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ワイヤレス充電システム
1kWダブルヘッドタイプ	取扱説明書

RCS1000D　24V仕様

このたびはB&PLUSの	ワイヤレス充電システムをご購入いただき、誠にありがとうございます。

本書は、ワイヤレス充電システムRCS1000仕様の充電ユニットのRCS1000-CA24と、RCS1000D-CA24の
機能で違いがある場合に、あらためてその部分にかかわる項目を抜粋して作成した取扱説明書です。
ご使用になられる前には必ず、RCS1000仕様の取扱説明書（T320C03）を参照していただき、本書記載内容以外
を確認していただきますようお願いいたします。

ご使用の前に必ずお読みください

※本書の内容および仕様については、将来、予告なしに変更されることがありますので、ご了承ください。
※本書の内容についてお気づきの点がありましたら、弊社までご連絡くださるよう、お願い申し上げます。
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　　注意

標準ヘッドと長距離ヘッドを混合して使用しない
受電ヘッド、給電ヘッドは、標準・長距離それぞれの組合せで使用してください。

２つの受電ヘッドを同時に、給電ヘッドと対向状態にしない
受電ヘッドを２つ接続しているときに、両ヘッドを同時に給電ヘッドと対向すると、動作が不安定
になる恐れがあります。
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必ず、フェライトコアを取付ける
高周波利用設備の規格準拠および誤動作防止のため、取付位置を確認し正しく取付けてください。
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ワイヤレス充電システム  1kW  ダブルヘッドタイプ
24VDC 系バッテリー対応仕様

24VDC系バッテリー
鉛バッテリー
リチウムイオンバッテリー

AC180-220V

充電ユニット
型式：RCS1000D-CA24

電源ユニット
型式：RCS1000-AC
　　　RCS1000--AC-L

給電ヘッド
型式：RCS1000-AH-005
　　　RCS1000-AH
　　　RCS1000-AH-L-005
　　　RCS1000-AH-L

受電ヘッド
型式：RCS1000-CH-005
　　　RCS1000-CH
　　　RCS1000-CH-L-005
　　　RCS1000-CH-L

　　　　　AGV側 ステーション側

名称 型式

電源ユニット
RCS1000-AC（標準仕様）

RCS1000-AC-L（長距離仕様）

給電ヘッド

RCS1000-AH-005（標準仕様ケーブル0.5m）

RCS1000-AH（標準仕様ケーブル3m）

RCS1000-AH-L-005（長距離仕様ケーブル0.5m）

RCS1000-AH-L（長距離仕様ケーブル3m）

受電ヘッド

RCS1000-CH-005（標準仕様ケーブル0.5m）

RCS1000-CH（標準仕様ケーブル3m）

RCS1000-CH-L-005（長距離仕様ケーブル0.5m）

RCS1000-CH-L（長距離仕様ケーブル3m）

充電ユニット RCS1000D-CA24

2.　システム全体構成

システム全体構成図

１．製品概要

充電ユニット：RCS1000D-CA24 について

RCS1000D-CA24は、RCS1000の標準ヘッドもしくは長距離ヘッドの受電ヘッドを2つ

取付けることが可能な充電ユニットです。

その他の機能については、RCS1000-CA24と同等です。
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ワイヤレス充電システム  1kW  ダブルヘッドタイプ
24VDC 系バッテリー対応仕様

3．外径寸法図・仕様

型式 RCS1000D-CA24

適用受電ヘッド RCS1000-CH-005・RCS1000-CH・RCS1000-CH-L-005・RCS1000-CH-L

適用バッテリー：24VDC系 鉛バッテリー・リチウムイオンバッテリー

充電方式 CC-CV制御	

出力電圧（標準設定） 初期（工場）設定値DC28.8V　調整可能可能範囲24～30V（±0.5 Ｖ）

出力電流（標準設定） 初期（工場）設定値33.5A　　		調整可能可能範囲10～33.5A（±0.5A）

外部入力信号 充電停止信号：無電圧接点ONで停止

外部出力信号 Ready、Charge、End、Error、E1～ E3

使用周囲温度 0～+50℃

保存周囲温度 -10～ +50℃

周囲湿度 35～90%RH以下　但し結露なきこと

絶縁抵抗 50MΩ以上

耐電圧 AC1500V　1分間

耐衝撃 10G、XYZ方向に各11ms

耐振動 19.6m/sec²(10～ 55Hz)

保護構造 IP40（屋内設置型）

重量 4.7kg

接続 電力コネクタ 丸形3ピン

通信コネクタ 丸形5ピン

I/Oコネクタ（外部入出力） D-sub25ピン

バッテリー端子台 2極　アンダーソンコネクタSB120　6800G2( 色：灰 )

サーミスタ端子台 2極　Lカバー付（端子ねじサイズＭ4）

冷却方法 自然空冷

保護回路 バッテリー

バッテリー高温 /低温保護

過電圧保護

過電流保護

材質 SECC（ケース部）A6063S（ヒートシンク部）

付属品 サーミスタ (RCS-THERM1.5)
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ワイヤレス充電システム  1kW  ダブルヘッドタイプ
24VDC 系バッテリー対応仕様

① Ready LED（青） 充電ユニットの外部入力信号がOFFしていることを表示
② Charge LED（黄） 充電を行っていることを表示
③ End LED（緑） 充電が終了していることを表示
④ Error LED（赤） 異常が発生していることを表示
⑤ E1 LED（赤）

表示パターンにより異常内容の識別を行う（P.6）⑥ E2 LED（赤）
⑦ E3 LED（赤）
⑧ 受電ヘッド 電力コネクタ：丸形3ピン
⑨ 通信機 通信コネクタ：丸形５ピン
⑩ I/Oコネクタ 外部入出力信号コネクタ	/	ソフト変更コネクタ：D-sub	25ピン
⑪ 型式 RCS1000D-CA24
⑫ バッテリー バッテリー接続コネクタ（2極アンダーソンコネクタSB120　6800G2（色：灰））
⑬ thermistor サーミスタ接続用端子台（2極　Lカバー付（端子ねじサイズＭ4））
⑭ Serial	No ＸＸＸＸＸＸＸ

【正面】 【背面】

4．各部の名称・表示内容・接続
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ワイヤレス充電システム  1kW  ダブルヘッドタイプ
24VDC 系バッテリー対応仕様

異常検知項目 検知内容
LED表示

考えられる要因 復帰条件Error
（赤）

E1
（赤）

E2
（赤）

E3
（赤）

充電ユニット温度異常検
知

充電ユニット内部の
低温 -10± 5℃以下
過熱85±5℃以上を検知

● ● ● 周囲温度が低温 /高温すぎる。対象検知温度が0±5℃より上昇または
70±5℃より低下で自動復帰

バッテリー電圧異常
（充電開始時のみ）
※1

バッテリー電圧が
16-0.5V～ 31+0.5V
以外を検知

● ● 定格電圧違い等、
種類の異なるバッテリーの使用。

バッテリー電圧異常を取り除きリ
セット *

出力過電流 バッテリーへの過電流
35±0.5A以上を検知 ● ● 設定データの不整合。故障。 過電流状態を取り除きリセット *

バッテリー温度異常
バッテリーの
低温 -10± 5℃以下
過熱60±5℃以上を検知

● ●
周囲温度が低温 /高温すぎる。
バッテリーの仕様に対して電
流設定が不適切。劣化等。

バッテリー温度を
0±5℃～50± 5℃以内で
リセット *

出力過電圧 バッテリーへの過電圧
33±0.5V以上を検知 ● ● ● 設定データの不整合。故障。

外部からの電圧印加。 過電圧状態を取り除きリセット *

充電回数エラー 充電開始後、30秒間に4	回、
充電⇔充電停止を繰り返す ●

給電側の過電流検知、再充電電
圧設定値が高い、定格ギャップ
が不適切など。

定格ギャップ内にしてリセット *
または再充電電圧設定値を見直す

通信異常A　※2
ギャップ異常

定格ギャップ外 不定 ー ー ー 定格ギャップから外れて給電
を開始。 定格ギャップ内にしてリセット *

通信異常B　※2・3
給電ヘッド過熱

給電ヘッドの
過熱85±5℃以上を検知 不定 ー ー ー 周囲温度高温。長時間動作。

周囲環境による放熱不良。

対象検知温度が
85± 5℃より低下
およびリセット *

通信異常C　※2・3
受電ヘッド過熱

受電ヘッドの
過熱85±5℃以上を検知 不定 ー ー ー 周囲温度高温。長時間動作。

周囲環境による放熱不良。

対象検知温度が
85±5℃より低下
およびリセット *

通信異常D　※2
通信用コネクタ接続不良 コネクタ外れ・断線 不定 ー ー ー 給電ヘッド、または受電ヘッド

のコネクタが外れたか断線した。
コネクタ部を接続、
または断線を修復

※1　　　	バッテリー電圧異常は充電開始時のみ検出を行い、充電中は出力過電圧を検知しています。

※2　			　	通信異常の場合の LED表示は、不定です。
																通信異常A～Dは下記①～④いずれかの挙動になります。
　　　　　	　　　　　	
　　　　　	①：Ready	点灯または点滅　　
　　　　　	②	:	Ready → Charge → End	の LED	が順に繰り返し点灯
　　　　　	③：Charge → End	の LED	が順に繰り返し点灯しError	が点灯
																④：	Ready → Charge	の LED	が順に繰り返し点灯

※3　　　ヘッドを2つ接続しているときにヘッド異常が検知された場合は、その時対向していたヘッドの異常をあらわしています。
　　　　　　	

　＊　	　　リセットとは、次の操作のいずれかを意味します。

																・	電源ユニットの電源OFFし、1分後にONにします。
												　・	ヘッド間を200mm以上とし、1分後に再度対向させます。
　　　　　・	充電停止信号をONし、2秒以上保持後、再度、OFFします。

5．異常判別の LED 表示（エラー表示）

異常が検知された場合、本機は即座に異常表示とともに充電動作を停止します。
異常内容は異常識別 LED（E1～ E3の組合せ）で表示されます。
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■外部接続ﾋﾟﾝの配線(1・14)

※ 図中のｽｲｯﾁはﾌｫﾄMOSを示す

1

E1E2E3COM
外部接続

GND

外部接続
ChargeEndError Power 充電停止Ready

141516171819202122232425

313 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2

1 充電停止

内部回路

14 GND

■外部接続ﾋﾟﾝの配線(4・5・6・7・8・16・17・18)

24V

[ NPN ]

Power Ready E3
4 5 18

内部回路

20 COM

20 COM

内部回路

4 5 18
Power Ready E3

[ PNP ]

24V

無電圧接点

上記「I/Oコネクタ	機能」に表記した組合せ以外では配線しないでください。
（上記以外のピンに配線した場合、誤動作する可能性があります。）

充電ユニットの動作状況を LED	の表示と同時に外部へ出力します。
出力信号の動作は、LED	の点灯で出力がON	します。
出力回路では、最大定格電圧24V	、最大定格電流50mAで、オープンコレクタ出力します。
サージ保護（39V）のみ搭載されています。
充電電流、充電電圧、タイマーのパラメータ設定は、RCS-DATA-CBL で PCと接続し、専用ソフトを立ちあげて
行ってください。

名称 機能 Pin	No. 備考

充電停止信号 無電圧接点OFFで充電開始、無電圧接点ONで充電停止 1,14 入力

Ready 充電停止状態（充電待機状態）でON 5,20 出力

Charge 定電流または定格電圧充電動作中にON 6,20 出力

End	 充電終了時にON 7,20 出力

Error 異常時にON 8,20 出力

Error	code
E1
E2
E3

出力の組合せで異常内容を示す
16,20
17,20
18,20

出力

データ書込 各種設定の変更時にPCと接続 11,12,13,24,25

6．I/O コネクタの名称と機能
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7. 接続図およびフェライトクランプの取付

【RCS1000D-CA24 標準ヘッド】
・フェライトクランプ（灰色：E04SR401938）は電源ケーブルに取付。
		電源ユニットから30cm以内の位置に1個を2ターンで取付。（出荷時に取付済み）

【RCS1000D-CA24 長距離ヘッド】
・フェライトクランプ（灰色：E04SR401938）は電源ケーブルに取付。
　電源ユニットから30cm以内の位置に1個を2ターンで取付。（出荷時に取付済み）
・フェライトクランプ（白色：RFC-H13）は給電ヘッド通信ケーブルに取付。
　電源ユニットから10cm以内の位置に1個を2ターンで取付。

RFC-H13
フェライトコア

E04SR401938
フェライトコア

E04SR401938
フェライトコア

RFC-H13
フェライトコア
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【RCS1000D-CA24 標準ヘッド】
・フェライトクランプ（灰色：E04SR401938）は電源ケーブルに取付。
		電源ユニットから30cm以内の位置に1個を2ターンで取付。（出荷時に取付済み）

注意および確認事項

　		・配線を完了してから電源をONしてください。
　・サーミスタ接続用充電ケーブルの先端同士は絶対に接触しないようにしてください。
　・温度センサーは必ず付属品をお使い頂き、使用するバッテリーの上部に貼り付けることを推奨します。
　　その際、端子には絶対に接触しないようにしてください。
　　抵抗を使用した動作は保証いたしません。延長する場合、0.25mm² 以上のケーブルを使用してください。
　・	各ケーブルは、指定の長さで接続してください。出力低下等によるエラーが発生する可能性があります。
　・各ケーブルのフェライトコアの巻き数をカウントしている " ターン " とは、フェライトコアの内部を通過させる
　　回数を表しています。
　　例えば、フェライトコアへぐるっと１回巻き付けた場合は2ターン、１回も巻き付けずケーブルを通した場合は
　　１ターンとなります。

・バッテリー接続用充電ケーブルは、本製品に同梱されておりません。お客様にてご用意、加工してください。
		別途お客様でご用意する場合は、下記を推奨いたします。

　　コネクタハウジング：2極アンダーソンコネクタ　6800G2( 色 : 灰 )　
　　ケーブル径：	5.5Sq 以上　　

※ケーブル長は1m以内になるようお願いします。
長くなると電位差が発生し、バッテリー端子の電圧が設定電圧よりも低くなる可能性があります。

※コネクタ部の圧着は専用工具を使用し、確実に接続してください。
　接続が不十分な場合は、発熱、焼損の恐れがあります。
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8. 同梱品とオプション品について

◆	追加購入用フェライトクランプ
　

株式会社ビー・アンド・プラス

B&PLUS K.K.

単位

ｍｍ

図名 作成

担当

型式尺度

CODE

承認管理番号

　　　　　　製品仕様書

作成日

1/1

材質

■製品仕様

Y端子:F1.25-3.5

取付方法 M3-4ﾈｼﾞ（2本）による固定

承認番号

接続端子

ｹｰﾌﾞﾙ:HVFF0.3sq

1515±30

φ6.4±0.3

5±0.5

φ
3.15±

0.15

配線表

1:黒

2:黒

■ RCS600-OP002

RCS600-OP002

1190302

高橋

久保田
2019.03.06

TA19302A

2019/3/6

開発

久保田

【製品仕様】

接続端子：Y端子　F1.　25－ 3.5
材質：ケーブル　HVFF0.3sq
取付方法：M3-4ネジ（2本）による固定

サーミスタは使用するバッテリーの上部に貼り付けることを推奨します。
その際、端子には絶対に接触しないようにしてください。

<同梱品追加購入型式>

◆追加購入用サーミスタ

型式：RCS-THERM1.5( ケーブル1.5m)、	RCS-THERM2.5( ケーブル2.5m)

型式：RCS-THERM-C（ケーブル２.5ｍ /中継コネクタ付き）

TA20503A
単位 図名 管理番号 作成 承認

尺度 型式 承認番号

CODE 作成日

高橋

1/ 1

株式会社ビー・アンド・プラス
B&PLUS K.K.

2020.6.9

担当

ｍｍ 製品仕様書

1200503

RCS600-OP002C
高橋

①サーミスタ EC2F203A2-13W012
②サーミスタ側コネクタ FRS-106B(ヒーロー電機製）
③充電ユニット側コネクタ FRS-107B(ヒーロー電機製）
④延長ケーブル FR-PCVV 0.3SQ

5.3-52.1F:子端Y子端続接⑤
定固るよに)本2(ﾞｼﾈ4-3M法方付取

■製品仕様

黒

白

( 2000 )
(500)

44

【製品仕様】

接続端子：Y端子　F1.　25－ 3.5
材質：延長ケーブル　FR-PCVV		0.3sq

サーミスタ側コネクタ：
FRS-106B( ヒーロー電機製 )

充電ユニット側コネクタ：
FRS-107B( ヒーロー電機製 )
取付方法：M3-4ネジ（2本）による固定

　　　通信ケーブル用　型式：RFC-H13
白

灰
　　　電源ケーブル用　型式：E04SR401938
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ワイヤレス充電システム  1kW  ダブルヘッドタイプ
24VDC 系バッテリー対応仕様

◆外部入出力信号用 /1000W書き込み用ケーブルセット
型式：RCS-DATA-CBL

充電ユニットに接続し、充電時の電圧、電流および再充電電圧の設定を行うためのケーブルです。
設定内容等、詳細につきましては別途取扱説明書をご用意していますので、担当営業へお問合せください。

◆バッテリー接続用充電ケーブル
型式：RCS-24CBL-M8-01
（ケーブル1m、2極アンダーソンコネクタSB120　6800G2（色：灰）、M8丸端子）
型式：RCS-24CBL-M8-02
（ケーブル2m、2極アンダーソンコネクタSB120　6800G2（色：灰）、M8丸端子）

φ 8.4

1000　+20
-0 63.5

46
.4

20.6

株式会社ビー・アンド・プラス

B&PLUS K.K.

単位

ｍｍ

図名 作成

担当

型式尺度

CODE

承認番号

承認管理番号

　　　　　　製品仕様書

作成日

1/1

材質

■製品仕様

1000
＋30

-051

5
7
.
6

40

16

4
7
.
0
4

M2.6X0.45

ｺﾈｸﾀﾋﾟﾝ

本体：軟鋼+ﾆｯｹﾙめっき

取付方法 M2.6ﾈｼﾞ（2本）による固定

1

ｹｰﾌﾞﾙ:12X0.2sq

14:青

16:灰

17:白

18:黒

19:空

20:桃

1:茶

4:赤

5:橙

6:黄

7:緑

8:紫

未接続: 2,3,9,10,11,12,13

15,21,22,23,24,25

配線表

ﾋﾛｾ製　25ﾋﾟﾝ　ｵｽ

■ RCS600-OP003

RCS600-OP003

1190303 2019.03.06

高橋

久保田

TA19303A

2019/3/6

開発

久保田

【配線表】

14：青
16：灰
17：白
18：黒
20：空

1：茶
4：赤
5：橙
6：黄
7：緑
8：紫

【製品仕様】

コネクタピン：ヒロセ製　25ピン　オス
ケーブル：12x0.2sq
取付方法：M2.6 ネジ（2本）による固定

<オプション品>

◆Dsub25P入出力信号用コネクタケーブル

型式：RCS-DSUB-CBL

【コネクタピン番号】
未 接 続：2、3、9、10、
11、12、13、15、19、
21、22、23、24、25

リモートシステム
ユーザーズガイド

	

ワイヤレス給電の

https://www.b-plus-kk.jp/     E-mail  sales@b-plus-kk.jp

リモートパワーサプライシステム
充電システム設定書き込み用ケーブル

【本製品の機能】
充電ユニットに接続し、充電時の電圧、電流及び再充電電圧の設定
を行うためのケーブルとなります。対応機種は以下。

・RCS600-CA__　　　　　・EP300-20140B
・RCS1000-CA＿　　　　・EP300-20160A
　　　　　　　　　　　　　	・EP300-20180A

システム構成

		No.T319C01D

型式：RCS600-OP004

2021.03.30

本製品取扱いのご注意

安全上のご注意

ご使用前に本書をよくお読みいただくと共に、
ご使用のバッテリーの許容充電電圧、充電電流を
ご確認の上、ご使用ください。

◆　本製品のパラメータ書き込みを行う際は、システムが非対向状態で行ってください。
◆　電圧設定誤差、電流設定誤差を考慮して設定値の決定を行ってください。
◆　バッテリーで指定されている上限電圧、上限電流を超えないように設定してください。
◆　バッテリーの使用温度により、上限電圧などが変わる可能性がありますので、使用環境を考慮して、設定値の
　　決定を行うようにしてください。
◆　当設定におけるバッテリーの過電圧、過電流による破損については、当社では責任を負いません。

下記の
充電ユニット

RCS600
　-OP004 PC

外径寸法図

使用方法

　■アプリケーションソフトのダウンロード方法 ( 対応 OS: Windows7, Windows8.1, Windows 10)
　以下のHP	より製品資料ダウンロード画面から、本製品型式「RCS600-OP004」を入力し、書き込みソフトのダウンロードを行います。
			ダウンロードURL	:	https://www.b-plus-kk.jp/download.html	( 事前にユーザー登録が必要となります）
　　※USB-COM変換ドライバーが自動でインストールされない場合は、別途 FTDI	の Virtual	COM	Port ドライバーをインストール
									してください。

①充電ユニットとPC	の接続
　充電ユニットとアプリケーションソフトをダウンロードした
　PCを、書き込み用ケーブルで接続（図1）してください。

②アプリケーションソフトの立ち上げ
　使用可能なポートが表示されることを確認してください。（図2）
　※複数表示される場合は、デバイスマネージャーからポートの
　　確認を行ってください。

③ポートを接続する
　アプリケーション画面の「COM	port」から書き込み用ケーブルが接続されているポートを選択後、
　「Connect」( 図 3) を押し、充電ユニットと接続を行います。
　※「Connect」ボタンがトーンアップにならない場合は、コネクタを一度外して再度接続してください。

④現状の充電ユニットの設定を確認する
　充電ユニットの接続が完了したら「Read」を押して充電ユニットに書き込まれている設定値を
　アプリケーションに取り込みます。（図4）

( 図１)PCとの接続状態 (図 2) 使用可能なポート表示

(図 3)Connect ボタン

( 図 4)Read ボタン

⑤充電設定を登録する
　設定項目を入力 (図 6) し、「Write」を押し、右側の表示フレームに「Writing	OK」
　が表示されたら、充電ユニットへの書き込みが完了となります。（図５）

(図 5)Write ボタン

（図6)（表１)（表2)

①出力電圧設定（Vs）
バッテリーが充電終期になると一定電圧で充電を行う場合の電圧。

②出力電流設定（Is）：
バッテリー充電時に一定電流で充電を行う場合の電流値（CP) 及び、
定電力（CP) 充電時の最大電流値。

③バッテリー電圧上限（V1H）：
バッテリー保護のためバッテリーの仕様に記載されている印加電圧
上限値を目安にします。バッテリー電圧が設定値を超えたことを検
知するとErr、E1ランプが点灯します。

④バッテリー電圧下限（V1L）：
バッテリー電圧が設定値以下を検知するとErr、E1ランプが点灯し
ます。バッテリーの仕様に記載されている電圧下限値を目安にします。

⑤再充電電圧（Vrc）：
システムが対向状態のまま、バッテリーが充電し、徐々に容量が減
った場合、充電を再開する電圧値。

⑥充電終了電流（Ie)：
CVモードに移行し満充電状態の電流量を設定。満充電は電流量
を監視して判断しています。

⑦過電圧設定上限 (VoMax)：
出力電圧が過電圧設定上限 (VoMax) を超えるとErr、E2、E3エ
ラーランプが点灯。バッテリー電圧上限値 (V1H) 以上の値に設定
します。

⑧過電流設定 (lover)：
出力電流が過電流設定 (Iover) を超えた場合、Err、E2 ﾗﾝﾌﾟが点灯。
出力電流設定 (Is) より大きい数値を入れます。

⑨CVタイマー	：
CV	充電開始後の充電停止タイマー。CVモードに移行し指定時間
を過ぎると充電中でも充電動作を終了しEndランプが点灯。

⑩再充電ＯＮタイマー：
CVタイマー（工場出荷時60分設定）で指定した時間内で満充電
にならなかった場合、再充電ONタイマーで設定した時間が経過す
ると充電を開始する機能。CVタイマーで指定した時間内で満充電
になった場合、再充電ONタイマーは起動せず、再充電電圧まで電
池電圧が下がった時に充電動作を開始します。パラメータ設定ソフ
トで再充電ONタイマー機能の有効、無効の設定ができます。
※ただし未対応の機種で設定を行った場合、パラメータは書き込ま
れアプリ上に表示されますが機能しません。

＜再充電ONタイマー機能が使用できる機種＞
・RCS600-CA24　但しシリアル№2011036から対応

⑪コントローラバージョン：
ユニットのファームウエアーバージョン表記。
※バージョン表記の機能を搭載する機種でバージョンが表示され
ます。未対応の機種ではバージョン表示はされません。

①
②

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

設定項目

( 図 6) 設定画面

リモートパワーサプライシステム
充電システム設定書き込み用ケーブル

型式：RCS600-OP004

出荷時 下限値 上限値
出力電圧設定 (Vs) 1440 1200 1500
出力電流設定 (Is) 3400 1000 3400
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧上限 (V1H) 1600 ※ 1 1600
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧下限 (V1L) 900 700 ※ 7
再充電電圧 (Vrc) 1200 850 ※ 2
充電終了電流 (Ie) 100 100 ※ 3
過電圧設定上限 (VoMax) 1650 ※ 8 1650
過電流設定 (Iover) 3550 ※ 5 3550

出荷時 下限値 上限値
出力電圧設定 (Vs) 2880 2400 3500
出力電流設定 (Is) 2000 1000 2500
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧上限 (V1H) 3100 ※ 1 3600
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧下限 (V1L) 1600 1500 ※ 7
再充電電圧 (Vrc) 2400 1650 ※ 2
充電終了電流 (Ie) 100 100 ※ 3
過電圧設定上限 (VoMax) 3300 ※ 4 3800
過電流設定 (Iover) 2150 ※ 5 2600

出荷時 下限値 上限値
出力電圧設定 (Vs) 5760 4800 6000
出力電流設定 (Is) 1000 500 1000
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧上限 (V1H) 6100 ※ 1 6100
ﾊﾞｯﾃﾘ電圧下限 (V1L) 3200 1500 ※ 7
再充電電圧 (Vrc) 4800 3250 ※ 2
充電終了電流 (Ie) 100 100 ※ 3
過電圧設定上限 (VoMax) 6300 ※ 4 6300
過電流設定 (Iover) 1100 ※ 6 1100

( 表 1) 設定範囲

RCS600-CA12 設定値

RCS600-CA24 設定値

RCS600-CA48 設定値

※ 1 使用予定バッテリー最大充電電圧 +1.0V
※ 2 Vs 設定値 -1.0V 以下
※ 3 Is 設定値 -1.0A 以下　   ※ 6  Is 設定値 +1.0A 以上
※ 4 Vs 設定値 +3.0V 以上    ※ 7  Vrc 設定値 -1.0V 以下
※ 5 Is 設定値 +1.5A 以上     ※ 8  Vs 設定値 +1.5V 以上

⑨

⑩

⑪



ワイヤレス給電の

最新情報はこちらから ･･･ https://www.b-plus-kk.jp/

■仕様などの記載内容は、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

■各種お問い合わせ

TEL：0493-71-5160　　FAX：0493-81-4771　　Mail：	sales@b-plus-kk.jp
〒 355-0311　埼玉県比企郡小川町高谷2452-5


