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ひずみ

UHF・BS・110°CSを受信した場合の30階建て
256世帯のマンションの例

UHF・BS・110°CSを受信した場合の30階建て256世帯のマンションの例

光 送信機
OTD7BCW6A

4K（8K）テレビ

1住戸内

4K（8K）テレビ

1住戸内

4K（8K）テレビ

1住戸内

4K（8K）テレビ

1住戸内1階EPS

30階EPS

29階

28階

1階

30階

2分配器
光 受信器
ORD7BCWA

ブースター

4分配器

壁面端子

4分配器

29階EPS

28階EPS

FM･VLow･UHF･BS･CS

5分配器

BS・110°CS
アンテナ

1住戸内1住戸内

光 送信機 OTD7BCW6A

光 受信機 ORD7BCWA     
光 4分岐器×1、光 8分岐器×4

2 分配器

5分配器

FM･VLow･UHF･BS･CS ブースター

共用部の伝送機器と数量

4分配器

※住戸内 4分配器含まず

光 送信機
OTD7BCW6OTD7BCW6

光4分岐

光 増幅器
OA151A 光 増幅器 OA151A   1 台

30 台
60 台

1式

1台

光ケーブル 同軸ケーブル

30 台
44 台
16 台

光8分岐

BS・110°CS
アンテナ

光 送信機
OTD7BCW6H

光 増幅器
OA154H

4K（8K）テレビ

1住戸内

4K（8K）テレビ

1住戸内

4K（8K）テレビ

1住戸内

30階

×4
光8分岐×32
256分岐

110°CS
テナ

光 送信機
OTD7BCW6

FM・VLow・UHF・BS・CSブースター

光 送信機 OTD7BCW6H 1 台

光 受信機 ORD7BCWT  256 台
光 増幅器 OA154H 1 台

光 8 分岐器 36 台

共用部の伝送機器と数量

※住戸内 4分配器含まず

1 台FM･VLow･UHF･BS･CS ブ スタ

4K（8K）テレビ

1住戸内
光 受信機
ORD7BCWT

4分配器

壁面端子

29階

28階

1階

光ケーブル 同軸ケーブル

光8分岐

棟内光 伝送システム
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棟内光 伝送システム

Model 希望小売価格
￥（税別）

OTD7BCW6A  

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

■ 3224MHzの広帯域でCATV/UHF・BS（右旋・
左旋）CS（右旋・左旋）を伝送する、光伝送シス
テムに使用する棟内型 光 送信機です。

■ BS・CS帯域の伝送周波数が1032~3224MHz
ですから、新4K8K衛星放送での次世代放送
サービスに対応しています。

■ 帯域切換スイッチにより伝送周波数を「70～
770MHz」か「70～710MHz」のどちらかに選
択可能ですから、「CATV受信」と「UHF受信」
のどちらにも対応しています。

■ BS・110°CSアンテナとUHFプリアンプへ電
源給電できます。

※1帯域切換スイッチで受信する帯域をCATV（70~770MHz）とUHF（70~710MHz）に切換え可能です。
※2C/N、CINは、当社基準 光 受信機と組合わせて使用したときの値です。

項 目
OTD7BCW6A

CATV/UHF BS・CS
伝送周波数帯域 ※1 70～770MHz 1032 ～3224MHz

伝送波数
 ※1

mode1(CATV) 112波
50波

mode2(UHF) 12波
光波長 1550±10nm
光出力レベル 6.5dBm±0.5dB

光変調度
mode1(CATV) 2％

3％
mode2(UHF) 3%

標準入力
レベル

mode1(CATV) 61dBμV
63dBμV

mode2(UHF) 64dBμV

入力
レベル
調整

ATT 0、10dB切換

チルト 0～⊖10dB以上（連続可変）
／70MHz

0～⊖10dB以上（連続可変）
／1032MHz

逆チルト 0、5、10dB切換／770MHz 0、5、10dB切換／3224MHz
変調レベル調整GC 0～⊖10dB以上（連続可変）
利得安定度 ±2dB以内 ±3dB以内
VSWR 2以下 2.5以下

C/N ※2
mode1(CATV) 30dB以上/⊖12dBm

―
mode2(UHF) 33dB以上/⊖12dBm

CIN ※2 ― ⊖28dB以下/⊖10dBm
⊖24dB以下/⊖12dBm

光コネクター SC-APC型（8度斜め研磨）

電源（消費電力）
AC100V±10V 50/60Hz（約14W/約32VA）
BS・110°CSアンテナ給電時：約21W/約46VA（UHFプリアンプ、BS・110°CSアンテナ給電時：約23W/約49VA）

外観寸法 191（H）×141（W）×67（D）mm
質量（重量） 約1.1kg

Model 希望小売価格
￥（税別）

OTD7BCW6H  

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

※C/N、CINは、当社基準 光 受信機と組合わせて使用したときの値です。

項 目
OTD7BCW6H

CATV/UHF BS・CS
伝送周波数帯域 70～770MHz 1032 ～3224MHz

伝送波数
mode1(CATV) 112波

50波
mode2(UHF) 12波

光波長 1550±10nm
光出力レベル 6.5dBm±0.5dB

光変調度
mode1(CATV) 2％

3％
mode2(UHF) 3%

標準入力
レベル

mode1(CATV) 61dBμV
63dBμV

mode2(UHF) 64dBμV

入力レベル調整チルト 0～⊖10dB以上（連続可変）／
70MHz

0～⊖10dB以上（連続可変）／
1032MHz

変調レベル調整GC 0～⊖10dB以上（連続可変）
利得安定度 ±2dB以内 ±3dB以内
VSWR 2以下 2.5以下

C/N ※
mode1(CATV) 30dB以上/⊖12dBm

―
mode2(UHF) 33dB以上/⊖12dBm

CIN ※ ― ⊖28dB以下/⊖10dBm
⊖24dB以下/⊖12dBm

光コネクター SC-APC型（8度斜め研磨）
電源（消費電力） AC100V±10V 50/60Hz（約13W/約32VA）
外観寸法 43（H）×204（W）×270（D）mm（突起物含まず）
質量（重量） 約1.9kg

 OTD7BCW6A

 OTD7BCW6H

光 送信機

光 送信機

UHF 屋内用 直接変調方式

UHF 屋内用 直接変調方式

OTD7BCW6A

OTD7BCW6H

■ 3224MHzの広帯域でCATV/UHF・BS（右旋・
左旋）CS（右旋・左旋）を伝送する、光伝送シス
テムに使用するハーフラックタイプの光 送信機
です。

■ BS・CS帯域の伝送周波数が1032~3224MHz
ですから、新4K8K衛星放送での次世代放送
サービスに対応しています。

■ 機器の作動状態を確認できる「内部作動監視」
端子を搭載。

CATV
770MHz

BS･CS
3224MHz

CATV
770MHz

BS･CS
3224MHz
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棟内光 伝送システム

■ BS・CS帯域の伝送周波数が1032~3224MHz
ですから、新4K8K衛星放送での次世代放送
サービスに対応しています。

■取外し可能な電源部 ・ローゼット機能を内蔵。 
■出力レベルは高出力になっていますから、宅内

分配のシステム設計が容易です。

■ BS・CS帯域の伝送周波数が1032~3224MHz
ですから、新4K8K衛星放送での次世代放送
サービスに対応しています。

■奥行40mmのスリム設計です。
■出力レベルは高出力になっていますから、宅内

分配のシステム設計が容易です。

 ORD7BCWT

 ORD7BCWA

光 受信機

光 受信機

UHF

UHF

屋外（内）用

屋内用

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7BCWT  

項 目
ORD7BCWT

CATV/UHF BS・CS
伝送周波数帯域 70～770MHz 1032～3224MHz

伝送波数 mode1(CATV) 112波 50波
mode2(UHF) 12波

光波長 1550±10nm
光入力レベル ⊖１２～⊖6dBm
AGC動作範囲 ⊖１２～⊖6dBm

光変調度 mode1(CATV) 2% 3％mode2(UHF) 3％
定格出力
レベル※1

mode1(CATV) 85dBμV 85dBμVmode2(UHF) 88dBμV
帯域内周波数特性※1 6dB以内
出力レベル調整ATT 0、15dB切換
AGC特性 ※1 ±4dB以内
利得安定度 ±2dB以内 ±3dB以内
光コネクター SC-SPC型
VSWR ２以下 ２.5以下

C/N ※1 mode1(CATV) 30dB以上／⊖12dBm ―mode2(UHF) 33dB以上／⊖12dBm

CIN ※1 ― ⊖28dB以下／⊖10dBm
⊖24dB以下／⊖12dBm

BER ※2 1.0e-9以下 ―

電源（消費電力） ＤＣ１５Ｖ（約0.3A）（出力端子から重畳可能）
付属電源部AC100V±１０Ｖ 50/60Hz（約6W）

外観寸法 200（H）×122（W）×59mm（D）（突起物含まず）
質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約480g）

※1  定格出力レベル･帯域内周波数特性･AGC特性･C/N･CINは、当社基準 光 送信機と組合わせて使用したときの
値です。

※2 BERは、当社基準 光 送信機、棟内ブースターと組合わせて使用したときの値です。
※3 屋外で使用する際には防水キャップ（別売品）が必要です。電源部は屋内用です。

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7BCWA  

※1  定格出力レベル･帯域内周波数特性･AGC特性･C/N･CINは、当社基準 光 送信機と組合わせて使用したときの値
です。

※2 BERは、当社基準 光 送信機、棟内ブースターと組合わせて使用したときの値です。

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

ORD7BCWT

ORD7BCWA

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

※３

項 目
ORD7BCWA

CATV/UHF BS・CS
伝送周波数帯域 70～770MHz 1032～3224MHz

伝送波数 mode1(CATV) 112波 50波
mode2(UHF) 12波

光波長 1550±10nm
光入力レベル ⊖１２～⊖6dBm
AGC動作範囲 ⊖１２～⊖6dBm

光変調度 mode1(CATV) 2% 3％mode2(UHF) 3％
定格出力
レベル※1

mode1(CATV) 85dBμV 85dBμVmode2(UHF) 88dBμV
帯域内周波数特性※1 6dB以内
出力レベル調整ATT 0、15dB切換
AGC特性 ※1 ±4dB以内
利得安定度 ±2dB以内 ±3dB以内
光コネクター SC-SPC型
VSWR ２以下 ２.5以下

C/N ※1 mode1(CATV) 30dB以上／⊖12dBm ―mode2(UHF) 33dB以上／⊖12dBm

CIN ※1 ― ⊖28dB以下／⊖10dBm
⊖24dB以下／⊖12dBm

BER ※2 1.0e-9以下 ―
電源（消費電力） AC100V±１０Ｖ 50/60Hz（約6Ｗ/約12.3VA）
外観寸法 205（H）×132（W）×40mm（D）
質量（重量） 約770g

電源部
着脱可能

CATV
770MHz

BS･CS
3224MHz

CATV
770MHz

BS･CS
3224MHz
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棟内光 伝送システム

 OA151A

 OA154H

屋内用光 増幅器

光 増幅器 4ポート 屋内用

■光伝送システムによる
CATV/UHF・BS・CS放
送伝送に使用する棟内型
の光 増幅器です。

■ 光入力レベルが規定値
以下になるとレーザー
ダイオードの保護機能
により光出力をシャッ
トダウンします。

■ 光伝送システムによるCATV/UHF・BS・CS放送
伝送に使用するハーフラック型の光 増幅器です。

■ 内部作動監視端子を備えており、動作状態の監視が
可能です。

■ 光入力レベルが規定値以下になると保護機能に
より光出力をシャットダウンします。

■ 出力ポート数を4ポート備えており、大規模な施設
の多い分配システムが構築可能です。

1ポート

Model 希望小売価格
￥（税別）

OA154H

Model 希望小売価格
￥（税別）

OA151A

項 目 OA151A

光波長 1550±10nm
光出力レベル 15dBm（標準値）
出力ポート数 1ポート
光入力レベル範囲 ⊖3～⊕8dBm
雑音指数 5dB以下（光入力レベル0dBmのとき）
光コネクター SC-APC型（8度斜め研磨）
電源（消費電力） AC100V±１０Ｖ 50/60Hz （約2.6W/約6.3VA）
外観寸法 207（H）×132（W）×40（D）mm
質量（重量） 約620g

項 目 OA154H

光波長 1550±10nm
光出力レベル 15dBm（標準値）
出力ポート数 4ポート
光入力レベル範囲 ⊖5～⊕10dBm
雑音指数 6dB以下（光入力レベル0dBmのとき）
光コネクター SC-APC型（8度斜め研磨）
電源（消費電力） AC100V±１０Ｖ 50/60Hz （約6.6W/17.1VA）
外観寸法  43（H）×204（W）×270（D）mm（突起物は含まず）
質量（重量） 約1.6kg

OA151A

OA154H

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

、

品名 Model 希望小売価格
￥（税別）

ラック用収納トレイ RST2U 

ラック用ブランクパネル RST2U-BP 

品名 Model 希望小売価格
￥（税別）

取付金具 HRTK2 

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

金具
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ケーブルテレビ用光 受信機（V-ONU）

光 伝送システム（FTTH）
FTTH（Fiber To The Home）による光 伝送システムは、CATVセンターから各加入者宅まで光ケーブルを使用して配線するシステムです。
テレビ放送サービス、電話、インターネットなどの通信サービスやラジオ告知サービスなどが可能になります。

■遠隔制御システム
光 受信機（V-ONU）遠隔制御システムは、加入者宅個々の光 受信機の出力をCATVセンター
より制御できますから、きめ細かなサービスの提供とお客様からの要望に対し、迅速に対応できます。
※ 機器運用にあたっては再放送の同意条件をご確認ください。

■FM無給電出力機能
停電（無給電）時に緊急災害情報（FM帯域）などのFM告知放送をパスする機能です。

システム例

64

ORD7BCWTRF

CATVサブセンター
FM告知情報←

ORD7BCWTR

市役所

CATV加入者宅

CATV加入者宅

FM告知
システム用
端末

FM遠隔
制御センター
装置用変調器

遠隔
制御センター
装置用ソフトウェア

パソコン

テレビ

テレビ

OO

RCMD3

RCSF3

項 目 ORD7BCWTRF ORD7BCWTR ORD7BCTR3H ORD7BCTR3 ORD7TR ORD7TF ORD7T

掲載ページ p.6 p.7 p.7 p.8 p.8 p.9 p.9

対応帯域

CATV        

BS右旋 ○ ― ― ―

CS右旋 ○ ― ― ―

BS左旋 ○ ― ― ―

ＣＳ左旋 ○ ― ― ― ― ―

光入力レベル(dBm) ⊖14～⊖2 ⊖14～⊖2 ⊖12～⊖4 ⊖14～⊖6 ⊖14～⊖2 ⊖14～⊖2 ⊖14～⊖2

定格出力レベル（CATV）
※1※2 85ｄＢμＶ 85ｄＢμＶ 87ｄＢμＶ 85ｄＢμＶ 85ｄＢμＶ 85ｄＢμＶ 85ｄＢμＶ

定格出力レベル（BS・ＣＳ）
※2 89ｄＢμＶ 89ｄＢμＶ 92ｄＢμＶ 89ｄＢμＶ ― ― ―

遠隔制御(75.5MHz) ○ ― ―

FM無給電出力機能 ○ ― ― ― ― ―
※1 デジタル 80波
※2 AGC 動作範囲

光 受信機（V-ONU）比較表
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：受注生産品
CATV・BS・CS受信用 使用ファイバー：シングルモード
F型コネクターは別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7BCWTRF  オープン価格

項 目 ORD7BCWTRF

伝送周波数帯域 70～770MHz 1032～3224MHz

伝送波数
mode1 FM2波（緊急告知用）+デジタル80波

50波
mode2 FM2波（緊急告知用）+デジタル112波

光波長 1555±10nm

光入力レベル ⊖14～⊖2dBm

AGC動作範囲 ⊖12～⊖4dBm

定格出力レベル
 ※1※2

mode1 FM92dBμV、デジタル85dBμV（光変調度3％）
(FM88dBμV、デジタル81dBµV/⊖14dBm) 89dBμV（光変調度1.5％）

(85dBµV/⊖14dBm)
mode2 FM92dBμV、デジタル83dBμV（光変調度2.5％）

(FM88dBμV、デジタル79dBµV/⊖14dBm)

帯域内周波数特性 ※1 6dB以内

出力レベル調整ATT 0、15dB切換

AGC特性 ※1※2 ±4dB以内（帯域内周波数特性を含む）

利得安定度 ±2dB以内 ±3dB以内

光コネクター SC-SPC型

VSWR 2以下 2.5以下

C/N ※1
mode1 34dB以上／⊖12dBm

（30dB以上／⊖14dBm）
―

mode2 32dB以上／⊖12dBm
（28dB以上／⊖14dBm）

CIN ※1 ― ⊖20㏈以下/⊖12㏈m
（⊖16㏈以下/⊖14㏈m）

CSO ※1 ⊖50dB以下 ―

CTB ※1 ⊖50dB以下 ―

ハム変調 ※1 ⊖60dB以下

耐雷性 ±15kV（1.2/50μs）のサージ電圧に耐えること

漏洩電界強度 ※3 34dBµV/m以下

使用温度範囲 ※4 ⊖20～⊕40°Ｃ

防水性能 ※5 IP24準拠（光 受信部のみ）

電源 DC15V 約0.3A（出力端子から重畳可能）

消費電力 約6.9W（AC100Ｖ）

外観寸法 200（H）×122（W）×59（D）mm（突起物含まず）

質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約４８０g）

項 目 FM出力
伝送周波数帯域 70~95MHz
光変調度 7％

定格出力レベル
 ※1

無給電時 43dＢμV以上/⊖12dBm（59μV以上/⊖4㏈m）
制御時 60㏈μV以上/⊖12~⊖4㏈m

項 目 電源部
伝送周波数帯域 70～770MHz 1032～3224MHz

一次電圧/出力電圧 AC100V 50/60Hz （定格10W以下）／DC15V（最大0.6A）

挿入損失 1dB以下 2.5dB以下

VSWR 2以下 2.5以下

ACコード長 約0.9m

外観寸法/質量（重量） 56（H）×105（W）×34（D）mm（突起物含まず）/約190g

※1  定格出力レベル・帯域内周波数特性・AGC特性・C/N・CIN・CSO・CTB・ハム変調は、当社基準光 送信機と組合わ
せて使用したときの値です。

※2  定格出力レベル・AGC特性はAGC特性範囲内で使用した時の値です。
※3 3mの距離において。
※4 結露無き事。
※5 電源部は屋内用です。

■ 伝送周波数帯域が3224MHzまで対応しています
から、新4K8K衛星放送も伝送できます。

■ 遠隔制御センター装置からの制御信号で光 受信
機のRF出力をON/OFFすることができます。
また、CATV帯域とBS・CS帯域を同時または個
別に制御できます。
機器運用にあたっては再放送の同意条件をご確認
ください。

■ 停電などの無給電時に緊急災害情報などFM帯域
の信号を出力する機能を備えています。

 ORD7BCWTRF 光 受信機（V-ONU） 屋外（内）用FM無給電
出力機能遠隔制御

ケーブルテレビ用光 受信機（V-ONU）

※5

電源部
着脱可能

CATV
770MHz

BS･CS
3224MHz

ORD7BCWTRF 電源部
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：受注生産品
CATV・BS・CS受信用 使用ファイバー：シングルモード
F型コネクターは別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7BCWTR オープン価格

項 目 ORD7BCWTR
伝送周波数帯域 70～770MHz 1032～3224MHz

伝送波数
mode1 デジタル80波

50波
mode2 デジタル112波

光波長 1555±10ｎm
光入力レベル ⊖14～⊖2dBm
AGC動作範囲 ⊖12～⊖4dBm

定格出力
レベル ※1

mode1 85dBμV（光変調度3.2％）
(81dBμV/⊖14dBm) 89dBμV（光変調度1.5％）

(85dBμV/⊖14dBm)
mode2 83dBμV（光変調度2.5％）

(79dBμV/⊖14dBm)
AGC特性 ※1 ±4dB以内(帯域内周波数特性を含む）
帯域内周波数特性 ※1 6dB以内
光コネクター SC-SPC型

C/N ※1
mode1 34dB以上／⊖12dBm

（30dB以上／⊖14dBm） ―
mode2 32dB以上／⊖12dBm

（28dB以上／⊖14dBm）

CIN ※1 ― 20dB以上／⊖12dBm
（16dB以上／⊖14dBm）

電源 DC15V 約0.3A（出力端子から重畳可能）
外観寸法 200（H）×122（W）×59（D）mm（突起物含まず）
質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約480g）

項 目 電源部
伝送周波数帯域 70～770MHz 1032～3224MHz
一次電圧/出力電圧 AC100V 50/60Hz（定格10W以下）／DC15V（最大0.6A）
挿入損失 1dB以下 2.5dB以下
VSWR 2以下 2.5以下
外観寸法/質量（重量） 56（H）×105（W）×34（D）mm（突起物含まず）/約190g

※1  定格出力レベル・帯域内周波数特性・AGC特性・C/Nは、当社基準光 送信機と組合わせて使用したときの値です。
※2 電源部は屋内用です。

電源部ORD7BCWTR

 ORD7BCWTR 屋外（内）用電源部
着脱可能遠隔制御光 受信機（V-ONU）

ケーブルテレビ用光 受信機（V-ONU）

■伝送周波数帯域が3224MHzまで対応しています
から、新4K8K衛星放送も伝送できます。
■ 遠隔制御センター装置からの制御信号で光 受信

機のRF出力をON/OFFすることができます。
また、CATV帯域とBS・CS帯域を同時または個
別に制御できます。
機器運用にあたっては再放送の同意条件をご確認
ください。

※2

：受注生産品
CATV・BS・CS受信用 使用ファイバー：シングルモード
F型コネクターは別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7BCTR3H オープン価格
項 目 ORD7BCTR3H

伝送周波数帯域 70～770MHz 1000～2681MHz

伝送波数
mode1 デジタル80波

36波
mode2 デジタル112波

光波長 1555±10ｎm
光入力レベル ⊖12～⊖4dBm
AGC動作範囲 ⊖12～⊖4dBm

定格出力
レベル ※1

mode1 デジタル87dBμV（光変調度3.2％）
92dBμV（光変調度1.5％）

mode2 デジタル85dBμV（光変調度2.5％）
AGC特性 ※1 ±4dB以内(帯域内周波数特性を含む）
帯域内周波数特性 ※1 6dB以内
光コネクター SC-SPC型

C/N ※1
mode1 34dB以上／⊖12dBm

21dB以上／⊖12dBm
mode2 32dB以上／⊖12dBm

電源 DC15V 約0.3A（出力端子から重畳可能）
外観寸法 200（H）×122（W）×59（D）mm（突起物含まず）
質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約480g）

項 目 電源部
伝送周波数帯域 70～770MHz 1000～2681MHz
一次電圧/出力電圧 AC100V 50/60Hz（約6.2W 定格10W以下）／DC15V（最大0.6A）
挿入損失 1dB以下 2.5dB以下
VSWR 2以下 2.5以下
外観寸法/質量（重量） 56（H）×105（W）×34（D）mm（突起物含まず）/約190g

※1  定格出力レベル・帯域内周波数特性・AGC特性・C/Nは、当社基準光 送信機と組合わせて使用したときの値です。
※2 電源部は屋内用です。

電源部ORD7BCTR3H

 ORD7BCTR3H 屋外（内）用電源部
着脱可能遠隔制御光 受信機（V-ONU）

※CS左旋には対応していません。

■ 定格出力レベルは高出力を実現しています。
■ 遠隔制御センター装置からの制御信号で光 受信

機のRF出力をON/OFFすることができます。
また、CATV帯域とBS・CS帯域を同時または個
別に制御できます。
機器運用にあたっては再放送の同意条件をご確認
ください。

※2

CATV
770MHz

BS･CS
3224MHz

CATV
770MHz

BS･CS
2681MHz
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：受注生産品
CATV・BS・CS受信用 使用ファイバー：シングルモード
F型コネクターは別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7BCTR3 オープン価格
項 目 ORD7BCTR3

伝送周波数帯域 70～770MHz 1000～2681MHz

伝送波数
mode1 デジタル80波

36波
mode2 デジタル112波

光波長 1555±10ｎm
光入力レベル ⊖14～⊖6dBm
AGC動作範囲 ⊖14～⊖6dBm

定格出力
レベル ※1

mode1 デジタル85dBμV（光変調度3.2％）
89dBμV（光変調度1.5％）

mode2 デジタル83dBμV（光変調度2.5％）
AGC特性 ※1 ±4dB以内
帯域内周波数特性 ※1 6dB以内
光コネクター SC-SPC型

C/N ※1
mode1 30dB以上／⊖14dBm 17dB以上／⊖14dBm

mode2 32dB以上／⊖12dBm
（28dB以上／⊖14dBm）

21dB以上／⊖12dBm
（17dB以上／⊖14dBm）

電源 DC15V 約0.3A（出力端子から重畳可能）
外観寸法 200（H）×122（W）×59（D）mm（突起物含まず）
質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約480g）

項 目 電源部
伝送周波数帯域 70～770MHz 1000～2681MHz
一次電圧/出力電圧 AC100V 50/60Hz（約6.2W 定格10W以下）／DC15V（最大0.6A）
挿入損失 1dB以下 2.5dB以下
VSWR 2以下 2.5以下
外観寸法/質量（重量） 56（H）×105（W）×34（D）mm（突起物含まず）/約190g

※1  定格出力レベル・帯域内周波数特性・AGC特性・C/Nは、当社基準光 送信機と組合わせて使用したときの値です。
※2 電源部は屋内用です。

電源部ORD7BCTR3

 ORD7BCTR3 屋外（内）用電源部
着脱可能遠隔制御光 受信機（V-ONU）

※CS左旋には対応していません。

：受注生産品
CATV受信用 使用ファイバー：シングルモード
F型コネクターは別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7TR オープン価格

項 目 ORD7TR
伝送周波数帯域 70～770MHz

伝送波数
mode1 デジタル80波
mode2 デジタル112波

光波長 1555±10ｎm
光入力レベル ⊖14～⊖2dBm
AGC動作範囲 ⊖14～⊖6dBm

定格出力
レベル ※1

mode1 デジタル85dBμV（光変調度3.2％）
mode2 デジタル83dBμV（光変調度2.5％）

AGC特性 ※1 ±4dB以内（帯域内周波数特性を含む）
帯域内周波数特性 ※1 6dB以内
光コネクター SC-SPC型

C/N ※1
mode1 30dB以上／⊖14dBm
mode2 28dB以上／⊖14dBm

電源 DC15V 約0.3A（出力端子から重畳可能）
外観寸法 200（H）×122（W）×59（D）mm（突起物含まず）
質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約480g）

項 目 電源部
伝送周波数帯域 70～770MHz
一次電圧/出力電圧 AC100V 50/60Hz(定格10W以下）／DC15V（最大0.6A）
挿入損失 1dB以下
VSWR 2以下
外観寸法/質量（重量） 56（H）×105（W）×34（D）mm（突起物含まず）/約190g

※1  定格出力レベル・帯域内周波数特性・AGC特性・C/Nは、当社基準光 送信機と組合わせて使用したときの値です。
※2 電源部は屋内用です。電源部ORD7TR

 ORD7TR 屋外（内）用電源部
着脱可能遠隔制御光 受信機（V-ONU）

ケーブルテレビ用光 受信機（V-ONU）

■ 遠隔制御センター装置からの制御信号で光 受信
機のRF出力をON/OFFすることができます。
また、CATV帯域とBS・CS帯域を同時または個
別に制御できます。
機器運用にあたっては再放送の同意条件をご確認
ください。

■ 遠隔制御センター装置からの制御信号で光 受信
機のRF出力をON/OFFすることができます。
機器運用にあたっては再放送の同意条件をご確認
ください。

※2

※2

CATV
770MHz

BS･CS
2681MHz

CATV
770MHz
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：受注生産品
CATV受信用 使用ファイバー：シングルモード
F型コネクターは別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7TF オープン価格

項 目 ORD7TF
伝送周波数帯域 70～770MHz

伝送波数
mode1 FM2波（緊急告知用）+デジタル80波
mode2 FM2波（緊急告知用）+デジタル112波

光波長 1555±10ｎm
光入力レベル ⊖14～⊖2dBm
AGC動作範囲 ⊖12～⊖4dBm

定格出力
レベル ※1

mode1 FM92dBμV、デジタル85dBμV（光変調度FM7％、デジタル3％）
(FM88dBμV、デジタル81dBµV/⊖14dBm)

mode2 FM92dBμV、デジタル83dBμV（光変調度FM7％、デジタル2.5％）
(FM88dBμV、デジタル79dBµV/⊖14dBm)

AGC特性 ※1 ±4dB以内（帯域内周波数特性を含む）
帯域内周波数特性 ※1 6dB以内

C/N ※1
mode1 34dB以上／⊖12dBm

（30dB以上／⊖14dBm）

mode2 32dB以上／⊖12dBm
（28dB以上／⊖14dBm）

電源 DC15V 約0.3A（出力端子から重畳可能）
外観寸法 200（H）×122（W）×59（D）mm（突起物含まず）
質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約480g）

項 目 FM出力（無給電）
伝送周波数帯域 70~95MHz
光変調度 ７％
定格出力レベル 43dＢμV以上/⊖12㏈m（59μV以上/⊖4㏈m）

項 目 電源部
伝送周波数帯域 70～770MHz
一次電圧/出力電圧 AC100V 50/60Hz（定格10W以下）／DC15V（最大0.6A）
挿入損失 1dB以下
VSWR 2以下
外観寸法/質量（重量） 56（H）×105（W）×34（D）mm（突起物含まず）/約190g

※1  定格出力レベル・帯域内周波数特性・AGC特性・C/Nは、当社基準光 送信機と組合わせて使用したときの値です。
※2 電源部は屋内用です。

電源部ORD7TF

 ORD7TF 屋外（内）用電源部
着脱可能光 受信機（V-ONU）

ケーブルテレビ用光 受信機（V-ONU）

FM無給電
出力機能

■ 停電などの無給電時に緊急災害情報などFM帯域
の信号を出力する機能を備えています。

※2

CATV
770MHz

：受注生産品
CATV受信用 使用ファイバー：シングルモード
F型コネクターは別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7T オープン価格

項 目 ORD7T
伝送周波数帯域 70～770MHz

伝送波数
mode1 デジタル80波
mode2 デジタル112波

光波長 1555±10ｎm
光入力レベル ⊖14～⊖2dBm
AGC動作範囲 ⊖14～⊖6dBm

定格出力
レベル ※1

mode1 85dBμV（光変調度3.2％）
mode2 83dBμV（光変調度2.5％）

AGC特性 ※1 ±4dB以内（帯域内周波数特性を含む）
帯域内周波数特性 ※1 6dB以内

C/N ※1
mode1 30dＢ以上/⊖14dＢm
mode2 28dB以上/⊖14dＢm

電源 DC15V 約0.3A（出力端子から重畳可能）
外観寸法 200（H）×122（W）×59（D）mm（突起物含まず）
質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約480g）

項 目 電源部
伝送周波数帯域 70～770MHz
一次電圧/出力電圧 AC100V 50/60Hz(定格10W以下）／DC15V（最大0.6A）
挿入損失 1dB以下
VSWR 2以下
外観寸法/質量（重量） 56（H）×105（W）×34（D）mm（突起物含まず）/約190g

※1  定格出力レベル・帯域内周波数特性・AGC特性・C/Nは、当社基準光 送信機と組合わせて使用したときの値です。
※2 電源部は屋内用です。

■電波障害施設に適した770MHz専用モデル。

 ORD7T

 ORD7T 光 受信機（V-ONU） 屋外（内）用

電源部

電源部
着脱可能 ※2

CATV
770MHz
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ケーブルテレビ用光 受信機（V-ONU）

項 目 RCMD3-MU

シリアルインターフェース RS232C

電源（消費電力） AC100V 50/60Hz 7W以下（送信ユニット実装時 11W以下）

外観寸法 44（H）×482（Ｗ）×364（D）mm（EIA規格に適合）

質量（重量） 4.5kg以下（送信ユニット実装時5.3kg以下）

RCMD3-MU/RCMD3-TU/RCMD3-BP

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

RCMD3は、メインユニット RCMD3-MU、送信ユニット 
RCMD3-TU、ブランクパネル RCMD3-BPで構成します。
ご注文の際、型式指定にご注意ください。
遠隔制御センター装置用ソフトウェアRCSF3は別売です。

Model 希望小売価格 
￥（税別）

RCMD3-MU  

RCMD3-TU    
RCMD3-BP    

■ FTTH（Fiber To The Home）で、遠隔制御に対
応した光 受信機を制御するための変調器です。

 RCMD3 遠隔制御センター装置用変調器

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

Model 希望小売価格 
￥（税別）

RCSF3 

■ 遠隔制御に対応した光 受信機（V-ONU）を、
センター装置から遠隔制御するためのソフト
ウェアです。
 遠隔制御センター装置用変調器RCMD3に、
RCSF3で設定した光 受信機の制御信号をパソ
コンから送信します。

項 目 RCSF3

対応OS
Windowsʀ XP（32bitのみ） 、Windows Vistaʀ（32bitのみ）
Windowsʀ 7（32bit、64bit）、Windows Serverʀ 2008 R2

Windows Serverʀ 2016 Essentials Edition対応
最大加入者数 50,000件

遠隔制御対応
光 受信機

OR77BCTR-S、ORD7BCTR3、ORD7BCTRFS、ORD7BCWTRF、ORD7BCWTR、
ORD7BCTR3H、ORD7BCTR、ORD7BCTRF、ORD7TR

CATV帯域とBS・CS帯域を同時または個別制御対応 ※

特 長

最大5万件の加入者登録

CSVファイルインポート機能追加
CSVファイルを使用した加入者情報の登録・変更・削除が可能ですから、登録内容の管理が容易です。
また、インポート時にデータベースの更新内容を確認できますから、登録・更新時のミスを防止できます。

セキュリティー強化
一括制御の設定変更をする場合に、パスワードが必要ですから、
安易に変更することができません。

SMS（顧客管理装置）との連携機能追加

表示画面例

※  機器運用にあたっては再放送の同意条件をご確認ください。

 RCSF3 遠隔制御センター装置用ソフトウェア

項 目 RCMD3-TU

送信周波数 75.5MHz

変調方式 FSK

周波数偏移 ±75kHz

標準出力レベル 100ｄBμV

出力レベル調整範囲 ±10dB（連続可変）

外観寸法 30（H）×87.5Ｗ）×382（D）mm

質量（重量） 800g以下
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小規模 共同受信用 光 伝送システム

長距離伝送

メンテナンスが容易

広帯域伝送可能

山間部などの地上デジタル放送の受信環境が悪い地域では、受信環境のよい場所にアンテナとヘッドエンド装置を設置して、光ケーブル
で各住戸まで配線します。
伝送損失がほとんどない光ケーブルで引き込むため、全ての住戸でほぼ同じ信号品質が得られます。

伝送損失がほとんどない光 伝送システムですから、長距離伝送が可能です。
また、 光 送信機は高出力ですから、光 増幅器がなくても多くの加入者に分配できます。

伝送路に中継器などの電源も必要なく、システムのメンテナンスが容易になります。

地上デジタル信号9波+BS信号12波を伝送できます。

光 受信機光 受信機
ORD7BT2ORD7BT2

光 受信機光 受信機
ORD7BT2ORD7BT2

光 受信機光 受信機
ORD7BT2ORD7BT2

光 受信機光 受信機
ORD7BT2ORD7BT2

光 増幅器光 増幅器
OA15T2OA15T2

光 送信機光 送信機
OTD7BL6TOTD7BL6T

ヘッドアンプヘッドアンプ

BS・110°CS
アンテナ
BS・110°CS
アンテナ地上デジタル

アンテナ
地上デジタル
アンテナ

同軸
ケーブル
同軸

ケーブル

光
ケーブル
光
ケーブル

難視聴地域の共同受信システム改修に最適!

小規模 共同受信用 光 伝送システム
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小規模 共同受信用 光 伝送システム

※左旋には対応していません。

 OTD7BL 光 送信機、光 送信ユニット CATV
770MHz

BS※

1500MHz

OTD7BL6T

OTD7BL6-TU

：受注生産品
 ：お近くの支店・営業所にお問合わせください。
CATV・BS送信用
使用ファイバー：シングルモード

（OTD7BL6-TU は、 光 送信機用 光 送信ユニットです）
取付金具TMK215は別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

OTD7BL10T 

OTD7BL6T 
OTD7BL3T

OTD7BL6-TU 

■ FTTH（Fiber To The Home）によるCATV・BS
放送伝送システムに使用する光 送信機です。

※1 当社基準光 受信機と組合わせて使用したときの値です。 ※2 雑音帯域幅5.6MHz、光変調度6.4%のときの値です。
※3 雑音帯域幅28.9MHz、光変調度6.4%のときの値です。

光出力レベル

10dBm OTD7BL10T

6dBm OTD7BL6T、OTD7BL6-TU

3dBm OTD7BL3T

項 目 OTD7BL10T／OTD7BL6T／OTD7BL3T／OTD7BL6-TU

伝送周波数帯域 70～770MHz 1000～1500MHz

伝送波数 9波（デジタル信号） 12波（BS信号）

光波長 1550±5nm

光出力レベル
 10.5dBm±0.2dB（OTD7BL10T）
 6.5dBm±0.5dB（OTD7BL6T、OTD7BL6-TU）
  3.5dBm±0.5dB（OTD7BL3T）

標準入力レベル 65dBμV 70dBμV

周波数特性 ※1 ±3dB以内

光コネクター SC-APC型（８度斜め研磨）

VSWR 2以下 2.5以下

C/N ※1 30dB以上/⊖17dBm ※2 23dB以上/⊖17dBm ※3

相互変調 ※1 ⊖71dB（IM₃） ⊖53dB以下（IM₃）

ハム変調 ※1 ⊖60dB以下

電源 AC20～30V、AC40～60V 50/60Hz
（OTD7BL10T、OTD7BL6T、OTD7BL3T ）

消費電力

30VA以下（OTD7BL10T）
25VA以下（OTD7BL6T、OTD7BL3T）

BSアンテナ用電源 DC15V   最大4W（OTD7BL10T、OTD7BL6T、OTD7BL3T ）

外観寸法

241（H）×416（W）×139（D）mm
（OTD7BL10T、OTD7BL6T、OTD7BL3T）

79（H）×103（W）× 46（D）mm
（OTD7BL6-TU）

質量（重量） 約6.4kg（OTD7BL10T、OTD7BL6T、OTD7BL3T）
約200g（OTD7BL6-TU）

BSアンテナへ給電時
光 送信ユニット装着時

：5 VA増加
：1.5 VA増加（ ）

屋外用 直接変調方式



13

小規模 共同受信用 光 伝送システム

※左旋には対応していません。

 ORD7BT2 屋外（内）用電源部
着脱可能光 受信機（V-ONU）

 OA15T2 光 増幅器

CATV
770MHz

BS※

1500MHz

屋外用

※3

OA15T2

項 目 OA15T2

光波長 1540～1565nm

光入力レベル範囲 ⊖3～⊕8dBm

光出力レベル 13.5dBm以上（標準値15dBm）

光コネクター SC-APC型（８度斜め研磨）

雑音指数 5dB以下（光入力レベル 0dBmのとき）

使用温度範囲 ⊖20～⊕40℃

電源 AC20～30V  50/60Hz または
AC40～60V  50/60Hz

消費電力 約7.2VA（AC40～60V のとき）
約6.7VA（AC20～30V のとき）

外観寸法 180（H）×255（W）×116（D）mm

質量（重量） 約3kg

Model 希望小売価格
￥（税別）

OA15T2 

：受注生産品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

取付金具 TMK135は別売

■ FTTHによる光 伝送システムに使用する屋外用
の光 増幅器です。

：受注生産品
CATV・BS受信用 使用ファイバー：シングルモード
F型コネクターは別売

Model 希望小売価格
￥（税別）

ORD7BT2 オープン価格
項 目 ORD7BT2

伝送周波数帯域 70～770MHz 1000～1500MHz

伝送波数 デジタル9波 12波

光波長 1550±5nm

光入力レベル ⊖17～⊖7dBm

AGC動作範囲 ⊖17～⊖7dBm

定格出力レベル ※1※2 85dBμV 90dBμV

帯域内振幅－周波数特性 ※1 ±2dB以内

出力レベル調整ATT 0、15dB切換

AGC特性 ※1 ±3dB以内

利得安定度 ±2dB以内

光コネクター SC-SPC型

VSWR 2以下 2.5以下

C/N ※1※2 30dB以上/⊖17dBm 23dB以上/⊖17dBm

IM3 ※1※2 ⊖71dB以下 ⊖53dB以下

ハム変調 ※1 ⊖60dB以下

電源 DC15V 約0.3A（出力端子から重畳可能）

消費電力 約3.8W（DC15V作動時）

外観寸法 200（H）×122（W）×59（D）mm（突起物含まず）

質量（重量） 約670g（電源部取外し時 約480g）

■ FTTH（Fiber To The Home）によるCATV伝送
システムに使用する住戸用の光 受信機です。

※1  定格出力レベル・帯域内振幅一周波数特性・AGC特性・C/N・IM3・ハム変調は、当社基準光 送信機と組合わせて
使用したときの値です。

※2 光変調度6.4%。
※3 電源部は屋内用です。

電源部

ORD7BT2 項 目 電源部
伝送周波数帯域 70～770MHz 1000～1500MHz

一次電圧/出力電圧 AC100V 50/60Hz（約5.4W）／DC15V（最大0.6A）

挿入損失 1dB以下 2.5dB以下

VSWR 2以下 2.5以下

外観寸法/質量（重量） 56（H）×105（W）×34（D）mm（突起物含まず）/約190g
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小規模 共同受信用 光 伝送システム

※  市販の光ケーブルを接続する場合は、φ7～11mの光ケーブルに、付属のケーブルストッパーと光ケーブルホルダーを取付けてください。
※  価格はお近くの支店・営業所にお問合わせください。

光ノードケーブル
OP-SASM163T

品名 Model ケーブル長（ｍ） ファイバーコード数 パッチコード長（㎝） 適合機種

光ノードケーブル

OP-SASM240-10 10

2 40 OA15T2用OP-SASM240-30 30

OP-SASM240-50 50

OP-SASM163T-10 10

1 63 OTD7BLシリーズ
1出力タイプ用OP-SASM163T-30 30

OP-SASM163T-50 50

OP-SASM282T-10 10

2 82 OTD7BLシリーズ
2出力タイプ用OP-SASM282T-30 30

OP-SASM282T-50 50

■ 光 送信機、光 送信ユニット、光 増幅器にはこちらの光ノードケーブルをご使用ください。

光ノードケーブル
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光 伝送システムアクセサリー

項 目
規格

分岐数

OP04-14068 FDK OP08-14069 FDK OP32-12520 FDK

4 8
SC

SPC研磨
青色

12.4dB以下

32

29（H）×57（W）×94（D）mm 29（H）×77（W）×102（D）mm 54（H）×290（W）×207（D）mm

アダプタ種
コネクタ研磨種
アダプタ色
透過損失
外観寸法

■ 縦横の設置方法を選択が可能

■ 可動するモジュール部
■  小型の筐体
■  選べる固定方法
（ネジまたはマグネット）

4分岐スプリッタモジュール
OP04-14068 FDK
古河電気工業（株）製

8分岐スプリッタモジュール
OP08-14069 FDK
古河電気工業（株）製

32分岐スプリッタモジュール
OP32-12520 FDK
古河電気工業（株）製

32分岐スプリッタモジュール
OP32-12520 FDK ※ 屋内用

RA(TO
)･07-C382

このカタログは2020年7月現在の内容です。

19.3dB以下8.9dB以下

品名 Model 希望小売価格
￥（税別）

4分岐スプリッタモジュール OP04-14068 FDK

8分岐スプリッタモジュール OP08-14069 FDK

32分岐スプリッタモジュール OP32-12520 FDK

分岐スプリッタモジュール〈斡旋品〉

品名 Model 希望小売価格
￥（税別）

SC型光アッテネーター OPATT-SC□□□

光 アッテネーター〈斡旋品〉
：斡旋品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

■光信号を適切なレベルに減衰させます。

■型式の読み方 OPATT-SC□□□
減衰量
01~10：1～10dB（1dBステップ）

15、20dB

研磨の種類
U：UPC
A：APC

品名 Model 希望小売価格
￥（税別）

光パッチケーブル（1、2、3、5、10）m OPSM-SC□□□

光 パッチケーブル〈斡旋品〉
：斡旋品
：お近くの支店・営業所にお問合わせください。

■SC型コネクターがついた光ケーブルです。

■型式の読み方 OPSM-SC□□□
ケーブルの長さ
01：1m  03：3m 10：10m
02：2m  05：5m

日本テレガートナー（株）製

日本テレガートナー（株）製

    ：斡旋品
：お近くの支店・営業所にお問合わせ

       ください。

片端/両端と研磨の種類
 U：片端UPC   A：片端APC

UU：両端UPC AA：両端APC
UA：片端UPC/片端APC




