されていますか？

漏電遮断器の一次側（上側）へ電圧が印加さ
れているかテスター等で確認します。 

漏電遮断器のスイッチは 
”入”になっていますか？

漏電遮断器のスイッチが”入”に倒れていることを
確認します。 

 トランス本体の電源スイッ
チは”ON”になっています
か？

電源スイッチを”ON”しても動作しない場合はヒュ
ーズが焼損していないか確認します。 
ヒューズが焼損している場合は、P.11のヒューズ交
換手順に従いヒューズを交換してください。 
また、本体スイッチ投入前に今一度、入力電圧
切替スイッチが右側の「160-230V」の設定にな
っていることを確認してください。（ダウントランスの
入力電圧切替スイッチは原則操作禁止です） 
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アップトランスのリセッ
ト作業が正常に行え
ない（リセット作業時
に漏電遮断器が切
れる） 

リセット作業に使用する電
源供給元の電圧が高すぎ
る 

電源供給元が AC100V 系で入力電圧切替ス
イッチを 200V 側とした誤った使用を行った場合、
リセット作業に使用する電源供給元の電圧は
100V 以下である必要があります。詳細は P.13
「リセット作業が正常に行えない場合の対処方
法」を参照してください。 

負荷が動作しない 負荷を接続すると漏電遮
断器が”切”に倒れます
か？

過負荷もしくは漏電が起きている可能性がありま
す。負荷の接続をいったん外し、漏電遮断器を再
投入後、容量の小さな負荷を接続して試してくだ
さい。 
現象が改善しない場合はケーブル等への浸水に
よる漏電が考えられますので、湿度の低い場所で
製品一式を一週間程度保管し、十分に乾燥さ
せてください。 

 しばらく負荷を稼働させて
いると漏電遮断器が”切”
に倒れますか？

（定格容量ギリギリで動作していたものが発熱な
どによる負荷容量の増加に伴う）過負荷が起き
ている可能性があります。負荷容量を減らして再
度試してください。 

トランスが異常に熱く
なる 

トランスは使用すると熱を
発生します。 

焦げた臭いや発煙したりするほどの熱を持っている
以外は故障ではありません。ただし、機器への負
担を考慮し、なるべく日陰などの涼しい場所へ置
いてください。 
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製品仕様 

下記の内容は予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。 

（１）システム 
項目 仕様 
稼働時間 24 時間連続稼働可能 
対応負荷電力 最大 250W（電源供給元設備の容量による） 
ケーブル長 最大 500m（アップトランスおよびダウントランス間） 

（２）アップトランス 
項目 仕様 

外形寸法[mm] W503×D409×H254（コネクタ接続部を除く） 
重  量 13.7kg 
入力電圧 AC100V系：AC50V ～ AC130V 

AC200V系：AC160V ～ AC240V 
※入力電圧切替スイッチで選択 

出力電圧 AC220V（自動調整機能付き） 
防水性能 保護等級 IPX5 相当 
使用温度 -10℃ ～ +50℃（木陰および土壌や草の上への据置を推奨） 
使用湿度 90％以下（但し結露なきこと） 
漏電遮断器 定格電流：5A、定格感度電流：15mA 
避 雷 器 公称放電電流：5kA、最大放電電流：10kA 

電圧防護レベル：1300V以下(線間)、1500V 以下(対地間) 
動作開始電圧：540V±10％(線間) 

変圧器用ヒューズ ガラス管ヒューズΦ5.2×20ｍｍ AC250V/10A（予備 1個付属）

（３）ダウントランス 
項目 仕様 

外形寸法[mm] W503×D409×H254（コネクタ接続部を除く） 
重  量 13.0kg 
入力電圧 AC160V ～ AC230V 
出力電圧 AC105V±2%（自動調整機能付き） 
防水性能 保護等級 IPX5 相当 
使用温度 -10℃ ～ +50℃（木陰および土壌や草の上への据置を推奨） 
使用湿度 90％以下（但し結露なきこと） 
漏電遮断器 定格電流：5A、定格感度電流：15mA 
変圧器用ヒューズ ガラス管ヒューズΦ5.2×20ｍｍ AC250V/6.3A（予備1個付属）
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（４）延長ケーブル（20m および 10m品はオプション） 
項目 仕様 

ケーブル長 50m 20m 10m 
ケーブル線種 2 種キャブタイヤケーブル（2PNCT） 3C-1.25SQ 
外形寸法[mm] W290×D230×H363 W500×D250×H50 W400×D150×H60

重  量 10.4kg 3.5kg 1.7kg 
防水性能 保護等級 IPX7 相当 

（５）大型キャリー（オプション） 
項目 仕様 

外形寸法[mm] 使用時：W690×D1160×H1030 
収納時：W695×D210×H900 

重  量 12.7kg 
耐 荷 重 150kg 
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