製品仕様書

AVer EVC350
フル HD テレビ会議システム
４拠点 MCU 内蔵モデル
パネル前面

パネル背面

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 専用 PTZ カメラ
 EVC マイクアレイ（1 個）
 IR リモコン（乾電池付き）
 AC 電源アダプター
 ケーブル類
 保証書
 クイックガイド
通信仕様
 H.323、 SIP 標準、SLP TLS
 64Kbps～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 専用 PTZ:
 パン/チルト/ズーム カメラ
 200 万画素 CMOS センサー
 18 倍トータルズーム(12 倍光学＋1.5 倍デジタル)
 パン左右±130°チルト上下＋90°/－25°
 画角：対角 82° (水平 72°垂直 43°)
カメラ画像解像度
 HD1080p (1920 x 1080)
 HD720p (1280 x 720)
 480p (848 x 480)
 4CIF (704 x 576)
 CIF (352 x 288)
 SIF (352 x 240)
 全ての解像度で 30fps

コンテンツ共有解像度
 対応解像度:
 HD1080p (1920 x 1080)
 WSXGA+ (1680 x 1050)
 SXGA (1280 x 1024)
 WXGA (1280 x 768)
 HD720p (1280 x 720)
 XGA (1024 x 768)
 SVGA (800 x 600)
 D1 (720 x 480)
 VGA (640 x 480)
 出力解像度:
 HD1080p (1920 x 1080)まで 30fps
ビデオ標準
 H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263,
H.261
 H.239 デュアルビデオストリーム
 BFCP コンテンツ共有
 ビデオ機能
 3D デノイズ
映像入力
 EVC 専用 PTZ カメラ
 VGA 1 系統
 DVI (HDMI) １系統
映像出力
 HDMI 2 系統
 VGA 1 系統
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製品仕様書
オーディオ標準
 G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C
(Polycom®よりライセンス供与）
入力音声処理
 オートゲインコントロール (AGC)
 アドバンスド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)
音声端子
 EVC マイク ※4 個まで増設可(オプション)
 DVI (HDMI)
 ライン入力(3.5 mm)
 オーディオ出力
 HDMI 音声出力
 ライン出力(3.5 mm)
その他の準拠標準
 H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q,
H.460,
 SRTP
ユーザーインターフェース
 デュアルモニタ対応
 対応言語 22 カ国語: 英語, 日本語, 繁体中国語, 簡体中国語, チェコ
語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハ
ンガリー語, イタリア語,韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル
語-ブラジル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, タ
イ語, トルコ語)






サイト名表示/編集
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 (10 ポジション)
グループコール

ネットワーク
 10/100/1000Mbps
 PPPoE 対応
 NAT/ファイアウォールトラバーサル
 高効率ロストパケットリカバリー機能 (HELPeR™)
 Telnet による API 対応
 Wake-on-LAN (WOL)対応
 IPv4 / IPv6 対応
 ネットワークテスト
 QoS
 ネットワークタイムプロトコル (NTP)対応

モバイルソフトウェア EZMeetup
 iOS , Android 端末サポート（フリーアプリ）
 30 日間フリートライアル PC 版（Windows® , Mac®）
 ソフトウェア
 H.264 ビデオコーデック接続
 受信解像度 HD720p 30fps まで、送信解像度
VGA(640x480) 30fps まで
 EVC 多拠点モデルと互換
 ファームウェア ver.10.06.xx 以降と互換
ホワイトボードソフトウェア EZDraw（フリーアプリ）
 コンテンツ共有、キャプチャー、録画機能
 EVC 多拠点モデルと互換
 ファームウェア Ver.10.12.xx 以降と互換
 JPG,PNG,GIF,BMP ファイル読込可能
 PNG ファイル出力
 最大 10 台のタブレットと接続可能
電源仕様
 AC 100V~240V, 50/60Hz
 消費電力: EIAJ 12V, 4A
動作環境
 動作温度: 0～40℃
 動作湿度: 20%～80%
 保存温度: -20～60℃
 保存湿度: 20%～80%
 サイズと重量
 パッケージサイズ: 376 x 300 x 243 mm
 パッケージ重量: 6.99kg
 システム本体 (コーデック): 320 x 262.7 x 37.2 mm
 EVC 専用 PTZ カメラ:180 x 144 x 184 mm
 EVC マイクアレイ: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm
製品保証
 ご購入日より 1 年間
ライセンス追加機能
・別売ライセンスによる MCU 機能の追加 （４MCU→１０MCU）
※ライセンスの認証にはインターネット環境への接続必須。

“仕様は国によって異なる可能性や、予告なしに変更する場合があります”

セキュリティ
 AES (アドバンスド暗号標準) 機能 (128 ビット)
 システム設定用パスワード保護
 リモートシステムマネジメント用パスワード保護
ウェブマネジメントツール
 リモートマネジメント機能
 ライブモニタリング機能
 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
 システム設定の復元
 発着信履歴のエクスポート
ビデオ映像 録画機能
 会議中録画とオフライン録画
※USB メモリを本体に接続時のみ有効
 再生中のレイアウト変更
 VC プレーヤーソフトウェアによる再生・ファイル変換
(.mov/.mp4 形式)
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