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小型多チャンネルデータ収録システム

マルチレコーダ  TMR-300シリーズ

コントロールユニットTMR-311とパソコンをLANケーブルで接続することで、測定データを直接パソコンに記録できます。
データメモリやSDカード容量に依存しない長時間の記録が可能なため、疲労試験などの測定にも有効です。

LAN LAN

データ

TMR-300シリーズは、ノイズに強い搬送波型の測定ユニットを揃えており、誘導ノイズや商用電源ノイズなどが多い測定現場
でも高い精度の測定が行えます。搬送波型のメリットは、熱起電力や商用電源ノイズなどの低周波ノイズの影響を受けないこ
とや、SN比が高く安定性に優れていることです。最大80点まで拡張できます。

ノイズに強いひずみ搬送波ユニット
対応ユニット:  ひずみ搬送波ユニットTMR-323

長時間記録モード（連続データ出力機能）を搭載

マルチレコーダTMR-300シリーズは目的に応じて各種センサ入力用の測定ユニットを容易に組合せることができる小型多
チャンネルデータ収録システムです。小型・軽量なため、取付けスペースに制限のある既設構造物(設備機械、橋梁など)だけ
でなく、自動車、航空機、船舶などの移動体へも設置および測定が容易に行えます。自動車においては走行性能評価試験をは
じめ、操作性、乗り心地や安全性にいたる多種の試験で使われているセンサに対応した機能を持っています。
各種センサの入力となる測定ユニットは、ひずみゲージや直流電圧、熱電対などに対応し、最大80点の測定が可能です。コン
トロールユニットと10台の測定ユニットを連結させて省スペースに設置できるだけでなく、ユニットを分散させてセンサ近傍
に設置することもできます。
コントロールユニットは各種インターフェースを搭載し、各種設定や測定開始は表示ユニットから操作します。USB・LANイ
ンターフェースでパソコンからの操作や、内蔵の無線LANを用いて、タブレット型パソコンにて操作、モニタ表示が可能で
す。

ノイズがのった現象波形 ひずみ搬送波ユニットで測定 ノイズ低減

ひずみゲージ

ひずみゲージ式変換器

直流電圧

熱電対

測定データはパソコン HDD などの記録媒体に保存
※リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7300（標準添付）または、

RD-7640（別売）を使用

イーサネットハブ



目的に合わせた計測スタイルの選択
表示ユニットによるスタンドアロン計測

タブレット型パソコンでコントロール可能

表示ユニットTMR-381を接続することで、各種ユニットの設
定、測定制御（バランス/計測開始・停止/自動計測設定）、モ
ニタ（T-Y Sweep/Y-T Cont./X-Y/数値）、設定ファイル管
理などマルチレコーダの制御をスタンドアロンで行えます。専
用I/Fケーブル使用時は外部電源不要でコントロールユニット
TMR-311からの供給電源で駆動します。また、LANケーブル
による接続にも対応し、最大100ｍの延長が可能で、電源供給
はUSBモバイルバッテリーで駆動可能です。

コントロールユニットTMR-311は無線LAN※１を搭載してい
るため、添付ソフトウェアTMR-7300をインストールしたタ
ブレット型パソコンやノートパソコンを使用し、ワイヤレスで
操作、モニタ表示ができます。
※１：本製品は日本で認証を取得しています。

また、表示ユニットはコントロールユニットTMR-311とは、
独立して駆動してますので、自動測定開始後に表示ユニットの
電源をオフにしても測定は継続しています。測定停止やデータ
の確認時に接続することができます。

◎自動車などの車載試験時の計測コントローラとして
◎道路の動的載荷試験時には、LANケーブルで表示ユニットを
延長し試験車両を確認しながら計測することも可能です。



MULTI RECORDER TMR-300 Series

■ 自動車などの測定に

■ 橋梁などの多点測定に

■ 測定点が分散（工場など）

測定点が離れた場所でも多チャンネルの測定が可能（最大 320 点、計測ソフトウェア TMR-7630 使用時）

コントロールユニット

分散ユニット

最長100m

・測定ユニットが分散されるため、コントロール
ユニットまでの省配線が可能

・測定ユニットを測定点近傍に設置できるため、
センサ - 測定ユニット間のケーブルを短くでき、
省配線、低コスト化が可能

10系統
最大10ユニット

分散ユニット TMR-371 から最大 10 台の測定ユニットを分散配置できます。

分散接続

コントロールユニットと測定ユニット間のケーブルを
延長して分散配置できます。

LAN

コントロールユニット同期　ユニット間最長100m　総延長300m

同期ケーブル（最長 100m）

最大80点

最大80点

最大80点

最大80点

分散アダプタ

コントロールケーブル
CR-6490（3cm）標準付属
CR-6491（1m）
CR-6493（3m）
CR-6495（5m）

各種測定ユニット 各種測定ユニット 各種測定ユニット 各種測定ユニット 各種測定ユニット 各種測定ユニット

分散ユニットTMR-371
コントロールユニットTMR-311

パソコン

LAN

■ 鉄道車両の分散ユニット使用例

動的測定ではノイズの要因を減らすためにセンサのケーブルを短くする必要があり、測定点毎に測定器を配置する必要がありました。
マルチレコーダ TMR-300 シリーズでは、分散ユニット TMR-371 を使用することにより、点在する測定点（センサ）の近傍に測
定ユニットを配置して測定することが可能で、広範囲の測定を完全に同期して測定できます。

分散ユニット TMR-371 を使用することで測定ユニットをスター型に最大
100 ｍ離し設置可能で、車両を跨いだ同期測定が容易に測定できます。

◎ 車両の測定項目

　● 乗り心地
　● 車体・台車の振動応力
　● パンタグラフの接触力　
　● ブレーキディスク応力・温度
　● 自連力



TMR-300

分散アダプタTMR-371-1
※測定ユニット1 台に対し1 台接続

各測定ユニットユニット延長最大 100m( スター型 ) 最大
10 台の測定ユニットを接続可能
※コントロールユニット間の測定ユニットと合計して最大 10 台

コントロールユニットTMR-311

コントロールユニットTMR-211

表示ユニットTMR-381（設定、モニタ、測定開始・停止など）

LAN で直接データを記録する長時間記録モード
（リアルタイムデータ収録ソフトウェア）

１０台まで組合せ可能な測定ユニット

コントロールユニット同期
最大４台　320 点

ひずみ 4G ユニットTMR-321

ひずみ 1G2G4G ユニットTMR-322

ひずみ搬送波ユニットTMR-323

電圧入力ユニットTMR-331

熱電対電圧ユニットTMR-332

電圧出力ユニットTMR-341

デジタル入出力ユニットTMR-353

同期ユニットTMR-372

分散ユニットTMR-371

SDカード

LAN、USB によるコントロール（動的計測ソフトウェア）

パソコン
（設定、モニタ、測定結果、
解析処理など）

タブレット型パソコン
（設定、モニタ、測定結果、
解析処理など）

リアルタイムデータ収録ソフトウェア
RD-7300（標準添付）
計測データ編集ソフトウェア
RD-7300-E（標準添付）
リアルタイムデータ収録ソフトウェア
RD-7640（別売）
波形表示ソフトウェア
WF-7630（別売）

専用 I/F ケーブル（表示アダプタTMR-381-1 および
USB ケーブル）または LAN ケーブルで接続（LAN ケー
ブル使用時は外部電源が必要です。）

動的計測ソフトウェア TMR-7300（標準添付）
Visual LOG
動的計測ソフトウェア
TMR-7630（別売）
Visual LOG は当社の登録商標です。

無線 LAN によるコントロール
（動的計測ソフトウェア）

記録器

オシロスコープ

デジタル指示器

自動車 ECU、など

ひずみゲージ

ひずみゲージ式変換器

矩形波および正弦波

熱電対

直流電圧

ユニット番号の確認・変更が容易
TMR-300シリーズは、各測定ユニットのフロ
ントパネルにユニット番号設定スイッチを搭載
しているため、ユニット番号をその場で確認で
き、スイッチを切替えるだけで容易に変更でき
ます。

チャンネルLEDで断線チェック
TMR-300シリーズは、測定ユニットの各チャンネルにLEDを搭載していま
す。チャンネルがオープンまたはオーバーの場合、点滅してお知らせしま
す。これにより、断線を一目で確認できます。

豊富な各種センサ入力用測定ユニットの組合せが可能

高分解能（0.1×10－6 ひずみ）モードを搭載

100kHzの高速サンプリング

自在な測定ユニットの配置が可能

測定点数最大 80点（同期測定時最大 320点）

車載に適した耐振性と小型サイズ、DC電源駆動
電源瞬停時のデータ保存および電源復帰時の測定
自動リスタート機能

対応ユニット:  ひずみ4Gユニット、ひずみ1G2G4Gユニット

マルチレコーダは、小型・軽量で耐振性も優れているため車載に適していま
す。また、コントロールユニットTMR-311はDC電源で駆動します。付属
のDC電源ケーブルCR-10を外部バッテリと接続すると同時に動作を開始し
ます。電源電圧範囲はDC10〜30Vです。

2000×10－6ひずみレンジに設定することで、0.1×10－6ひずみの分解能で
測定できます。

マルチレコーダは、予期しない電源の瞬停に備え、UPS（無停電電源）回路
を搭載しています。測定の停止およびSDカードへのデータ保存処理を自動で
行って終了します。トリガモードが CONTINUE および FREE RUN の時は
電源復帰後、リスタートします。

各種センサ入力に対応した測定ユニットは目的に応じて組合せることができ
ます。各測定ユニットは付属のコントロールケーブルCR-6490を用いてカ
スケードに接続します。

コントロールユニットTMR-311の1台に対し、測定ユニット10台で最大
80点の測定ができます。また、コントロールユニットを同期することで最大
4台320点の測定が可能となります。

衝撃荷重などの高速な挙動における時間軸波形の測定ができます。

測定の規模、センサの配置に合わせ、コントロールケーブル、分散ユニッ
ト、同期ケーブルで、状況に合わせた測定ユニットの分散配置ができ、省配
線かつ安定した測定が可能です。

ひずみ
直流電圧
温度
その他

ユニット背面

特長

システムブロック図
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標準付属品	 取扱説明書	……………………………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 電源ケーブル	CR-10	…………………………………… 1本
	 アース線	CR-2020	……………………………………… 1本
	 USBケーブル	CR-6187	 ……………………………… 1本
	 SDカード（16GB）	 …………………………………… 1枚
	 動的計測ソフトウェア	TMR-7300
	 リアルタイムデータ収録ソフトウェア	RD-7300
	 計測データ編集ソフトウェア	RD-7300-E	（CD-ROM）	………… 1枚
	 ソフトウェア取扱説明書（CD-ROM同封）	 ……………… 3部

測定点数 最大80点
サンプリング 0.01～ 0.09ms		（0.01ms刻み）

0.1～ 0.9ms			 （0.1ms刻み）
1～ 1000ms			 （1ms刻み）
512Hz、1024Hz、2048Hz、4096Hz、8192Hz

データメモリ 128Mワード（高速モード時、SDカード未挿入時使用）
8点刻みの記録点数で分割
8点以下記録時：16Mデータ/点、16点以下記録時：8Mデータ/点
32点以下記録時：4Mデータ/点、64点以下記録時：2Mデータ/点
80点以下記録時：1.6Mデータ/点

トリガ機能
データトリガ 任意のチャンネルのデータ

（任意入力レベル、スタート時からの相対レベル）
コマンドトリガ インターフェースからのコマンド
タイマトリガ 実時刻、インターバル

複数台同期 TMR-311×4セット（最大320点）までサンプリング、
トリガ同期
コントロールユニット間最大100m

記録媒体 SDカード	4GB～32GB（SDHCハイスピードモード	class10）
インターフェース LAN、USB、無線LAN（APモード、IP固定）※2

表示 ステータスLED（状態表示、IPアドレス等）
電源 DC10～30V	0.6A	MAX（12V供給時、単体）

AC100～240V	 50/60Hz	 100VA	MAX（オプションACア
ダプタCR-1895使用時）

使用温湿度範囲 0 ～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（	10 ～ 55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×50（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約900g（ゴムプロテクタ含む）

入力点数最大80点(各種測定ユニット10台)を制
御、USB・LANインターフェース、無線LAN搭載

■仕様 TMR-311

前面

SDカードスロット
　4G〜32GBカード同期コネクタ

LANポート
コネクタRJ-45付きのLANケーブルで
パソコンと接続。(直接の場合はクロ
スケーブル)

DC電源コネクタ
本器付属のDC電源ケーブルCR-10を接
続。電源 ON/OFF スイッチは装備してい
ません。電源の接続と同時に動作します。

USBポート
本器付属のUSBケーブルCR-6187
を接続。付属するソフトウェアに
あるUSBドライバをインストール
します。

背面
本器の背面には測定ユニットを最大10台までカスケード接続する
フラットケーブルのコネクタを装備。測定ユニットに付属するコ
ントロールケーブルCR-6490で接続します。

コントロールケーブル
CR-6490

コントロールユニットTMR-311

ステータスLED

7セグメントLED

動的計測ソフトウェアTMR-7300

測定器の状態を表示する3桁の7セグメントLED

7 セグメント LED 表示内容
　IP アドレス
　UPS 充電率
　WLAN 状態
　シリアル番号
　SD カード情報
　パワーダウン
　エラー

最大32GB容量のSDカード対応
測定データはSDカードに保存します。長時間連続のデータ収録を可能にする
最大32Gバイト容量のSDカードに対応し、0.01msの高速モードでの記録
にも対応しています。

16GB SDカード（標準付属）の記録時間
　自動計測モード フリーラン
　サンプリング 1ms

コントロールユニットTMR-311は2つのインターフェースUSB（2.0）と
LANを搭載しています。また、無線LANを内蔵しており、添付ソフトウェア
TMR-7300をインストールしたタブレット型パソコンから設定、モニタ、
測定までワイヤレスで行うことができます。※2

パソコンと接続
USBおよびLANインターフェース、無線LANを搭載

※2 無線LANは日本国内のみ

動的計測ソフトウェアTMR-7300は、TMR-311を1台コントロールし、オ
ンライン・オフラインの測定を行えます。データモニタ・データ収集・デー
タ編集（作表、作図）・データ処理、拡張CHによる演算を行うことができ、
オフライン計測ではフリーラン、データトリガ、プログラム計測を実行でき
ます。

TMR-311前面の3桁の7セグメントLEDにIPアドレスなどの設定やエラー
を表示するため、本器の状態を容易に確認できます。

リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300

リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300は、TMR-300シリーズで
測定したデータを直接パソコンで収集し、記録します。TMR-311のデータ
メモリやSDカード容量に依存しない長時間、大容量の測定を行うことがで
きます。

計測データ編集ソフトウェアRD-7300-E

リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300で収録したデータファイル
を処理して、ファイル結合、演算、間引き編集、グラフ表示などが可能で
す。CSV形式のテキストファイルに変換することで、当社製FFT解析処理ソ
フトウェアDFA-7610で解析できます。

CH数 記録時間
8（1ユニット）
80（10ユニット）

約 277時間
約 27時間
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表示器 カラーTFT液晶ディスプレイ	320×240ドット
（タッチパネル付）

機能 各種設定
測定開始/停止/バランスの制御
数値モニタ/波形モニタ

インターフェース 専用I/F、LAN
電源 専用I/Fを使用してTMR-311から供給

またはUSB給電（Micro	USB	Bコネクタ）
電源電圧 DC5V
消費電流 600mA	MAX
使用温湿度範囲 0 ～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
外形寸法 200（W）×30（H）×110（D）mm（突起部を除く）
質量 約750g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品	 取扱説明書	……………………………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 専用I/Fケーブル	 ……………………………………… 1本
	 表示アダプタ「TMR-381-1」	 ………………………… 1個

TMR-311をスタンドアロンでコントロール

■仕様 TMR-381

表示ユニットTMR-381

表示ユニットTMR-381を接続することで、各種ユニットの設定、測定制御
（バランス/計測開始・停止/自動計測設定）、モニタ（T-Y Sweep/Y-T 
Cont./X-Y/数値）、設定ファイル管理などマルチレコーダの制御をスタンド
アロンで行えます。専用I/Fケーブル使用時は外部電源不要でコントロールユ
ニットTMR-311からの供給電源で駆動します。また、LANケーブルによる

【接続設定画面】

【表示ユニット TMR-381 の接続例】

【ユニット別設定画面】

【モニタ画面】

【測定設定】

【自動計測メニュー】

【Y-T Cont. モニタ】

Y-T グラフ表示（連続表示）

【ユニット設定】

【バランス結果画面】

【Y-T Sweep モニタ】

Y-T グラフ表示（掃出し表示）

【その他】

【プログラム計測設定画面】

【X-Y モニタ】

表示ユニット　TMR-381

接続にも対応し、最大100ｍの延長が可能で、電源供給はUSBモバイルバッ
テリーで駆動可能です。
また、表示ユニットはコントロールユニットTMR-311とは、独立して駆動
してますので、自動測定開始後に表示ユニットの電源をオフにしても測定は
継続しています。測定停止やデータの確認時に接続することができます。

専用I/Fケーブル 
CR-6188

LANケーブル

USB電源
モバイルバッテリなど

表示アダプタ
TMR-381-1

・電源はTMR-311より供給
・延長距離　最大5ｍ

・延長距離　最大100ｍ
・電源はUSB電源を使用

【コントロール接続】 【LAN 接続】
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ひずみゲージ式変換器　　      
　 　
荷重計　            加速度計など

入力

入力 ひずみゲージ式変換器

荷重計　               加速度計など

ひずみゲージ

ひずみゲージ式変換器と直流電圧用の入力ユ
ニット　8点／ユニット

各種ひずみ測定用ブリッジ回路対応	 1ゲージ
法、2ゲージ法、4ゲージ法

直流電圧

TMR-321 ひずみ4Gユニット

TMR-322 ひずみ1G2G4Gユニット

■仕様  TMR-321

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブルCR-6490	……………………… 1本
	 センサ入力変換ケーブルCR-6186	…………………… 8本

■仕様  TMR-322

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブルCR-6490	……………………… 1本
	 4ゲージ用端子台	 ……………………………………… 8個
	 小型マイナスドライバ	………………………………… 1本
	 ブリッジボックスSB-120T、SB-350T	 …………8個（出荷時選択）

測定点数 8点
入力 ひずみ、電圧（オプション「CR-4010」使用時）
【ひずみ測定】

適用ゲージ抵抗 120～1000Ω
ブリッジ電源 DC	0.5V、2V
測定範囲 ±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC	2V）

±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC	0.5V）
測定確度 ±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ

　±0.1%FS（at	23±5℃）
±2000×10−6ひずみレンジ
　±0.2%FS（at	23±5℃）

測定レンジ ±20000/10000/5000/2000×10−6ひずみレンジ
分解能 ±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ

　1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
　4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）
±2000×10−6ひずみレンジ
　0.1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
　0.4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）

平衡調整方式 電子式自動

平衡調整範囲 ±10000×10−6ひずみ
平衡調整確度 ±3×10−6ひずみ以内
零安定度 ±1×10−6ひずみ/℃（最大感度にて）
感度安定度 ±0.05%/℃（最大感度にて）

【電圧測定】（オプションCR-4010使用時）
測定範囲 ±20V
測定確度 ±20/10/5Vレンジ	 ±0.2%FS（at	23±5℃）

±2Vレンジ	 ±0.3%FS（at	23±5℃）
測定レンジ ±20/10/5Vレンジ	 （1mV分解能）

±2Vレンジ	（0.1mV分解能）
応答周波数 DC～10kHz
ローパスフィルタ
遮断周波数 デジタルフィルタ

1Hz～1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）
−3dB±1dB

遮断特性 1Hz～1kHz	：	−12dB/octまたは−48dB/oct
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）	：	−12dB/oct　ベッセルフィルタ

ハイパスフィルタ
遮断周波数 デジタルフィルタ

0.2Hz、1Hz	およびOFF
A/D変換器 24bit
表示 チャンネルLED（オープン・オーバー等）

ユニット番号設定スイッチ
電源 DC10V～30V	0.2A	MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約550g	（ゴムプロテクタ含む）

測定点数 8点
入力 ひずみ
【ひずみ測定】

適用ゲージ抵抗 120～1000Ω
ブリッジ電源 DC	0.5V、2V
測定範囲 ±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC	2V）

±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC	0.5V）
測定確度 ±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ

　±0.1%FS（at	23±5℃）
±2000×10−6ひずみレンジ
　±0.2%FS（at	23±5℃）

測定レンジ ±20000/10000/5000/2000×10−6ひずみレンジ
分解能 ±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ

　1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
　4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）
±2000×10−6ひずみレンジ
　0.1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
　0.4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）

平衡調整方式 電子式自動

平衡調整範囲 ±10000×10−6ひずみ
平衡調整確度 ±3×10−6ひずみ以内
零安定度 ±1×10−6ひずみ/℃（4ゲージ法、最大感度にて）
感度安定度 ±0.05%/℃（4ゲージ法、最大感度にて）

応答周波数 DC～10kHz
ローパスフィルタ
遮断周波数 デジタルフィルタ

1Hz～1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）
−3dB±1dB

遮断特性 1Hz～1kHz	：	−12dB/octまたは−48dB/oct
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）	：	−12dB/oct　ベッセルフィルタ

ハイパスフィルタ
遮断周波数 デジタルフィルタ

0.2Hz、1Hz	およびOFF
A/D変換器 24bit
表示 チャンネルLED（オープン・オーバー等）

ユニット番号設定スイッチ
電源 DC10V～30V	0.2A	MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約550g	（ゴムプロテクタ含む）



TMR-300

ひずみゲージ式変換器　　      
　 　
荷重計　            加速度計など

入力

誘導ノイズ、商用電源ノイズなどが多い測定
現場に最適な搬送波型動ひずみ測定ユニットTMR-323 ひずみ搬送波ユニット

■仕様  TMR-323

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブルCR-6490	……………………… 1本
	 センサ入力変換ケーブルCR-6186	…………………… 8本

測定点数 8点
入力 ひずみ
【ひずみ測定】

適用ゲージ抵抗 120～350Ω
ブリッジ電源 0.5Vrms、2Vrms、5kHz
測定範囲 ±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源	2Vrms）

±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源	0.5Vrms）
測定確度 ±0.3%FS（at	23±5℃）
測定分解能 1×10−6ひずみ（ブリッジ電源	2Vrms）

4×10−6ひずみ（ブリッジ電源	0.5Vrms）
平衡調整範囲 抵抗 ±10000×10−6ひずみ

容量 3000pF
平衡調整方式 ソフトウェア式
零安定度 ±0.1×10−6ひずみ/℃以内
感度安定度 ±0.05%FS/℃以内

応答周波数 DC～2.5kHz
ローパスフィルタ
遮断周波数 デジタルフィルタ

5Hz～1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ2.5kHz）
−3dB±1dB

遮断特性 5Hz～1kHz	：	−48dB±1dB/oct
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（2.5kHz）	：	バタワースフィルタ

ハイパスフィルタ
遮断周波数 デジタルフィルタ

0.2Hz、1Hz	およびPASS
A/D変換器 18bit
表示 チャンネルLED（オープン・オーバー等）

ユニット番号設定スイッチ
電源 DC10V～30V	0.3A	MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約660g	（ゴムプロテクタ含む）

入力

直流電圧±52Vを測定

直流電圧

TMR-331 電圧入力ユニット

■仕様  TMR-331

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブルCR-6490	……………………… 1本

測定点数 8点（BNCコネクタ）
入力 電圧
入力方式 シングルエンド（不平衡）

チャンネル間絶縁
入力インピーダンス 約100kΩ
測定範囲 ±52V
測定確度 ±0.2%FS（at	23±5℃）
測定レンジ ±52V	レンジ	 （	5	mV分解能）

±20V	レンジ	 （	2	mV分解能）
±10V	レンジ	 （	1	mV分解能）
±5V	レンジ	 （	0.5	mV分解能）
±1V	レンジ	 （	0.1	mV分解能）

零安定度 ±0.1mV/℃（最大感度にて）
感度安定度 ±0.05%/℃（最大感度にて）
応答周波数 DC～10kHz
ローパスフィルタ
遮断周波数 デジタルフィルタ

1Hz～1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）
−3dB±1dB

遮断特性 1Hz～1kHz	：	−12dB/oct
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）	：	−12dB/oct　ベッセルフィルタ

ハイパスフィルタ
遮断周波数 デジタルフィルタ

0.2Hz、1Hz	およびOFF
A/D変換器 24bit
表示 チャンネルLED（セット・オーバー等）

ユニット番号設定スイッチ
電源 DC10V～30V	0.25A	MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約550g	（ゴムプロテクタ含む）
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出力

他の測定ユニットで測定したひずみ、温度、周波数
データをアナログ変換して、電圧で出力

熱電対T、K、Jによる温度測定、
直流電圧±20V

直流電圧

熱電対 直流電圧

TMR-341 電圧出力ユニット

TMR-332 熱電対電圧ユニット

■仕様  TMR-341

■仕様  TMR-332

出力点数 8点（BNCコネクタ）
出力信号 他測定ユニットの測定データの電圧出力	(対応測

定点は任意設定）、4点までの加減算結果の出力
出力レベル ±10V、±5V、0	～＋5V（5kΩ負荷）
出力確度 ±0.5%FS

校正出力 零及び出力レベル範囲で任意出力
出力確度 ±0.5%FS

SN比 50dBp-p以上（最大出力10Vに対して）
零点安定度 ±0.5mV/℃
感度安定度 ±0.05%/℃

表示 チャンネルLED（オープン・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ

電源 DC10V～30V	0.3A	MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約550g	（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブルCR-6490	……………………… 1本

熱電対測定用端子台「TA-02T」
測定点数 2点
適用熱電対 T,K,J
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
外形寸法 42（W）×14（H）×25（D）mm（突起部を除く）
質量 約20g

電圧測定用端子台「VA-02T」
測定点数 2点
入力インピーダンス 約100kΩ
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
外形寸法 42（W）×14（H）×25（D）mm（突起部を除く）
質量 約20g				

【熱電対測定】
測定点数 8点（熱電対測定用端子台使用時）
適用熱電対 T,K,J

測定範囲
T		 −200～	 ＋400℃
K −200～	＋1300℃
J −200～	＋1200℃

測定レンジ
T −200～	 ＋400℃	 0.1℃分解能

K,	J
−200～	＋1300℃	 0.1℃分解能
−200～	＋1200℃	 0.1℃分解能

測定確度
外部基準接点 ±（0.5％rdg+1℃）（23℃±5℃）

±（0.5％rdg+2℃）

内部基準接点 ±（0.5％rdg+1.5℃）（23℃±5℃）
±（0.5％rdg+2.5℃）

応答周波数 DC～10Hz
リニアライズ デジタル演算

【電圧測定】
測定点数 8点（電圧測定用端子台使用時）

入力方式 シングルエンド（不平衡）
チャンネル間絶縁

入力インピーダンス 約100kΩ
測定範囲 ±20V
測定レンジ ±20Vレンジ　2mV分解能
測定確度 ±0.5％FS
零安定度 ±2ｍV/℃（最大感度にて）
感度安定度 ±0.05%/℃（最大感度にて）
応答周波数 DC～10kHz

ローパスフィルタ

遮断周波数
デジタルフィルタ
1Hz～1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）
−3dB±1dB

遮断特性
1Hz～1kHz	：	−12dB/oct
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）	：	−12dB/oct　ベッセルフィルタ

A/D変換器 24bit

表示 チャンネルLED（オープン・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ

電源 DC10V～30V	0.25A	MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約550g	（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブルCR-6490	……………………… 1本
	 熱電対測定用端子台	…………………………………… 4個
	 電圧測定用端子台	……………………………………… 4個

入力

＊： 電圧出力ユニットはコントロールユニットの直下に接続し、コントロールユニット
と電圧出力ユニットの間に、測定ユニットを挟まないように構成してください。
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ロータリエンコーダや速度センサなどのデジタルパ
ルス信号をカウント及び周波数変換機能を搭載、
また、トリガ（測定開始）信号入力、サンプリングク
ロック信号入出力、アラーム（上下限設定）出力な
ど、さまざまな測定に必要なデジタル入出力が可能

TMR-200シリーズとの同期測定

TMR-353 デジタル入出力ユニット

TMR-372 同期ユニット

■仕様  TMR-353

■仕様  TMR-372
接続
同期可能ユニット TMR-211
TMR-211接続台数 最大3台
複数台同期 最大4台(マスター含む)

・TMR-311×1台＋TMR-211×3台
・TMR-311×2台＋TMR-211×2台
・TMR-311×3台＋TMR-211×1台
※TMR-372は1システムで1台のみ使用可能、TMR-
311が複数ある場合、必ずマスター側に接続する。
※TMR-372を接続したTMR-311は、接続できるユニッ
ト数が9ユニットに制限される。

遅延時間 最速サンプリング100kHz(10μs)にて
TMR-311から計測開始した場合、TMR-311のデー
タがTMR-211のデータに対して390μs遅延する。
TMR-211から計測開始した場合、TMR-311のデー
タがTMR-211のデータに対して350μs遅延する。

総合仕様
表示	 ユニット番号設定スイッチ
電源 0.25A	MAX（12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85％ RH	以下(結露は除く)
耐震性 29.4m/s２	(10 ～ 55Hz)	3方向
外形寸法 200(W)×25(H)×100(D)	mm(突起部を除く)
質量 約500g(ゴムプロテクタ含む)

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブル「CR-6490」	 ……………… 	1本
	 同期ケーブル「CR-6461」		 …………………………… 1本

＊： 同期ユニットして使用する場合には計測ソフトウェア「TMR-7630」を使用し
てください。

同期ユニットの接続
同期ユニットTMR-37２は、TMR-300シリーズとTMR-200シリーズの同期測
定を可能にするユニットです。コントロールユニットTMR-211を組合せ最大4台
のサンプリング、トリガ同期測定ができます。

NEW

TO TMR-211 “SYNCHRO IN”

パソコン
（設定、モニタ、測定
結果、解析処理など） Visual LOG 動的計測ソフトウェア

TMR-7630（別売）

同期ケーブル CR-6461 同期ケーブル CR-6461 同期ケーブル CR-872M など

コントロールユニット
TMR-311( マスター )

コントロールユニット
TMR-311( スレイブ )コントロールユニットTMR-211

（スレイブ）

LANまたは USB

矩形波および正弦波 オープンコレクタ入力 出力

【周波数測定およびパルスカウント部】
入力点数 4点
ブリッジ電源 0.5Vrms、2Vrms、5kHz
入力信号波形 矩形波および正弦波
最大入力電圧 ±15V
測定電圧範囲 最小入力信号：50ｍVp-p	 最大入力信号：±12V
応答周波数 1Hz～100kHz
スレッショルドレベル 低	 高レベル＋15mV	 低レベル−15mV

中	 高レベル＋100mV	 低レベル−100mV
高	 高レベル＋1.0V	 低レベル−1.0V
デジタル	 TTL、CMOS
任意	 設定範囲：±10V	 0.1V単位で設定可

スレッショルドレベル確度 ±15mV時：±(15mV＋5mV)
上記以外：±(1％rdg＋50mV)

周波数測定確度 ±0.1％FS
周波数レンジ 100kHzレンジ（10Hz分解能）、50kHzレンジ（5Hz〃）、

10kHzレンジ（1Hz〃）、5kHzレンジ（0.5Hz〃）、
1kHzレンジ（0.1Hz〃）、500Hzレンジ（0.05Hz〃）、
100Hzレンジ（0.01Hz〃）

電源出力 出力電圧：5V/12V
出力電流：5V/50mA、12V/25mA
(5V/12V	同時使用不可)

カウント範囲 0～29,999カウント
0～899,999,999カウント(1＋2CH	32bitカウンタモード)

機能 周波数測定、カウント数測定、ロータリーエンコーダ演算
A相B相カウント数演算、A相B相Z相角度演算

【デジタル入力部】
入力点数 4点
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
最大印加電圧 15V
動作電流 4mA～25mA
入力パルス幅 0.5ms以上(応答周波数：1kHz以下)、負論理
電源出力 出力電圧：5V　出力電流：50mA

機能

トリガ入力、外部サンプリング入力、マーカ信号入力
バランス信号入力、校正出力信号入力(ゼロ/＋/−)
測定開始(RUN)、測定停止(HALT)、測定一時停止(PAUSE)
　(各入力に任意で設定可能)

【デジタル出力部】
出力点数 トリガ信号出力：1点	 サンプリング信号出力：1点

アラーム(上限)：1点	 アラーム(下限)：1点
出力形式 オープンコレクタ出力

最大印加電圧：15V
最大負荷電流：5mA
ON時最大電圧：0.5V以下

サンプリング出力 出力信号周波数：1kHz以下
表示 ユニット番号設定スイッチ
電源 0.5A	MAX（12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約550g	（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブルCR-6490	……………………… 1本
	 小型マイナスドライバ	………………………………… 1本
	 周波数／パルスカウント用端子台	…………………… 4個
	 デジタル入出力用端子台	……………………………… 2個
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分散ユニットTMR-371及び分散アダプタTMR-371-1は、TMR-300シリーズ
の測定ユニットの分散・延長を可能にするユニットです。分散ユニットをコントロー
ルユニットと接続し、分散アダプタを延長する測定ユニットに接続することで、コン
トロールユニット(分散ユニット)と測定ユニット(分散アダプタ)間を100mまで延
長することができます。

分散計測システム

特 長
測定ユニットをスター型に分散配置可能

分散ユニットTMR-371と各測定ユニット(分散アダプタTMR-371-1)間を
STPケーブルにて延長（最大100m）可能で、広範囲に点在するセンサの
同期測定を容易に実現します。

分散ユニットから電源供給
分散配置された各測定ユニットは分散ユニットTMR-371からの供給電源で
駆動するので、電源設備の設置も不要です。

測定ユニットの接続台数は最大 10台
コントロールユニット間の測定ユニットと合計し最大１０台接続可能です。
また、コントロールユニット１台につき分散ユニット１台が接続できます。

省配線
測定ユニットをセンサ近傍に配置できるので、センサのケーブルの省配線が
可能で、測定ユニットからデジタル信号になるので安定した測定が可能で
す。

分散ユニット1台に測定ユニットは最大10台接続可能です。測定ユニットを10台
分散・延長させた状態で、非延長時と同じ最高100kHzサンプリングが可能です。
測定ユニットへの電源供給も分散ユニットから接続ケーブルを通して行うため、接
続ケープル1本で通信、同期、電源供給を可能にします。

測定ユニットを分散させ広範囲の動的測定を実現

分散ユニット―測定ユニット間を最大100ｍ延長
測定ユニットをセンサ近傍に設置でき省配線可能

TMR-371 分散ユニット

TMR-371-1 分散アダプタ

■仕様  TMR-371

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部
	 コントロールケーブルCR-6490	……………………… 1本

■仕様  TMR-371-1

標準付属品	 取扱説明書（A3	八ッ折り）	…………………………… 1部
	 保証書	…………………………………………………… 1部

分散ユニット接続台数 1台（TMR-311　1台に対して）
測定ユニット接続台数 10台（TMR-311に直接接続する測定ユニットを含む）
電源 DC10V～30V	0.2A	MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 200（W）×50（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量 約800g	（ゴムプロテクタ含む）

分散アダプタ接続台数 10台　（TMR-371　1台に対して）
測定ユニット接続台数 1台
延長距離 100ｍ
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露を除く）
耐振性 29.4m/s2（10～55Hz）3方向
外形寸法 130（W）×25（H）×50（D）mm（突起部を除く）
質量 約150g	
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オプション

測定点数 1点
適用ゲージ抵抗 120Ω（SB-120T）

350Ω（SB-350T）
結線法 1ゲージ法3線式、2ゲージ法
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露は除く）
外形寸法 20（W）×14.5（H）×25（D）mm（突起部を除く）
質量 約10g

型名 ケーブル長
CR-6491 1m
CR-6493 3m
CR-6495 5m

型名 ケーブル長
CR-872Ｍ 2ｍ
CR-875Ｍ 5m
CR-8701 10m
CR-8702 20m
CR-8705 50m
CR-8710 100m

型名 ケーブル長
CR-8805 5m
CR-8810 10m
CR-8820 20m
CR-8850 50m
CR-8899 100m

ブリッジボックス SB-120T ／ SB-350T

延長用コントロールケーブル

コントロールユニット同期ケーブル（TML-Link）

分散アダプタ延長ケーブル（STP ケーブル）

ひずみ1G2G4GユニットTMR-322
用のブリッジボックスです。

コントロールユニット、測定ユニット間を延長接続するケーブルで
す。総延長 5 ｍまで使用できます。

コントロールユニット TMR-311 間を接続する同期ケーブルです。
最大100 ｍ延長できます。

分散ユニット TMR-371と分散アダプタ TMR-371-1 間を接続する
STP（Shielded Twisted Pair）ケーブルです。最大100 ｍ延長で
きます。

ハンドル
運搬および固定用のハンドルです。

（専用ネジ付属）

ブラケット
据付用の L 金具です。

（専用ネジ付属）

アッテネータケーブル CR-4010 

AC アダプタ CR-1895 

TMR-321 で電圧測定を行う場合に使用します。

TMR-311を AC100V に接続し電源供給をします。
海外用 AC アダプタ（CR-1897）もあります。

電圧測定範囲 ± 20V

BNC コネクタ

CR-6491

CR-8899

CR-8701

測定点数 1点
適用熱電対 K、T
応答時間 20ms以下（0→90%）
感度 10μV/℃（ブリッジ電源2Vにて）
使用温湿度範囲 0～＋50℃	85%RH以下（結露は除く）
外形寸法 22（W）×41（H）×70（D）mm（突起部を除く）
質量 約100g

直流ブリッジ電源方式のひず
み測定器で温度測定するため
の熱電対アダプタです。

熱電対アダプタ TA-01KT

関連製品

デジタルテレメータ
テレメータ受信機を電圧入力ユニット TMR-331 に接続し、
電圧測定します。

テレメータシステム（315MHz 帯）
　送信機 DT-031T/ 受信機 DT-031R-1

テレメータシステム（315MHz 帯）
　送信機 DT-041T/ 受信機 DT-041R-1

テレメータシステム（2.4GHz 帯）
　送信機 DT-121T/ 受信機 DT-181R

摩擦型トルクセンサシステム FGDH-3A 専用
　テレメータ受信機 DT-182R

表示ユニット取付スタンド

吸着スタンド
表示ユニットをフロント
ウィンドウなどに固定する
吸着式スタンドです。

（専用ネジ付属）

チルト型固定スタンド
レコーダ本体に設置し、表
示ユニットの角度を自在に
可変可能なスタンドです。

（専用ネジ付属）
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計測ソフトウェア

システム

対応データファイル

＊.hed／＊.dat（DADiSP	互換フォーマット）
動ひずみ測定器TMR-311/TMR-211/DC-204/DC-104/
DH-14A	動的計測ソフトウェアRD-7640/TMR-7630/
TMR-7300/TMR-7200/DS-750/DC-7630/DRA-7630/
DC-7004Pから出力されたINTEGERおよびASCII形式の
DADiSPファイル(以降データファイル)
※TMR-211により記録された測定データに、GPS座標や頻度デ
ータが含まれる場合、読み込むことができません。

OS Windows	Vista(SP2)	,	7(SP1)	,	8	,	8.1	,	10
CPU 上記OS	のシステム要件に準拠
メモリ 上記OS	のシステム要件に準拠
ディスク容量 空き容量が5GB以上
基本仕様

データファイル 最大チャンネル数　1000点
拡張チャンネル数　1000点

データファイル管理
任意に選択した複数のデータファイルに対して以下の処理を
行います。
ファイルの表示、ファイル名の変更、移動、
テキスト変換、ファイルの結合

データファイル処理
チャンネル設定の再設定
拡張チャンネルの設定、再計算
最大最小値検索、切り出し、間引き、テキスト変換

グラフ表示 T-Y	グラフ、X-Y	グラフ、スペクトル、ラベル
保存、テキスト保存、グラフのコピー、画像の保存

Visual LOG® 波形表示ソフトウェア WF-7630（別売）

本ソフトウェアは当 社 製 測 定 器ＴＭＲ-311/TMR-211、ソフトウェア
RD-7640/TMR-7300/TMR-7630等により出力されたDADiSP形式の
測定データを一覧および波形表示するソフトウェアです。データ再計算、デー
タファイルの結合・切り出し・間引き・CSV変換のほか、最大値・最小値、
FFT解析、拡張チャンネルによる演算とグラフ（X-Y、T-Y、スペクトル）の
作図をおこなうソフトウェアです。

   動的計測ソフトウェア TMR-7300（添付ソフトウェア）

動的計測ソフトウェアTMR-7300は、TMR-311を1台コントロール
し、オンライン・オフラインの測定を行えます。データモニタ・データ収
集・データ編集（作表、作図）・データ処理、拡張CHによる演算を行う
ことができ、オフライン計測ではフリーラン、データトリガ、プログラム
計測を実行できます。

システム
OS Windows	Vista(SP2)	,	7(SP1)	,	8	,	8.1	,	10
コンピュータ 上記OS環境が推奨、かつデュアルコア以上のCPUを搭

載したパソコンを推奨
インターフェース 無線LAN、LAN（100BASE-TX）、USB
メモリ容量 4GB以上を推奨
HDD容量 空き容量が5GB以上
基本仕様
対応測定器 TMR-311、TMR-211　※最大接続台数１台
測定点数 最大80CH
拡張CH 最大1000CH（四則演算、各種関数やロゼット解析）
オンライン計測 バランス、モニタ、マニュアル、インターバル、

データコンパレータ、フリーラン、データトリガ、
プログラム計測、アラーム出力

オフライン計測 フリーラン、データトリガ、プログラム計測
表示 数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ、バーモニタ、

スペクトル
データ形式 DADiSP形式

　※テキストファイル(CSV)形式に変換可能
データ処理 TYグラフ表示と印刷、数値一覧表示

   リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7300（添付ソフトウェア）

リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300は、TMR-300シリーズで
測定したデータを直接パソコンで収集し、記録します。TMR-311のデータメ
モリやSDカード容量に依存しない長時間、大容量の測定を行うことができま
す。また、データ処理には同じく添付の計測データ編集ソフトウェア
RD-7300-Eを使用します。

システム
OS Windows	Vista(SP2)	,	7(SP1)	,	8	,	8.1	,	10
コンピュータ 上記OS環境が推奨、かつデュアルコア以上のCPUを搭

載したパソコンを推奨
インターフェース LAN（100BASE-TX）
メモリ容量 4GB以上を推奨
HDD容量 空き容量が5GB以上
基本仕様
対応測定器 TMR-311　※最大接続台数１台
測定点数 最大80CH
サンプリングクロック 0.1～0.9msec(0.1msec刻み)、1～1000msec(1msec刻み)

の範囲で設定することができます。
最速サンプリングは、測定器1台あたりの使用チャンネル数
が41以上の場合0.2msecとなります。

拡張CH 最大1000CH（四則演算、各種関数やロゼット解析）
計測 モニタ測定、マニュアル測定、データトリガ測定、

インターバル測定
表示 数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ、バーモニタ、

スペクトル、円モニタ、ベクトルモニタ、矢印モニタ

   計測データ編集ソフトウェア RD-7300-E（添付ソフトウェア）

RD-7300で記録されたデータファイルの管理と複数データファイルの一括
処理、作図などデータ処理を行うソフトウェアです。

システム
対応データファイル ＊.hed／＊.dat（DADiSP	互換フォーマット）
OS Windows	Vista(SP2)	,	7(SP1)	,	8	,	8.1	,	10
CPU 上記OS	のシステム要件に準拠
メモリ 上記OS	のシステム要件に準拠
ディスク容量 空き容量が5GB以上
基本仕様

データファイル管理
任意に選択した複数のデータファイルに対して以下の処理
を行います。
ファイルの表示、ファイル名の変更、移動、
テキスト変換、ファイルの結合

データファイル処理
チャンネル設定の再設定
拡張チャンネルの設定、再計算
最大最小値検索、切り出し、間引き、テキスト変換

グラフ表示 T-Y	グラフ、X-Y	グラフ、スペクトル、ラベル
保存、テキスト保存、グラフのコピー、画像の保存

マルチレコーダ TMR-300 シリーズには、コントロールユニット 1 台
/ 最大 80 チャンネルの測定が行なえるソフトウェア TMR-7300 と
RD-7300 が標準添付されています。また、それぞれの機能を拡張し
たオプションソフトウェア（別売）も用意しています。

対応ソフトウェア 標準添付ソフトウェア オプションソフトウェア
動的計測ソフトウェア TMR-7300 TMR-7630

TMR-7630-H（頻度処理）
TMR-7630-M（動画対応）

リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7300 RD-7640
計測データ編集ソフトウェア RD-7300-E WF-7630
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Visual LOG® 動的計測ソフトウェア TMR-7630（別売）

Visual LOG®リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7640（別売）

システム
OS Windows	Vista(SP2)	,	7(SP1)	,	8	,	8.1	,	10
コンピュータ 上記OS環境が推奨、かつデュアルコア以上のCPUを搭載し

たパソコンを推奨
インターフェース 無線LAN、LAN（100BASE-TX）、USB
メモリ容量 4GB以上を推奨
HDD容量 空き容量が10GB以上を推奨
プロテクトキー USBドングル
基本仕様
対応測定器 TMR-311、TMR-211　※最大接続台数4台
測定点数 最大320CH
拡張CH 最大1000CH（四則演算、各種関数やロゼット解析）
オンライン計測 バランス、モニタ、マニュアル、インターバル、データコンパレータ、

フリーラン、データトリガ、プログラム計測、アラーム出力
オフライン計測 フリーラン、データトリガ、プログラム計測
表示 数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ、バーモニタ、

スペクトル
データ形式 DADiSP形式

　※テキストファイル(CSV)形式に変換可能
データ処理 TYグラフ表示と印刷、数値一覧表示

[オプション]
TMR-7630-H	 	測定した動的波形を後処理で頻度解析ができます。拡張チャ

ンネルの頻度処理やS-N解析もできます。

TMR-7630-M	 	測定と連動してDirect	 X対応カメラの動画を保存し記録デー
タと動画を同期して再生します。

システム
OS Windows	Vista(SP2)	,	7(SP1)	,	8	,	8.1	,	10
コンピュータ 上記OS環境が推奨、かつIntel	 Core	 i5	 3.0GHz以上の

CPU	を推奨（ターボブーストを除く）
インターフェース LAN（100BASE-TX）
メモリ容量 4GB以上を推奨
HDD容量 空き容量が5GB以上
プロテクトキー USBドングル
基本仕様
対応測定器 TMR-311　※最大接続台数4台

その他DS-50A、TFM−104にも対応
サンプリングクロック
（TMR-311使用時）

0.1～0.9msec(0.1msec刻み)、1～1000msec(1msec刻み)
の範囲で設定することができます。
最速サンプリングは、測定器1台あたりの使用チャンネル数
が41以上の場合0.2msecとなります。

拡張CH 最大1000CH（四則演算、各種関数やロゼット解析）
計測 モニタ測定、マニュアル測定、データトリガ測定、

インターバル測定
表示 数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ、バーモニタ、

スペクトル、円モニタ、ベクトルモニタ、矢印モニタ

Visual LOG（ビジュアル・ログ）は当社の登録商標です。

RD-7640はリアルタイムデータ収録ソフトウェアです。当社測定器TMR-
311、DS-50A、TFM-104を制御、測定点数1 〜1000チャンネルおよ
び拡張チャンネル最大1000チャンネルのモニタ、マニュアル、データトリ
ガ、インターバル測定を行う計測ソフトウェアです。
測定器のメディアを介さず直接パソコンにデータを取り込み、サンプリン
グ速度でデータを常時処理します。データ記録はパソコンの空き容量に依
存し大量（長時間）のデータを収録することができます。リアルタイムでの
FFT解析や複数測定（マニュアル、データトリガ、インターバル）の並列
実行が可能です。また、データ処理には波形表示ソフトウェアWF-7630
を使用します。

TMR-7630はマルチレコーダTMRシリーズを用いて多チャンネルの動的測
定・データ処理をおこなうソフトウェアです。コントロールユニットTMR-311
を4台接続し最大320チャンネルを同時に制御します。オンライン・オフライ
ンの測定を行えます。オンライン測定では、拡張CHによる演算、モニタ計測
が可能です。オフライン計測ではフリーラン、データトリガ、プログラム計測
を実行できます。



当社は、認定基準として JIS Q 17025 (ISO/IEC 17025) を用
い、認定スキームを ISO/IEC17011 に従って運営されている
JCSS の下で認定されています。JCSS を運営している認定機
関 (IAJapan) はアジア太平洋認定協力機構 (APAC) 及び国際試
験所認定協力機構 (ILAC) の相互承認に署名しています。
当社、桐生工場は、国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。
0090 は当社、桐生工場の認定番号です。

株式会社東京測器研究所
本 社 〒140-8560 東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 8 - 2 info@tml.jp

TEL :（03）3763-5611　FAX :（03）3763-6128
東 京 営 業 所 〒140-8560 東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 8 - 2 tokyo@tml.jp

TEL :（03）3763-5611　FAX :（03）3763-6128
札 幌 営 業 所 〒063-0826 北海道札幌市西区発寒6条11-1-1新道北口ビル sapporo@tml.jp

TEL :（011）665-2600　FAX :（011）665-2601
北関東営業所 〒329-0502 栃 木 県 下 野 市 下 古 山 3 3 3 2 - 3 kita@tml.jp

TEL :（0285）51-2251　 FAX: （0285）51-2252
仙 台 営 業 所 〒984-0058 宮城県仙台市若林区元茶畑9-5First元茶畑101 sendai@tml.jp

TEL :（022）725-3378　FAX :（022）725-3379
つくば営業所 〒305-0817 茨 城 県 つ く ば 市 研 究 学 園 1 - 2 - 2 tsukuba@tml.jp

TEL :（029）868-6705　FAX :（029）858-5855
高 崎 営 業 所 〒370-0045 群 馬 県 高 崎 市 東 町 1 8 7 - 2 布 施 ビ ル 1 F taka@tml.jp

TEL :（027）345-6631　FAX :（027）325-7577
名古屋営業所 〒465-0025 愛 知 県 名 古 屋 市 名 東 区 上 社 2 - 2 1 0 nagoya@tml.jp

TEL :（052）776-1781　FAX :（052）776-3016
大 阪 営 業 所 〒542-0062 大 阪 府 大 阪 市 中 央 区 上 本 町 西 5 - 3 - 1 9 osaka@tml.jp

TEL :（06）6762-9831　FAX :（06）6762-9837
明 石 営 業 所 〒673-0051 兵 庫 県 明 石 市 松 の 内 2 - 4 - 1 0 ユ タカ 第 1 ビ ル 6 F akashi@tml.jp

TEL :（078）929-1462　FAX :（078）922-0046
広 島 営 業 所 〒730-0016 広島県広島市中区大手町5-1-1大手町ファーストビル4F hiroshima@tml.jp

TEL :（078）929-1462　FAX :（078）922-0046
福 岡 営 業 所 〒812-0011 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前 1 - 2 4 - 9 fukuoka@tml.jp

TEL :（092）431-7205　FAX :（092）473-7893
計 測 技 術 部 〒140-8560 東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 8 - 2 ykeisoku@tml.jp

TEL :（03）3763-5617　FAX :（03）3763-5734

ISO9001:2015 認証取得
認証取得範囲　ISO9001
ひずみゲージ、ひずみ測定
装置、変換器の設計と製造

掲載内容は予告無く変更することがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。


