EVC125P/EVC150
HD/フルHDテレビ会議システム

EVC125P/EVC150は中小規模から大規模事業法人まで幅広くご利用頂けるコスト
パフォ ーマンス抜群のテレビ会議システムです。EVC125PはHD720pカメラ画像、EVC
150はフルHD1080pカメラ画像とHD720p画質のコンテンツ共有が行えます。PTZカメラ
とマイクロフォンアレイ、使いやすい操作画面、コンパクトなデザインなどの特徴を
備えています。AVerテレビ会議システムは安心の3年間製品保証により優れた投資
効果を発揮します。
※3年間製品保証にはコーデック本体、カメラ、マイクを含みます。
付属品 （ケーブル類、リモコン、ACアダプター）は1年間保証となります。

フルHDビデオ＆HDコンテンツ共有画像
HD1080pの高解像度と30fpsの滑らかなリアルタイムビデオ送受信により、臨場感あふれる双方向テレ
ビ会議を実現します。同時にHD720p 30fpsの高画質によるPCや動画素材、書画カメラなどのコンテン
ツ共有画像の送受信が可能です。

USBメモリーワンタッチ録画
映像、音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子を接続中はもちろん接続していない場合も
USBメモリーにダイレクトに録画できますので、会議後の情報ロスを逃しません。録画した映像は
EVC125P/EVC150本体やソフトウェアVCプレーヤーを使ってパソコンで再生することが可能です。

18倍ズーム新PTZカメラ・16倍光学ズームPTZカメラ
EVC150のパワフルなフルHDカメラは12倍光学ズーム×1.5倍デジタルズームのトータル18倍
ズームを搭載しています。パン左右±130°、チルト上下＋90°/－25°と幅広く動かすこと
ができます。EVC125Pはパン左右±100°、チルト上下±25°の光学16倍ズームPTZカメラ
を標準装備し大規模会議室でも参加者の表情をクッキリ映し出します。

ディジーチェーンにより４個まで拡張可能なマイク
ニューマイクアレー技術とアドバンストノイズリダクション、オートゲインコントロール、エコーキャン
セラーなどの洗練されたオーディオ処理技術を搭載。臨場感あふれるオーディオ品質を提供
します。

卓越した100ポジションカメラプリセット
100ポジションまでのカメラプリセットが行えますので、ビデオ会議を行っている際、パンやズーム
などのマニュアル操作の必要がありません。事前にリモコンでプリセットポジションをセットしてお
けば、会議中にボタンを押すだけでどの位置からでもセットした被写体にズームアップします。

便利な統合リモート管理ツール
Averのウェブベース管理プラットホームであるWebToolによりEVC125P/EVC150にアクセスし、様々な
リモート管理制御が行えます。先進のネットワーク技術であるWake-on-LAN(WOL)、Telnet、
ネットワークテスト、HELPeR™により、 EVC125P/EVC150はLANやインターネットを介した
インテグレーションを可能にします。

AVer EVC125P/EVC150
テレビ会議システム
製品仕様
同梱/付属品
テレビ会議システム本体 (コーデック)
EVC eCam PTZカメラ (EVC125P搭載）
EVC 新eCam PTZカメラ (EVC150搭載)
EVCマイクアレー（1個）

- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- VGA (640 x 480)
出力解像度:
- HD720p (1280 x 720) 30fpsまで

ビデオ標準

IRリモコン（乾電池付き）
AC電源アダプター

H.264, H.264HP, H.264SVC, H.263,
H.263+, H.261
H.239 デュアルビデオストリーム

ケーブル類
保証書
クイックガイド

映像入力

通信仕様

eCamPTZカメラ/新eCamPTZカメラ
VGA

H.323 、SIP標準、SIP TLS
128Kbps～4Mbps
RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)
マニュアル帯域設定

カメラ
EVC eCam PTZカメラ (EVC125P搭載）
- パン/チルト/ズーム カメラ
- 200万画素 CMOSセンサー
- 16倍 光学ズーム
- パン左右±100°; チルト上下±25°
- 67° FOV (水平画角61°)
EVC 新eCam PTZカメラ (EVC150搭載)
- パン/チルト カメラ

映像出力
HDMI
VGA

オーディオ標準
G.711, G.722, G.728,
G.722.1/G.722.1C
AAC-LD (EVC150搭載)

オーディオ機能
オートゲインコントロール (AGC)
アドバンストノイズリダクション
アコースティックエコーキャンセラー
(AEC)

- 200万画素 CMOSセンサー
- 12倍光学ズーム＋1.5倍デジタルズーム

オーディオ入力
EVC マイクアレー

- パン左右±130°

ライン入力 (3.5 mm)

チルト上下＋90°－25°
- 82° FOV

オーディオ出力

（水平画角72°垂直画角43°）

HDMIケーブルによるデジタル

カメラ画像解像度

オーディオ

FullHD1080p (1920 x 1080) *EVC150のみ
HD720p (1280 x 720)

ライン出力(3.5 mm)

その他の準拠標準

480p (848 x 480)

H.224, H.225, H.245, H.281, H.323

4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)

Annex Q, H.460, SRTP

WCIF (512 x 288)

ユーザーインターフェース

SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
全ての解像度で30fps

シングル及びデュアルモニター対応

コンテンツ共有解像度

マルチレイアウト仕様
ユーザーフレンドリー OSD (22言語サ

対応解像度:

ポート: 英語, 繁体中国語, 簡体中国

- WXGA+(1440 x 900)

語, チェコ語, デンマーク語, オランダ

- HD (1360 x 768)
- SXGA (1280 x 1024)

-

語, フィンランド語, フランス語, ドイツ

電源仕様

語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語
韓国語, ノルウェー語, ポーランド語,

AC 100V ～ 240V, 50/60Hz
消費電力: EIAJ 12V, 5A

ポルトガル-ブラジル語,
ルーマニア語, ロシア語, スペイン語,

環境仕様

スウェーデン語, タイ語, トルコ語)

動作温度:
動作湿度:
保存温度:
保存湿度:

サイト名表示/編集

ネットワーク
10/100/1000Mbps
PPPoE対応

0～40℃
20%～80%
-20～60℃
20%～80%

NAT/ファイアウォールトラバーサル

サイズと重量

高効率ロストパケットリカバリー機能

パッケージサイズ:
330 x 230 x 265 mm (EVC125P)

(HELPeR™)

376 x 300 x 243 mm (EVC150)

TelnetによるAPI対応

パッケージ重量

Wake-up-on-LAN (WOL)対応

4.32kg (EVC125P)

IPv4/ IPv6 対応

6.49kg(EVC150)

QoS

テレビ会議システム本体 (コーデック):

セキュリティー

260 x 158.7 x 33 mm

AES (アドバンスト暗号標準) 機能

EVC eCam PTZ カメラ (EVC125P）:

(128ビット)

122.3 x 122.3 x 159.5 mm

システム設定用パスワード保護

EVC 新eCam PTZカメラ (EVC150):

リモートシステムマネジメント用

180 x 144 x 184 mm

パスワード保護

EVC マイクアレイ:

ウェブマネジメントツール

131.9 x 118.6 x 25.5 mm

ウェブによるリモートマネジメント機能
ウェブによるライブモニター機能
イーサネット/インターネット経由の
ファームウェア更新機能
電話帳のダウンロード/アップロード/
編集
システム設定復元

製品保証
※3年間製品保証にはコーデック本体、カメラ、
マイクを含みます。付属品にはケーブル類と
リモコンを含みます。

ネットワークテスト

その他の機能
会議録画
- 会議中録画とオフライン録画
- USBメモリースティックに直接保存
- 再生中のレイアウト変更サポート
- VCプレーヤーソフトウェアによる
再生 とファイル変換 (mp４/mov 形
式)
ホットキーによるスピードダイヤル
(10セット)
カメラプリセット(100 ポジション)
ネットワークタイムプロトコル (NTP)

オプションアクセサリ

追加マイク

カメラマウント

ハードウェア仕様
正面
ネットワーク状況

背面
USBポート

電源ボタン

DC12V

カメラ入力

USBポート

オーディオ出力

VGA 出力

VGA 入力

HDMI 出力

マイク入力

オーディオ入力 ネットワーク

販売店/代理店

jp.aver.com
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