
Model 2335A 
Wideband Power Analyzer 

 

 
 

DC  to more 500kHz or 1MHz Harmonic analysis 
Inputs up to 10A and 1000V Total Harmonic Distortion 
0.2% Uncertainty Low current ranges 
Isolated inputs USB and IEEE interface 
Low Power Factor accuracy Graphical display 

 
TRUE RMS/WIDE BANDWIDTH 
The Model 2335A Power Analyzer is a 
precision, high accuracy, auto-ranging 
instrument which measures and 
displays true rms and peak Voltage, true 
rms and peak Current, and true mean 
Power over a frequency range from dc 
to more than 1MHz.  Full scale Current 
and Voltage inputs are typically 
measured within ±0.1% of the amplitude 
reading to at least 500kHz. The 
corresponding Power is typically 
measured to within ±0.1% of the input 
Volt-Amperes to 250kHz and to within 
±0.2% of the input Volt-Amperes to 
500kHz for loads having any Power 
Factor.    
 
MULTI-FUNCTION 
In addition to the primary functions, the 
Model 2335A measures the input 

Frequency, the phase angle between 
the current and voltage inputs, and the 
harmonic amplitudes, up to 50, for both 
the current and voltage inputs.  It also 
calculates the Power Factor, the Volt-
Amperes, and the Energy (if it has been 
selected).  These functions may be 
displayed or read over the IEEE-488 or 
USB interface.  
 
LOW POWER FACTOR ACCURACY 
Five digits or resolution combined with 
excellent phase matching between the 
current and voltage channels make the 
Model 2335A an exceptionally good 
instrument for making low power factor 
measurements up to 500kHz or 1MHz. 
This ability makes the instrument ideal 
for high frequency core loss 
measurements which have inherently 
low power factors. 
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テキストボックス
ＤＣ～５００kHz / １MHz超　入力：　１０A及び１０００Ｖまで不確かさ：　0.2%  隔離された各入力　低パワーファクター確度
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高調波分析　合計高調波歪み　低電流レンジ　USB及びIEEEｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ　グラフィックディスプレイ
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真の実効値/広帯域
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テキストボックス
多機能
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正確な低パワーファクター測定
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モデル２３３５Ａパワーアナライザーは、ＤＣから１MHz超の周波数範囲で、真の実効値、ピーク電圧、ピーク電流、真の実効パワーを測定表示できる、精密、高確度でオートレンジの計器です。フルスケールの電流と電圧入力は、少なくとも500kHzまで、振幅の±0.1%以内で測定できます。対応するパワーはどんなパワーファクターの負荷でも、250kHzまでは入力のボルト―アンペアの概して±0.1%以内、500kHzまでは±0.2%以内で測定できます。

Hideo　Kobo
テキストボックス
主機能の他に、モデル２３３５Ａは周波数、入力電流と電圧間の位相角、入力電
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流と電圧の両方の５０までの高調波の振幅を測定できます。また、パワーファクター、ボルト―アンペア、エネルギー（選択されている場合）の計算もします。これらの機能を表示、あるいはIEEE-488もしくはUSBインターフェイス経由で読みだす事もできます。 
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５桁あるいは分解能は、電流と電圧チャンネル間の優れた位相マッチングと相まってモデル２３３５Ａを500kHz/1MHzまでの特別に優れた低パワーファクター測定計器にしています。　この機能により、本質的に低パワーファクターである高周波コア損失の測定に理想的な計器になります。



UNPARALLED HIGH FREQUENCY 
ACCURACY 
The Model 2335A allows broadband and 
high accuracy measurements of both 
sinusoidal and highly distorted wave 
shapes. The Current, Voltage, Power, 
and Power Factor accuracies to 1MHz 
of the Model 2335A-01 far exceed any 
other  Watt Meter or Power Analyzer, or 
for that matter, with respect to Current 
or Voltage, almost all conventional 
multimeters.  
 
WIDE MEASUREMENT RANGE 
The Model 2335A has full scale Power 
ranges from 1.0000mW to 10000W. 
With external shunts or current to 
voltage transducers, the upper range 
may be extended by a factor of ten or 
one hundred. Full scale Voltage from 
2.000V to 2000V (usable to 1000V) and 
full scale Current ranges from 5.000mA 
to 5.000A (all rms values) cover a wide 
range of load impedances. Full scale 
Current and Voltage inputs may have 
crest factors up to three while smaller 
inputs may have even higher crest 
factors. Sinusoidal inputs with rms 
values of twice the nominal Full Scale 
value may be measured with no loss in 
accuracy. 
 
POSSIBLE MEASUREMENT USES 
Measurement of Ultrasonic Equipment 
of all types and power levels, Ferrite 
Core Loss, Transformer Core Material, 
Switching Power Supplies, Fluorescent 
Lamp Ballasts of all types, Mercury Arc 
Lamp Circuits, Sodium Lamp Ballasts, 
Speed Controlled Motors of all types, 
Efficiency of any device with an 
electrical input and an electrical output, 
SCR Controlled Devices of all types, 
High Frequency and/or Distorted 
Currents from any source, Voltage 
Response of any device, and the 

Characteristics of Electric Automobile 
Drives. 
 
EASY TO CALIBRATE 
The Model 2335A has isolated input 
channels. DC coupling in both channels 
allows calibration and/or verification with 
high accuracy dc sources. Internal 
software calibration routines allow most 
recalibrations to be accomplished in just 
a few minutes without opening the 
instrument and without screwdriver 
adjustments. 
 
UNIQUE SAMPLING APPROACH 
The Voltage and Current inputs of the 
Model 2335A are simultaneously 
sampled (with 16 bit resolution), 
converted to digital form, and 
transmitted via Iisolated links to the 
control board on the main chassis. This 
allows both the Current and Voltage 
inputs to be completely isolated from 
each other and from the main chassis 
ground. The asynchronous sampling 
frequency is controlled by the system 
microprocessor in such a fashion that 
neither it nor any of its harmonics can 
come close to the measured input 
frequency or any of its harmonics. This 
precaution permits sampling at 
frequencies that are significantly below 
the Nyquist rate.  
 
REMOTE CONTROL 
The Model 2335A is equipped with an 
IEEE-488.2 interface and a USB 
interface which both incorporate all of 
the IEEE-488.2 Common Commands 
and Queries as well as the commands 
and queries required for device 
operation. Any function that can be 
entered via the front panel can be 
controlled via either interface.  A menu 
item selects either the IEEE-488 or the 
USB interface to be active. 
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容易な校正
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幅広い測定レンジ
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ユニークなサンプリング方法
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高周波でも類の無い正確さ
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リモートコントロール
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測定可能な応用例
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モデル２３３５Ａは、正弦波および大きく歪んだ波形の両方のブロードバンド及び高周波の測定ができます。モデル２３３５Ａ－０１の１MHzまでの電流、電圧、パワー及びパワーファクターの精度は、他のワットメータ、パワーアナライザー、従来のほとんど全てのマルチメータより優れています。
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モデル２３３５Ａのフルスケールのパワーレンジは1.0000mWから10000Wまであります。外付けのシャントあるいは電流―電圧トランスデューサーと使用すれば、上限は１０倍あるいは１００倍拡張することが可能です。フルスケールの電圧は2.000Vから2,000V（1,000Vまで使用可）、フルスケールの電流は5.000mAから5.000A（全て実効値）で、幅広い負荷インピーダンスをカバーできます。フルスケールの入力電流と電圧は３までの波高因子、フルより小さい入力の場合はもっと大きな波高因子でも使えます。公称フルスケール値の２倍の正弦波入力実効値は精度の損失無しに測定可能です。
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全ての種類とパワーレベルの超音波装置の測定、フェライトコア損失、トランスフォーマーコア材料、スイッチング電源、全ての種類の蛍光灯安定器、水銀アーク灯回路、ナトリウムランプ安定器、全ての種類の速度調整モーター、電気入力・出力のある全ての装置の効率、全てのＳＣＲ制御装置、全ての発生源からの高周波/歪み電流、全ての装置の電圧反応、電気自動車の特性
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モデル２３３５Ａの各入力チャンネルは絶縁隔離されています。両チャンネルはＤＣカップリングなので高精度のＤＣ源での校正・検証が可能です。内蔵ソフトウェアの校正ルーティンにより、ほとんどの再校正を、計器を開けたり、ドライバーでの調整をする事なく、ほんの数分で実行できます。
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モデル２３３５Ａの入力電圧と電流は同時に、１６ビットの分解能でサンプリング、デジタル変換され、絶縁隔離されたリンクを経由してメインシャーシのコントロールボードに送られます。この方式は、入力電流と電圧の両方をお互いに、そしてメインシャーシの接地と完全に分離します。非同期のサンプリング周波数とその高調波が、測定する入力周波数あるいはその高調波に近い周波数にならない様に、システムのマイクロプロセッサーでコントロールされています。この予防対策により、サンプリング周波数はナイキスト速度より十分低くなります。
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モデル２３３５ＡにはIEEE-488.2とUSBインターフェイスがあり、全てのIEEE-488.2共通コマンドとクエリ－及び装置の駆動に必要なコマンドとクエリ－を備えています。フロントパネルから入力できる全ての機能はどちらのインターフェイスからでもコントロールできます。メニュー項目でIEEE-488.2あるいはUSBインターフェイスのいずれかをアクティブにします。



 CURRENT, VOLTAGE, AND POWER  

 
 
PHASE, PF, AND VOLT-AMPERES 

 
 

 
 
 

OSCILLOSCOPE 

 
 

HARMONICS

 

                                                      
SPECIFICATIONS 

CURRENT AND VOLTAGE 
Range, Resolution and Input Impedance (Voltage Channel) 

Full Scale Voltage Max. Peak Value Resolution Input Impedance 
2.000V 6V 1mV 1.05M/30pF 
20.00V 60V 10mV 1.05M/30pF 
200.0V 600V 100mV 1.00M/30pF 
2000 V 3000V 1 V 1.00M/30pF 

The 2000V range is useable to 1000V rms 
 
Range, Resolution and Input Impedance (Current Channel) 

Full Scale Voltage Max. Peak Value Resolution Input Impedance 
5.000mA 15mA 1uA 2.0 Ω 
50.00mA 150mA 10uA 2.0 Ω 
500.0mA 1500mA 100uA 0.034 Ω 
5000 mA 15A 1mA 0.034Ω  
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電流、電圧、パワー
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オシロスコープ
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位相、ＰＦ、ボルト―アンペア
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高調波
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仕 様
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電流と電圧　レンジ、分解能、入力インピーダンス（電圧チャンネル）

Hideo　Kobo
テキストボックス
レンジ、分解能、入力インピーダンス（電流チャンネル）



EXTERNAL (100mV) 300mV - 100kΩ  
Uncertainty (rms) Current and Voltage (double uncertainty spec for peak readings) 

  5% - 100% of Full Scale 100% - 200% of Full Scale 
Frequency  ±(% of Reading+% of Range) % of Reading 

dc ±(0.10 + 0.10) ±0.20 
5Hz - 250kHz ±(0.10 + 0.10) ±0.20 

250kHz - 500kHz ±(0.20 + 0.20) ±0.40 
*500kHz - 1.0MHz ±(0.40 + 0.40) ±0.80 

* Specify option -01 
 

ISOLATION: 500V peak may be placed between the LO Voltage Terminal and Chassis 
 
POWER AND POWER x 10: 
Ranges Eight decade Full Scale ranges from 1.0000mW to 10,000W. The ranges are all 
combinations of a Full Scale Current range multiplied by a Full Scale Voltage range plus a 
corresponding set of combinations with ten times the sensitivity which occur when the 
 Px10 range is activated.) 
 
Resolution 1 part in 10000 of the Full Scale range 

Uncertainty Power  
  5% - 100% of Full Scale 100% - 200% of Full Scale 

Frequency  ±(% of V-A+% of Range) % of V-A 
dc ±(0.20 + 0.10) ±0.30 

5Hz - 250kHz ±(0.20 + 0.10) ±0.30 
250kHz - 500kHz ±(0.40 + 0.20) ±0.60 
*500kHz - 1.0MHz ±(0.80 + 0.40) ±1.20 

 (for any Power Factor) (V-A is the Volt-Ampere product)  * Specify option -01 
 
POWER X 10: Any Px10 range may be selected when both the Peak Current and the Peak 
Voltage are less than 0.316 of their Peak Range values. 
 
VOLT-AMPERES: 
Volt-Amperes is calculated as the product of the rms Current and the rms Voltage. It has 
the same Full Scale ranges, resolution and uncertainty as POWER. 
 
POWER FACTOR: 
Power Factor is calculated as the ratio of Power to Volt-Amperes. It has a range from 0 to 
±1.0000 and a resolution of .0001 for Volt-Ampere products greater than 7.5% of Full 
Scale. The resolution decreases as the Volt-Ampere product decreases. The uncertainty is 
±0.002 ±10 digits up to 250kHz, ±0.004 ±20 digits from 250kHz to500kHz, and ±0.008 ±40 
digits from 500kHz to 1000kHz with option -01.  
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絶縁：　LO電圧端子とシャーシ間で500Vピークまで
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パワーとパワー x 10:
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分解能：　フルスケールレンジの１/１００００
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レンジ：　８桁　フルスケールのレンジは1.0000mWから10,000Wまで　レンジは全てフルスケールの電流レンジ　x フルスケールの電圧レンジの結合（Px10レンジがアクティブな場合は　感度x10 を加える）
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不確かさ　パワー
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パワー　Ｘ　１０：ピーク電流とピーク電圧の両方共にそれぞれのピークレンジ値のx 0.316以下の場合にはどのP x 10 レンジを選択する事ができます。
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ボルト－アンペア：　ボルト－アンペアは電流実効値と電圧実効値の積として計算されます。パワーと同じフルスケールレンジ、分解能と不確かさを持っています。
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パワーファクター：　パワーファクターはパワーとボルト－アンペアのレシオとして計算されます。ボルト－アンペアの積がフルスケールの7.5%以上の場合、０から±1.0000のレンジ、分解能は0.0001です。ボルト－アンペアの積が小さくなると分解能も低くなります。不確かさは250kHzまで±0.002±10桁、250kHzから500kHzまでは±0.004±20桁、500kHzから1000kHzまではオプションの-01で±0.008±40桁です。



 
PHASE ANGLE: 
The resolution of the phase angle between the current and the voltage is 0.01.  The 
uncertainty is ±0.17° up to 250kHz, ±0.34°from 250kHz to 500kHz, and ±0.68° from 500kHz 
to 1000kHz with option -01. 
 
HARMONICS: 
The Harmonic amplitude is specified for the harmonic frequency below 1MHz. For this 
case, the specified uncertainty is that of the current or the voltage at the harmonic 
frequency and the range is that of the fundamental (the first harmonic).  The uncertainty of 
the harmonic phase is three times greater than the uncertainty of the phase angle between 
the current and the voltage 
 
FREQUENCY: 
Frequency of Voltage or Current from 5.0000Hz to greater than 1MHz with five digits of 
resolution and an uncertainty of ±100ppm ±1 digit. 
 
DISPLAY: High resolution graphical TFT 
 
DIGITAL INTERFACE: USB, IEEE-488 
 
DISPLAY UPDATE:  80ms  
 
TEMPERATURE RANGE: 

Operating 0°C to 40°C 
Within Specifications 23ºC ± 5ºC 
Storage -40°C to 75°C 
 

RELATIVE HUMIDITY: Less than 90% 
 
WARM-UP TIME:  Thirty minutes for all specifications 
 
POWER REQUIREMENTS: 100 to 260V rms, 47 to 63Hz, 30VA max. 
 
PHYSICAL: 
19” Rack Mountable, 3-1/2” high (2U) 
Weight::  (11pounds) 
Size: 48.3cm x 8.90cm x 33.0cm (19" x 3.5” x 13") 
 

                             
                   3243 Rt. 112 STE 1, Medford NY USA                                                                
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新規スタンプ
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位相角：　電流と電圧間の位相角の分解能は0.01です。不確かさは250kHzまで±0.17°、250kHzから500kHzまでは±0.34°、500kHzから1000kHzまではオプションの-01で±0.68°です。
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高調波：　１MHz以下の高調波の振幅は特定されます。この場合、特定の不確かさは、その高調波の周波数の電流あるいは電圧の不確かさで、レンジは第一高調波のレンジになります。高調波位相の不確かさは、電流と電圧間の位相角の不確かさの３倍です。
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周波数：　5.0000Hzから1MHz超の電圧あるいは電流の周波数は５桁の分解能と±100ppm±1桁の不確かさを持っています。
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ディスプレイ：　ハイレゾリューショングラフィックＴＦＴ
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デジタルインターフェイス：　USB、IEEE-488
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ディスプレイアップディト：　８０ms
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温度範囲：
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稼働温度：
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仕様：
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保管：

Hideo　Kobo
テキストボックス
以下
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相対湿度：
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暖気運転時間：
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全仕様で３０分
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必要電源：
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大きさ：




