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オームソースシリーズ
ohm Source Series
Electronically Controlled Resistance Box
電子制御の抵抗ボックス
Your SOURCE of Resistance!
抵抗値の源泉
The ohmSOURCE Resistance Box product line is
マイクロプロセッサー制御のオームソース抵抗
like nothing you have ever seen before! Microproボックスはこれまでにない製品です。画期的な
cessor-controlled and loaded with innovative fea機能を備え、直観的でユーザーフレンドリーな
tures, the ohmSOURCE Resistance Box succeeds
操作で高確度、高精密の抵抗値を利用できま
in providing highly accurate and precise resistance
values in an intuitive and user-friendly fashion.
す。抵抗値は24MΩまで、パワー定格は1Wまで
With a resistance value range of up to 24 MΩ
利用できるハンドヘルドのオームソース抵抗
and a power rating of up to 1 Watt, the handheld
ボックスは自動車産業、医療、テスト・測定、
ohmSOURCE is practical for all industries including
テレコム、HVAC等々の全ての産業で使用でき
automotive, medical, test & measurement, telecommunications, and HVAC.
ます。

自動RTDシミュレーション
Automatic RTD simulation
The Translation Table Add-on enables the user
変換テーブルのアドオン機能によりユーザーはオー
to download and store data tables in the ohmムソース抵抗ボックスにデータテーブルをダウン
SOURCE Resistance Decade Box for translating
ロードすることができるので、ユーザーが定義でき
a known, user-definable physical characteristic
る既知の物理的特性を抵抗値に変換できます。
into a resistance value. Use this option to simulate

このオプションを利用す
ると、サーミスタや導電
センサー等の物理的現象
any type of transducer that
を抵抗値に変換するどん
converts a physical pheなトランスデューサーの
nomenon into a resistance
シミュレーションも可能
value: thermistors, conductivity sensors, etc... Each
です。各テーブルは２５
table may contain up to 256
６までの等価値を収める
equivalences.
ことができます。
Using the RS-232 interface
RS232インターフェイス
and the Software Develとソフトウェア開発キッ
opment Kit, you can control
トを使用すればオーム
the ohmSOURCE from a
remote computer and design
ソース抵抗ボックスを遠
automated test equipment to
隔のコンピュータからコ
fit your custom application.
ントロールでき、カスタ
ムデザインの自動テスト
Uses real resistors.
計器が設計できます。

特色及び利点
FEATURES
AND BENEFITS
Keypad Interface
キーパッドインターフェイス

RTD values may be
stored and recalled by
temperature setting

自動残留抵抗値
Automatic Residual Resistance

Enter resistance values using a calculator-style keypad.
電卓スタイルのキーパッドから抵抗値を入力

The
residual resistance of the ohmSOURCE is automatically
オームソースの残留抵抗は出力抵抗値に自動的に
included
in the output resistance value.
含まれるので、ゼロサブトラクションは必要あり
No
zero
ません subtraction is required.

クイックバリューキー
Quick Value Keys
Recall up to four frequently used resistance values with one
ワンタッチで頻繁に使用される４つまでの抵抗値
touch.
を呼び出せる

メモリーキー
Memory Keys
Store
resistance values in up to 10 additional memory locations
１０（0-9）までの抵抗値を別途記憶できます
(0-9).

電流制限（ユーザー設定）
Current
Limiter (user-defined)
Limits the amount of current passing through the ohmSOURCE
損傷を防ぐためにオームソースに流れる電流を制限
to prevent possible damage.
できます

抵抗値増分設定
Increment
Value Setting
Change
resistance by user-defined increments or select stanユーザー定義の抵抗値増分あるいは標準の抵抗値
dard
resistance
(1%, 5%, 10%)
増分(1%,
5%,values
10%)を設定できます

Open
Key
オープンキー

Auto-Off
Power
自動電源オフ
The
ohmSOURCE automatically shuts off after 4 minutes of
オームソースの休眠状態が４分間続いた場合は、電源
inactivity
to conserve power.
をセーブする為に電源は自動的にオフになります。

現場での校正
Field Calibration
Easily calibrate the ohmSOURCE with a high precision ohmオームソースは精密オームメータを使用して容易に校正す
meter. Annual factory calibration recommended.
る事ができます。年に１回工場での校正を推奨します。

フラッシュプログラムメモリー
FLASH
Software Updates
The microprocessor has FLASH program memory to allow
マイクロプロセッサーはフラッシュメモリーを備えている
reprogramming of product firmware.
のでファームウェアを再プログラムする事ができます。

Accessories
アクセサリー

Conveniently 100% mechanically isolate the ohmSOURCE from
オームソースをアプリケーションからキータッチで
the application with the touch of a key.
100%機械的に分離することができます

読み易いディスプレー
Easy-to-Read
Display

ソフトウェア開発キット
OS-91.001 Software
Development Kit
- 高度なカストマイズ用ソフトウェアおよびハードウェアツール
Software & Hardware Tools for Advanced Customization

OS-91.002 Test
Leads
テスト用リード線
- Dual Banana
Plug to Mini-Alligator Clips
・デュアルバナナプラグ-ミニワニグチクリップ

The
output resistance value, in ohms, is easily read from the
グラフィックの大きなLCDディスプレーで出力の
large, graphical LCD display.

抵抗値（Ω）を容易に読む事ができます

仕
様
SPECIFICATIONS
Model OS-250

Model OS-260

Model OS-270

範囲
Range

Rmin* to 24,000,000 Ω

Rmin* to 24,000,000.0 Ω

Rmin* to 1,500,000.00 Ω

分解能
Resolution

1Ω

0.1 Ω

.01 Ω

Accuracy
確度
ゼロサブスト

±1 Ω, for 1 kΩ and under

±0.5 Ω, for 1 kΩ and under

±0.1 Ω, for 5 kΩ and under

ラクション不要

±0.1%, for over 1 kΩ

±0.1%, for over 1 kΩ

±0.01%, for over 5 kΩ

パワー定格
Power
Rating

1.0 W

1.0 W

1.0 W

Power
電源 Supply

4 AA alkaline batteries

4 AA alkaline batteries

4 AA alkaline batteries

no zero subtraction

Rmin*: Minimum settable resistance, detetrmined at calibration, approximately 1 Ω.
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