
TV変調器
OM-21R/OM-22R

本機器は CS、BSチューナ及び VTR、ビデオカメラ、調整卓からベース信号（映像、音声）
を、指定のチャンネルのTV信号波に変換するTV信号変調器です。各機種とも隣接伝送
用の A、V比調整、及びレベル調整等が行えます。IF変調部、映像、音声各高品位 SAW
フィルターを使用しておりますから、放送機並出力波形で隣接伝送が容易にできます。

■概要

項　目 規　格 備　考

映　

 
像

映像信号 NTSC 方式 525/60
入力インピーダンス 75Ω コネクター BNC 型 コネクターは指定による
入力信号レベル 1.0Vp-p 同期負 ビデオ AGC
最大変調度 87.5% 以上
DP・DG 特性 5°・5% 以下
S/N比 50dB 以上
振幅周波数特性 ±1.5dB 以内 (0 〜 +3.58MHz)

音 　

声

入力インピーダンス 600Ω 不平衡 コネクターは指定による
入力信号レベル -22dBm +10dBm まで入力可変付 -60dBm はオプション
標準変調度 100% ±15%(100=±25KHz)

振幅周波数特性
50Hz 〜 15KHz 間 75μs
プリエンファシスにて ±1.5dB以内

S/N 比 50dB 以上
歪率 0.5% 以下 (800Hz 100% 変調時 )

出 　

力

出力チャンネル 10MHz 〜 770MHz 間の 6MHz
最大出力レベル Fv110dBμ ±3dB 以内
出力調整範囲 0 〜 -20dB 以上
音声搬送波出力調整 0 〜 -20dB 以上 Fa=Fv-10dB ±3dB
映像搬送波Z周波数偏差 5×10-5 以下
音声搬送波周波数偏差 5×10-5 以下 Fv+4.5MHz±3KHz 以内

スプリアス
帯域内 -60dB 以下
帯域外 -55dB 以下

出力インピーダンス 75Ω コネクター F 型 その他は指定
VSWR 1.5 以下
出力モニター -20dB ±1.5dB 以内

そ　

 

の 　

他

電源電圧 AC100V±10V 50/60Hz
消費電力 15W 以下

形状・外形寸法
JIS/1H (W)480×(H)49×(D)320/mm ラックマウント
EIA/1U (W)482×(H)44×(D)320/mm

質量 約 4kg

項　目 規　格 備　考

映　

像

映像信号 NTSC 方式 525/60
入力インピーダンス 75Ω コネクターは指定による
入力信号レベル 1.0Vp-p 同期負
最大変調度 87.5% 以上
DP・DG 特性 3°・3% 以下
S/N 比 52dB 以上

振幅周波数特性 ±1.5dB 以内 (0 〜 +3.58MHz)
Fv 基準として SAW 特
性による

音　

声

入力インピーダンス 600Ω 不平衡コネクター コネクターは指定による
入力信号レベル -22dBm +10dBm まで入力可変付 -60dBm はオプション

標準変調度
100% ±15%(100=±25KHz) 音声多
重 ±50KHz

音声多重はコンポジッ
ト信号入力にて

振幅周波数特性
50Hz 〜 15KHz 間 75μs
プリエンファシスにて ±1.5dB 以内

音声のプリエンファシス
ON/OFF 切換スイッチ付

S/N 比 55dB 以上
歪率 0.5% 以下 (1KHz 100% 変調時 )

出　

力

出力チャンネル 10MHz 〜 1GHzMHz 間の 6MHz
最大出力レベル Fv120dBμ ±3dB 以内
出力調整範囲 0 〜 -15dB 以上
音声搬送波出力調整 0 〜 -15dB 以上
映像搬送波周波数偏差 5×10-5 以下
音声搬送波周波数偏差 5×10-5 以下

スプリアス
帯域内 -60dB 以下
帯域外 -55dB 以下

出力インピーダンス 75Ω コネクター F 型 その他は指定
VSWR 1.5 以下

そ　

の　

他

出力モニター -20dB ±1.5dB 以内
電源電圧 AC100V 50/60Hz
消費電力 20W 以下

形状 ･ 外形寸法
JIS/1H (W)480×(H)49×(D)320/mm 

ラックマウント
EIA/1U (W)482×(H)44×(D)320/mm

質量 約 4kg

OM-22R

規　格　表
OM-22ROM-21R

ご指定により10MHzから770MHzまでの希望チャンネルに変換でき、ヘッドエンド
組込み用、端末からの上り変調器など多目的にご利用になれます。


