
DC シグナルソース
DC SIGNAL SOURCE SS7012 信号発生器

SS7012

発生＆測定が同時にできる
直流信号発生器

直流信号発生器 DC シグナルソース SS7012は計装システム（4-20mA）の
メンテナンスをはじめ、温調機器、ディストリビュータ、各種工業計器の保守・
サービス、ループ試験や、電子回路および電子機器の評価、生産設備の保
守にご利用いただけます。
直流電圧・電流発生、8 種類の熱電対の温度に相当する熱起電力発生が可
能です。さらに発生と測定が同時に行えるコンパクトな直流信号発生器です。

■	安定度を向上し、校正コストを低減

■	計装システム（4-20mA）の
	 ループ試験に

■	温調機器・ディストリビュータの確認に

■	キャリブレータ、小型発生器として
生産設備の保守・電子機器の評価に
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計装システムのループ試験、生産設備のメンテナンスに、 
片手で持てるフィールドキャリブレータ

●使用例
・計装システム (4-20mA) のループ試験
・温調機器、ディストリビュータの確認
・キャリブレータ、小型発生器として、	
生産機器の保守・電子機器の評価に使用

・電子負荷（最大DC25mA）として使用

・	電圧±25V、電流±25mAの発生と、		
電圧±28V、電流±28mAの測定が同時に可能
・	熱起電力発生(TC)	8種 (K,E,J,T,R,S,B,N)
・	−25℃〜80℃の温度測定 (TEMP)
・	安定度を向上し、校正コストを低減
・	USB接続でPCからコントロール可能

■SS7012の特長

電流発生 4-20mA
SS7012

ディストリビュータ

出力機器

4-20 mA

ディストリビュータの動作を試験します。センサ部の電流出力
の代りにSS7012 から規定値の電流を入力します。SS7012 で
は SINK（吸い込み )に設定します。

●ループ試験（ディストリビュータ試験）

電圧発生 24V
（モニタ機能使用）

SS7012
二線式
伝送器

センサ
4-20 mA

センサ部分 (二線伝送式センサ)の出力を確認します。SS7012
では定電圧出力 (CV)でディストリビュータの電源電圧をセンサ
部に入力し、センサから出力される電流をモニタします。

●ループ試験（二線伝送式センサ試験）

温度計の入力端子
の近くに RJ センサ
を置く

温度計

TC（RJ）発生
SS7012

銅線等

TC（熱電対）、電圧、電流、抵抗出力などセンサから出力さ
れる信号の代わりにTC、CV、CC、Rs(100Ω)の試験信号を
SS7012 から入力します。

●温度計の校正試験（TC, CV, CC 発生）

−25℃〜 80℃の温度測定が、オプションの RJ センサ 9184
を使用して行えます。環境温度測定のほか、基準接点補償 
TC（RJ）を含めた熱電温度計等の校正に有効です。

●温度測定（TEMP）
小型・軽量でありながら、CV,CC発生で±0.03%、TC（0℃）
発生で±0.05%±0.5℃ *1 の高精度・高安定を確度保証１年
で実現しました。現場での作業性を考慮した、片手で持てるコ
ンパクトサイズで、出張校正・サービスへの持ち運びにも便利
です。
*１ TC（0℃）にて K,E,J,T の熱起電力を発生の場合。

●ポータブルで高精度・高安定

各発生データを１ファンクションあたり最大 20ステップのメモリ
設定ができ、リコール (マニュアル呼び出し)、オートスキャン
(自動順次読み出し)での出力が可能です。この機能はメータ
のチェック、繰り返し調整、リニアリティ試験などに有効です。

● 20 ステップまでのメモリ設定



3

生産設備の保守、電子機器の実験・評価用の
信号源として使用できます。

入力側

電子回路等

SS7012

出力側

最大±25.000V、±25.000mAの発生と、最大±28.000V、 
±28.000mAの測定が可能です。しかも、絶縁された発生と測
定が同時にできるため、たとえばトランスデューサの入力側・出
力側の同時検査が1台で行えるなど、作業効率がアップします。

●電圧・電流発生と同時表示

SS7012 サンプル PC アプリケーション画面例
（SS07012 サンプル PC アプリケーションは弊社ホームページ http://
www.hioki.co.jp/から無償でダウンロードできます。）

USB
ケーブル

電子機器の実験、評価用のポータブル信号源として使用できま
す。USBインタフェース＊ 経由でフルコントロールが可能です。
＊PCとの通信に限り使用できます。USBメモリ等への保存はできません。

●小型発生器として使用

【SOURCE FUNCTION】
 発生ファンクション 設定キー

【TC TYPE】発生する熱電対の設定キー
【MEMORY】メモリ発生切り換えキー
【SET】各桁に対応した出力値設定キー
【＋ / －】出力極性発生切り換えキー
【OUTPUT】出力の ON/OFF キー
【MEASURE FUNCTION】
 測定ファンクション 設定キー

【0 ADJ】測定時のゼロアジャストキー
【MONITOR】測定値 / モニタ値の 

切り換えキー

操作キー

・設定ファンクションをバーで表示
・TCファンクションの場合、設定した 

熱電対を表示
・設定値、および出力状態 (ON/OFF)

発生側の表示

・測定ファンクションをバーで表示
・測定値、または出力時のモニタ値
・メモリ設定、出力時にアドレスとイン

ターバルを表示

測定側の表示

ポータブル発生器では直感操作で使い易い、各桁に割り振
られたアップ／ダウンキーを採用。出力値の設定がスピーデ
ィーにできます。

●使いやすいキー操作
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■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
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■ SS7012 仕様（確度は、23±5℃にて。確度保証期間 1 年）

レンジ／発生・測定範囲 分解能 確　　度 備　考

発
生
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン

定電圧（CV）
2.5V : 0 〜±2.5000V
25V  : 0 〜±25.000V

100μV
1mV

±0.03% of setting±300μV
±0.03% of setting±3mV

（シンク・ソース）
±25mA
±25mA

定電流（CC）
25mA : 0 〜±25.000mA 1μA ±0.03% of setting±3μA

（シンク・ソース）
約±25V

熱起電力 TC（0℃）
K : − 174.0 〜 1372.0℃       
E : − 220.0 〜 839.0℃
J  : − 208.0 〜 1108.0℃
T : − 169.0 〜 400.0℃
R : − 50 〜 100℃ 
          101 〜 1768℃  
S : − 50 〜 100℃ 
          101 〜 1768℃
B :   300 〜 600℃ 
       601 〜 1820℃
N : − 113.0 〜 1300.0℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃
1℃ 

1℃

1℃

0.1℃

±0.05% of setting±0.5℃
±0.05% of setting±0.5℃
±0.05% of setting±0.5℃
±0.05% of setting±0.5℃
±0.05% of setting±1.5℃
±0.05% of setting±1.0℃
±0.05% of setting±1.5℃
±0.05% of setting±1.0℃
±0.05% of setting±2.5℃
±0.05% of setting±1.5℃
±0.05% of setting±0.5℃

出力抵抗　
5Ω以下
JIS C1602-
            1995

熱起電力 TC（RJ）
熱電対の種類、発生範囲、分解能
はTC(0℃)と同様

TC（0℃）に下記加算
±0.5℃（23±5℃）
±1.0℃（0 〜 50℃）
±2.0℃（−25〜80℃）

RJ センサ
9184使用

メモリ発生（RECALL、SCAN）
CV2.5､CV25､CC､TC (0℃, RJ）の 
各ファンクションの中から１種類

最大ステップ数 : 20
インターバル時間 :
1 〜 99s

時間の確度
は規定せず

標準抵抗（Rs）　100Ω ±0.2Ω ±5mΩ/℃

測
定
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン

電圧
2.5V : 0 〜±2.8000V
25V : 0 〜±28.000V

100μV
1mV

（ゼロアジャスト実行後）
±0.03% of rdg.±300μV
±0.03% of rdg.±3mV

入力抵抗 
約 1MΩ

電流
25mA : 0 〜±28.000mA  1μA

（ゼロアジャスト実行後）
±0.03% of rdg.±3μA

入力抵抗 
約30Ω＊以下

温度
−25.0 〜 80.0℃ 0.1℃

±0.5℃（23±5℃）
±1.0℃（0 〜 50℃）
±2.0℃（−25〜80℃）

RJ センサ
9184 使用

モ
ニ
タ

負荷電流モニタ
負荷電圧モニタ
基準接点温度モニタ

10μA
10mV
0.1℃

±0.1% of rdg.±20μA
±0.1% of rdg.±20mV
±0.5℃（23±5℃）
±1.0℃（0 〜 50℃）
±2.0℃（−25〜80℃）

0 〜±28.00mA
0 〜±28.00V
−25.0 〜 80.0℃

                  ＊ヒューズ抵抗分約 15Ω含む

"% of setting" は設定値の %、"% of rdg." は読み値の %です。

●推奨組み合わせ例
SS7012（本体）＋ACアダプタ 9445-02 ＋携帯用ケース 9782 
＋ニッケル水素充電池 Z0101＋充電器 Z0102
＝￥135,300（税抜き）

AC アダプタ  9445-02  ………………  
（日本、アメリカ向け、AC100 〜 240Vフリー、出力 9V-1A）
RJ センサ  9184（基準接点補償用）  …
携帯用ケース  9380 …………………
携帯用ケース  9782 …………………
通信パッケージ  SS9000  …………

●オプション
￥  5,800

￥  8,500
￥  4,900
￥12,000
￥  2,000

（税抜き）

（税抜き）
（税抜き）
（税抜き）
（税抜き）

DCシグナルソース SS7012  ￥110,000（税抜き）
■ 価　格

ニッケル水素充電池  Z0101 ………  
（単 3 型、2500mAh、4 本セット）

充電器  Z0102  ………………………

￥  2,300

￥  5,200

（税抜き）

（税抜き）

ニッケル水素充電池 Z0101の充電には充電器 Z0102が必要 
です。ACアダプタ9445-02 では充電できません。

RJ センサ 9184

テストリード（付属）
L9170-10

通信パッケージ
SS9000

入力コード（付属）
9168

携帯用ケース 9380

充電器 Z0102 携帯用ケース 9782ニッケル水素充電池 
Z0101

AC アダプタ 
9445-02

■ SS7012 一般仕様
出力発生方式：バイポーラシンク・ソース方式
A ／ D 動作方式：ΔΣ方式
温度係数： 発生 (% of setting は設定値の%)
 ±（0.005% of setting ＋ 30μV）/℃（CV:2.5V）
  ±（0.005% of setting ＋ 0.2mV）/℃（CV:25V）
  ±（0.005% of setting ＋ 0.2μA）/℃（CC:25mA）
  ±（0.005% of setting ＋ 0.05℃）/℃（TC（0℃）:K,E,J,T,N）
  ±（0.005% of setting ＋ 0.1℃）/℃（TC（0℃）:R,S,B）
  ±（0.01% of setting ＋ 0.1℃）/℃（TC（RJ）:K,E,J,T,R,S,B,N）
  ±（0.005Ω）/℃（Rs）
温度係数： 測定 (%rdg. は読み値の%)
 ±（0.005%rdg. ＋ 10μV）/℃（V:2.5V）
  ±（0.005%rdg. ＋ 0.1mV）/℃（V:25V）
  ±（0.005%rdg. ＋ 0.1μA）/℃（A:25mA）
  ±（0.05℃）/℃（TEMP）
 ±（0.01%rdg. ＋ 1μA）/℃（MONITOR CV:2.5V, 25V）
  ±（0.01%rdg. ＋ 1mV）/℃（MONITOR CC:25mA）
  ±（0.05℃）/℃（MONITOR TC（RJ））
ゼロアジャスト機能：±100カウント以内（V､A測定時）
表示：ＬＣＤ 5桁表示「28000」
使用温湿度範囲：0℃〜 40℃、80%rh 以下（結露しないこと）
入出力保護：50mAヒューズ（発生・測定とも）
耐電圧：AC370Vrms (1mA) 15秒間（出力端子一括 − 入力
端子一括）

電源：単 3形アルカリ乾電池（LR6）×４、ニッケル水素充
電池 Z0101、または AC アダプタ 9445-02

連続使用時間：ニッケル水素充電池 Z0101 (2500mAh）使用時
約200分（満充電後 CC:25mAレンジ、20mA発生 250Ω負荷にて）
約170分（満充電後 CV:25Vレンジ、25V発生 1kΩ負荷にて）
約280分（満充電後 V:2.5Vレンジ、入力端子短絡時）

寸法・質量：104W×180H×58Dmm・約 570g
付属品：入力コード 9168 ×1､テストリード L9170-10 ×1､
            予備ヒューズ（F50mA/250Vミゼット） ×1、 

     単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) ×4
製品保証期間：1年


