
SYSTEM EXAMPLE

1. Main frame
　Composite output signal
　Output level
　S/N ratio
　Output impedance
　External signal mixing input
　Input frequency range
　Input/Output gain
　Input impedance
　Pilot input
　Input level range
　Input impedance
　Input data/clock
　Input  level  range
　Input impedance

4. Stereo Modulator
　Output
　Output level
　Output level setting
　Internal modulation frequency
　Modulation mode
　Pre-emphasis
　Frequency characteristics
　Separation
　Distortion
　S/N ratio
　Pilot
　Pilot signal
　Output level setting
　Pilot output
　External AF input frequency lenge
　Input level judgment accuracy
　Input impedance

6. General Data
　Power requirements
　Power consumption
　Dimensions
　Weight
　Operating temp range
　Guarantee temperature range

5. Interface
　Serial interface
　Parallel interface

3. DARC
　Output level
　L-MSK level control
　Auto
　Manual
　Subcarrier  frequency
　Subcarrier distortion
　Data modulation mode
　External input data/clock
　Bit error rate 
　Records

2. RDS
　Output level
　Output level setting
　Subcarrier frequency
　Subcarrier distortion
　Data modulation mode
　External data/clock input
　Bit error rate 
　Records

PC
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FＭ多重信号発生器
FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATORＦＭ多重信号発生器

受信テスト構成例

SPECIFIC ATIONS基本仕様

ORDER INFORM ATIONオーダー情報

ビットエラーレート測定構成例 BIT ERROR RATE MEASUREMENT

Bit Error Rate test

DATA
CLOCK

D.U.T / TUNER
D.U.T / TUNER

PC

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR
MSG-2174

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR
MSG-2174

RF
GP-IB

RS-232C
USB

GP-IB
RS-232C

USB

DARC
RDS

DARC
RDS

① DARC機能のみ
② RDS機能のみ
③ ステレオ変調器のみ

④ DARC + ステレオ変調器
⑤ RDC + ステレオ変調器
⑥ DARC + RDS

⑦ DARC + RDS + ステレオ変調器

MSG-2174
本体
コンポジット出力信号（Main）
出力レベル
S/N 比
出力インピーダンス
外部信号入力
入力周波数範囲
入出力利得
入力インピーダンス
パイロット入力
入力レベル範囲
入力インピーダンス
DATA,CLOCK 入力
入力レベル範囲
入力インピーダンス

RDS
出力レベル
出力レベル設定
サブキャリア周波数
サブキャリアひずみ
データ変調方式
外部DATA、CLOCK 入力
ビットエラーレート
レコード

Max. 3.00 Vp-p（0.00 to 3.00 0.01V step ）
80dB <
75Ω

30Hz to 100kHz
1.0（+0, -0.5dB ）
10kΩ

1.0 Vpp to 3.0 Vpp
10kΩ

TTL
10kΩ

Max. 300mVpp:3.0Vpp=75kHz(100%)
0.0 to 10.0%(0.1%step)
57kHz ± 2Hz
0.1% < (OUTPUT3Vp-p,DEV10%)
DPSK 1.1875kbps
TTL
PN9
00 to 10 (00 fixed pattern)

Max. 450mVpp:3.0Vpp=75kHz(100%)
Auto/Manual switching
Upper limit:: 10.0%, Lower limit::4.0%
0.0 to 15.0%(0.1% step)
76kHz ± 2Hz
0.1%<(OUTPUT3Vp-p,DEV at 10%)
LMSK16kbps Frequency shift:±4kHz
TTL
PN9
00 to 10 (00 fixed pattern)

DARC
出力レベル
L-MSKレベルコントロール
AUTO
MANUAL
サブキャリア周波数
サブキャリアひずみ
データ変調方式
外部DATA,CLOCK 入力
ビットエラーレート
レコード

インターフェース
シリアルインターフェース
パラレルインターフェース

電源電圧、他
電源
消費電力
外形・最大寸法
重量
動作温度範囲
性能保証温度範囲

ステレオ変調器
出力
出力レベル
出力レベル設定
内部変調周波数
変調モード
プリエンファシス
周波数特性
分離度
ひずみ率
S/N比
パイロット
パイロット信号
出力レベル設定
パイロット出力
外部AF 入力レベル
入力レベル判定確度
入力インピーダンス

Max. 3.75 Vpp : 3.0 Vpp = 75kHz(100% ) Pre-emphasis : OFF
0 to 125% （ 0.5% step ）　
400Hz,1kHz,6.3kHz,10kHz,15kHz,EXT.
L&R,MONO,MAIN,LEFT,RIGHT,SUB,OFF
OFF,25μs,50μs,75μs
30Hz to 15kHz ±0.2dB
55dB>
0.02%<(OUTPUT3 Vp-p,DEV100%,at MONO）
74dB>

19kHz±1Hz
0 to 15%（1% step）
1.0Vp-p
30Hz～15KHz
2Vpp±2%
10kΩ

RS-232C:D-sub 9pin（male）, USB:Type B（female ）
GP-I B（Compliant with IEEE Std. 488-1975 ）

AC90V to 240V 50/60Hz
Max. 20 VA（Full-featured product ）
Approx. 240（W）x100（H）x350（D）mm
Approx. 5kg
0 to +40℃　
+10 to +35℃

MAS-8420

AM/FM STEREO SIGNAL GENERATOR

AM/FM STEREO SIGNAL GENERATOR

MAS-8420



MSG-2174
FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR

MSG-2174 is an FM multiplex signal generator adopted a multiple module method. Combination of DARC modulator, RDS modulator, and FM stereo 
modulator can be chosen depending on usage of user.  DARC FM multiplex method and RDS (RBDS) FM multiplex method are available by this one 
unit, moreover a stereo modulator can be installed in same casing. By using application software attached to this unit, new data can be created and 
edited by a PC simply.  This unit can output the data by being downloaded. Regarding DARC encoder function, we reduced its size by modifying 
specifications of MSG-2170/2173 and achieved cost reduction.  As for RDS function, usability for production line was prioritized because it is an existing 
method. An FM-AM standard signal generator such as MEGURO MSG-2280 is required in order to generate signal from data which MSG-2174 encodes.

MSG-2174 allows combination which matches user’s needs. (DARC/RDS/Stereo modulator）

概　要 DESCRIPTION

特　長 FEATURES

Main Flame + RDS only 
Main Flame + RDS + Stereo modulator
Main Flame + DARC only  
Main Flame + RDS + DARC
Main Flame + Stereo modulator only 
Main Flame + DARC + Stereo modulator
Main Flame + RDS + DARC + Stereo modulator

FUSE USB
POWER ADDRESS

GND GP-IP
PILOT INPUT RS-232C
MX INPUT OPTION（STEREO MODULATOR)

Text information display

Voice information

Network

Text information displays title of music being played and traffic congestion 
information on a screen in an interrupted manner.
When audio source such as CD is being played, if information (such as 
traffic congestion informatio n and/or weather forecast ) enters, it is 
replaced by a radio automatically and the announcement starts.  The 
original audio source returns when the announcement finished.
Many local broadcast stations constitute a network under a key station to 
cover large area. However frequencies assigned for each local broadcast 
station are not same. By building a RDS network, even if a vehicle travels 
long distance, the radio automaticall y tune radio frequency without 
listener’s tuning, the radio can keep receiving a program.

RDS (Radio Data System) is a broadcast service which is being adopted in Europe.  It is based on the CENELEC standard EN50067:1998.  RBDS 
(Radio Broadcast Data System) is a similar Service in North America.

Signal level setting
Record setting
Modulation patterns

0.0% to 10.0%
00 to 10 (00 is a fixed pattern)
In addition to normal data, this module can output L-MSK modulation signal of ALL0 and ALL1.

RDS/RBDS部
RDS/RBDS module

There was a text information service of FM broadcasting before, but it is used for traffic 
congestion information (VICS= Vehicle Information and Communication System) now. 

DARC (DAta Radio Channel) is a FM multiplex-broadcasting method which was developed by NHK (Japan Broadcasting Corporation)

Signal level setting
Record setting
Modulation patterns

Auto/Manual (0.0% to 15.0%)
00 to 10 (00 is a fixed pattern)
In addition to normal data, this module can output L-MSK modulation signal of ALL0 and ALL1.

DARC部
DARC module

Stereo signal modulation
Internal modulation frequency
Pre-emphasis
Modulation modes

ON, OFF, and variability of modulation (0.0 to 125%)
EXT, 400Hz, 1kHz, 6.3kHz, 10kHz, 15kHz
OFF, 25µS, 50 S, 75 S
OFF, MAIN, L & R, SUB, LEFT, RIGHT, MONO

ステレオ変調器
Stereo modulator

This unit can measure and display bit error rate by comparison of demodulated signal from outside with PN9.

ビットエラーレート測定
Bit error rate measurement 

Internal recorder can save data which is input by external connector.  (Max. 60 frames)

外部データセーブ機能 （DARC only）
External data save function

This unit equips GP-IB, RS-232C, and USB.

豊富なインターフェース
Friendly interface

MSG-2174

【Combination example】

①

②

③

ユーザー選択
User’s Choice

Maine frame

Back Panel

FM multiplex data for outputting by MSG-2174 can be created and 
edited by a PC.

エディタープログラム
Editor program

FＭ多重信号発生器

MSG-2174はFM多重信号発生器です。マルチプレクス方式を採用しましたので、ユーザー様の仕様に応じて組み合わせを選ぶ事が出来ます。RDS（RBDS）方式、DARC方式
のFM多重方式が1台で可能になり又、ステレオ変調器も内蔵する事が可能です。本器付属のアプリケーションソフトを用いて、パソコン上で容易にデータを作成、編集す
ることができ、それを本器にダウンロードする事により、任意のデータを出力させる事が可能です。MSG-2174のDARCエンコーダの機能に置いては、MSG-2170,2173
の仕様をアレンジして、スリム化を図り、低コストを実現しました。RDS機能に置いては既存の方式であるため、生産ライン用に向け使い易さを重視しました。

RDS (RBDS) 、DARC、ステレオ変調器が自由に組み合わせができます。

DARC MODULATORDARC MODULATOR

RDS MODULATORRDS MODULATOR

FM STEREO MODULATORFM STEREO MODULATOR

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR

欧州CENELEC規格EN50067：1998 に準拠したRDS（Radio data system）信号と、北米の規格NRSC/NAB に準拠したRBDS（Radio Broadcast Data system ）信号を
発生します。

○画面文字情報

○音声割り込み

○ネットワーク

信号レベルの設定 0.0～10. 0％
00～10（00は固定データ）
通常のデータの他に、データALL0 、データALL1のMSK信号出力できます。

レコードの設定
変調パターンの切換

信号レベルの設定

Stereo信号変調
内部変調周波数
プリエンファシス
変調モード

AUTO/MANUAL（0.0～15.0％）
00～10（00は固定データ）
通常のデータの他に、データALL0 、データALL1のMSK信号出力できます。

レコードの設定
変調パターンの切換

再生中の曲名や渋滞情報を画面に文字表示。

車などの長距離移動していても、このRDS ネットワークの構
築により、ユーザー側で周波数を変えることなく自動でラジオ
側で周波数を代えて、連続受信できるようにします。

別な再生ソース（CD等）聞いている時など、情報（交通情報、
天気予報）が入ってくると自動的にラジオに切り替わり音声
案内をし、終了すると元のソースに切り替わる。

DAta Radio Channelの略で、NHKで開発されたFM文字多重方式です。

MSG-2174より出力されるFM多重データをPCにより作成や編集
が容易にできます。

○以前は、FM放送の文字情報もありましたが、現在は交通情報（VICS）で使用
　されています。

内部のPN9信号と外部入力した復調信号（クロック/データ）を比較しビットエラーレートを表示させることができます。
比較するビット数は、10,000bit～9,990,000bitまで10,000bit単位で設定することができます。
ビットエラーレートは10000bit単位で測定された値とそれを数回繰り返した平均値が表示されます。

外部コネクタから入力されたデータを内部レコードにセーブする事が出来ます。（最長60フレーム）

GP-IB、RS-232C、USBを標準装備



MSG-2174
FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR

MSG-2174 is an FM multiplex signal generator adopted a multiple module method. Combination of DARC modulator, RDS modulator, and FM stereo 
modulator can be chosen depending on usage of user.  DARC FM multiplex method and RDS (RBDS) FM multiplex method are available by this one 
unit, moreover a stereo modulator can be installed in same casing. By using application software attached to this unit, new data can be created and 
edited by a PC simply.  This unit can output the data by being downloaded. Regarding DARC encoder function, we reduced its size by modifying 
specifications of MSG-2170/2173 and achieved cost reduction.  As for RDS function, usability for production line was prioritized because it is an existing 
method. An FM-AM standard signal generator such as MEGURO MSG-2280 is required in order to generate signal from data which MSG-2174 encodes.

MSG-2174 allows combination which matches user’s needs. (DARC/RDS/Stereo modulator）

概　要 DESCRIPTION

特　長 FEATURES

Main Flame + RDS only 
Main Flame + RDS + Stereo modulator
Main Flame + DARC only  
Main Flame + RDS + DARC
Main Flame + Stereo modulator only 
Main Flame + DARC + Stereo modulator
Main Flame + RDS + DARC + Stereo modulator

FUSE USB
POWER ADDRESS

GND GP-IP
PILOT INPUT RS-232C
MX INPUT OPTION（STEREO MODULATOR)

Text information display

Voice information

Network

Text information displays title of music being played and traffic congestion 
information on a screen in an interrupted manner.
When audio source such as CD is being played, if information (such as 
traffic congestion informatio n and/or weather forecast ) enters, it is 
replaced by a radio automatically and the announcement starts.  The 
original audio source returns when the announcement finished.
Many local broadcast stations constitute a network under a key station to 
cover large area. However frequencies assigned for each local broadcast 
station are not same. By building a RDS network, even if a vehicle travels 
long distance, the radio automaticall y tune radio frequency without 
listener’s tuning, the radio can keep receiving a program.

RDS (Radio Data System) is a broadcast service which is being adopted in Europe.  It is based on the CENELEC standard EN50067:1998.  RBDS 
(Radio Broadcast Data System) is a similar Service in North America.

Signal level setting
Record setting
Modulation patterns

0.0% to 10.0%
00 to 10 (00 is a fixed pattern)
In addition to normal data, this module can output L-MSK modulation signal of ALL0 and ALL1.

RDS/RBDS部
RDS/RBDS module

There was a text information service of FM broadcasting before, but it is used for traffic 
congestion information (VICS= Vehicle Information and Communication System) now. 

DARC (DAta Radio Channel) is a FM multiplex-broadcasting method which was developed by NHK (Japan Broadcasting Corporation)

Signal level setting
Record setting
Modulation patterns

Auto/Manual (0.0% to 15.0%)
00 to 10 (00 is a fixed pattern)
In addition to normal data, this module can output L-MSK modulation signal of ALL0 and ALL1.

DARC部
DARC module

Stereo signal modulation
Internal modulation frequency
Pre-emphasis
Modulation modes

ON, OFF, and variability of modulation (0.0 to 125%)
EXT, 400Hz, 1kHz, 6.3kHz, 10kHz, 15kHz
OFF, 25µS, 50 S, 75 S
OFF, MAIN, L & R, SUB, LEFT, RIGHT, MONO

ステレオ変調器
Stereo modulator

This unit can measure and display bit error rate by comparison of demodulated signal from outside with PN9.

ビットエラーレート測定
Bit error rate measurement 

Internal recorder can save data which is input by external connector.  (Max. 60 frames)

外部データセーブ機能 （DARC only）
External data save function

This unit equips GP-IB, RS-232C, and USB.

豊富なインターフェース
Friendly interface

MSG-2174

【Combination example】

①

②

③

ユーザー選択
User’s Choice

Maine frame

Back Panel

FM multiplex data for outputting by MSG-2174 can be created and 
edited by a PC.

エディタープログラム
Editor program

FＭ多重信号発生器

MSG-2174はFM多重信号発生器です。マルチプレクス方式を採用しましたので、ユーザー様の仕様に応じて組み合わせを選ぶ事が出来ます。RDS（RBDS）方式、DARC方式
のFM多重方式が1台で可能になり又、ステレオ変調器も内蔵する事が可能です。本器付属のアプリケーションソフトを用いて、パソコン上で容易にデータを作成、編集す
ることができ、それを本器にダウンロードする事により、任意のデータを出力させる事が可能です。MSG-2174のDARCエンコーダの機能に置いては、MSG-2170,2173
の仕様をアレンジして、スリム化を図り、低コストを実現しました。RDS機能に置いては既存の方式であるため、生産ライン用に向け使い易さを重視しました。

RDS (RBDS) 、DARC、ステレオ変調器が自由に組み合わせができます。

DARC MODULATORDARC MODULATOR

RDS MODULATORRDS MODULATOR

FM STEREO MODULATORFM STEREO MODULATOR

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR

欧州CENELEC規格EN50067：1998 に準拠したRDS（Radio data system）信号と、北米の規格NRSC/NAB に準拠したRBDS（Radio Broadcast Data system ）信号を
発生します。

○画面文字情報

○音声割り込み

○ネットワーク

信号レベルの設定 0.0～10. 0％
00～10（00は固定データ）
通常のデータの他に、データALL0 、データALL1のMSK信号出力できます。

レコードの設定
変調パターンの切換

信号レベルの設定

Stereo信号変調
内部変調周波数
プリエンファシス
変調モード

AUTO/MANUAL（0.0～15.0％）
00～10（00は固定データ）
通常のデータの他に、データALL0 、データALL1のMSK信号出力できます。

レコードの設定
変調パターンの切換

再生中の曲名や渋滞情報を画面に文字表示。

車などの長距離移動していても、このRDS ネットワークの構
築により、ユーザー側で周波数を変えることなく自動でラジオ
側で周波数を代えて、連続受信できるようにします。

別な再生ソース（CD等）聞いている時など、情報（交通情報、
天気予報）が入ってくると自動的にラジオに切り替わり音声
案内をし、終了すると元のソースに切り替わる。

DAta Radio Channelの略で、NHKで開発されたFM文字多重方式です。

MSG-2174より出力されるFM多重データをPCにより作成や編集
が容易にできます。

○以前は、FM放送の文字情報もありましたが、現在は交通情報（VICS）で使用
　されています。

内部のPN9信号と外部入力した復調信号（クロック/データ）を比較しビットエラーレートを表示させることができます。
比較するビット数は、10,000bit～9,990,000bitまで10,000bit単位で設定することができます。
ビットエラーレートは10000bit単位で測定された値とそれを数回繰り返した平均値が表示されます。

外部コネクタから入力されたデータを内部レコードにセーブする事が出来ます。（最長60フレーム）

GP-IB、RS-232C、USBを標準装備



SYSTEM EXAMPLE

1. Main frame
　Composite output signal
　Output level
　S/N ratio
　Output impedance
　External signal mixing input
　Input frequency range
　Input/Output gain
　Input impedance
　Pilot input
　Input level range
　Input impedance
　Input data/clock
　Input  level  range
　Input impedance

4. Stereo Modulator
　Output
　Output level
　Output level setting
　Internal modulation frequency
　Modulation mode
　Pre-emphasis
　Frequency characteristics
　Separation
　Distortion
　S/N ratio
　Pilot
　Pilot signal
　Output level setting
　Pilot output
　External AF input frequency lenge
　Input level judgment accuracy
　Input impedance

6. General Data
　Power requirements
　Power consumption
　Dimensions
　Weight
　Operating temp range
　Guarantee temperature range

5. Interface
　Serial interface
　Parallel interface

3. DARC
　Output level
　L-MSK level control
　Auto
　Manual
　Subcarrier  frequency
　Subcarrier distortion
　Data modulation mode
　External input data/clock
　Bit error rate 
　Records

2. RDS
　Output level
　Output level setting
　Subcarrier frequency
　Subcarrier distortion
　Data modulation mode
　External data/clock input
　Bit error rate 
　Records

PC
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FＭ多重信号発生器
FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATORＦＭ多重信号発生器

受信テスト構成例

SPECIFIC ATIONS基本仕様

ORDER INFORM ATIONオーダー情報

ビットエラーレート測定構成例 BIT ERROR RATE MEASUREMENT

Bit Error Rate test

DATA
CLOCK

D.U.T / TUNER
D.U.T / TUNER

PC

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR
MSG-2174

FM MULTIPLEX SIGNAL GENERATOR
MSG-2174

RF
GP-IB

RS-232C
USB

GP-IB
RS-232C

USB

DARC
RDS

DARC
RDS

① DARC機能のみ
② RDS機能のみ
③ ステレオ変調器のみ

④ DARC + ステレオ変調器
⑤ RDC + ステレオ変調器
⑥ DARC + RDS

⑦ DARC + RDS + ステレオ変調器

MSG-2174
本体
コンポジット出力信号（Main）
出力レベル
S/N 比
出力インピーダンス
外部信号入力
入力周波数範囲
入出力利得
入力インピーダンス
パイロット入力
入力レベル範囲
入力インピーダンス
DATA,CLOCK 入力
入力レベル範囲
入力インピーダンス

RDS
出力レベル
出力レベル設定
サブキャリア周波数
サブキャリアひずみ
データ変調方式
外部DATA、CLOCK 入力
ビットエラーレート
レコード

Max. 3.00 Vp-p（0.00 to 3.00 0.01V step ）
80dB <
75Ω

30Hz to 100kHz
1.0（+0, -0.5dB ）
10kΩ

1.0 Vpp to 3.0 Vpp
10kΩ

TTL
10kΩ

Max. 300mVpp:3.0Vpp=75kHz(100%)
0.0 to 10.0%(0.1%step)
57kHz ± 2Hz
0.1% < (OUTPUT3Vp-p,DEV10%)
DPSK 1.1875kbps
TTL
PN9
00 to 10 (00 fixed pattern)

Max. 450mVpp:3.0Vpp=75kHz(100%)
Auto/Manual switching
Upper limit:: 10.0%, Lower limit::4.0%
0.0 to 15.0%(0.1% step)
76kHz ± 2Hz
0.1%<(OUTPUT3Vp-p,DEV at 10%)
LMSK16kbps Frequency shift:±4kHz
TTL
PN9
00 to 10 (00 fixed pattern)

DARC
出力レベル
L-MSKレベルコントロール
AUTO
MANUAL
サブキャリア周波数
サブキャリアひずみ
データ変調方式
外部DATA,CLOCK 入力
ビットエラーレート
レコード

インターフェース
シリアルインターフェース
パラレルインターフェース

電源電圧、他
電源
消費電力
外形・最大寸法
重量
動作温度範囲
性能保証温度範囲

ステレオ変調器
出力
出力レベル
出力レベル設定
内部変調周波数
変調モード
プリエンファシス
周波数特性
分離度
ひずみ率
S/N比
パイロット
パイロット信号
出力レベル設定
パイロット出力
外部AF 入力レベル
入力レベル判定確度
入力インピーダンス

Max. 3.75 Vpp : 3.0 Vpp = 75kHz(100% ) Pre-emphasis : OFF
0 to 125% （ 0.5% step ）　
400Hz,1kHz,6.3kHz,10kHz,15kHz,EXT.
L&R,MONO,MAIN,LEFT,RIGHT,SUB,OFF
OFF,25μs,50μs,75μs
30Hz to 15kHz ±0.2dB
55dB>
0.02%<(OUTPUT3 Vp-p,DEV100%,at MONO）
74dB>

19kHz±1Hz
0 to 15%（1% step）
1.0Vp-p
30Hz～15KHz
2Vpp±2%
10kΩ

RS-232C:D-sub 9pin（male）, USB:Type B（female ）
GP-I B（Compliant with IEEE Std. 488-1975 ）

AC90V to 240V 50/60Hz
Max. 20 VA（Full-featured product ）
Approx. 240（W）x100（H）x350（D）mm
Approx. 5kg
0 to +40℃　
+10 to +35℃
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