
感動の映像を支える技術は、日立国際電気から

日立放送機器総合カタログ
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（'48）芝電気設立
（'55）昭和電子設立 （'63）日立電子と社名変更

（'73）合併 社名を日立電子と変更 （'00）日立国際電気沿
革
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●（'53）EMI（英）RCA（米）技術協力契約

●（'62）高感度ビジコン試作
●（'63）スローモーションVTR

●（'64）VTRトランジスタ化

●（'65）プランビコンカメラ発表
●（'70）世界初動圧空気軸受
　　　  方式ビデオヘッド開発

●（'71）HITAC-10ミニコン開発
●（'72）新撮像管サチコン®開発

●（'73）HDTV基礎実験公開
●（'76）MOSFET VHF増幅器採用

●（'78）マイコン採用カメラオートセットアップ
●（'77）GaASマイクロ波増幅器採用

●（'87）電磁波（MSW）VCO開発

●（'84）高品位テレビMUSE方式発表

●（'88）超高感度撮像管ハーピコン実用化
●（'88）放送用CCDカメラ開発

●（'93）カメラ信号処理のVLSI化

●（'95）HDDビデオサーバの実用化

●（'94）デジタルTRIAX伝送カメラ
●（'01）送信機水冷採用
●（'01）PA歪補償にAPD開発

('14)放送用4Kカメラシステム「SK-UHD4000」を開発●
（'15）放送用8K単板カメラシステム「SK-UHD8060B」をNHK様と共同開発●

●（'07）各種デジタル補償器
　　　 （マルチパス、等化器ダイバーシティー）

（'56）VHF500Wテレビ
　　  送信機初納入

（'55）1kWテレビ
　　  放送機１号機

（'59）7GHzテレビ
　　  STL１号機

（'60）VHF250W
　　  テレビ中継
　　  送信機

（'62）FM放送機
　　  納入開始

（'62）VHF 10kW
　　　テレビ放送機

（'66）UHF10W中継送信機

（'69）UHF10kW
　　  テレビ送信機

（'76）国内初VHF 250W
　　  全固定化送信機

（'79）SHF中継送信機納入

（'96）SHF 12W中継送信機

（'90）全固体化10kW 
　　　FMラジオ放送機

（'85）MOSFET FM送信機

（'86）全固体VHF5kW
　　  テレビ放送機

（'87）UHF 1kW
　　　全固体化送信機

（'88）全固体化UHF10kW
　　  テレビ放送機

（'03）UHF 3kW地上波
　　　デジタル送信機

（'06）テレビ中継送信機
　　  （中、小規模）

（'09）ワンセグ送信機
　　　ラジオSTL

（'11）エリアワンセグ

（'12）V-Low送信機

（'16）テレビ中継送信機

（'17）テレビ送信機

（'06）TTL
　　  （TS、IF）

（'54）FPU初号機 （'56）7GHz可搬型製品化 （'68）ガンダイオード式
　　　全固体化FPU

（'64）トランジスタ化FPU （'70）800MHzヘリ用FPU

（'71）中継車１号

（'77）GaAs採用
　　  小型FPU

（'77）FR7G-S7

（'84）海外向け
　　  中継車納入

（'91）海外スタジオ
　　  設備

（'88）FR7G5-Z1

（'93）FR7G2-Z3

（'88）超小型FPU Z4 

（'91）SNG車

（'94）FPU基地局

（'06）デジタルFPU
　　　累計2,000台

（～'97）ZシリーズFPU累計
　　　　５,000台

（'99）デジタル
FPU/STL製品化

（'02）Z14,24

（'03）デジタル
　　　基地局

（'10）ヘリテレ追尾受信システム

（'10）FPU 
       Z100/Z200 （'15）1.2GHz/2.3GHz帯FPU

（'04）フルマルチモード
　　  デジタルFPU

●（'58）イメージオルシコン管開発

合理化タイプ

水冷式 空冷式

（'56） テレビカメラ
　　　1号完成

（'56）カメラ１号機完成
　　  中国展示会出展

イメージオルシコン管

（'60）イメージオルシコン
　　　カメラ

（'66）プランビコン（P）カメラ製品化
　　　PMZ12C-3

（'66）4Vテレシネカメラ

（'68）3Pカメラ
　　  海外拡販

（'74）サチコンポータブル
　　  カメラSK-80

（'81）テレシネ
　　  カメラ好評

（'90）テレシネカメラ
　　  TB-F50

（'80）ENGポータブル
　　　カメラSKー91

（'88）CCD採用3板
　　  カメラSK-F1

（'89）高感度カメラ
　　  SK-H5

（'92）デジタルカメラ
　　  SK-2600

（'08）SK-HD1000
　　  シリーズ

（'11）SK-HD2000

（'12）SK-HD1200

（'13）Z-HD6000

（'98）FIT2/3" 2M CCD 
　　  HDTVデジタルカメラ
　　  SK-3000シリーズ

（'01）（'02）フルデジタルマルチ
　　　　　 スタンダードカメラ
　　　　　 SK-3300

（'03）超高感度HDカメラ
　　  SK-H5000

（'09）超高速CCDカメラ

（'79）マイコン採用
　　  オートセットアップ
　　  スタジオカメラ
　　  SK-100

（'14）SK-UHD4000

（'15)SK-UHD8060B

（'59）同期信号発生器 （'69）同期信号
　　　発生器のIC化

（'78）2インチVTR
　　　CMバンク

（'81）1インチVTR CMバンク

（'83）選挙・天気CGシステム

（'85）電子画システム
（'88）汎用CGシステム

（'96）ノンリニアCM
　　　番組バンク

（'09）大型テープレス
        ニュースシステム

（'11）PROGRADE®シリーズ発売

（'16）PROGRADE®シリーズ
　　  リニューアル

（'00）CM提供統合
　　　送出システム

（'79）VTR編集
　　  システム（ECS）

（'65）ラジオ自動送出装置

日立放送機器のあゆみ―日本の放送と共に65年―

※PROGRADE®は株式会社日立国際電気の登録商標です。　※サチコン®は日本放送協会の登録商標です。　

1.2GHz/2.3GHz帯デジタルFPU装置 : FR-ZU200、ZU400
デジタルＦＰＵ装置 ： ＦＲ-Ｚ２００ /Ｚ1００、Ｚ4００
ヘリコプターテレビ中継システム

ファイルベースビデオサーバーシステム ：PROGRADE®

4Kカメラ：SK-UHD4000 / UHD4000-EX2

各種伝送方式デジタル ： STL/TTL装置
テレビ/ＦＭ送信機
ファイル伝送アダプタ
エリアワンセグシステム

スタジオタイプ：SK-HD2000 / HD2200
ポータブルタイプ：SK-HD1500 / HD1300 / HD1200/

HD1000 / Z-HD6000 / HD5500 / HD5000
ボックスタイプ：DK-H200 / H100 / Z50

伝送・受信システム テープレスシステム

4Kカメラシステム
送信・中継装置

HDカメラシステム

地上デジタル放送への移行により、多チャンネル、高品位、双方向へと進化するテレビ放送。
超高精細映像技術 （4K, 8K） を活用した次世代放送サービスなど、
映像文化は新たな次元を迎えようとしています。
日立国際電気は、放送の黎明期より、放送用カメラ、映像伝送、ノンリニア送出、送信機、
送信アンテナ、受信設備までの放送システムをトータルに提供することにより、
これからも次世代の放送システムを支えてまいります。

21



SDI/ASI

232C（GPS）

SDI/ASI

232C（GPS）

※各装置の画面ははめこみ合成

AC100V/DC+12V AC100V/DC+12V

DC+12V

最大300m

最大300m

最大300m
（MIMO時 最大200m）

IF130MHz

1.2GHz ： 25W
2.3GHz ： 40W

1.2GHz ： 25W
2.3GHz ： 40W

0.1W

232C（GPS）

IF130MHz
IF130MHz/

190MHz

IF130MHz

IF130MHz

0.1W

0.1W

0.1W

AC100V

AC100V/DC+12V

AC100V
/DC+12V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

ＴＣにてＰＡの制御・監視が可能
最大300m

SDI/ASI

232C（GPS）

AC100V/DC+12V

AC100V/DC+12V

AC100V
/DC+12V

最大300m

最大300m

最大300m

SDI/ASI

232C(GPS)

SDI/ASI

232C(GPS)

SDI/ASI

SDI/ASI

232C（GPS）

IF130MHz/
190MHz

AC100V/DC+12V
最大300m

SDI/ASI

232C（GPS）

SDI/ASI

232C（GPS）

IF130MHz/
190MHz

IF130MHz/
190MHz

1.2GHz ： 25W
2.3GHz ： 40W

1.2GHz ： 12.5W
2.3GHz ： 20W

1.2GHz ： 12.5W
2.3GHz ： 20W

■受信機１台で２チャネルＳＩＳＯ同時受信も可能2ピース+PA

デュアルSISO

超小型Tx+PA

ダイバーシティ

MIMO

送　信 受　信
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1.2GHz/2.3GHz帯デジタルFPU装置 スポーツ、イベントなど、さまざまな映像・音声伝送を実現

主な仕様
FR-ZU400 FR-ZU200 備考

動作モード SISOモード SISOモード/ダイバーシティ（受信）/デュアルSISO（受信）/MIMOモード※ ※MIMOモードはオプションにて対応

周波数

1.2GHz帯または2.3GHz帯 両用（カセット交換方式） 1.2GHz/2.3GHz帯 共用（デュアルバンド） 1MHzステップ可変

1.2GHz/2.3GHz/フル/ハーフ
各々でチャネルプリセット
最大11ch設定可能

【1.2GHz帯】 ・フルバンド（18MHz） ：1249MHz～1291MHz 〔43波〕　
 ・ハーフバンド（9MHz） ：1244.5MHz～1295.5MHz 〔52波〕

【2.3GHz帯】 ・フルバンド（18MHz） ：2339MHz～2361MHz 〔23波〕
 ・ハーフバンド（9MHz） ：2334.5MHz～2365.5MHz 〔32波〕

送信出力

【単体出力】 0.1W/0.2W/0.5W  

PAパワ－切替え：４段階
最小パワ－：1W

PA入力は0.1W固定
※入力段にAGCあり

（範囲：-5dB～+2dB） 

【PA接続時】 ①1.2GHz帯PAの場合 SISO ……フルバンド時 ：1W／6.25W／12.5W／25W
   ハーフバンド時 ：1W／3W／6.25W／12.5W
  MIMO …フルバンド時 ：1W／3W／6.25W／12.5W
   ハーフバンド時 ：1W／1.5W／3W／6.25W
 ②2.3GHz帯PAの場合 SISO ……フルバンド時  ：1W／10W／20W／40W
   ハーフバンド時 ：1W／5W／10W／20W
  MIMO …フルバンド時 ：1W／5W／10W／20W
   ハーフバンド時 ：1W／2.5W／5W／10W

システム構成例

ZU400型 FPU装置
●1.2GHz/2.3GHz両用（カセット交換方式）
● SISO専用
● HEVCエンコーダ内蔵
● 小型化を実現　115（W）×60（H）×175（D）㎜ 
● カラー液晶を搭載し、超小型ながら各種詳細設定、状態確認が可能

電力増幅器
●1.2GHzまたは2.3GHz専用
● 最大出力（4段階切換え）

・1.2GHz：25W（最小１Ｗ）
・2.3GHz：40W（最小１Ｗ） 

● ZU200型送信高周波部／ZU400型送信装置と接続可能
0.1Ｗ（-5dB～+2dB）で入力

●ZU200型送信制御部での制御、監視が可能
● 高出力でありながら、低消費電力を実現

・1.2GHz：約115W（＠25W）
・2.3GHz：約170W（＠40W）

操作面コネクタ面

電力増幅器

ZU200型 FPU装置
●1.2GHz/2.3GHzデュアルバンド対応
● 送信高周波部はSISO専用/MIMO対応の２タイプ
● 4つの運用モードを搭載
　SISO/デュアルSISO/ダイバーシティ/MIMO※オプション

● HEVCエンコーダ内蔵可能※オプション

● デュアルデコーダ内蔵可能※オプション

デコーダはHEVC /H.264 /MPEG2の３モード対応
● アマチュア無線などの干渉波除去機能を搭載
● 多彩な受信支援機能を搭載

スペクトル表示/ガードインターバル外の遅延波監視/2画面リターン映像など

SISO専用小型
送信高周波部（TH）

MIMO/SISO両対応
送信高周波部（TH）

送信制御部（TC） 受信高周波部（RH） 受信制御部（RC）

※各装置の画面ははめこみ合成

※画面ははめこみ合成

デジタルFPU装置は、フィールドにおけるスポーツやニュース現場、また、いろいろなイベントの映像・音声を中継伝送する装置です。
伝送・受信システム
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主な仕様
FR-Z200/FR-Z100 FR-Z400

周波数帯

変調方式

出力（最大）

ビットレート
伝送ビットレート

入力信号

内蔵コーデック
温度範囲
電　源

シングルキャリアQAM※1 OFDM方式※1 OFDM方式
5GHz帯（5.8GHz～5.9GHz）　7GHz帯（6.4GHz～7.2GHz）　10GHz帯（10.26GHz～10.66GHz）

の内の指定波（その他についてはお問い合わせ下さい）
5GHz帯（5.8GHz～5.9GHz）  7GHz帯（6.4GHz～7.2GHz）

の内の指定波（その他についてはお問合わせ下さい）
ARIB STD-B11（2.2版） （その他についてはお問い合わせ下さい） ARIB STD-B33（1.2版）

64QAM/32QAM/16QAM/QPSK 64QAM/32QAM/16QAM/DQPSK/QPSK/DBPSK/BPSK 64QAM/32QAM/16QAM/QPSK/BPSK
0.8W/0.5W/0.2W/0.1W（切替式） 0.1W

周波数により最大出力には制限があります

13.131Mbit/s ～ 79.056Mbit/s 2.982Mbit/s ～ 71.578Mbit/s
最大80Mbit/s（変調方式による）

デジタル映像 ： SMPTE292M 1080i/SMPTE259M480i 準拠 59.94Hz

音声信号 ： エンベデット音声 SMPTE299M 準拠、最大8ch/
               AES/EBU SMPTE272M 準拠、最大4系統8ch
               アナログ音声 最大4ch

TS信号 ： DVB-ASI※2 
MPEG2/H.264（準拠）共用※オプション　その他コーデックに関しては、お問い合わせ下さい

性能保証 －10℃～＋40℃、動作保証 －20℃～＋50℃
AC100V±10％ または DC12V±10％

1.5W/0.8W/0.5W/0.1W（切替式）

※1 Z100は国内標準：シングルキャリアQAM、海外標準：OFDMとなります。　 ※2 Z200のみオプションにより多重化機能あり

デジタル映像 ： SMPTE292M 1080i 準拠 59.94Hz

音声信号 ： エンベデッド音声 SMPTE299M準拠,最大2ch

MPEG.4/H.264
性能保証0℃～+40℃, 動作保証－10℃～+45℃

DC12V±10%

送信機
高周波部（TH）

受信機
高周波部（RH）

受信機
制御部（RC）

送信機
制御部（TC）

Z400送信機本体

日立のデジタルFPU Z200/Z100、Z400は、
アナログFPU時代からの運用ノウハウを生かし、
運用時の利便性、信頼性を向上させたFPU装置です。

Z200/Z100型FPU装置
●QAM/OFDMの2モードを搭載（※Z100型海外モデルは、1モードを選択実装）
●入出力画像、音声などを液晶表示し、運用時の利便性を向上（※内蔵コーデック搭載時）
●ヘッド単体機能（ヘッド変調、ヘッド復調）※オプションにより運用の機動性を向上（※Z100型は高周波部(TH,RH)単体オプションなし）
●TS多重（MUX）-分離（DEMUX）機能※オプションにより運用効率をアップ
●その他、充実した仕様、運用に役立つ各種機能を搭載

●小型・軽量化・低消費電力により、運用時の利便性を向上
●H.264コーデックを内蔵し、超低遅延伝送10msを実現

Z400型FPU装置

情報表示 入出力画像表示

【液晶表示画面】

切り替え可能

※Z100型は高周波部(TH,RH)に液晶は付きません　※各装置の画面ははめ込み合成

※受信機 制御部(RC)は遅延プロファイル画面も液晶表示が可能

赤外線カメラ

基地局

ヘリポート

中継車

マスタ室・回線室FPU受信設備

映像・ＧＰＳ情報・
データ通信

自動追尾
受信装置

局内配信

有線ネットワーク
映像

制御

ハイビジョンカメラ

デジタルＦＰＵ装置 スポーツ、イベントなど、さまざまな映像・音声伝送を実現

ヘリコプターテレビ中継システム 多くの実績を持つ伝送技術により、安定した受信を提供

システム例：FPU受信システム
●  ヘリコプターから送信される電波が届く方向にアンテナを自動

追尾。ヘリコプターから撮影した映像、アナウンス用音声など
を地上で受信可能。

●  リアルタイムに、ヘリコプターの位置や移動方向、撮影方向な
どを受信設備側で把握でき、現場との連携がスムーズに。

デジタルFPU装置は、フィールドにおけるスポーツやニュース現場、また、いろいろなイベントの映像・音声を中継伝送する装置です。
伝送・受信システム

65



スタジオから送出されたTV放送信号をOFDM変調し、所定の送信出力
で送信する基幹局向けテレビ送信機です。高効率400WPAを複
数台並列合成することで、3kWの出力まで対応します。

テレビ送信機
概要

●OFDM変調器と歪補償部および、周波数変換部を一体化し構成を簡略化
●電力増幅部に2台の送風機を内蔵※し冗長系を確保。外気導入局にも対応可能
●高効率電力増幅器の採用により、当社従来機比60％の低消費電力化を実現
●完全2台方式送信機には無停波切替器を実装し、昼間保守に対応

送信出力 100W～3kW
周波数偏差 0.2Hz以内
IM －50dB以下
PA電力効率 30％以上

特長

仕様

上位局から受信したTV放送波を再送信する中継送信装置です。
PAのラインアップを豊富に揃えており、0.1W～200Wまでの幅広い
送信出力に対応します。また、各種等化器をご用意しておりますので、
高品質な信号を送信します。

テレビ中継送信機
概要

特長
●基本部とマルチパス等化器AおよびIF遅延を一体化し構成を簡略化 ●全ユニッ
トのコネクタを前面配置とし、保守メンテ容易な構造を実現 ●5W以上のPAには
プリディストーション型歪補償を採用し小型化・低廉化 ●各種等化器、回り込み
キャンセラー、SD受信装置をラインアップし、さまざまな受信状況に対応可能 
●PA出力ラインアップ：70W、15W、5W、1.5W

送信出力 0.1W～200W
周波数偏差 0.2Hz以内（基準信号にRb使用時）
IM －50ｄB以下
受信レベル －67dBm～ －27dBm

仕様
10W中継送信機

（TS-TTL受信方式）
10W中継送信機

（放送波中継方式）

ラジオ・ＦＭ送信機/中継送信機

送信出力 250W～10kW
送信周波数 76MHz～95MHzのうちの指定波（その他についてはお問合せください）
変調方式 デジタルFM変調
電源 AC100V/200V

仕様

ラジオ、FM送信機
●最新のデジタル技術を駆使した高性能FM変調方式を採用 
●FM多重に対応
ラジオ、FM中継送信機
●放送波中継方式/TTL受信方式に対応

概要・特長

FM送信機
（1kW）

FM送信機

送信出力 1W ～100W
送信周波数 76MHz ～ 95MHzの内の指定波
 （その他についてはお問合せください） 
電源 AC100V/200V

FM中継送信機

※ 特許出願済

テレビ送信機

●トレリス畳込み信号による強力な誤り訂正と、高速自動波形等化機能の採用でマ
ルチパス、フェージング耐性の向上 ●SHF送信出力信号、受信TS信号の無瞬断切替 
●1ラックに8台実装

テレビ放送局の演奏所と放送所間に地上テレビジョン方式のTS信号を
無線伝送する装置です。

TS伝送方式デジタルSTL/TTL装置

概要

送信出力 1W / 0.5W
変調方式 64QAM
周波数帯 7GHz～13GHz の内の指定波（その他についてはお問合せ下さい。）

特長

仕様

送信機 受信機

ＭＮ帯デジタル音声ＳＴＬ

周波数再編アクションプランに適合するMN帯デジタル音声STLです。

概要・特長

●音声STL、現/予備切替時、音に違和感の無い切り替えが可能です。 ●制御STL、
アナログ音声を6ch多重伝送することができます。（オプションで最大8ch） ●冗長
性を考慮した2台方式システムで、信頼性を向上しています。 

送信周波数 6700.5MHz～6719.5MHz（Mバンド）  7571.5MHz～7590.5MHz（Nバンド）
変調方式 QPSK/64QAM
電源 単相AC100V/200V±10% 50Hz

仕様

テレビ放送局の演奏所と放送所間に地上テレビジョン方式のIF信号を
無線伝送する装置です。

IF伝送方式デジタルSTL/TTL装置

概要・特長

●等価C/N 40dB以上　●1ラックに8台実装

送信出力 0.5W / 0.3W
IF 入出力周波数 37.15 ± 2.8MHz
周波数帯 7GHz～13GHz の内の指定波（その他についてはお問合せ下さい。）

仕様

送信機 受信機

送信・中継装置
当社は水冷式・空冷式の親局送信機、送信アンテナ、FPU装置、STL装置、TTL装置、中継送信機、さらにエリアワンセグシステムなど、
トータルな送信システムで地上デジタル放送に対応し、安定した高品質な放送中継を実現します。

デジタルテレビ送信機 水冷式・空冷式の親局送信機など、さまざまな中継送信機をラインアップ STL/TTL装置

FM送信機 最新デジタル技術を駆使した高性能FM 多重変調方式に対応
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一般仕様
質量（取付金具等は含まない） 1ｋｇ以下

前面

特 長
●FPU 受信基地局システムおよび、テープレスシステムと連携したシステム構築が可能
●ファイル内容/ フォルダ構成をそのままに、ファイル素材を伝送可能
●インターフェース ： DVB-ASI 入出力/ CLK 入力

FPU送受信装置に接続し、報道中継の現場などで収録したファイル素材を伝送するアダプタ※です。

背面

外形寸法 (幅×高さ×奥行き) 200mm×40mm×150mm
電源電圧 DC5V（ACアダプタ使用）
消費電力 10W以下
温度範囲 性能保証：+5 ～ +40℃

動作保証：0 ～ +50℃

入出力コネクタ
DVB-ASI 入力BNC ×１（TXとして使用時）

入力 ×１

出力BNC ×１（RXとして使用時）
Clock入力BNC ×１（TXとして使用時）

DC IN

※ファイル伝送アダプタは、パソコンと組み合わせて使用します。

エリアワンセグシステムでは、地上デジタル放送に割り当てられたチャンネルの中で放送に使われていないチャンネル
（ホワイトスペース）を利用します。小さな電力でワンセグ放送の電波を送信することにより、特定の“エリア”だけで
視聴する地域限定の“ワンセグ”放送が実現できます。これを｢エリアワンセグ｣と呼びます。エリアワンセグはこのワ
ンセグ受信機能がある端末であれば誰でも視聴可能です。

エリアワンセグシステムイメージ

ワンセグ受信機

エリアB

映像・音声
データ放送

エリアC

○×空港
13時現在の画像
エリアワンセグ
放送中

○×スタジアム
13時現在の画像
エリアワンセグ
放送中

エリアワンセグ放送可能地域

エリアワンセグ運用イメージ

エリアA

○×川流域
13時現在の画像
エリアワンセグ
放送中

PROGRADE®の特長

システム例

  ※文章中の登録商標、商品名、画像データの所有権は各社に帰属します。

報道・編集システム、バンクシステム、アーカイブシステムなどのファイルベースワークフローの実現に向けた
最適なシステムを構築できます。

システム構成例

ファイルリソース

収録

一本化
VTR

編集機

登録/PV卓

番組

ANCモニタ

登録/PV端末

番組 × 4
CM  × 1

スイッチャー

ANCインサーター

× 2

番組OA × 4

CM OA × 4

プレビュー × 5

ファイリング × 5

裏録り × 2

メディアノード（PV）

メディアノード（収録）

素材サーバー 1系/2系

プロキシサーバー

データサーバー（クラスター構成）

送出監視端末

バンク設備 マスター

小型サーバー

小型サーバー

番組1系/2系

番組1系/2系

CM1系/2系

CM1系/2系 送出制御

送出コントローラ

登録コントローラ
番組・CM（現用/予備）

保守端末

NW SW

APC/APS
NODE

マスター
DS

S
Y

S
C

H
G

波形モニタ

映像リソース

HDD
（RAID6）

S
Y

S
C

H
G

主な構成

<入力>
●ベースバンド ： 7
●ファイル
<出力>
●OA ： 番組4、CM4
●PVW ： 5
●ファイル

映像/音声信号
ファイル転送
ファイリングデータ

CIFS結合
制御
LAN

<その他>
●ファイリング/プレビュー卓 : 5
●プロキシサーバー ： 1
●送出監視端末 ： 2
●保守端末 ： 1

凡例
営放システム

（EDPS）

HDD
（RAID6）

番組/CMバンクシステム ファイルベース対応の中規模番組・CM統合バンクシステム（二重系）

報道システム・バンクシステム・アーカイブシステムなどのテープレスシステムとして、デジタル放送のコアとなるワークフローの構築を実現します。
デジタル放送ではネットワークによる、ファイルベースでの映像/音声を自由自在にコントロールすることで、コンテンツの有効活用や効率かつ
迅速・高度なファイルベースワークフローを実現できます。

テープレスシステム

ファイル伝送アダプタ ファイルベースビデオサーバーシステム  素材などのファイル化によりワークフローの効率向上を実現

エリアワンセグシステム 特定エリア限定の独自ワンセグ放送を実現

送信・中継装置
当社は水冷式・空冷式の親局送信機、送信アンテナ、FPU装置、STL装置、TTL装置、中継送信機、さらにエリアワンセグシステムなど、
トータルな送信システムで地上デジタル放送に対応し、安定した高品質な放送中継を実現します。
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9 型ビューファインダー
VF-L90HD

7.4 型ビューファインダー
HDF-EL800H

9 型
ビューファインダー
フードHO-1900（R1）

7.4型
ビューファインダー
フードHO-1800

三脚アダプタ
TA-Z3

カラーカメラ
SK-UHD4000/
SK-UHD4000-EX2

レンズマウンタ
LM-B1000

レンズマウンタ
LM-P1000

レンズマウンタ
LM-C1000（キヤノン製レンズ用）
LM-F1000（フジノン製レンズ用）

大型ズームレンズ

小型ズームレンズ

ENG／EFPレンズ

ビューファインダー
アダプタAT-951

バッテリーアダプタ
BA-C10※

ビューファインダー
アダプタAT-951

HFOC

リモートコントロール
ケーブル

RJ-45（LAN）

RJ-45
（LAN）

RJ-45
（LAN）

SD メモリー
カード

（2GB 以下）

カメラアダプタ
CA-UHF4000/CA-UHF4000-EX2

ワイヤレスアダプタ
WA-C10※

ビルドアップアダプタ
BU-1000

スタジオアダプタ SA-1000-S2

SD メモリーカード
（2GB 以下）

カメラコントロールユニット
CU-UHD4000/CU-UHD4000-EX2

ENG ／
EFPレンズ

リモートコントロール
ユニットRU-1500VR

セットアップコントロール
ユニット SU-1000

SD メモリー
カード

 （2GB 以下）
9 型ビューファインダー

VF-L90HD

ビューファインダー
アダプタ AT-S951

マイクロフォンアダプタ
MH-1000

マイクロフォン SGM-Pll

マイクロフォン SGM-PDll

マイクロフォンアダプタ
MH-402

2型ビューファインダー
VF-402-S3/VF-L20HD

ネットワークハブ

スタジオ運用

ダストカバー レインカバー
ポータブル ——— RC-1200

ポータブル（三脚付） DC-1900 RC-1900
スタジオアダプタ DC-1900S RC-1900S

VF-L90HD
（写真はビューファインダーアダプタAT-951付） 

FA-4000 FA-20

VF-402-S3 ／ VF-L20HD

■ビューファインダー■リモートコントロールユニット
タッチスクリーンにより直接的にカメラ調整 9型カラー液晶

カムコーダ等に着脱可能な小型モデル
■スタジオアダプタ

ケーブルレスのカメラ接続によるスタジオカメラ運用
■光中継BOX

HD-SDI信号を最大で4入力可能な多機能モデル

2型モノクロCRT／カラー液晶

・SA-1000-S2
（写真はレンズマウンタ
LM-B1000付）

・オプション：塗装色黒

RU-1500VR 
（受注生産）

システム構成例

主な特長

主な特長

※SK-UHD4000-EX2専用オプション

新開発2/3型MOS撮像素子を採用

HDシステム用アクセサリの共用

HDTV長距離光ファイバー伝送システム

HDTV現行機種と同一高さ2U、小型（薄型）のカメラコントロールユニット（CCU）

マルチフォーマット対応

CCUはカメラシステムと光中継BOXのシステムで兼用※が可能

4K/HD混在運用を実現

低消費電力38Wを実現

最新 MOS 撮像素子の採用と独自に開発した高精度の映像信号処理
により、S/N 比 62dB の低ノイズ、広ダイナミックレンジ性能を 
実現。

ビューファインダー、リモート 
コントロールユニット、スタジオ
アダプタなどのアクセサリが使
用可能。スタジオアダプタとの
組み合わせで高倍率大型レンズ
が使用可能。

SK-UHD4000フルシステム構成※ における電源供給時のカメラアダプタからCCUの光ファイバーケーブル最大長は、ユーティリティ電源供給 
なしで4,000mです。
電源を別に供給するシングルモードファイバーの場合は、光ファイバーケーブル最大長は、10,000m です。
CCUから電源を供給する場合の光ファイバーケーブル最大長は、カメラシステムの構成と光ファイバーケーブルの種類により異なります。
※カラーカメラ、カメラアダプタ、スタジオアダプタ、大型ズームレンズ、ビューファインダーの組み合わせ

現行HDTV製品と比較して大幅な機能性の向上を図りつつ、現行製品同等の消費電力を実現しています。
また、ダウンコンバータを内蔵しています。

システムのフレームレートに、従来の59.94Hzと50Hzに加え、29.97Hz、25Hz、23.98Hzを追加しました。

中継現場の多様なニーズ・用途に適応したシステムの拡張性を有しています。 ※CU-UHD4000-EX2の場合

4K と HD の同時出力を可能とし、さらに HD ダウンコンバート出力 
は高変調度の高精細映像を実現。また、HDR や BT.2020 にも対応。

低消費電力デバイスと高効率電源の採用により、低消費電力を実現。
また、高効率放熱設計により、安定的な動作と信頼性の向上を実現。

標準B4マウントを採用することで現行HDTVカメラ同様のシステム運用性を実現した放送用4Kカメラ「SK-UHD4000」を新発売しました。
「SK-UHD4000」は、スポーツ中継現場で問題となる感度と被写界深度の課題を解決し、今後増える4K映像での番組制作を容易にする画期的な
放送用4Kカメラシステムです。

4Kカメラシステム

CU-UHD4000 フロントパネル CU-UHD4000 リアパネル

SK-UHD4000 SK-UHD4000-EX2

SK-UHD4000 / SK-UHD4000-EX2

CU-UHD4000 / CU-UHD4000-EX2

4Kカメララインアップ
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■トライアックスカメラコントロールユニット

光ファイバーアダプタ
CA-HF1000

トライアックスアダプタ
CX-HD1300

1080p光システム
1080i光システム/トライアックスシステム

システム構成例

CU-HD1300T

SU-1000 RU-1500JY/1500VRRU-1000VR

■3倍速HD光システム ■カメラアダプタ

■1080p光システム

■セットアップコントロールユニット ■リモートコントロールユニット

BLACK

LINEAR 1DETAIL LEVEL

CU-HD1300FT

CU-HD1500
1080i（3Uタイプ）

CU-HD500

■カメラコントロールユニット

1080i（2Uタイプ） 1080p/1080i（2Uタイプ）
■カメラコントロールユニット

CU-HD1000-S8SK-HD1500/CA-HF1500

SK-HD1200/CA-HF1300
SK-HD1300/CA-HF1300

3倍速HD対応CCU

1080pカメラヘッド/カメラアダプタ

3倍速カメラヘッド/カメラアダプタ

1080p対応CCU

※RU-1500VR（受注生産）

2型ビューファインダー
VF-402

7 型ビューファインダー
HDF-700H

カメラヘッド
SK-HD1200/1300/

Z-HD5500

ビューファインダーアダプタ
AT-750/AT-90

ビューファインダーアダプタ
AT-S951

1080p

1080p
トライアックス
ケーブル

1080i
ファイバーケーブル

1080i
ファイバー
ケーブル

1080p マルチフォーマット
ファイバーケーブル

三脚アダプタ
TA-Z3

レンズマウンタ
LM-B1000

大型ズームレンズ

カメラアダプタ
CA-HF1300

カメラコントロールユニット
CU-HD1000-S8

リモートコントロール
ケーブル

RJ-45
（LAN）

RJ-45
（LAN）

　

DC-1900

DC-1900S

　
RC-1200

RC-1900

RC-1900S

RJ-45
（LAN）

RJ-45
（LAN）

トライアックスケーブル

カメラアダプタ
CA-HF1000

ビルドアップアダプタ
BU-1000

スタジオアダプタ
SA-1000-S2

カメラコントロールユニット
CU-HD500

カメラコントロールユニット
CU-HD1300FT

トライアックスカメラコントロールユニット
CU-HD1300T

セットアップ
コントロールユニット

SU-1000

ENG/EFPレンズ

RU-1000VR/RU-1500JY
リモートコントロール

トライアックスアダプタ
CX-HD1300

9 型ビューファインダー
VF-L90HD

9 型ビューファインダー
VF-L90HD

ビューファインダーアダプタ
AT-951/AT-90

ビューファインダーフード
HO-1900（R1） 

ネットワークスイッチ
またはハブ

マイクロフォンアダプタ

マイクロフォン
SGM-PⅡ

マイクロフォン
SGM-PDⅡ

MH-1000

マイクロフォンアダプタ
MH-402

ダストカバー
ポータブル

ポータブル（三脚付）
スタジオアダプタ

レインカバー

ハイスピードカメラ

ポータブルカメラ

ポータブル制作カメラ ボックスカメラ

スタジオカメラ
スポーツ中継で高画質なスロー映像を実現 高性能・高機能に裏付けられた安定／安心の最高峰カメラ

手動光学フィルタ内蔵、光/トライアックスシステム運用可能

スタジオ運用、フィールド運用できるマルチスタンダードカメラ

SK-HD1500 SK-HD2000/HD2200

SK-HD1200 SK-HD1300

Z-HD5000

Z-HD6000/Z-HD5500

DK-Z50

DK-H200/DK-H100

230万画素3CCD　
3倍速1080i光システム

230万画素3CCD　
SK-HD2000：1080iシステム
SK-HD2200：1080pシステム

新センサ搭載により高画質を実現
260万画素3MOS
1080p光システム
1080i光システム/
トライアックスシステム
感度F10(2000lx）
62dB

SK-HD1000
230万画素3CCD　
1080i光システム/
トライアックスシステム

放送レベルの高画質を実現
DK-H200：260万画素3MOS
感度F12（2000lx） 60dB
DK-H100：230万画素3CCD
感度F10（2000lx） 60dB

ハイコストパフォーマンスカメラ
100万画素3CCD
感度F10（2000lx）
58dB

230万画素プログレッシブ3CCD　
1080p光システム
1080i光システム/
トライアックスシステム

新センサ搭載により高画質を実現
260万画素3MOS
Z-HD6000:
　感度F12（2000lx） 60dB
Z-HD5500:
　感度F10（2000lx） 62dB

ハイコストパフォーマンスカメラ
100万画素3CCD
感度F10（2000lx）58dB ※写真はZ-HD6000

HDカメラシステムに新たに3倍速ＨＤハイスピードカメラSK-HD1500とハイコストパフォーマンスなマルチフォーマットカメラSK-HD1300を加え、
さらに充実したラインアップ。2/3型レンズが使用できるフルHDカメラでスポーツ中継から小規模スタジオ運用に実力を発揮します。

HDカメラシステム

HDカメララインアップ

主な特長
高感度・低ノイズ マルチフォーマット出力

高解像度

低消費電力高画質

RLAC

1080i方式2/3型230万画素IT-CCDの採用と低ノイズ回路により、
高感度F10（2000lx）、高S/N 60dBを達成しています。

［SK-HD2000/SK-HD1000/DK-H100］

各カメラヘッドと推奨のカメラコントロールユニットを組み合わせる
ことにより、各種フォーマットでの出力が可能です。

（3G-SDI、Dual Link、HD-SDI、SD-SDI同時出力可能）
1080/59.94p、1080/50p、1080/24PsF［CU-HD1300FT/CU-HD1300T］
1080/59.94i、1080/50i、720/59.94p、720/50p、480/59.94i、576/50i 

［CU-HD1300FT/CU-HD1300T/CU-HD1000-S8/CU-HD500］
高精度のCCD貼り合わせ技術により、水平解像度1,100TV本の高解
像度を提供します。

低電力デバイスと高効率電源の採用により、従来製品と比べて大幅に
電力を低減しました。また、高効率放熱設計により、安定的な動作と
信頼性の向上を実現しています。

16bit A/Dコンバーターの採用と高精度の映像信号処理により、鮮明
な色･高画質を実現しています。

収差補正対応レンズ使用時に映像信号処理により倍率色収差を軽減します。

専用ケーブル接続では最大12台、
LAN接続では最大128台を制御
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取扱店 お求めは信用とアフターサービスの ……… http://www.hitachi-kokusai.co.jp/
東京事業所：〒187-8511   東京都小平市御幸町32

映像・通信事業部 営業統括本部　放送・映像システム営業本部

放送営業部（050）3383 ‒ 3485
大 阪（06）6920 ‒ 6320
福 岡（092）412 ‒ 8828

●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。尚、不明な場合には弊社担当営業にお問い合わせください。
●本カタログの内容は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。
●PROGRADE®は（株）日立国際電気の登録商標または商標です。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「ご使用のしおり」または「取扱説明書」を
よくお読みください。
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