
小型ながら, 1台で地上デジタル放送を
最大６チャンネル

アナログ放送が終了する2011年以降もアナログテレビが使えます。
※6チャンネル変換するには別途, 地上デジタルチューナが２台必要になります。

デジタル　アナログ変換
※

デジアナ変換器

4DACTL 希望小売価格（税込）：¥346,500
 税別価格 ：¥330,000

地上デジタル放送用デジアナ変換器

1台で最大6チャンネルまで
アナログ信号に変換が可能
本器で最大4チャンネルまでの地上デジタル放送をアナログ信号に変換
できます。また， 外部入力端子を2系統備えていますから， 地上・BS・CS
デジタルチューナーを2台接続すれば， 最大6チャンネルのデジタル放送が
変換できます。

出力レベル調整回路付
出力レベル調整回路を搭載していますから, アナログに変換した出力信号
のレベルを最適な値に調整できます。

メンテナンス用USB端子装備
USB端子にパソコンを接続してファームウエアのバージョンアップができま
すから， 保守が容易です。

ラストステート機能を搭載※
停電などにより電源が切れた場合, 電源復旧時に自動で設定していた元の
状態に戻ります。
※外付けチューナーで変換されているチャンネルは, チューナーの仕様に
　よっては電源復旧後, 自動で設定していた元の状態に戻らないことがあります。

アナログテレビでゴーストのない
きれいな画像が見られる
地上デジタル放送をアナログ信号に変換しますから，ゴースト（二重映り）や
ノイズの少ないきれいな画像が見られます。

受信チャンネル， 出力チャンネルを
任意に設定できる※
地上デジタル放送の受信チャンネルを任意に設定できます。
アナログ信号に変換後の出力チャンネルは， UHF帯（ch.13～62）の任意
のチャンネルに設定できますから, 空きチャンネルを利用して伝送できます。
※隣接チャンネルの伝送はできません。

音声出力モードの選択が可能※
音声をオート， モノラル， ステレオ， 二か国語に設定できます。
※外付けチューナーの信号を変換する場合, オートの設定はできません。
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入力測定端子結合量

出力測定端子結合量

電源

消費電力

使用温度範囲

使用湿度範囲

外観寸法

質量（重量）

0～◯+40℃

20～80%（結露のないこと）

61（H）×338（W）×268（D）mm
（突起部を除く）
約2.8kg（付属ACアダプターを除く）

◯－10dB（F型コネクター）

◯－20dB（F型コネクター）
AC100V 50 ・ 60Hz
（付属ACアダプターを使用, 本体DC12V）
約24W／約41VA
（付属ACアダプターを使用）

項目 規格

入力周波数

受信チャンネル

出力周波数

出力チャンネル

入力レベル範囲

最大出力レベル

出力レベル調整範囲

音声モード

入力信号

映像変調方式
出力信号

音声変調方式

地上デジタル入力端子
インピーダンス
地上アナログ出力端子
インピーダンス
映像入力端子
インピーダンス

音声入力端子
インピーダンス

470～770MHz（地上デジタル放送）

地上デジタル放送の内, 最大４チャンネル

470～770MHz（変換したアナログ信号）

ch.13～62の内, 最大6チャンネル
（隣接不可）

50～90dBμV（地上デジタル放送）

90dBμV以上（変換したアナログ信号）

0～◯－10dB以上
（最大値に対して◯－10dB以上連続可変）
ステレオ ・ 二か国語対応

ISDB-T（地上デジタル放送）

VSB-AM（NTSC）

FM（音声多重）

75Ω（F型コネクター）

75Ω（F型コネクター）

75Ω（RCAピンジャック, 2系統）

47kΩ（RCAピンジャック, LR各2系統）

75Ω（RCAピンジャック）

項目 規格

ACアダプター 1
ACコード 1
B-CASカード（業務用B-CASカード使用許諾契約約款付） 4

付属品

本器には地上デジタル放送のパス回路はありませんが, 本器の出力信号を地上デジタル放送と
混合することによって, アナログテレビ, 地上デジタルテレビのどちらにも対応することができます。
※本器への入力前に地上デジタル放送を分配器で分配し, 変換されたアナログ信号と分配したデジタル
放送をミキサーで混合します。また, 混合には伝送設備が地上デジタル放送に対応している必要があります。

地上デジタルとの混合例

地上デジタル放送受信用
UHFアンテナ

地上デジタル放送 地上デジタル放送分配器

ピン端子
接続

ピン端子
接続

分配器

ブースター

ミキサー
地上デジタル
放送をアナログ
信号に変換

地上デジタル
放送とアナログ
信号を混合

アナログテレビ

アナログテレビ

アナログテレビアナログテレビ

地上デジタルテレビ

地上デジタルテレビ

地上デジタル
チューナー

地上デジタル
チューナー

デジアナ変換器
4DACTL

地デジ

地デジ地デジ

地デジ

規格表

導入システム例（6チャンネル）

モニター出力端子
インピーダンス

地デジ

地デジ

背面

入力測定端子（◯－10dB）

電源（DC12V）端子

B-CASカードカバー

映像・音声入力端子 USB端子出力測定端子（◯－20dB）

出力端子

入力端子

TO・
06-L203

このカタログは2010年6月現在の内容です。

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80

　　技術相談　TEL名古屋（052）805-3366
受付時間　9～12時，13～17時　　　　　　　
（土・日・祝日，当社休業日を除く）　　　　　　

インターネットホームページ　 www.maspro.co.jp    　 　  

技術相談以外は， お近くの支店・営業所にお問合わせください。

営業部  支店・営業所

量　販（営）（03）3409-5507

首都圏電材（営）（03）5469-5521
首都圏（シ）（03）3499-5632
西日本（シ）（082）230-2359
中日本（シ）（06）6632-1144
北日本（シ）（022）786-5062

福　岡（支）（092）551-1711
沖　縄　  （098）854-2768
鹿児島　  （099）812-1200
宮　崎　  （0985）25-3877
熊　本　  （096）381-7626
長　崎　  （095）864-6001

北九州　  （093）941-4026
下　関　  （083）255-1130

広　島（支）（082）230-2351
松　江　  （0852）21-5341
岡　山　  （086）252-5800
松　山　  （089）973-5656
高　知　  （088）882-0991
高　松　  （087）865-3666

大　阪（支）（06）6635-2222
姫　路　  （079）234-6669
神　戸　  （078）231-6111
京　都　  （075）646-3800

東　海（工）（052）804-6262

名古屋（支）（052）802-2233
　津　　  （059）234-0261
岐　阜　  （058）275-0805
豊　橋　  （0532）33-1500
静　岡　  （054）283-2220
松　本　  （0263）57-4625
福　井　  （0776）23-8153
金　沢　  （076）249-5301

関　東（工）（03）3499-5631
東　京（支）（03）3409-5505
新　潟　  （025）287-3155
横　浜　  （045）784-1422
八王子　  （042）637-1699
千　葉　  （043）232-5335
さいたま　  （048）663-8000

前　橋　  （027）263-3767
水　戸　  （029）248-3870
宇都宮　  （028）636-1210

仙　台（支）（022）786-5060
郡　山　  （024）952-0095
盛　岡　  （019）641-1500
秋　田　  （018）862-7523
青　森　  （017）742-4227
札　幌　  （011）782-0711
釧　路　  （0154）23-8466
旭　川　  （0166）25-3111

（営）：営業グループ
（シ）：システム営業グループ
（工）：工事グループ


