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特許に関する情報 
 

本取扱説明書には Linvatec Corporation に帰属する情報が含まれています。すべてのデザイン及び

関連資料を含め、本書に含まれる情報は、ConMed Linvatec 又はそのライセンサー（特許権許諾者）、

又はその両者が独占的に所有する情報です。すべてのデザイン、製造方法及び複製を含め、本書

に関するすべての特許権、著作権及び他の所有権については、ConMed Linvatec 及び／又はそのラ

イセンサーがこれを有します。 

 

本取扱説明書及び関連資料は、著作権法で保護される秘密情報であり、ConMed Linvatec の文書に

より明示された事前許諾がない限り、電子媒体、機械、磁気媒体、手書き等、いかなる形態・手

段であろうとも、その複製、送信、転写、情報検索システムへの保存、コンピュータ言語を含む

他の言語への翻訳、又は第三者への開示（全体か一部かを問わず）を行うことを禁じます。 

 

ConMed Linvatec は、別に法律により定められている場合を除き、改訂・変更を通知する義務を負

わずに、本取扱説明書を改訂し、その内容を適宜変更する権利を有します。 

 

Linvatec、Hall は Linvatec 社の登録商標です。 

 

© Linvatec Corporation 2012。著作権所有。 

 
 
※本書に述べる内容・製品の取り扱い方法・保証等、製品に関する全てのお問合せは、日本国内 
 においては下記までご連絡ください。 
 

ジンマー・バイオメット合同会社メンテナンスセンター 
〒254-0076 神奈川県平塚市新町 6 番 15 号 

TEL 0463-30-4805  
FAX 0463-30-4825 

 

リチウムチャージャーの型番・製造番号及びお買い上げ日を記入する欄です。本書をお読みの後、

大切に保存しておいてください。 
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1.0 はじめに 
 

リチウムチャージャー（L3-0000-000-00、以下 L3000）の操作、清掃、消毒をする前に、

本取扱説明書を熟読してください。また、本システムを、安全かつ効果的に使用するた

めに、取扱説明書に記載されている警告、注意事項、指示などを十分に理解し、遵守し

てください。 
 
 

1.1 使用目的 

 

リチウムチャージャー（L3000）は、全ての認証されたリチウムバッテリーに使用できます。滅菌

前に、いずれのリチウムバッテリーも、直接 4 つの充電スタンドのうちの 1 つに取り付けて充電

してください。リチウムチャージャー（L3000）は患者の周辺区域で使用されるものではありませ

ん。 
 
 

1.2 禁忌 

 

該当なし。 
 
 

1.3 警告及び注意 

 

本器を使用する前に熟知しなくてはならない警告及び諸注意が記載されていますので、本取扱説

明書を必ず読んでください。これらの警告及び諸注意について熟知せず使用すると、怪我や機器

の破損を引き起こす可能性があります。 

 

警告、注意、及び注記という語は特別な意味で用いられており、それらは注意して読まなければ

なりません。 

 

警告：機器の適切な使用あるいは誤用により生じる可能性のある深刻な危険及び潜在的

な安全性危機に関する重要な情報が記載されています。患者及び／又は術者の怪我、死

亡及び危険を避けるためこの警告に従ってください。 

 

注意：器械を安全かつ効果的に使用するための、医師による特別な注意について記載さ

れています。ここに記載されている情報又は手順に従われない場合は、器械等に損傷を

もたらすことがあります。 

 

注記：補足的情報が記載されています。この情報は患者や機器に重大な影響はありません。 
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1.3.1 一般的警告 

 

1. 本システムは、使用するために必要な知識や技術を完全に熟知している医学専門家

だけが使用するために設計されています。機器を使用する前に、製品及び本取扱説

明書に含まれるすべての警告や注意書きを熟読し、遵守してください。 

2. 本製品の保証が無効となりますので、リチウムチャージャー又はリチウムバッテリー

の変更や分解、又は修理を行わないでください。リチウムチャージャー内部にユーザ

ーが修理できる部品はありません。カバーの取り外しは、感電やその他の危険を引き

起こすおそれがあります。器械が不調の場合は弊社メンテナンスセンターへ連絡してくださ

い。 

3. リチウムチャージャーの中に物を入れないでください。感電の危険があります。 

4. リチウムチャージャーを発火の可能性のある麻酔剤やガス、消毒剤、洗剤、又は電気的発火

により着火しやすいあらゆる物質のそばで使用しないでください。 

5． リチウムチャージャーは滅菌されていない状態で出荷され、また、滅菌をすべきで

はありません。滅菌したリチウムバッテリーをリチウムチャージャーに取り付ける

と、滅菌が損なわれますので、滅菌前にリチウムバッテリーを充電してください。無菌エリ

アの周囲でリチウムチャージャーを使用しないでください。交差汚染の可能性があります。 

6． ConMed Linvatec が承認した装置、接続装置、付属品のみを使用してください。特別な医療基

準に基づきこれらに対する試験が行われ、認証が与えられます。非承認の付属品を使用する

と動作の不具合が発生し、EMC パフォーマンスが悪影響を受け、医療基準を遵守できなくな

る可能性があります。 

7． 本システムにより無線妨害が発生し、近くにある装置の動作を阻害する可能性があります。

装置を併設しないでください。場合によっては、リチウムチャージャーの向きを変えるか移

動させる、又は場所を遮蔽するなどの軽減措置を取る必要があります。 

8． 指定サイズ以外のヒューズの使用は火災を招くおそれがあります。リチウムチャー

ジャーに記載された、又は仕様の「3.5.1 リチウムチャージャー（L3000）」のリス

トを参照し、交換してください。 

9． リチウムチャージャーを湿気にさらしたり、濡れた場所で使用したり、リチウムチャージャ

ーの上又は上方に液体を置いたりしないでください。また、浸漬しないでください。感電の

危険があります。 

注記：製造元から技術仕様書を受領しても、それによって個人がリチウムチャージャー又は付属

品に修理、調整、変更を行うことはできません。 

 

認可された保守担当者のみが、リチウムチャージャー及び付属品に修理、調整、又は変更を行う

ことができます。これに従わない場合、製造元の保証が無効になる可能性があります。認可され

た保守技術者は、製造元によってのみ訓練を受けて資格を取得します。 
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1.3.2 設置に関する警告 

 

1． 安全に使用するために接地検査を必ず行ってください。電源コードは必ず、しっかりと接地

させ、器具又はこの取扱説明書に記載してある電圧・周波数に合ったメインコンセントに差

し込んでください。プラグアダプターや、延長コードは使用しないでください。これらは接

地の安全性を妨げ、傷害の原因となります。 
 
 

1.3.3 注意――リチウムチャージャー 

 

1. 米国連邦法により、本製品の販売は医師又は医師の指示の下に限定しています。 

2. 使用前に、正常に作動するかどうか、装置すべてを点検してください。 

3. コードでリチウムチャージャーを扱わないでください。リチウムチャージャーやコンセント

からコードを抜くとき、コード自体を引っ張らないでください。 

4. リチウムチャージャーのコードや付属コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでくださ

い。コードに摩耗、損傷がないか常に確認してください。摩耗や損傷がある場合はただちに

使用を中止し、交換してください。 

5． 冷却通気口の通気を妨げないでください。リチウムチャージャーに布やカバーを掛けないで

ください。 

6． 必要に応じリチウムチャージャーを十分に清掃してください（「3.1 リチウムチャージャーの

清掃手順」を参照）。 

7． リチウムチャージャーの性能を 善に保つためには定期的な保守が必要となります（「3.0 リ

チウムチャージャーのメンテナンス」を参照）。 

8． この定期的メンテナンスを行わない場合、リチウムチャージャーの故障を招いたり、製品の

保証が無効になることがあります。 
 
 

1.3.4 注意――リチウムバッテリー 

 

1． リチウムバッテリー以外のバッテリーを充電しないでください。 

2． リチウムバッテリーは充電の前に室温まで冷ましてください。これを怠ると、充電完了まで、

より長い時間がかかることがあります。 
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1.4 記号の説明 
 

 
  

取扱説明書の指示を参照すること。 

注意又は警告。 

ヒューズの位置。警告：火災の危険から守るために、必ず同じ種類及び同じ定格のヒューズ

と交換すること。 

交流。 

接地用アース。 

電気的障害。危険電圧あり。絶対に機器を修理しようとしないこと。訓練を受けた保守担当

者でなければカバーを開けたりシステム部品に触れてはならない。 

ユーザーによる整備不可。弊社に修理を依頼。 

滅菌をしないこと。 

浸漬しないこと。 

警告：火傷の可能性。腐食性物質。 

リチウムバッテリーがどのスタンドにも設置されておらず、リチウムチャージャーが使用可

能であることを示す。 

いずれかのステーションに表示されている時、充電中であることを示す。 

いずれかのステーションに表示されている時、充電完了であることを示す。 

いずれかのステーションに表示されている時、そのリチウムバッテリーの状態を示す。「3.2
トラブルシューティング」をご覧ください。 

リチウムチャージャーの状態を示す。 

リチウムバッテリーステーションの状態を示す。 
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リチウムバッテリーの予備情報として、ステーション番号、リチウムバッテリーが受けた

高温度、充電回数を示す。「2.3 リチウムバッテリーの予備情報（充電中）」をご覧ください。

処方箋が必要。米国連邦法により、本製品の販売は医師又は医師の指示の下に限定している。

温度制限。 

湿度制限。 

圧力制限。 

廃電気電子機器指令（WEEE）記号。欧州連合製品寿命関連。 

カタログ番号。 

製造番号。 

製造元。 

製造日。 

UL クラシフィケーションマーク。 

UL 承認部品。 

EU 公式代理人。 

リチウムバッテリーには適切にリサイクル又は処分すべき物質が含まれています。リチウムバッ

テリーを家庭ごみとして処分することは禁止されています。処分やリサイクルに関してはあなたの地域、及

び政府の規制に従ってください。リチウムバッテリーのリサイクル又は処分に関しては、米国の場合は

1-800-237-0169 まで、それ以外の場合は弊社メンテナンスセンターまでご連絡ください。 
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1.5 環境への指示事項 

 

電気及び電気機器の廃棄に関する WEEE 指針 [2002/96/EC]。欧州連合に適応される製

品の廃棄（WEEE）に関するものです。 

 

WEEE マークは製品又は包装に表示され、他の廃棄物と一緒に処理されるべきではありません。 

代わりに、電気及び電気機器の廃棄物のリサイクルのために指定された収集ポイントに引き渡す

責任があります。処分時の分別収集と廃棄物のリサイクルは、天然資源を保護し、人の健康と環

境を守ることに役立ちます。医療機器がリサイクルの為に役に立つことに関する詳しい情報に関

しては、弊社に連絡してください。 
 
 

1.6 製品写真について 

 

本取扱説明書に掲載している製品の図及び写真は実際の製品と異なる場合があります。操作方法

を表す為の参考用ですので、実際に使用の際はお手持ちの製品を参照してください。 
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1.7 リチウムチャージャー 
 
 

1.7.1 フロントパネル 

 

1． リチウムバッテリー充電ステーション（4）――すべてのリチウムバッテリーの充電に使用し

ます。 

2． 表示――ステータスインジケータ及び情報を表示します。 

3． 表示選択ボタン――ボタンを押して追加情報を表示します。 

4． 冷却通気口――通風に使用します。 
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1.7.2 ボトムパネル 

 

1. 冷却通気口――通風に使用します。 

注意：冷却通気口の通気を妨げないようにすること。カバーや布を掛けないでください。 

2． コードラップ――余分なコードをまとめるのに使用します。 

3． 主電源取り付け位置――医療機器グレードの AC コードで AC 電源が供給されます。 

4． ヒューズホルダー――ヒューズを 2 本内蔵。ヒューズの交換には「3.3 ヒューズの交換」をご

覧ください。 
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2.0 リチウムチャージャーの設置 
 

 

2.1 リチウムチャージャー取り付けオプション 

 

リチウムチャージャー（L3000）は、テーブル上部又は壁面に設定することができます。リチウム

チャージャーを石膏ボードに設置するときは、壁板ではなくスタッドに取り付けてください。石

造又は煉瓦の壁に設置するときは、適切な壁プラグ及びネジを使用してください。 

壁内には配線、ガス管、又は配管が埋め込まれている可能性があります。穴を開けたりネジを取

り付けたりする前に、これらがないことを確認してください。 

注記：リチウムチャージャー間距離を 4 インチ（10 cm）あけてください。 

テーブル上部取り付け： 

1． 電源コードはリチウムチャージャー底部の主電源取り付け位置に差し込み、メインコンセン

トをしっかりと接地させてください。 

 

2． 電源コードの長さを測定し、壁プラグとリチウムチャージャー間の距離が正しいかどうか確

認してください。 

3． リチウムチャージャー底部でコードラップを使用し、余分な長さの電源コードをまとめてく

ださい。つまずき防止のため、コードがきつすぎる、又は緩すぎることのないようにしてく

ださい。 

壁面取り付け： 

1． リチウムチャージャー取り付けに 適な壁面の場所を決めてください。コンセントに近い場

所を選んでください。 

2． スタッドファインダーを使用し、リチウムチャージャーを支えるスタッドの位置を特定して

ください。 

3． スタッド位置の中心の印を付けてください。 

4． リチウムチャージャー取り付け穴中心位置、距離 5.5 インチ（14.0 cm）の印を付けてくださ

い。 

5． #8（M4.2）なべネジを、壁面から約 1/4 インチ（6 mm）の箇所に取り付けてください。 

注意：適切な固定具により、35 ポンド（16 kg）以上の荷重が支えられなければなりません。 

6． 軽く押してリチウムチャージャーをネジに取り付け、しっかりと固定されていることを確認

してください。必要に応じ、ネジを再調節してください。 

7． 電源コードはリチウムチャージャー底部の主電源取り付け位置に差し込み、メインコンセン

トをしっかりと接地させてください。 
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8． リチウムチャージャー底部でコードラップを使用し、余分な長さの電源コードをまとめてく

ださい。コードは、上側又は下側のどちらからでも出すことができます。つまずき防止のた

め、コードがきつすぎる、又は緩すぎることのないようにしてください。 
 

 
2.2 リチウムバッテリーの充電 

 

リチウムバッテリーを充電するには、次の操作をしてください： 

1． リチウムバッテリーをバッテリー充電スタンドにスライドさせて取り付けてください。バッ

テリーは 4 個まで、各リチウムチャージャーに置くことができます。リチウムバッテリーが

スタンドに完全に取り付けられたことを確認してください。完全に取り付けられると、充電

マークが表示されます。充電マークが表示されない場合、「3.2 トラブルシューティング」を

ご覧ください。 

 

2． リチウムバッテリーの充電は自動的に開始します。充電中は充電マークが表示されます。次

ページの表をご覧ください。 

3． リチウムバッテリーが充電されると、充電完了マークが表示されます。充電が完了するまで

に、通常約 30 分かかります。 

4. リチウムバッテリーは、逆方向にスライドさせてリチウムチャージャーから取り外します。 

5． 充電後、バッテリーを滅菌してください。バッテリーの滅菌ガイドラインとパラメーターを

ご覧ください。 
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2.3 リチウムバッテリーの予備情報（充電中） 

 

1． リチウムバッテリーを充電ステーションのいずれかに設置している間は、ステーション番号

ボタン（1～4）を押して予備情報を表示させてください。 

 

2． いずれかのステーションに関し、追加のリチウムバッテリー情報が以下のように表示されま

す： 

W = 充電ステーション番号。 

YY = リチウムバッテリーの 高温度を示す。 

ZZZ = リチウムバッテリーの充電回数。 
 

3． リチウムチャージャーの使用を中止するには、AC 主電源から外す必要があります。電源コー

ドは壁面又はリチウムチャージャーから抜くことができます。 

 

充電マークの意味は以下のとおりです： 

 
  

リチウムバッテリーがどのスタンドにも設置されておらず、リチウムチャージャーが使用可

能であることを示す。 

いずれかのステーションに表示されている時、充電中であることを示す。 

いずれかのステーションに表示されている時、充電完了であることを示す。 

いずれかのステーションに表示されている時、そのリチウムバッテリーの状態を示す。「3.2
トラブルシューティング」をご覧ください。 

リチウムチャージャーの状態を示す。 

リチウムバッテリーステーションの状態を示す。 

リチウムバッテリーの予備情報として、ステーション番号、リチウムバッテリーが受けた

高温度、充電回数を示す。 
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3.0 リチウムチャージャーのメンテナンス 
 

リチウムチャージャー（L3000）を適切に使用するために、定期的、かつ適切なメンテナンスが必

要です。それらの性能と信頼性を 適に保つために手術器具のメンテナンスを計画することは不

可欠です。適切なメンテナンスによって、問題を 小限にとどめることができます。ConMed 

Linvatec はリチウムチャージャー（L3000）を、定期メンテナンスのために、36 ヶ月ごとに工場に

返却することをお勧めしております。 

 

リチウムチャージャーの適切なケアと取り扱いには、毎日の適切な操作及び清掃が含まれます。

安全で効率的な操作を確実にするために非常に重要です。 

 

正式に認可されていない修理施設によって行われたサービスや修理は、機器の性能の低下や患

者・使用者の安全を侵す可能性のある故障を招くおそれがあります。本システムについて技術サ

ポートが必要な場合や、修理等が必要な場合は、弊社営業社員又はメンテナンスセンターにご連

絡ください。 

 

リチウムチャージャー及びリチウムバッテリーのひび割れ又は破損を定期的に確認してください。

破損が確認された場合は、使用しないでください。 

 
 

3.1 リチウムチャージャーの清掃手順 

 

1. コンセントと、リチウムチャージャーの下側から電源コードを抜きます。 

 

2. リチウムチャージャー（L3000）を、中性洗剤で湿らせた清潔で柔らかい布で拭きます。洗浄

剤は、製造元説明書に従いプラスチックに使用可能なものを選択するようにしてください。

この説明書に従わない場合、リチウムチャージャー（L3000）が破損する可能性があります。

きれいになるまで清掃を繰り返します。 

 

3. リチウムチャージャー（L3000）を清掃後、殺菌した蒸留水に浸した柔らかい布で再度拭いて

ください。 

 

4. 清潔で柔らかい布で乾拭きしてください。 

 

5. 少なくとも週に 1 回、リチウムチャージャー（L3000）スタンドの接続部を徹底的に清掃しま

す。金属部分には綿棒と非研磨洗剤を使用してください。漂白剤又は他の腐食作用のある化

学薬品を使用しないでください。 

 

警告：エチレンオキサイド滅菌はしないでください。 
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3.2 トラブルシューティング 

 

表 1：トラブルシューティング 

症状 考えられる原因 対処

リチウムチャー

ジャーの動作不

良（起動画面な

し）。 

・ 電源コードが差し込

まれていない、又は欠

陥がある。 
・ ヒューズが切れてい

る。 
・ リチウムチャージャーに

欠陥がある。 

・ 電源コードを差し込む。 
・ 電源コードを取り替える。 
 
・ ヒューズを取り替える。「3.3 ヒューズの交換」をご覧ください。
 
・ 弊社メンテナンスセンターに連絡する。 

充電マークが表

示されない。 
・ リチウムバッテリー

がリチウムチャージ

ャーのステーション

にしっかりとセット

されていない。 
・ リチウムバッテリー

接触部が汚れる、腐食

する、又は緩む。 
・ リチウムチャージャー接

触部が汚れる、腐食す

る、又は緩む。 

・ リチウムバッテリーがリチウムチャージャーのスタンドにしっか

りとセットされているか確認する。 
 
 
・ 接続部に溜まった破片がないか、全ての機器を調べる。ある場合

は清掃して再度取り付ける。 
・ 接続の緩い箇所があれば、弊社メンテナンスセンターに連絡する。

・ 接続部に溜まった破片がないか、全ての機器を調べる。ある場合

は清掃して再度取り付ける。 
・ 接続の緩い箇所がある場合は弊社メンテナンスセンターに連絡す

る。 

 

・ リチウムバッテリー

の故障。 
番号 40～59 が画面の

4 分の 1 に表示され

る。 

・ リチウムバッテリーを取り外し、再度取り付ける。故障の状態が

続く場合はリチウムバッテリーに原因がある。リチウムバッテリ

ーを交換し、適切に処分する。 

 

・ リチウムバッテリー

充電ステーションの

故障。 
番号 20～29 が画面の

四角部分に表示され

る。 

・ リチウムバッテリーを取り外し、再度取り付ける。故障の状態が

続く場合はステーションに原因がある。弊社メンテナンスセンタ

ーに連絡する。他のステーションを使用する。 

 

・ リチウムチャージャーの

故障。 
番号1～19が画面全体

に表示される。 

・ 故障状態が表示された場合は弊社メンテナンスセンターに連絡す

る。 

充電時間が 30 分

を超える。 
・ リチウムバッテリー

の高温化。 
・ リチウムバッテリーを取り外し、室温まで冷ます。 
・ 温度が正常範囲内の場合、リチウムチャージャーはリチウムバッ

テリーを充電する。 
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3.3 ヒューズの交換 

 

1． コンセントから電源コードを抜き、主電源を切ってください。 

2． 壁面取り付けの場合、リチウムチャージャー（L3000）を取り付け金具から上方へ持ち上げ、

壁取り付け位置から取り外してください。 

3． リチウムチャージャー（L3000）の向きを変え、電源コードを主電源取り付け位置又はヒュー

ズホルダーから取り外してください。 

 

4． ヒューズホルダードロワーを小型のブレードで開け、以下のように両方のヒューズを取り外

してください。 

 

5． 両方のヒューズを取り外します。両方のヒューズを同時に交換してください。古いものと新

しいものを混ぜないでください。リチウムチャージャー、又は本取扱説明書の「3.5 仕様」に

記載された、地域の電圧に一致した正しい数値のものと交換してください。 

6． 再度ヒューズホルダードロワーを取り付け、パチッと音がするまで閉めてください。 
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3.4 漏れ電流試験 

 

この試験の目的は、リチウムチャージャーの変圧器からの 50/60 サイクルの漏れ電流を測定する

ことです。保護接地した接続可能金属部と外装と接触可能金属部との間は 100 µA 以下でなければ

なりません。 

 

必要な試験器具： 

 

ED&D 漏れ電流試験器、モデル LT-601 又はその同等品。 

 

手順： 

 

1. リチウムチャージャー背面に電源コードを接続する。電源ソケットを試験器に接続してくだ

さい。 

2. リチウムチャージャーを 2 分間以上ウォームアップさせてください。 

3. 漏れ電流を測定します。 

4. リチウムチャージャーと試験器をオフにしてください。全ての試験器をリチウムチャージャ

ーから外してください。 

5. 漏れ電流が限界値を超えている場合、接続線及び変圧器に問題がある場合があるので、この

原因が判明、解決するまでは使用しないでください。 
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3.5 仕様 

 
 

3.5.1 リチウムチャージャー（L3000） 

 

医 療 用 電 気 器 具 を 対 象 に 、 UL60601-1 、 CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90 、

IEC60601-1:1988、+A1:1991 +A2:1995、ES60601-1:2005 + A1: 2009 +A2: 2010、CAN/CSA 

C22.2 No. 60601-1-08、及び IEC60601-1:2005 + C1:2006 + C2:2009 に従い、感電、火災、

電磁適合性、機械的及びその他の特殊な危険に関してのみ試験を行いました。 

 

このシステムはまた、次の IEC 60601-1-2:2007 に従って試験され、適合しています。：1）問題に

なるような干渉障害を起こしません。：2）他から干渉を受けても誤作動が発生しません。ただし、

干渉問題が発生した場合は、装置間の距離を遠ざけてください。より詳しい情報については、弊

社メンテナンスセンターにご連絡ください。 

 

リチウムチャージャー（L3000） 

仕様： クラス I、装着部なし、通常は患者環境外 

水浸入防止： IPX0、通常、保護なし 

運転モード： 連続的操作 

入力電圧： 100～240 VAC 

周波数： 50/60 Hz 

漏れ電流： < 100 µA、正常状態 

< 300 µA、単一故障状態 

消費電力： 500 VA 

ヒューズ： T5AL、250 V 

寸法： 10.0” (W)  4.5” (H)  14.0” (D) 

25.4 cm (W)  11.43 cm (H)  34.8 cm (D) 

重量： 5.3 ポンド（2.4 kg） 

電源コード 

北米電源コード

仕様： 

UL 及び CSA 認証 

オス型プラグ：NEMA 5-15P 医療用（緑点付き）、15 A/125 V 

コード：UL 型 SJT、18AWG X 3 導線、色識別：黒、白、緑 

コード長さ： 長 10 フィート（3 m） 

メス型プラグ：IEC320/C13 EN60320、10 A/125 V 

国際電源コード

仕様： 

国・地域認証 

オス型プラグ：10 A/250 V 

コード：H05VV-F3G1.0 又は国・地域承認の同等品、1 mm2 X 3 導線、色識別：

茶、薄青、緑・黄縞又は国・地域の要件 

コード長さ： 長 3.6 m 

メス型プラグ：IEC320/C13 EN60320、10 A/250 V 
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3.5.2 システム環境条件 

 

 
 

 

 

表 1：ガイダンス及び製造者による申告－電磁気放射 

 

リチウムチャージャー（L3000）は以下で指定される電磁環境に 
おける使用を意図されています。リチウムチャージャー（L3000）の顧客又は 
ユーザーは、そのような環境で用いられるようにしなければなりません。 

放射試験 コンプライアンス 電磁気環境－ガイダンス 

RF エミッション CISPR 11 グループ 1 リチウムチャージャー（L3000）は内部機能にのみ、RF エ

ネルギーを使用します。したがって、RF 放射は非常に低く、

付近の電子装置への干渉を引き起こすことはほとんどあり

ません。 

RF エミッション CISPR 11 クラス A リチウムチャージャー（L3000）はすべての施設での使用に

適しており、直接国内の目的に使用される公立の低圧電源

供給ネットワークで接続された国内の施設を含んでいま

す。 

高 調 波 エ ミ ッ シ ョ ン IEC 
61000-3-2 

クラス A 

電圧変動／フリッカーエミッ

ション IEC 61000-3-3 
適合 

 
  

環境条件 作動時 保管輸送時 

温度   

相対湿度 

非結露 

 
非結露 

 
周囲温度   
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表 2：ガイダンス及び製造者の申告－電磁耐性（耐ノイズ性） 

 

リチウムチャージャー（L3000）は以下で指定される電磁環境における使用を意図されています。リチ

ウムチャージャー（L3000）の顧客又はユーザーは、そのような環境での使用を確実にすべきです。 

イミュニティ試験 IEC 60601 試験レベル コンプライアンスレベル 電磁気環境ガイダンス 

静 電 放 電 （ ESD ） IEC 
61000-4-2 

±6 kV 接触 

±8 kV 空中 

±6 kV 接触 

±8 kV 空中 

床は、木、コンクリート又

はセラミックタイルであ

るべきです。 床が合成繊

維で覆われている場合、相

対湿度は少なくとも 30%
であるべきです。 

電気的高速過渡／バース

ト 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 電源ライン用 

±1 kV 入力／出力ライン用

±2 kV 電源ライン用 

±1 kV 入力／出力ライン用

主電源の品質は通常の商

用又は病院環境のもので

あるべきです。 

サージ IEC 61000-4-5 ±1 kV ライン間 

±2 kV ライン‐接地間 

±1 kV ライン間 

±2 kV ライン‐接地間 

主電源の品質は通常の商

用又は病院環境のもので

あるべきです。 

周波数（50/60 Hz）電磁場
IEC 61000-4-8 

3A/m 3A/m 電力周波磁場は通常の位

置特性のレベルで、典型的

な業務又は病院環境であ

るべきです。 

電源入力ラインの電圧デ

ィップ、短時間の遮断及び

電圧変動 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% dip in Ut)  
for 0.5 cycle 

40% Ut (60% dip in Ut) 
for 5 cycles 

70% Ut (30% dip in Ut)  
for 25 cycles 

<5% Ut (>95% dip in Ut)  
for 5 seconds 

<5% Ut (>95% dip in Ut)  
for 0.5 cycle 

40% Ut (60% dip in Ut)  
for 5 cycles 

70% Ut (30% dip in Ut)  
for 25 cycles 

<5% Ut (>95% dip in Ut)  
for 5 seconds 

主電源の品質は通常の商

用又は病院環境のもので

あるべきです。リチウムチ

ャージャー（L3000）のユ

ーザーが、主電源を中断し

た際、継続運転を必要とす

る場合、リチウムチャージ

ャー（L3000）を非中断可

能電源又はリチウムバッ

テリーによって稼動させ

ることが推奨されます。 

注記： Ut は試験レベル適用前の交流電源電圧です。 
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表 2：ガイダンス及び製造者の申告－電磁耐性（耐ノイズ性）（続き） 

 
リチウムチャージャー（L3000）は以下で指定される電磁環境における使用を意図されています。リチウムチャー

ジャー（L3000）の顧客又はユーザーは、そのような環境での使用を確実にすべきです。 

イミュニティ 
試験 

IEC 60601 
試験レベル 

コンプライアンス

レベル 
電磁気環境ガイダンス 

   携帯用、及び可動式 RF 通信装置は、送信機周波数に

適切な方程式で計算された推奨する分離距離内にケー

ブルを含むリチウムチャージャー（L3000）のいかな

る部分も近付けないでください。 

   推奨分離距離 

伝導 RF 3 Vrms 3 Vrms d = 1.2 √ P

IEC 61000-4-6 150 kHz～80 MHz 150 kHz～80 MHz  

放射 RF 3 V/m 3 V/m d = 1.2 √ P 80 MHz～800 MHz 

IEC 61000-4-3 80 MHz～2.5 GHz  d = 2.3 √ P 800 MHz～2.5 GHz 

   送信機製造者に従い、P が送信機の 大出力率をワッ

ト（W）で示しており、d は推奨する分離距離をメー

トル（m）で示しています。 

送信機の、そして、電磁場付近調査（a）による測定で、

固定 RF からの磁場強度が、各周波域（b）でのコンプ

ライアンスレベル以下であるべきです。 

以下のシンボルで示された設備付近では、電磁波干渉

が起こるおそれがあります。 

 
 

注記 1：80 MHz と 800 MHz では、さらに高周波化する範囲が適用されます。 
注記 2：これらのガイドラインはすべての状況に当てはまるわけではありません。電磁の伝播状態は構造、物、 

及び／又は人からの吸収や反射によって影響を受けます。 

a. 理論的に、固定送信機からのラジオ（携帯又はコードレス）電話のための基地局や移動無線、アマチュア無線、

AM、及び FM ラジオやテレビを放送する地域の磁場強度の正確な予測をすることができません。固定 RF 送信

機のため電磁環境を評価するために、電磁実地調査を検討するべきです。 
リチウムチャージャー（L3000）を使用している位置の測定磁場強度が、適切な RF コンプライアンスを超えて

いる場合、リチウムチャージャー（L3000）の通常操作が可能であるかの確認を観測するべきです。 異常性能

が観測される場合、リチウムチャージャー（L3000）の向きを変えるか、移動させるなどの追加措置が必要な

場合があります。 

b. 周波数 150 kHz～80 MHz 以上では、 磁場強度は 3 V/m 以下であるべきです。 
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表 3：携帯用、及びモバイルの RF 通信装置と 

リチウムチャージャー（L3000）間の推奨分離距離 
  

リチウムチャージャー（L3000）はRF妨害の広がりが制御できる電磁環境における使用に意図されています。リ

チウムチャージャー（L3000）の顧客又はユーザーが、以下で推薦されるように、通信装置の 大出力に従って、

携帯用、及び可動式RF間の 短距離を通信装置（送信機）とリチウムチャージャー（L3000）間に保持すること

により、電磁波障害を防ぐことができます。 

送信機の 大出力率 

送信機周波数による分離距離 

ｍ 

150 kHz～80 MHz 80 MHz～800 MHz 800 MHz～2.5 GHz 

W d = 1.2 √ P d = 1.2 √ P d = 2.3 √ P 

0.01 0.012 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

上に記載されなかった 大出力で評価された送信機に関しては、送信機製造者によれば、送信機の 大出力率であ

る P ワット（W）で、送信機の周波数に適切な方程式を用いることにより、推奨される分離距離 d メートル（m）

を概算することができます。 

注記： 
 80 MHz と 800 MHz では、高周波化する範囲が適用されます。 
 これらのガイドラインはすべての状況で適用できるものではありません。電磁の伝播状態は構造、物、及び／又

は人からの吸収や反射によって影響を受けます。 

 

 

 
 

3.6 付属品 

 

品番 品名 

L3-000L-G00-00 リチウムバッテリー 

LC-7104-000-00 パワーコード（115VAC、10 フィート）
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