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デジタルワイヤレスとは？

音を図にすると波形を示しており、波形の幅の広さや高低で「音」を

表現しています。ワイヤレスマイクは、マイクに入力された音声の波形を

電気の信号に変換し、チューナーへ無線伝送します。その際、音声

を波形のまま信号処理するものがアナログワイヤレスシステム、一方、

音声をデジタル信号処理するものがデジタルワイヤレスシステムです。

詳しく説明すると、デジタルワイヤレスシステムとは、アナログ信号（波形）

をデジタル信号（0と1のみで単純化した信号）に変換処理（ ）して

無線伝送した後、再びアナログ信号へと復元処理（ ）し、拡声する

しくみとなっています。伝送する音声情報をデジタル処理し単純化する

ことで、ノイズに強くなり、クリアな音質が保てるなど、様々なメリット

が生まれます。

2
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デジタル信号処理により音質が向上する理由を知るため、アナログ

ワイヤレスシステムとデジタルワイヤレスシステムの「D/U比」に注目して

みましょう。

D/U比とは、希望波（D=Desire）と妨害波（U=Undesire）の比率の

ことを指します（単位はdB）。希望波は必要な信号のレベル、妨害波

は妨害する信号のレベル、つまりノイズを表しています。妨害波が多く

含まれるほどD/U比の値は減っていきます。つまり、ワイヤレスシステム

においてD/U比とは、クリアな音質を保つのに必要な値と考えること

ができます。

そこで、アナログとデジタルのそれぞれのワイヤレスシステムに必要な

D/U比を比較すると、アナログワイヤレスシステムで40dB、デジタル

ワイヤレスシステムで20dBとなっています。このように、デジタルワイヤレス

システムの必要D/U比はアナログの20dB分有利なことから、より

妨害波の多い状況でクリアな音質を復元できることが分かります。

デジタルワイヤレスは「高音質」に加えて、「多チャンネル運用」「高セキュリティ性」という
メリットも持っています。詳しくは回を改めてご説明します。

デジタルワイヤレスのしくみ

デジタル処理によりクリアな音質に保てるのはなぜ？

現在、通信や放送システムの世界ではデジタル化が進んでいます。
ワイヤレスシステムでもデジタル化の流れは及んでおり、
デジタルワイヤレスは様々なシーンで使用されるようになりました。
そこで今回は、アナログとデジタルの違いに注目しながら、
デジタルワイヤレスのしくみについて解説します。

Information デジタルワイヤレスのメリットは回を改めてご紹介します。 〈デジタルワイヤレスのメリットの例〉
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壁掛型デジタルレコーダー（4局用）

監視、記録、カメラへの電源供給、ネットワーク機能を1台に集約。
15型モニターを搭載し、視認性が大幅に向上したカメラ4台用のデジタルレコーダー。

ここがポイント！
■省スペース設計
設置は壁取付。職員室や警
備員室など、ラックが置けな
い場所でも設置可能です。

■カメラを繋ぐだけで多機能な防犯システムとして活躍！
【監視できる】視認性の高い画像監視が実現
15型の液晶モニターを採用し、カメラからの映像がより見やすく
なりました。

【記録できる】映像だけでなく音声も記録
500GBの大容量HDD内蔵で、長時間の録画が可能。
また、4系統の音声を記録することもできます。

【簡単操作】赤外線リモコンによる操作
付属の赤外線リモコンでカメ
ラ映像の切り換えはもちろ
ん、コンビネーションカメラの
操作、録画されている映像の
検索・再生、機器の設定変更
などの操作が行えます。

【ネットワーク】多地点の
同時監視が可能
ネットワークを通じ、最大10
ヶ所に設置した壁掛型デジ
タルレコーダーの映像をパ
ソコン1台で監視できます。

壁掛型デジタルレコーダー　4局　500GB

C-DV043W-5
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新 製 品 情 報

赤外線マイクシステム　IRシリーズ

赤外線マイクシステムに4chタイプがラインナップ。既存の2chタイプと
組合わせて最大6chまで同時使用が可能になり、幅広いエリアで利用できます。

リモートコントローラー

3軸構造ジョイスティックを搭載し操作性が向上。
最大16台のカメラをリモートコントロールできます。

BGMアンプ

コンパクトで操作性も良好。小規模テナントでも活躍する店舗向けBGMアンプ。

ここがポイント！
■コンパクト設計で省スペース

■構造がシンプルで、操作が簡単

■マイク/ライン入力には音声が入ると自動的にBGMなどの音量を下げるミュート
機能を装備。BGM放送中も店内の雰囲気を壊さずアナウンスが可能

■BGM入力・予備入力は高音・低音を独立調整でき、自由度の高い放送が実現

■30W出力端子の他、1W出力端子も装備し、簡易な2元放送が可能

■出力端子はロー・ハイインピーダンス兼用

ここがポイント！
■最大16台のコンビネーションカメラをRS-485経由でリモートコントロール可能

■操作性の良い3軸構造のジョイスティックを搭載

■TOAのマルチスイッチャーシリーズと組み合わせれば16分割表示や
カメラ映像切り替えが可能。多地点の監視がよりスムーズに

BGMアンプ

BG-M130
希望小売価格￥31,290（税抜￥29,800）

リモートコントローラー

C-RM700
希望小売価格￥161,700
（税抜￥154,000）

赤外線チューナー4ch

IR-704T
希望小売価格￥126,000（税抜￥120,000）

ここがポイント！
■「壁などの遮蔽物を透過しない」赤外線の特長を生かし、
混信と情報漏洩を防止

・壁などに囲まれた空間・室内であれば、外部からの赤外線の侵入
がないため、混信の心配がありません。そのため、隣接した複数
の会議室、教室などでの同時使用も可能です。
・赤外線による通信は、壁などの遮蔽物を透過しません（※）。重要な
会議の内容や情報が、隣接した部屋に漏れたり、盗聴される心配が
ありませんので、安心してお使いいただけます。
（※）赤外線は、ガラス窓など光を通す部分は透過します。

■用途に合わせたシステム設定
混合分配器（IR-700D）を使用して2chタイプと4chタイプを組合わせる
ことにより、最大6ch同時使用のシステムが構築でき、大会議室
などの幅広いエリアでご使用いただけます。

赤外線受光器壁取付型

IR-500R 
希望小売価格￥36,750
（税抜￥35,000）

赤外線受光器用　
スタンド取付金具

IR-500MB
希望小売価格￥5,250
（税抜￥5,000）

赤外線受光器用混合分配器

IR-700D
希望小売価格￥52,500
（税抜￥50,000）
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「ハンズフリー拡声器　ER-1000」
希望小売価格 ￥28,350（税込）

TOA製品をお使いの
ユーザー様から、実際
に使ってみての感想
や使い心地について
お話をお届けするユー
ザーレポート。今回は、
「ハンズフリー拡声器
ER-1000」について、
いろいろとお話を伺い
ました。

大阪府吹田市にある南ヶ丘保育園様。0才から就学までの人
間形成として大切な期間に、「元気なからだ」「ゆたかな心」
「きちんとした生活」をテーマとしたあたたかい保育を行っ
ておられます。また、地域にお住まいの未就園児を対象にし
た子育て支援活動にも取り組んでおられ、地域の皆様と一緒
になっての子育てを推進されています。そうしたなかで運動
会や親子遠足など、外に出かけて行う行事やイベントを多く
取り入れておられ、そこにハンズフリー拡声器ER-1000をご
使用いただいています。

南ヶ丘保育園では、園外に出かけてイベントや行事を行うことが
多く、その度にアンプにスピーカー、マイク、CDなど、いろいろな
機材を持ち運んでいました。保育士は女性が多く、たくさんの重
い荷物を持って、小さな園児を引率することは危険でもあり、とて
も大変でした。

Q.どんなことにお困りでしたか？
A.荷物を持ちながら小さな園児を引率するときが大変でした。

はじめて製品を見たとき、まずそのデザイン性に惹かれました。
そのうえで実際に腰に付けて試してみたところ、軽くて身体にフ

ィットしているため動きやすく、かっこ
いい。伸縮ベルトでしっかりと固定で
きるため、園児達と一緒に体操も思
いっきり楽しむことができます。なに
よりもER-1000を装着した保育士が
前に立つだけで、園児達はウキウキ

しはじめ、「なにか始まりそう」という期待でいっぱいになるよう
です。
携帯オーディオプレーヤーで音楽を流しながら拡声できるのでこ
れ一台でいろいろな使い方ができるところも気に入っています。た
とえば公園で園児達がかけっこを始めたときにも、すぐさまBGM
をかけながらマイクで応援すると、まるで運動会のように盛り上が
ります。自前の携帯オーディオプレーヤーがそのまま使えるため、
好きな曲を簡単に編集できるので使いやすく、便利です。
もちろん、“両手が使える”メリ
ットも大きいです。園児達を連
れて外出するということは思わ
ぬアクシデントに遭うことも想
定されるため、両手が使える
ことはとても安心です。親子遠
足に行く時に園児と手をつな
いで歩けるのも嬉しいですね。

Q.実際に使ってみてどうでしたか？
A.デザインと利便性が良かった。
携帯オーディオプレーヤーと一緒に使えるのも嬉しい。

軽量＆高音質＆パワフル。
かんたん装着・かんたん操作のハンズフリー拡声器。

●両手が自由に使えるため、
多様な用途に対応。
●通達距離約80m、電池持続
時間約8時間のハイパワー、
省電力設計。
●身体への固定は伸縮ベルト
を採用。
●携帯オーディオプレーヤー
などを接続、マイクと同時使
用可能。

ユーザーレポート

南ヶ丘保育園様 / 大阪府吹田市

南ヶ丘保育園の
保育士のみなさま。
いつも笑顔いっぱいで
園児達と接しておられます。

南ヶ丘保育園　
園長　杉山友子様

両手が自由に使えるから、園児達と一緒
に思いっきり体操を楽しめます。

「スタイリッシュで動きやすいデザイン。
軽くて、音楽も同時に流せるから、屋外のちょっとした行事に便利です。」

ハンズフリー拡声器ER-1000は、コンパクトで軽
量でありながら最大出力10Wとパワフルな製品
です。南ヶ丘保育園様は屋外の行事も多いの
で、「ハンドタイプの拡声器を持っていくより、これ
1台をバッグに入れて持っていく方がいいですよ」
と提案させていただきました。両手が使え、音
楽も流せるER-1000は、保育園や小学校には最
適な製品だと考えます。

販売会社様から一言 鈴木出版株式会社　田村雅一様
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