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2300 遠隔計測監視システム シリーズ

仕様書

形名：2321

品名：波形モジュール

■ 主な機能と特長
2300 遠隔計測監視システムを構成する、高速サンプリング、波形データ取得用モジュール
・高速サンプリングしたデータに対する演算値を一定時間間隔で記録
・設定したトリガ条件に一致した際の波形を記録
・インターバル記録と波形記録とを同時に実行可能
・インターバル記録では記録間隔を 1 秒から 60 分までの間で選択可能
記録できるデータは、波形のピーク・ボトム・平均値・実効値等を、1 秒毎にサンプリングした瞬時値・最大値・最
小値・平均値・ロジックデータ
・波形記録では波形のサンプリング周期を 2.5µs〜100ms の範囲で CH 毎に選択可能
（波形記録長は最大 32000 ワード）
・外部トリガ入力端子、外部トリガ出力端子付

■ 入力仕様

◆アナログ入力部

※アナログ CH 間は絶縁されています。
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◆ロジック入力部
ロジックプローブ 9320-01、9321-01 の仕様による
・ロジックプローブ 9320-01

・ロジックプローブ 9321-01

◆演算部

例：記録インターバル 5 秒、サンプリング 100ms の場合

◆トリガ入力部
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■ 出力仕様

■ 設置環境

トリガ出力：2CH

使 用 場 所
使用温度範囲
使用湿度範囲
保存温度範囲
保存湿度範囲
使 用 高 度
使用周囲雰囲気

出
最
電
信

力 方
大 入
圧 ・ 電
号 の 論

式 オープンコレクタ
力 DC 30V、500mA max.
流
理 有効：ON 無効：OFF

■ 機器仕様
入力部
交流電流：クランプセンサを接続
交流電圧：直結
通信部
内部通信インタフェース：CAN バス（500kbps）
接続方式：モジュールベース（2391 または 2392）に
接続
電源部
定格電源電圧：DC5V±0.2 V
接続方式：モジュールベース（2391 または 2392）に
接続することにより電源モジュール
（2361）より供給
記録部
内部記憶容量：512kB フラッシュメモリ（演算値）
時計精度：±100ppm（0〜50℃において、通信モジ
ュール未使用時の参考値）
停電対策
機器動作：停電復帰後、停電前の状態に自動復帰
パックアップ：
・インターバル記録データをフラッシュメモリに記録
※ただし、停電前後最大 2 分間のデータ欠落あり
・波形データを SRAM に記録
※停電前に記録終了したデータのみ
(記録中の波形データは欠落する)
バックアップ電池使用
電池寿命：約 10 年(25 ℃において)

室内
0〜50℃
80%rh 以下（結露なきこと）
-10〜60℃
80%rh 以下（結露なきこと）
2000m 以下
腐食性ガス、ひどい塵埃のない
こと

■ 性能
最大定格電力：2.5 W
耐電圧：AC350V、50／60Hz、感度電流 5mA、1 分間
・下記アナログ CH 間
・アナログ CH−CAN バス間
・ロジック系一括−CAN バス間
・アナログ CH−ロジック系一括
※アナログ 2CH をアナログ CH と呼ぶ
※ロジック 4CH×2、トリガ入力端子、トリガ出
力端子をロジック系一括と呼ぶ

■ 適合規格
安全性：EN61010-1 測定カテゴリⅠ
（予想される過渡過電圧 330V）、汚染度 2

■ 付属品・オプション
付属品：なし
オプション：
9320-01 ロジックプローブ
9321-01 ライン用ロジックプローブ
9765 クランプオンセンサ（CT 二次側専用）
9695-02 クランプオンセンサ
9695-03 クランプオンセンサ
9661-01 クランプオンセンサ
9238 クランプオンセンサ用ケーブル

内部状態表示
POWER LED 表示

2321SPC-J00

4／8

■ 機能仕様
PC アプリケーションからの通信により実行する
1.モニタ機能
現在の演算値（瞬時値）を出力する
2.記録機能
・設定した記録インターバルごとの演算値をフラッシュメモリに記録する
・設定したトリガ条件に合致したアナログ波形及びロジック波形を SRAM に記録する
記録・トリガ待ち開始：即時開始／予約時刻開始
記録・トリガ待ち終了：手動終了／予約時刻終了
-1.演算値記録
記録モード：瞬時値、MAX／MIN／AVE、瞬時値+MAX／MIN／AVE 計 3 モード 記録スタート前に設定
※ロジックはインターバル毎の瞬時値のみ
メモリフル時の動作：最古データの上書きによるエンドレス記録／メモリフル時に記録を停止
記録スタート前に設定
記録インターバル：1/2/5/10/15/20/30 秒 1/2/5/10/15/20/30/60 分
記録内容：時刻、演算値（Peak、Bottom、p-p、Ap、CF、MEAN、RMS、INST から選択） 記録スタート前に設定
※スケーリング ON 時はスケーリングしたデータ （CF、ロジックデータ除く）
記録データ数：瞬時値記録モード 6,100 データ
MAX／MIN／AVE 記録モード 2,300 データ
瞬時値+MAX／MIN／AVE 記録モード 1,800 データ
（メモリフル時記録停止にて。エンドレス記録では記録データ数が減少します）
実時間管理：記録開始時に PC アプリケーションから自動設定 （PC からの定期時刻補正機能あり）
-2.波形記録
最大記録容量：64,000 ワード／CH
最大記録長：32,000 ワード／1 波形データ（メモリ分割 2 の場合）
メモリフル時の動作：新規トリガ受付を中止する
波形データが上位へ転送され、メモリに空き容量ができたらトリガ受付を再開する
データ消去：測定パラメータ変更時に全データ消去
記録内容（波形データ）：1 データ→スタートトリガ発生時刻、トリガ種類、波形データ
；スタートトリガ発生後のプリトリガから、ストップトリガ発生後のポストトリガ、または設
定したデータ長までのアナログ波形データ+ロジックデータ
※設定したデータ長を上限とし、プリトリガ待ち中はトリガを受け付けない
記録のための設定：以下のパラメータを CH1+CH A、CH2+CH B 各セットで独立に設定可能
なお、以下の設定変更時は波形データをすべて消去する
メモリ分割；

※最大記録長（ワード数）はデータ長の上限
サンプリング速度；400kS／s、200kS／s、100kS／s、50kS／s、40kS／s、20kS／s、10kS／s、5kS／s、
4kS／s、2kS／s、1kS／s、500S／s、400S／s、200S／s、100S／s、50S／s、40S／s、
20S／s、10S／s
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トリガ種類；・アナログ（レベルまたはウィンドウ）、ロジック、外部、タイマ、ソフトウェア（PC アプリケーション
によるトリガで、マニュアルトリガに相当する）、CH 間、演算値（レベルまたはウィンドウ）
・すべてのトリガは OR 動作
・ロジックパターンはビットの AND／OR 設定可能
・ソフトウェアトリガのみ記録中でなくてもトリガ可能
・各ソースについて使用／未使用設定可能
・トリガがすべて未使用の場合には、インターバルデータのみ記録
プリトリガ・ポストトリガ；プリトリガ長＋ポストトリガ長が最大記録長を超えない範囲で設定可能
プリトリガは全トリガで設定可能、ポストトリガは設定制限あり
トリガフィルタ；0 〜 255 サンプリングの範囲で設定可能
トリガ出力；スタートトリガ発生時より出力開始、トリガ出力する期間は下記のいずれかを選択する
・出力し続ける（PC アプリケーションからリセット）
・出力時間指定（1〜255s、PC アプリケーションからリセット）
・波形取得中（スタートトリガからストップトリガまたは最大記録長まで）
トリガの種類と設定項目

※分類 2 はどちらかが設定可能
トリガ対応表

○は設定可能であることを示す
3.アラーム判定・記録機能
スタートトリガ、および停電の発生／復帰をアラームとして判定し、記録機能有効時は履歴をフラッシュメモリに記
録する
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■ 各部の名称と機能

モジュール ID を設定する
・モジュール ID 設定ダイヤルで本器の認識番号を 01〜63 の範囲で設定します。
・1 台の通信モジュールの下で、他の計測モジュールと重複しない値を設定して下さい。
・モジュール ID を 99 にして電源を入れると、本器の内部設定を工場出荷時の値にリセットできます。
・モジュール ID と通信モジュールの「COM ID」の値は重複しても構いません。
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■ 結線
（1）アナログ入力
・アナログ信号を記録する場合、電圧ケーブルを本器のアナログ入力端子に接続します。
・弊社クランプセンサをご使用いただくと電流波形を記録。クランプセンサの K、L と、本器の V+、V-間をそれぞれ
接続します。
・端子台には M3.5 ネジを使用。丸型圧着端子(RAV 1.25-3.5)での接続を推奨。
・推奨ケーブル：
JIS C3307 600V ビニル絶縁電線 0.9mm2 以上相当
JIS C3306 300V ビニル絶縁電線 0.75mm2 以上相当
（2）トリガ入力
・トリガ入力端子と COM 端子を短絡／開放するか、L レベル（0〜1.0V）と H レベル（2.5〜5.0V）の信号を入力する
と、トリガをかけられます。
・端子台には M3 ネジを使用。丸型圧着端子(RAV 1.25-3)での接続を推奨。
・推奨ケーブル：制御用ビニル絶縁シースケーブル CVV 1.25mm2
・入力回路

（3）トリガ出力
・トリガがかかると、信号が出力されます。本器を複数台使用した並列同期測定などに使用します。
・端子台には M3 ネジを使用。丸型圧着端子(RAV 1.25-3)での接続を推奨。
・推奨ケーブル：制御用ビニル絶縁シースケーブル CVV 1.25mm2
・出力回路

（4）2321 を複数台使用した並列同期測定例
・並列同期測定をする場合、トリガ信号を出力する 2321(A)の「TRIG. CH1OUT」と、トリガを入力する 2321(B)、
2321(C)の「TRIG. CH1 IN」を図のように接続してください。

・2321(A)の CH1 のトリガ条件を満たし、トリガがかかるとトリガ出力端子「TRIG. CH1 OUT」の信号が変化します。
2321(B)の CH1 と 2321(C)の「TRIG.CH1 IN」は 2321(A)のパルス信号を受けてトリガがかかり測定を開始します。
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■ 内部回路ブロック図
本器は下記ブロック図のように、内部でアナログ入力回路−CAN バス間、ロジックプローブ入力回路・トリガ入出
力回路−CAN バス間、およびアナログ入力回路−ロジックプローブ入力回路・トリガ入出力回路間が絶縁されて
います。

■ 外形寸法図
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