
165

M
A

S
te

r 
of

 P
R

O
du

ct
io

n
生
産
の
覇
者
 

M
A

S
ter of P

R
O

duction
生
産
の
覇
者
 

2K
55-965 

N
･610-4965

-1L

変調器 （家庭用） 屋外（内）用 

カメラ，赤外線センサー，変調器，電源部，
受信機などと組合わせて，テレビで監視する
システムです。 

●CCDカメラMMC3，センサー付CMOS
カメラMSC2は使用できません。 
●変調器だけではテレビ監視システムを構築
できません。 
●変調器の出力チャンネルは，アナログ信号
です。 
●変調器は，別売の電源部TMP10DCまたは
ACアダプターTM-PS15Vで作動します。 

取扱説明書 

優れた機能 

チャンネルの設定が容易 

チャンネル設定スイッチの操作だけで，別売の暗視
CCDカメラMAC2の映像をUHF（ch13～62）の任意の
チャンネルに容易に設定できます。 

FM・VU・BS・CS ミキサー内蔵 

電流通過機能 

電流通過スイッチの操作で，DC15V電源を混合出力端子
からFM・VU・BS・CS入力端子に電流通過させることが
できますから，衛星アンテナやブースターを使用した
ホーム共同受信システムにも導入できます。 

FM・VU・BS・CSと別売の暗視CCDカメラMAC2，赤外
線センサーMRS2からの信号を混合するミキサーを内蔵
していますから，ホーム共同受信システムとの組合わせ
が容易です。 

ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。 

カメラからの信号をUHFテレビ信号（アナログ） 
と同じRF信号に変える変調器です。 

MMD3

MODULATOR

DC15V方式 

別売の赤外線センサーMRS2を接続することによって，
センサーが感知したときに，警告音を鳴らしたり，別売
の暗視CCDカメラMAC2の映像を出力したりできます。 

赤外線センサーによる監視が可能 

テレビ監視システム用 

暗視CCDカメラMAC2用 

出力チャンネル ch13～62の内，任意の1チャンネル 
FM・VU・BS・CS ミキサー内蔵 

きれいな監視映像が見られないときは 

症状 原因 処置 

ケーブルの取付け・接続
方法が間違っている。 

●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が，各入力端子に正しく接続してあることを確認してくだ
さい。 
●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が断線またはショートしていないか確認してください。 

●監視方式スイッチが「センサー連動」になっている場合，センサー
が感知していないときは，映像が一定間隔で途切れます。 
（故障ではありません） 

途切れないようにするには，監視方式スイッチを「常時監視」
にしてください。 

「常時監視」にすると，センサーが感知したときのみ，映像
を出力する機能は使用できなくなります。 

●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が，各入力端子に正しく接続してあることを確認してください。 
●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が断線またはショートしていないか確認してください。 

監視方式スイッチが 
「センサー連動」になって
いる。 

ケーブルの取付け・接続
方法が間違っている。 

●カメラ出力レベル調整のアッテネーターを「0dB」にし，利得
調整が「MAX.」でないときは，利得調整ツマミを右へゆっくり
回してください。 

カメラ出力レベルが低い。 監視映像にスノー（ザラザラ） 
ノイズが出ている 

●チャンネル設定スイッチで，変調器の出力チャンネルがテレビ放送
チャンネルの隣にならないように出力チャンネルを設定し
てください。 

変調器の出力チャンネルの
隣にテレビ放送チャンネル
がある。 

●チャンネル設定スイッチで，アナログ放送チャンネルと同じ
にならないように変調器の出力チャンネルを設定してください。 

変調器の出力チャンネルに
アナログ放送チャンネルがあ
る。 

●チャンネル設定スイッチで，ディジタル放送チャンネルと
同じにならないように変調器の出力チャンネルを設定して
ください。 

変調器の出力チャンネルに
ディジタル放送チャンネルが
ある。 

監視映像が出ない 

監視映像が一定間隔で 
途切れる 

チャンネル設定スイッチが
ch13～62以外になっている。
（エラー表示灯が点滅） 

●チャンネル設定スイッチが正しく設定されているか確認して
ください。 

電源が供給されていない。 ●電源部TMP10DCまたはACアダプターTM-PS15Vが正しく接続
されているか確認してください。 

規格表 

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。 

付属品 
…………… 2個 

…………………………… 2個 

…………………………… 2個 

…… 1本 

 

OCT., 2006

ch13～62の内，任意の1チャンネル 

76～86dBμ 

5.5dB以下／   76～  770MHz（FM・ch1～62） 
 10dB以下／1032～2150MHz（BS・CS） 

0，10dB切換 

0～-10dB以上（連続可変） 

100dBμ以下 

3以下 

 
75Ω（F型コネクター） 

1 Vp-p   75Ω（専用コネクター） 

DC15V　0.2A 

-10～+40℃ 

135（H）×148（W）×60（D）mm 

約440g

出力チャンネル 

変調出力レベル 

 
 

カメラ出力
 アッテネーター 

レベル調整
 利得 

RF入力レベル 

VSWR 

FM・VU・BS・CS入力インピーダンス 

混合出力インピーダンス 

カメラ入力（映像） 

電源 

使用温度範囲 

外観寸法 

質量（重量） 

項目 規格 

FM・VU・BS・CS入力－混合出力 
端子間通過損失 

製品向上のため　仕様･外観は変更することがあります。 

支店･営業所 

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

福　岡（支）（092）551-1711

北九州　（093）941-4026

下　関　（0832）55-1130 

広　島　（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

姫　路　（079）234-6669

神　戸　（078）231-6111

大　阪（支）（06）6635-2222 

京　都　（075）646-3800

　津　　（059）234-0261 

岐　阜　（058）275-0805 

名古屋（支）（052）802-2233

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

新　潟　（025）287-3155

横　浜　（045）784-1422 

渋　谷（支）（03）3409-5505 

青　戸　（03）3695-1811 

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）660-5008

郡　山　（024）952-0095

仙　台　（022）786-5060

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 

北　見　（0157）36-6606

監視映像にビート縞が入る 

監視映像の同期が乱れたり， 
ビート縞が入ったりする 

監視映像に粒状のノイズが入る 

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町 
技術相談　TEL名古屋（052）805-3366

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。 

当社営業日　9～12時，13～17時 
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

第  859595号 登録意匠 

第2572981号 特　　許 

テレビ監視システムについてのご注意 

●テレビ監視システムは，防犯・防災を保証するシステム

ではありません。ご使用中に，人命・財産などに対

して損害が生じても，当社は一切の責任を負いかねま

すのでご了承ください。 
●テレビ監視システムは，カメラの被写体のプライバ

シーや肖像権に配慮して使用してください。 

②ケーブルの加工 ①ケーブルを付属の 
　防水キャップに通 
　してください。 

③プラグの取付け 

付属のF型コネクターは5Cケーブル用です 接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けて 
ください。 

4

9mm

芯線の先を斜めに 
切断してください。 

芯線に白い膜が 
付いていること 
があります。 
導通を良くする 
ために，必ず取 
除いてください。 

S5CFB

プラグ 

かしめ用リング 

あみ線（銅編組） 
を折返す アルミ箔の切れ端は 

必ず取除いてください。 

アルミ箔がはがれる場合 

プラグの内側にアルミ箔 
が入るようにアルミ箔  
の巻付けられている方向 
にプラグを回しながら， 
ていねいに押 込んで  
ください。 

防水キャップ（付属品） 

防水キャップは， 
5C側のラインに 
そって切ってくだ 
さい。 

1. かしめ用リングにケーブルを通してください。 
2. あみ線（銅編組）を折返してください。 
3. プラグを強く押込んでくさい。 

④かしめ用リングを 
　ペンチで圧着 
プラグが抜けないようにプラグ 
の根元で，しっかりと圧着して 
ください。 

1mm以下 

5C

4C

原寸大 

2mm

完成図 芯線の長さは，必ず2mmに 
してください。 
芯線が長すぎると，コネクターが破損して機器 
が故障します。 
 

芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。 

芯線 芯線 

かしめ用リング 

ケーブル 

完成 

芯線は，まっすぐにしてください。 

プラグ 

かしめ用リング 

アルミ箔 

F型コネクター（5Cケーブル用） 

防水キャップ（大） 

防水キャップ（小） 

結束バンド（カメラ・センサーケーブル固定用） 
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監視方式 

3

映像 

各部の名称と機能 ご注意 

利得調整，チャンネル設定を操作するときは，調整用ドライバーを使用してください。
無理に回すと，こわれることがあります。 
スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎると，こわれることがあります。 

フタの開閉について 

●フタを開けるときは，フタ固定ビスをゆるめてから

手前に引上げてください。 
●フタを閉めたあとは，必ず手で，フタ固定ビスを

しっかりと締付けてください。 

● 

● 

●カメラ出力レベルが低い
場合，「0dB」にします。 

●出荷時は「10dB」になっ
ています。 

●混合出力端子に受電したDC15V電源をFM・VU・BS・CS 
入力端子に電流通過させるとき，「ON」にします。（最大800mA） 
●出荷時は「OFF」になっています。 

●別売の赤外線センサーMRS2からのケーブルを引込
みます。 
●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧ください。 
●使用しない場合，付属の防水キャップ（小）を取付けてくだ
さい。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2からのケーブルを引込みま
す。 
●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧ください。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2，
赤外線センサーMRS2からの 
ケーブルを接続します。 

●p.3「カメラ・センサーの接続
方法」をご覧ください。 

別売の電源部TMP10DCからの
ケーブルを接続します。 
p.4「接続例」をご覧ください。 

別売のACアダプターTM-PS15Vを
使用する場合，別売の受信機
MRE2またはテレビからのケーブル
を接続します。 

FM・VU・BS・CS入力端子 

（DC15受電端子） 混合出力端子 

●別売の赤外線センサーMRS2
が感知したとき，センサー
に内蔵のブザーから，警告
音を鳴らすか鳴らさないか
選択できます。 

●出荷時は「ON」（鳴る）になっ
ています。 

センサー警告音スイッチ 

●別売の赤外線センサーMRS2
のセンサーが感知した場合，
映像の出力方法を選択でき
ます。 

●出荷時は「センサー連動」に
なっています。 

●p.3「監視方式スイッチの
操作方法」をご覧ください。 

監視方式スイッチ 

監視機能 

監視方式 センサー警告音 

センサー連動 
常時監視 

●別売の電源部TMP10DCを使用しない場合，
別売のACアダプターTM-PS15Vを接続し
ます。 

●p.3「ACアダプターの接続方法」をご覧
ください。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2，赤外線
センサーMRS2からのケーブルを固定します。 

●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧
ください。 

アッテネーター 

カメラ出力レベル調整 

チャンネル設定 

●テレビ受信用のアンテナまたは
ブースターからのケーブルを接続
します。 
●使用しない場合，付属の防水 
キャップ（小）を取付けてください。 
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●変調器の出力チャンネル
（ch13～62）を設定します。 
●矢印をチャンネル番号に合
わせてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●出荷時は「13」になってい
ます。 

（ch25に合わせた例） 

●ch13～62以外のチャンネルに
設定したとき，点滅します。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2
からのケーブルをカメラ入力
電源端子に接続していない，
または，断線したとき，点灯
します。 
監視方式スイッチを「セン
サー連動」にした場合 

●別売の赤外線センサーMRS2
からのケーブルをセンサー入力
端子に接続していない，または，
断線したとき，点灯します。 
監視方式スイッチを「セン
サー連動」にした場合 

ご注意 

テレビ放送チャンネルまた
はテレビ放送の隣接チャン
ネルには，変調器の出力チ
ャンネルを設定しないでく
ださい。 

●利得を0～-10dB連続して
調整できます。 
●出荷時は「MAX.」になって
います。 

フタ フタ固定ビス 

チャンネル設定スイッチ 

エラー表示灯 

電流通過スイッチ 

カメラケーブル引込口 

利得調整 

DC15V入力端子  （ACアダプター用） 

カメラ・センサーケーブルストッパー 

センサー入力／カメラ入力映像／ 
カメラ入力電源端子 

センサーケーブル引込口 

９ 

８ 
７ ６ ５ 

１ ２ 

４ 

９ 

６ ５ 

１ ２ ３ ３ ４ 

８ 
７ 

９ 

８ 
７ ６ ５ 

１ ２ 

４ 

９ 

６ ５ 

１ ２ ３ ４ 

８ 
７ 

映像 

映像 

変調器は，別売の赤外線センサーMRS2のセンサーの感知に連動して，映像を出力することができます。 

監視方式スイッチの設定 テレビの監視チャンネル画面 

カメラ・センサーの接続方法 

ACアダプターの接続方法 

監視方式スイッチの操作方法 

センサー連動 

常時監視 

感知していないときは，映像が一定間隔で途切れますが
異常ではありません。 

センサーが，人，動物など温度変化のあるものを感知したと
きのみ，しばらくの間，映像を出力します。 

センサーの感知に関係なく，常時，映像を出力します。 

①「DC15V入力端子」の防水キャップ（小）を取外します。 
②別売のACアダプターTM-PS15Vのプラグを「DC15V入力端子」
に接続します。 

取付方法 

板壁面 
ケースについている木ネジ（2本）で，
板壁面に固定してください。 

マストに，図のように
取付けてください。 

マスト 

マスト（別売） 
適合マスト径 
φ22～48.6mm

カメラ入力電源端子（4ピン） 
カメラ入力映像端子（3ピン） センサー入力端子（4ピン） 

センサーケーブル 
引込口 

カメラケーブル 
引込口 

赤外線センサーケーブル 
TMSC20（別売）（20m） 

暗視CCDカメラケーブル 
TMAC20（別売）（20m） 

防水キャップ 
ケーブルに 
付いています 

暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

赤外線センサー 
MRS2（別売） 

ACアダプター 
TM-PS15V（別売） 

DC15V入力端子 

防水キャップ（小） プラグ 

木ネジ（2本） 

木ネジ 
蝶ナット（2個）をしっかりと 
締付けてください。 

マストへの取付け 

ご注意 

●ACアダプターTM-PS15Vは屋内用です。ACアダプター
TM-PS15Vを使用して電源供給する場合，変調器は，必ず
屋内で使用してください。屋外で使用すると防水不良となり，
故障の原因となります。 
●ACアダプターTM-PS15Vは，接続した変調器および変調器
に接続した暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサー
MRS2に電源を供給します。 

ACプラグ（AC100V）は，
取付工事がすべて終了 
してから，ACコンセント
に差込んでください。 

●落下防止のため，本器や工具を固定物にヒモで結ぶなどの安全対策をしてから取付作業をして
ください。 

●台風や大雪などによって，ケース・マスト取付金具やマストなどに異常があったり，蝶ナット
などがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，本器が破損・変形した場合，
新しいものと交換してください。そのままにしておくと，ケースやマスト取付金具など
の部品が，破損・落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。 

注意 

監視 
機能 

監視 
機能 

接続例 

DC15V

● UHF・ 
　BS・110°CS 
● 監視映像 

● UHF・BS・110°CS 
● 監視映像 

● UHF・BS・110°CS 
● 監視映像 

DC15V

DC15V

UHF・BS・110°CS

監視映像 

低
損
失
7
5
Ω
ケ
ー
ブ
ル
 

S
5

C
F

B

UHF

BS・110°CS UHF・BS・110˚CS 
ブースターUBCB33S 
増幅部 

変調器MMD3
変調器MMD3（別売） 

監視システム用 
暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

監視システム用 
赤外線センサー 
MRS2（別売） 

受信機MRE2（別売） 

BS・110°CS

映像 

UHF
監視映像 

UHF（地上ディジタル放送） 

VU/VU/BS（CS） 
セパレーター　　  
SR3TL2-P

DC15V

DC15V

AC100V

DC15V

4分配器 
4SPFA

電流通過端子に 
接続してください。 

ACプラグ（AC100V）は，取付工事が
すべて終了してから，ACコンセントに 
差込んでください。 

BS・110°CSアンテナへの電源供給は， 
切にしてください。 

赤外線センサーケーブル 
TMSC20（別売） 

暗視CCDカメラケーブル 
TMAC20（別売） 

 テレビ端子 
（電源挿入型） 
 DFMTD

テレビ端子 
DFMT

テレビ端子 
DFMT

テレビ端子 
DFMT

ご注意 

ブースターからテレビまでは，
低損失75Ωケーブル（S5CFB）

で70mが限度です。 

監視方式スイッチを
「センサー連動」に
してください。 

変調器は正しく接続しないと，テレビ放送と混信したり，ご近所のテレビに妨害を与えたりします。
取扱説明書にしたがって，正しく接続してください。 

変調器は正しくお使いください 

ブースター電源部について 

電流通過 
スイッチを 
「ON」に
します。 

●アンテナとブース
ターを取外して，
変調器M M D 3を
1台追加接続でき
ます。 
●ブースターまたは
変調器へは，電源部
T M P 1 0 D Cから
電源を供給します。 

暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

赤外線センサー 
MRS2（別売） F型コネクター（付属品） 

  ●締付トルク 
　2N・m（21kgf・cm） 

ブースター電源部を取外して，別売
の電源部TMP10DCを取付けて
ください。 

必要なテレビ監視システム機器 

MAC2
MRS2
MMD3
TMP10DC

暗視CCDカメラ 
赤外線センサー 
変調器 
電源部 

1

2

3

1
2

MRE2
TMAC20
TMSC20

受信機 
暗視CCDカメラケーブル 
赤外線センサーケーブル 

1

2

5
6

23

24
27

3

1

3

6

7
5

地上・BS・ 
110°CS 
ディジタル 
内蔵テレビ 

● 

● 

別売の電源部TMP10DCを使用する場合，ACアダプターは使用しません。 

①暗視CCDカメラMAC2に接続された別売の暗視CCD
カメラケーブルTMAC20を「カメラケーブル引込口」に
引込みます。 

②赤外線センサーMRS2に接続された別売の赤外線センサー
ケーブルTMSC20を「センサーケーブル引込口」に引込み
ます。 

③暗視CCDカメラケーブルTMAC20の3ピンコネクター
を「カメラ入力映像端子」に，4ピンコネクターを「カメラ
入力電源端子」に接続します。 

④赤外線センサーケーブルTMSC20の4ピンコネクターを
「センサー入力端子」に接続します。 

⑤付属の結束バンドで，暗視CCDカメラケーブルTMSC20，
TMAC20，赤外線センサーケーブルTMSC20をカメラ・
センサーケーブルストッパーに固定します。 

⑥暗視CCDカメラケーブルTMAC20，赤外線センサー
ケーブルに付いている防水キャップを「カメラケーブル引
込口」，「センサーケーブル引込口」にしっかりと押込
みます。 

赤い端子 

低損失75Ωケーブル 
S5CFB

ご注意 

赤外線センサーMRS2を
使用しないときは，必ず
監視方式スイッチを「常時
監視」にしてください。 
この場合，受信器MRE2
は必要ありません。 

結束バンド（付属品） 
カメラ・センサーケーブルストッパー 

電源部TMP10DC（別売） 4

チューナーまたはテレビのBS・110℃Sアンテナ電源供給について 

必ずチューナーやテレビからのBS・110℃Sアンテナへの
電源供給を「切」にしてください。 
電源供給「入」のままで使用すると機器の故障や受信不能
の原因になることがあります。 

受動機MRE2を使用，自動切換のとき。 
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映像 

各部の名称と機能 ご注意 

利得調整，チャンネル設定を操作するときは，調整用ドライバーを使用してください。
無理に回すと，こわれることがあります。 
スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎると，こわれることがあります。 

フタの開閉について 

●フタを開けるときは，フタ固定ビスをゆるめてから

手前に引上げてください。 
●フタを閉めたあとは，必ず手で，フタ固定ビスを

しっかりと締付けてください。 

● 

● 

●カメラ出力レベルが低い
場合，「0dB」にします。 

●出荷時は「10dB」になっ
ています。 

●混合出力端子に受電したDC15V電源をFM・VU・BS・CS 
入力端子に電流通過させるとき，「ON」にします。（最大800mA） 
●出荷時は「OFF」になっています。 

●別売の赤外線センサーMRS2からのケーブルを引込
みます。 
●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧ください。 
●使用しない場合，付属の防水キャップ（小）を取付けてくだ
さい。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2からのケーブルを引込みま
す。 
●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧ください。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2，
赤外線センサーMRS2からの 
ケーブルを接続します。 

●p.3「カメラ・センサーの接続
方法」をご覧ください。 

別売の電源部TMP10DCからの
ケーブルを接続します。 
p.4「接続例」をご覧ください。 

別売のACアダプターTM-PS15Vを
使用する場合，別売の受信機
MRE2またはテレビからのケーブル
を接続します。 

FM・VU・BS・CS入力端子 

（DC15受電端子） 混合出力端子 

●別売の赤外線センサーMRS2
が感知したとき，センサー
に内蔵のブザーから，警告
音を鳴らすか鳴らさないか
選択できます。 

●出荷時は「ON」（鳴る）になっ
ています。 

センサー警告音スイッチ 

●別売の赤外線センサーMRS2
のセンサーが感知した場合，
映像の出力方法を選択でき
ます。 

●出荷時は「センサー連動」に
なっています。 

●p.3「監視方式スイッチの
操作方法」をご覧ください。 

監視方式スイッチ 

監視機能 

監視方式 センサー警告音 

センサー連動 
常時監視 

●別売の電源部TMP10DCを使用しない場合，
別売のACアダプターTM-PS15Vを接続し
ます。 

●p.3「ACアダプターの接続方法」をご覧
ください。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2，赤外線
センサーMRS2からのケーブルを固定します。 

●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧
ください。 

アッテネーター 

カメラ出力レベル調整 

チャンネル設定 

●テレビ受信用のアンテナまたは
ブースターからのケーブルを接続
します。 
●使用しない場合，付属の防水 
キャップ（小）を取付けてください。 

09

8
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4

09
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7

●変調器の出力チャンネル
（ch13～62）を設定します。 
●矢印をチャンネル番号に合
わせてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●出荷時は「13」になってい
ます。 

（ch25に合わせた例） 

●ch13～62以外のチャンネルに
設定したとき，点滅します。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2
からのケーブルをカメラ入力
電源端子に接続していない，
または，断線したとき，点灯
します。 
監視方式スイッチを「セン
サー連動」にした場合 

●別売の赤外線センサーMRS2
からのケーブルをセンサー入力
端子に接続していない，または，
断線したとき，点灯します。 
監視方式スイッチを「セン
サー連動」にした場合 

ご注意 

テレビ放送チャンネルまた
はテレビ放送の隣接チャン
ネルには，変調器の出力チ
ャンネルを設定しないでく
ださい。 

●利得を0～-10dB連続して
調整できます。 
●出荷時は「MAX.」になって
います。 

フタ フタ固定ビス 

チャンネル設定スイッチ 

エラー表示灯 

電流通過スイッチ 

カメラケーブル引込口 

利得調整 

DC15V入力端子  （ACアダプター用） 

カメラ・センサーケーブルストッパー 

センサー入力／カメラ入力映像／ 
カメラ入力電源端子 

センサーケーブル引込口 

９ 

８ 
７ ６ ５ 

１ ２ 

４ 

９ 

６ ５ 

１ ２ ３ ３ ４ 

８ 
７ 

９ 

８ 
７ ６ ５ 

１ ２ 

４ 

９ 

６ ５ 

１ ２ ３ ４ 

８ 
７ 

映像 

映像 

変調器は，別売の赤外線センサーMRS2のセンサーの感知に連動して，映像を出力することができます。 

監視方式スイッチの設定 テレビの監視チャンネル画面 

カメラ・センサーの接続方法 

ACアダプターの接続方法 

監視方式スイッチの操作方法 

センサー連動 

常時監視 

感知していないときは，映像が一定間隔で途切れますが
異常ではありません。 

センサーが，人，動物など温度変化のあるものを感知したと
きのみ，しばらくの間，映像を出力します。 

センサーの感知に関係なく，常時，映像を出力します。 

①「DC15V入力端子」の防水キャップ（小）を取外します。 
②別売のACアダプターTM-PS15Vのプラグを「DC15V入力端子」
に接続します。 

取付方法 

板壁面 
ケースについている木ネジ（2本）で，
板壁面に固定してください。 

マストに，図のように
取付けてください。 

マスト 

マスト（別売） 
適合マスト径 
φ22～48.6mm

カメラ入力電源端子（4ピン） 
カメラ入力映像端子（3ピン） センサー入力端子（4ピン） 

センサーケーブル 
引込口 

カメラケーブル 
引込口 

赤外線センサーケーブル 
TMSC20（別売）（20m） 

暗視CCDカメラケーブル 
TMAC20（別売）（20m） 

防水キャップ 
ケーブルに 
付いています 

暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

赤外線センサー 
MRS2（別売） 

ACアダプター 
TM-PS15V（別売） 

DC15V入力端子 

防水キャップ（小） プラグ 

木ネジ（2本） 

木ネジ 
蝶ナット（2個）をしっかりと 
締付けてください。 

マストへの取付け 

ご注意 

●ACアダプターTM-PS15Vは屋内用です。ACアダプター
TM-PS15Vを使用して電源供給する場合，変調器は，必ず
屋内で使用してください。屋外で使用すると防水不良となり，
故障の原因となります。 
●ACアダプターTM-PS15Vは，接続した変調器および変調器
に接続した暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサー
MRS2に電源を供給します。 

ACプラグ（AC100V）は，
取付工事がすべて終了 
してから，ACコンセント
に差込んでください。 

●落下防止のため，本器や工具を固定物にヒモで結ぶなどの安全対策をしてから取付作業をして
ください。 

●台風や大雪などによって，ケース・マスト取付金具やマストなどに異常があったり，蝶ナット
などがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，本器が破損・変形した場合，
新しいものと交換してください。そのままにしておくと，ケースやマスト取付金具など
の部品が，破損・落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。 

注意 

監視 
機能 

監視 
機能 

接続例 

DC15V

● UHF・ 
　BS・110°CS 
● 監視映像 

● UHF・BS・110°CS 
● 監視映像 

● UHF・BS・110°CS 
● 監視映像 

DC15V

DC15V

UHF・BS・110°CS

監視映像 

低
損
失
7
5
Ω
ケ
ー
ブ
ル
 

S
5

C
F

B

UHF

BS・110°CS UHF・BS・110˚CS 
ブースターUBCB33S 
増幅部 

変調器MMD3
変調器MMD3（別売） 

監視システム用 
暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

監視システム用 
赤外線センサー 
MRS2（別売） 

受信機MRE2（別売） 

BS・110°CS

映像 

UHF
監視映像 

UHF（地上ディジタル放送） 

VU/VU/BS（CS） 
セパレーター　　  
SR3TL2-P

DC15V

DC15V

AC100V

DC15V

4分配器 
4SPFA

電流通過端子に 
接続してください。 

ACプラグ（AC100V）は，取付工事が
すべて終了してから，ACコンセントに 
差込んでください。 

BS・110°CSアンテナへの電源供給は， 
切にしてください。 

赤外線センサーケーブル 
TMSC20（別売） 

暗視CCDカメラケーブル 
TMAC20（別売） 

 テレビ端子 
（電源挿入型） 
 DFMTD

テレビ端子 
DFMT

テレビ端子 
DFMT

テレビ端子 
DFMT

ご注意 

ブースターからテレビまでは，
低損失75Ωケーブル（S5CFB）

で70mが限度です。 

監視方式スイッチを
「センサー連動」に
してください。 

変調器は正しく接続しないと，テレビ放送と混信したり，ご近所のテレビに妨害を与えたりします。
取扱説明書にしたがって，正しく接続してください。 

変調器は正しくお使いください 

ブースター電源部について 

電流通過 
スイッチを 
「ON」に
します。 

●アンテナとブース
ターを取外して，
変調器M M D 3を
1台追加接続でき
ます。 
●ブースターまたは
変調器へは，電源部
T M P 1 0 D Cから
電源を供給します。 

暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

赤外線センサー 
MRS2（別売） F型コネクター（付属品） 

  ●締付トルク 
　2N・m（21kgf・cm） 

ブースター電源部を取外して，別売
の電源部TMP10DCを取付けて
ください。 

必要なテレビ監視システム機器 

MAC2
MRS2
MMD3
TMP10DC

暗視CCDカメラ 
赤外線センサー 
変調器 
電源部 

1

2

3

1
2

MRE2
TMAC20
TMSC20

受信機 
暗視CCDカメラケーブル 
赤外線センサーケーブル 

1

2

5
6

23

24
27

3

1

3

6

7
5

地上・BS・ 
110°CS 
ディジタル 
内蔵テレビ 

● 

● 

別売の電源部TMP10DCを使用する場合，ACアダプターは使用しません。 

①暗視CCDカメラMAC2に接続された別売の暗視CCD
カメラケーブルTMAC20を「カメラケーブル引込口」に
引込みます。 

②赤外線センサーMRS2に接続された別売の赤外線センサー
ケーブルTMSC20を「センサーケーブル引込口」に引込み
ます。 

③暗視CCDカメラケーブルTMAC20の3ピンコネクター
を「カメラ入力映像端子」に，4ピンコネクターを「カメラ
入力電源端子」に接続します。 

④赤外線センサーケーブルTMSC20の4ピンコネクターを
「センサー入力端子」に接続します。 

⑤付属の結束バンドで，暗視CCDカメラケーブルTMSC20，
TMAC20，赤外線センサーケーブルTMSC20をカメラ・
センサーケーブルストッパーに固定します。 

⑥暗視CCDカメラケーブルTMAC20，赤外線センサー
ケーブルに付いている防水キャップを「カメラケーブル引
込口」，「センサーケーブル引込口」にしっかりと押込
みます。 

赤い端子 

低損失75Ωケーブル 
S5CFB

ご注意 

赤外線センサーMRS2を
使用しないときは，必ず
監視方式スイッチを「常時
監視」にしてください。 
この場合，受信器MRE2
は必要ありません。 

結束バンド（付属品） 
カメラ・センサーケーブルストッパー 

電源部TMP10DC（別売） 4

チューナーまたはテレビのBS・110℃Sアンテナ電源供給について 

必ずチューナーやテレビからのBS・110℃Sアンテナへの
電源供給を「切」にしてください。 
電源供給「入」のままで使用すると機器の故障や受信不能
の原因になることがあります。 

受動機MRE2を使用，自動切換のとき。 
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映像 

各部の名称と機能 ご注意 

利得調整，チャンネル設定を操作するときは，調整用ドライバーを使用してください。
無理に回すと，こわれることがあります。 
スイッチは軽く操作してください。力を入れすぎると，こわれることがあります。 

フタの開閉について 

●フタを開けるときは，フタ固定ビスをゆるめてから

手前に引上げてください。 
●フタを閉めたあとは，必ず手で，フタ固定ビスを

しっかりと締付けてください。 

● 

● 

●カメラ出力レベルが低い
場合，「0dB」にします。 

●出荷時は「10dB」になっ
ています。 

●混合出力端子に受電したDC15V電源をFM・VU・BS・CS 
入力端子に電流通過させるとき，「ON」にします。（最大800mA） 
●出荷時は「OFF」になっています。 

●別売の赤外線センサーMRS2からのケーブルを引込
みます。 
●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧ください。 
●使用しない場合，付属の防水キャップ（小）を取付けてくだ
さい。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2からのケーブルを引込みま
す。 
●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧ください。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2，
赤外線センサーMRS2からの 
ケーブルを接続します。 

●p.3「カメラ・センサーの接続
方法」をご覧ください。 

別売の電源部TMP10DCからの
ケーブルを接続します。 
p.4「接続例」をご覧ください。 

別売のACアダプターTM-PS15Vを
使用する場合，別売の受信機
MRE2またはテレビからのケーブル
を接続します。 

FM・VU・BS・CS入力端子 

（DC15受電端子） 混合出力端子 

●別売の赤外線センサーMRS2
が感知したとき，センサー
に内蔵のブザーから，警告
音を鳴らすか鳴らさないか
選択できます。 

●出荷時は「ON」（鳴る）になっ
ています。 

センサー警告音スイッチ 

●別売の赤外線センサーMRS2
のセンサーが感知した場合，
映像の出力方法を選択でき
ます。 

●出荷時は「センサー連動」に
なっています。 

●p.3「監視方式スイッチの
操作方法」をご覧ください。 

監視方式スイッチ 

監視機能 

監視方式 センサー警告音 

センサー連動 
常時監視 

●別売の電源部TMP10DCを使用しない場合，
別売のACアダプターTM-PS15Vを接続し
ます。 

●p.3「ACアダプターの接続方法」をご覧
ください。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2，赤外線
センサーMRS2からのケーブルを固定します。 

●p.3「カメラ・センサーの接続方法」をご覧
ください。 

アッテネーター 

カメラ出力レベル調整 

チャンネル設定 

●テレビ受信用のアンテナまたは
ブースターからのケーブルを接続
します。 
●使用しない場合，付属の防水 
キャップ（小）を取付けてください。 
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●変調器の出力チャンネル
（ch13～62）を設定します。 
●矢印をチャンネル番号に合
わせてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●出荷時は「13」になってい
ます。 

（ch25に合わせた例） 

●ch13～62以外のチャンネルに
設定したとき，点滅します。 

●別売の暗視CCDカメラMAC2
からのケーブルをカメラ入力
電源端子に接続していない，
または，断線したとき，点灯
します。 
監視方式スイッチを「セン
サー連動」にした場合 

●別売の赤外線センサーMRS2
からのケーブルをセンサー入力
端子に接続していない，または，
断線したとき，点灯します。 
監視方式スイッチを「セン
サー連動」にした場合 

ご注意 

テレビ放送チャンネルまた
はテレビ放送の隣接チャン
ネルには，変調器の出力チ
ャンネルを設定しないでく
ださい。 

●利得を0～-10dB連続して
調整できます。 
●出荷時は「MAX.」になって
います。 

フタ フタ固定ビス 

チャンネル設定スイッチ 

エラー表示灯 

電流通過スイッチ 

カメラケーブル引込口 

利得調整 

DC15V入力端子  （ACアダプター用） 

カメラ・センサーケーブルストッパー 

センサー入力／カメラ入力映像／ 
カメラ入力電源端子 

センサーケーブル引込口 

９ 

８ 
７ ６ ５ 

１ ２ 

４ 

９ 

６ ５ 

１ ２ ３ ３ ４ 

８ 
７ 

９ 

８ 
７ ６ ５ 

１ ２ 

４ 

９ 

６ ５ 

１ ２ ３ ４ 

８ 
７ 

映像 

映像 

変調器は，別売の赤外線センサーMRS2のセンサーの感知に連動して，映像を出力することができます。 

監視方式スイッチの設定 テレビの監視チャンネル画面 

カメラ・センサーの接続方法 

ACアダプターの接続方法 

監視方式スイッチの操作方法 

センサー連動 

常時監視 

感知していないときは，映像が一定間隔で途切れますが
異常ではありません。 

センサーが，人，動物など温度変化のあるものを感知したと
きのみ，しばらくの間，映像を出力します。 

センサーの感知に関係なく，常時，映像を出力します。 

①「DC15V入力端子」の防水キャップ（小）を取外します。 
②別売のACアダプターTM-PS15Vのプラグを「DC15V入力端子」
に接続します。 

取付方法 

板壁面 
ケースについている木ネジ（2本）で，
板壁面に固定してください。 

マストに，図のように
取付けてください。 

マスト 

マスト（別売） 
適合マスト径 
φ22～48.6mm

カメラ入力電源端子（4ピン） 
カメラ入力映像端子（3ピン） センサー入力端子（4ピン） 

センサーケーブル 
引込口 

カメラケーブル 
引込口 

赤外線センサーケーブル 
TMSC20（別売）（20m） 

暗視CCDカメラケーブル 
TMAC20（別売）（20m） 

防水キャップ 
ケーブルに 
付いています 

暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

赤外線センサー 
MRS2（別売） 

ACアダプター 
TM-PS15V（別売） 

DC15V入力端子 

防水キャップ（小） プラグ 

木ネジ（2本） 

木ネジ 
蝶ナット（2個）をしっかりと 
締付けてください。 

マストへの取付け 

ご注意 

●ACアダプターTM-PS15Vは屋内用です。ACアダプター
TM-PS15Vを使用して電源供給する場合，変調器は，必ず
屋内で使用してください。屋外で使用すると防水不良となり，
故障の原因となります。 
●ACアダプターTM-PS15Vは，接続した変調器および変調器
に接続した暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサー
MRS2に電源を供給します。 

ACプラグ（AC100V）は，
取付工事がすべて終了 
してから，ACコンセント
に差込んでください。 

●落下防止のため，本器や工具を固定物にヒモで結ぶなどの安全対策をしてから取付作業をして
ください。 

●台風や大雪などによって，ケース・マスト取付金具やマストなどに異常があったり，蝶ナット
などがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，本器が破損・変形した場合，
新しいものと交換してください。そのままにしておくと，ケースやマスト取付金具など
の部品が，破損・落下して，けがの原因や建造物に損害を与える原因となることがあります。 

注意 

監視 
機能 

監視 
機能 

接続例 

DC15V

● UHF・ 
　BS・110°CS 
● 監視映像 

● UHF・BS・110°CS 
● 監視映像 

● UHF・BS・110°CS 
● 監視映像 

DC15V

DC15V

UHF・BS・110°CS

監視映像 

低
損
失
7
5
Ω
ケ
ー
ブ
ル
 

S
5

C
F

B

UHF

BS・110°CS UHF・BS・110˚CS 
ブースターUBCB33S 
増幅部 

変調器MMD3
変調器MMD3（別売） 

監視システム用 
暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

監視システム用 
赤外線センサー 
MRS2（別売） 

受信機MRE2（別売） 

BS・110°CS

映像 

UHF
監視映像 

UHF（地上ディジタル放送） 

VU/VU/BS（CS） 
セパレーター　　  
SR3TL2-P

DC15V

DC15V

AC100V

DC15V

4分配器 
4SPFA

電流通過端子に 
接続してください。 

ACプラグ（AC100V）は，取付工事が
すべて終了してから，ACコンセントに 
差込んでください。 

BS・110°CSアンテナへの電源供給は， 
切にしてください。 

赤外線センサーケーブル 
TMSC20（別売） 

暗視CCDカメラケーブル 
TMAC20（別売） 

 テレビ端子 
（電源挿入型） 
 DFMTD

テレビ端子 
DFMT

テレビ端子 
DFMT

テレビ端子 
DFMT

ご注意 

ブースターからテレビまでは，
低損失75Ωケーブル（S5CFB）

で70mが限度です。 

監視方式スイッチを
「センサー連動」に
してください。 

変調器は正しく接続しないと，テレビ放送と混信したり，ご近所のテレビに妨害を与えたりします。
取扱説明書にしたがって，正しく接続してください。 

変調器は正しくお使いください 

ブースター電源部について 

電流通過 
スイッチを 
「ON」に
します。 

●アンテナとブース
ターを取外して，
変調器M M D 3を
1台追加接続でき
ます。 
●ブースターまたは
変調器へは，電源部
T M P 1 0 D Cから
電源を供給します。 

暗視CCDカメラ 
MAC2（別売） 

赤外線センサー 
MRS2（別売） F型コネクター（付属品） 

  ●締付トルク 
　2N・m（21kgf・cm） 

ブースター電源部を取外して，別売
の電源部TMP10DCを取付けて
ください。 

必要なテレビ監視システム機器 

MAC2
MRS2
MMD3
TMP10DC

暗視CCDカメラ 
赤外線センサー 
変調器 
電源部 

1

2

3

1
2

MRE2
TMAC20
TMSC20

受信機 
暗視CCDカメラケーブル 
赤外線センサーケーブル 

1

2

5
6

23

24
27

3

1

3

6

7
5

地上・BS・ 
110°CS 
ディジタル 
内蔵テレビ 

● 

● 

別売の電源部TMP10DCを使用する場合，ACアダプターは使用しません。 

①暗視CCDカメラMAC2に接続された別売の暗視CCD
カメラケーブルTMAC20を「カメラケーブル引込口」に
引込みます。 

②赤外線センサーMRS2に接続された別売の赤外線センサー
ケーブルTMSC20を「センサーケーブル引込口」に引込み
ます。 

③暗視CCDカメラケーブルTMAC20の3ピンコネクター
を「カメラ入力映像端子」に，4ピンコネクターを「カメラ
入力電源端子」に接続します。 

④赤外線センサーケーブルTMSC20の4ピンコネクターを
「センサー入力端子」に接続します。 

⑤付属の結束バンドで，暗視CCDカメラケーブルTMSC20，
TMAC20，赤外線センサーケーブルTMSC20をカメラ・
センサーケーブルストッパーに固定します。 

⑥暗視CCDカメラケーブルTMAC20，赤外線センサー
ケーブルに付いている防水キャップを「カメラケーブル引
込口」，「センサーケーブル引込口」にしっかりと押込
みます。 

赤い端子 

低損失75Ωケーブル 
S5CFB

ご注意 

赤外線センサーMRS2を
使用しないときは，必ず
監視方式スイッチを「常時
監視」にしてください。 
この場合，受信器MRE2
は必要ありません。 

結束バンド（付属品） 
カメラ・センサーケーブルストッパー 

電源部TMP10DC（別売） 4

チューナーまたはテレビのBS・110℃Sアンテナ電源供給について 

必ずチューナーやテレビからのBS・110℃Sアンテナへの
電源供給を「切」にしてください。 
電源供給「入」のままで使用すると機器の故障や受信不能
の原因になることがあります。 

受動機MRE2を使用，自動切換のとき。 
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変調器 （家庭用） 屋外（内）用 

カメラ，赤外線センサー，変調器，電源部，
受信機などと組合わせて，テレビで監視する
システムです。 

●CCDカメラMMC3，センサー付CMOS
カメラMSC2は使用できません。 
●変調器だけではテレビ監視システムを構築
できません。 
●変調器の出力チャンネルは，アナログ信号
です。 
●変調器は，別売の電源部TMP10DCまたは
ACアダプターTM-PS15Vで作動します。 

取扱説明書 

優れた機能 

チャンネルの設定が容易 

チャンネル設定スイッチの操作だけで，別売の暗視
CCDカメラMAC2の映像をUHF（ch13～62）の任意の
チャンネルに容易に設定できます。 

FM・VU・BS・CS ミキサー内蔵 

電流通過機能 

電流通過スイッチの操作で，DC15V電源を混合出力端子
からFM・VU・BS・CS入力端子に電流通過させることが
できますから，衛星アンテナやブースターを使用した
ホーム共同受信システムにも導入できます。 

FM・VU・BS・CSと別売の暗視CCDカメラMAC2，赤外
線センサーMRS2からの信号を混合するミキサーを内蔵
していますから，ホーム共同受信システムとの組合わせ
が容易です。 

ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。 

カメラからの信号をUHFテレビ信号（アナログ） 
と同じRF信号に変える変調器です。 

MMD3

MODULATOR

DC15V方式 

別売の赤外線センサーMRS2を接続することによって，
センサーが感知したときに，警告音を鳴らしたり，別売
の暗視CCDカメラMAC2の映像を出力したりできます。 

赤外線センサーによる監視が可能 

テレビ監視システム用 

暗視CCDカメラMAC2用 

出力チャンネル ch13～62の内，任意の1チャンネル 
FM・VU・BS・CS ミキサー内蔵 

きれいな監視映像が見られないときは 

症状 原因 処置 

ケーブルの取付け・接続
方法が間違っている。 

●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が，各入力端子に正しく接続してあることを確認してくだ
さい。 
●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が断線またはショートしていないか確認してください。 

●監視方式スイッチが「センサー連動」になっている場合，センサー
が感知していないときは，映像が一定間隔で途切れます。 
（故障ではありません） 

途切れないようにするには，監視方式スイッチを「常時監視」
にしてください。 

「常時監視」にすると，センサーが感知したときのみ，映像
を出力する機能は使用できなくなります。 

●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が，各入力端子に正しく接続してあることを確認してください。 
●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が断線またはショートしていないか確認してください。 

監視方式スイッチが 
「センサー連動」になって
いる。 

ケーブルの取付け・接続
方法が間違っている。 

●カメラ出力レベル調整のアッテネーターを「0dB」にし，利得
調整が「MAX.」でないときは，利得調整ツマミを右へゆっくり
回してください。 

カメラ出力レベルが低い。 監視映像にスノー（ザラザラ） 
ノイズが出ている 

●チャンネル設定スイッチで，変調器の出力チャンネルがテレビ放送
チャンネルの隣にならないように出力チャンネルを設定し
てください。 

変調器の出力チャンネルの
隣にテレビ放送チャンネル
がある。 

●チャンネル設定スイッチで，アナログ放送チャンネルと同じ
にならないように変調器の出力チャンネルを設定してください。 

変調器の出力チャンネルに
アナログ放送チャンネルがあ
る。 

●チャンネル設定スイッチで，ディジタル放送チャンネルと
同じにならないように変調器の出力チャンネルを設定して
ください。 

変調器の出力チャンネルに
ディジタル放送チャンネルが
ある。 

監視映像が出ない 

監視映像が一定間隔で 
途切れる 

チャンネル設定スイッチが
ch13～62以外になっている。
（エラー表示灯が点滅） 

●チャンネル設定スイッチが正しく設定されているか確認して
ください。 

電源が供給されていない。 ●電源部TMP10DCまたはACアダプターTM-PS15Vが正しく接続
されているか確認してください。 

規格表 

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。 

付属品 
…………… 2個 

…………………………… 2個 

…………………………… 2個 

…… 1本 

 

OCT., 2006

ch13～62の内，任意の1チャンネル 

76～86dBμ 

5.5dB以下／   76～  770MHz（FM・ch1～62） 
 10dB以下／1032～2150MHz（BS・CS） 

0，10dB切換 

0～-10dB以上（連続可変） 

100dBμ以下 

3以下 

 
75Ω（F型コネクター） 

1 Vp-p   75Ω（専用コネクター） 

DC15V　0.2A 

-10～+40℃ 

135（H）×148（W）×60（D）mm 

約440g

出力チャンネル 

変調出力レベル 

 
 

カメラ出力
 アッテネーター 

レベル調整
 利得 

RF入力レベル 

VSWR 

FM・VU・BS・CS入力インピーダンス 

混合出力インピーダンス 

カメラ入力（映像） 

電源 

使用温度範囲 

外観寸法 

質量（重量） 

項目 規格 

FM・VU・BS・CS入力－混合出力 
端子間通過損失 

製品向上のため　仕様･外観は変更することがあります。 

支店･営業所 

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

福　岡（支）（092）551-1711

北九州　（093）941-4026

下　関　（0832）55-1130 

広　島　（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

姫　路　（079）234-6669

神　戸　（078）231-6111

大　阪（支）（06）6635-2222 

京　都　（075）646-3800

　津　　（059）234-0261 

岐　阜　（058）275-0805 

名古屋（支）（052）802-2233

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

新　潟　（025）287-3155

横　浜　（045）784-1422 

渋　谷（支）（03）3409-5505 

青　戸　（03）3695-1811 

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）660-5008

郡　山　（024）952-0095

仙　台　（022）786-5060

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 

北　見　（0157）36-6606

監視映像にビート縞が入る 

監視映像の同期が乱れたり， 
ビート縞が入ったりする 

監視映像に粒状のノイズが入る 

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町 
技術相談　TEL名古屋（052）805-3366

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。 

当社営業日　9～12時，13～17時 
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp

第  859595号 登録意匠 

第2572981号 特　　許 

テレビ監視システムについてのご注意 

●テレビ監視システムは，防犯・防災を保証するシステム

ではありません。ご使用中に，人命・財産などに対

して損害が生じても，当社は一切の責任を負いかねま

すのでご了承ください。 
●テレビ監視システムは，カメラの被写体のプライバ

シーや肖像権に配慮して使用してください。 

②ケーブルの加工 ①ケーブルを付属の 
　防水キャップに通 
　してください。 

③プラグの取付け 

付属のF型コネクターは5Cケーブル用です 接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けて 
ください。 

4

9mm

芯線の先を斜めに 
切断してください。 

芯線に白い膜が 
付いていること 
があります。 
導通を良くする 
ために，必ず取 
除いてください。 

S5CFB

プラグ 

かしめ用リング 

あみ線（銅編組） 
を折返す アルミ箔の切れ端は 

必ず取除いてください。 

アルミ箔がはがれる場合 

プラグの内側にアルミ箔 
が入るようにアルミ箔  
の巻付けられている方向 
にプラグを回しながら， 
ていねいに押 込んで  
ください。 

防水キャップ（付属品） 

防水キャップは， 
5C側のラインに 
そって切ってくだ 
さい。 

1. かしめ用リングにケーブルを通してください。 
2. あみ線（銅編組）を折返してください。 
3. プラグを強く押込んでくさい。 

④かしめ用リングを 
　ペンチで圧着 
プラグが抜けないようにプラグ 
の根元で，しっかりと圧着して 
ください。 

1mm以下 

5C

4C

原寸大 

2mm

完成図 芯線の長さは，必ず2mmに 
してください。 
芯線が長すぎると，コネクターが破損して機器 
が故障します。 
 

芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。 

芯線 芯線 

かしめ用リング 

ケーブル 

完成 

芯線は，まっすぐにしてください。 

プラグ 

かしめ用リング 

アルミ箔 

F型コネクター（5Cケーブル用） 

防水キャップ（大） 

防水キャップ（小） 

結束バンド（カメラ・センサーケーブル固定用） 
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変調器 （家庭用） 屋外（内）用 

カメラ，赤外線センサー，変調器，電源部，
受信機などと組合わせて，テレビで監視する
システムです。 

●CCDカメラMMC3，センサー付CMOS
カメラMSC2は使用できません。 
●変調器だけではテレビ監視システムを構築
できません。 
●変調器の出力チャンネルは，アナログ信号
です。 
●変調器は，別売の電源部TMP10DCまたは
ACアダプターTM-PS15Vで作動します。 

取扱説明書 

優れた機能 

チャンネルの設定が容易 

チャンネル設定スイッチの操作だけで，別売の暗視
CCDカメラMAC2の映像をUHF（ch13～62）の任意の
チャンネルに容易に設定できます。 

FM・VU・BS・CS ミキサー内蔵 

電流通過機能 

電流通過スイッチの操作で，DC15V電源を混合出力端子
からFM・VU・BS・CS入力端子に電流通過させることが
できますから，衛星アンテナやブースターを使用した
ホーム共同受信システムにも導入できます。 

FM・VU・BS・CSと別売の暗視CCDカメラMAC2，赤外
線センサーMRS2からの信号を混合するミキサーを内蔵
していますから，ホーム共同受信システムとの組合わせ
が容易です。 

ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。 

カメラからの信号をUHFテレビ信号（アナログ） 
と同じRF信号に変える変調器です。 

MMD3

MODULATOR

DC15V方式 

別売の赤外線センサーMRS2を接続することによって，
センサーが感知したときに，警告音を鳴らしたり，別売
の暗視CCDカメラMAC2の映像を出力したりできます。 

赤外線センサーによる監視が可能 

テレビ監視システム用 

暗視CCDカメラMAC2用 

出力チャンネル ch13～62の内，任意の1チャンネル 
FM・VU・BS・CS ミキサー内蔵 

きれいな監視映像が見られないときは 

症状 原因 処置 

ケーブルの取付け・接続
方法が間違っている。 

●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が，各入力端子に正しく接続してあることを確認してくだ
さい。 
●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が断線またはショートしていないか確認してください。 

●監視方式スイッチが「センサー連動」になっている場合，センサー
が感知していないときは，映像が一定間隔で途切れます。 
（故障ではありません） 

途切れないようにするには，監視方式スイッチを「常時監視」
にしてください。 

「常時監視」にすると，センサーが感知したときのみ，映像
を出力する機能は使用できなくなります。 

●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が，各入力端子に正しく接続してあることを確認してください。 
●暗視CCDカメラMAC2，赤外線センサーMRS2からのケーブル
が断線またはショートしていないか確認してください。 

監視方式スイッチが 
「センサー連動」になって
いる。 

ケーブルの取付け・接続
方法が間違っている。 

●カメラ出力レベル調整のアッテネーターを「0dB」にし，利得
調整が「MAX.」でないときは，利得調整ツマミを右へゆっくり
回してください。 

カメラ出力レベルが低い。 監視映像にスノー（ザラザラ） 
ノイズが出ている 

●チャンネル設定スイッチで，変調器の出力チャンネルがテレビ放送
チャンネルの隣にならないように出力チャンネルを設定し
てください。 

変調器の出力チャンネルの
隣にテレビ放送チャンネル
がある。 

●チャンネル設定スイッチで，アナログ放送チャンネルと同じ
にならないように変調器の出力チャンネルを設定してください。 

変調器の出力チャンネルに
アナログ放送チャンネルがあ
る。 

●チャンネル設定スイッチで，ディジタル放送チャンネルと
同じにならないように変調器の出力チャンネルを設定して
ください。 

変調器の出力チャンネルに
ディジタル放送チャンネルが
ある。 

監視映像が出ない 

監視映像が一定間隔で 
途切れる 

チャンネル設定スイッチが
ch13～62以外になっている。
（エラー表示灯が点滅） 

●チャンネル設定スイッチが正しく設定されているか確認して
ください。 

電源が供給されていない。 ●電源部TMP10DCまたはACアダプターTM-PS15Vが正しく接続
されているか確認してください。 

規格表 

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。 

付属品 
…………… 2個 

…………………………… 2個 

…………………………… 2個 

…… 1本 
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ch13～62の内，任意の1チャンネル 

76～86dBμ 

5.5dB以下／   76～  770MHz（FM・ch1～62） 
 10dB以下／1032～2150MHz（BS・CS） 

0，10dB切換 

0～-10dB以上（連続可変） 

100dBμ以下 

3以下 

 
75Ω（F型コネクター） 

1 Vp-p   75Ω（専用コネクター） 

DC15V　0.2A 

-10～+40℃ 

135（H）×148（W）×60（D）mm 

約440g

出力チャンネル 

変調出力レベル 

 
 

カメラ出力
 アッテネーター 

レベル調整
 利得 

RF入力レベル 

VSWR 

FM・VU・BS・CS入力インピーダンス 

混合出力インピーダンス 

カメラ入力（映像） 

電源 

使用温度範囲 

外観寸法 

質量（重量） 

項目 規格 

FM・VU・BS・CS入力－混合出力 
端子間通過損失 

製品向上のため　仕様･外観は変更することがあります。 

支店･営業所 

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

福　岡（支）（092）551-1711

北九州　（093）941-4026

下　関　（0832）55-1130 

広　島　（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

姫　路　（079）234-6669

神　戸　（078）231-6111

大　阪（支）（06）6635-2222 

京　都　（075）646-3800

　津　　（059）234-0261 

岐　阜　（058）275-0805 

名古屋（支）（052）802-2233

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

新　潟　（025）287-3155

横　浜　（045）784-1422 

渋　谷（支）（03）3409-5505 

青　戸　（03）3695-1811 

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）660-5008

郡　山　（024）952-0095

仙　台　（022）786-5060

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 

北　見　（0157）36-6606

監視映像にビート縞が入る 

監視映像の同期が乱れたり， 
ビート縞が入ったりする 

監視映像に粒状のノイズが入る 

本社 〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町 
技術相談　TEL名古屋（052）805-3366

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。 

当社営業日　9～12時，13～17時 
インターネットホームページ　www.maspro.co.jp
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第2572981号 特　　許 

テレビ監視システムについてのご注意 

●テレビ監視システムは，防犯・防災を保証するシステム

ではありません。ご使用中に，人命・財産などに対

して損害が生じても，当社は一切の責任を負いかねま

すのでご了承ください。 
●テレビ監視システムは，カメラの被写体のプライバ

シーや肖像権に配慮して使用してください。 

②ケーブルの加工 ①ケーブルを付属の 
　防水キャップに通 
　してください。 

③プラグの取付け 

付属のF型コネクターは5Cケーブル用です 接触不良やショートを防ぐため，プラグはていねいに取付けて 
ください。 
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9mm

芯線の先を斜めに 
切断してください。 

芯線に白い膜が 
付いていること 
があります。 
導通を良くする 
ために，必ず取 
除いてください。 

S5CFB

プラグ 

かしめ用リング 

あみ線（銅編組） 
を折返す アルミ箔の切れ端は 

必ず取除いてください。 

アルミ箔がはがれる場合 

プラグの内側にアルミ箔 
が入るようにアルミ箔  
の巻付けられている方向 
にプラグを回しながら， 
ていねいに押 込んで  
ください。 

防水キャップ（付属品） 

防水キャップは， 
5C側のラインに 
そって切ってくだ 
さい。 

1. かしめ用リングにケーブルを通してください。 
2. あみ線（銅編組）を折返してください。 
3. プラグを強く押込んでくさい。 

④かしめ用リングを 
　ペンチで圧着 
プラグが抜けないようにプラグ 
の根元で，しっかりと圧着して 
ください。 

1mm以下 

5C

4C

原寸大 

2mm

完成図 芯線の長さは，必ず2mmに 
してください。 
芯線が長すぎると，コネクターが破損して機器 
が故障します。 
 

芯線が曲がっていると，ショートして機器が故障します。 

芯線 芯線 

かしめ用リング 

ケーブル 

完成 

芯線は，まっすぐにしてください。 

プラグ 

かしめ用リング 

アルミ箔 

F型コネクター（5Cケーブル用） 

防水キャップ（大） 

防水キャップ（小） 

結束バンド（カメラ・センサーケーブル固定用） 


