AVer VB342+
プレミアム Web カメラ サウンドバータイプ

カメラ仕様
．ソニー製 CMOS センサーExmorR
．フレームレート: 4K（３０ｆｐｓ）

USB 仕様
．USB3.1 Gen1 (USB2.0 との互換接続あり)
．UVC (USB ビデオクラス) 1.1

1080p, 720p, 960x540, 848x480, 800x448,
640x480, 640x360, 424x240, 320x240,
320x180 (各解像度60fps,30fps,15fpsに対応)
．スマートフレーム対応：自動 FOV 調整機能
．対角 120°広角レンズ
．ワイドダイナミックレンジ機能 最大 120db （逆光補正）
．最大 4 倍デジタルズーム
．絞り値, 焦点距離: 固定
．左右反転, 露出, ホワイトバランス: PTZApp による自動または
手動切替
．最短動作距離： 80cm
．分析用 API: 会議室の使用状況を把握するため、人数カウント
データを取得できます。
電動パン・チルト機能
．左右パン: 水平 180°の撮影エリア
．上下チルト:垂直 105°の撮影エリア
．最大 10 ヶ所までのカメラ位置保存 ・読み出し (リモコン使用)
．高速/静音パンチルト動作
音声仕様
．マイク：集音範囲約 6m 指向性マイク 2 基 搭載
．5Wx2 ステレオフルレンジスピーカー
．1/2 メートルで最大 96dB SPL 音量
．エコー・キャンセリング機能
．ノイズサプレッション機能（騒音抑制）
．3.5mm ラインイン端子による外部音源の入力
HDMI
．ディスプレイリンク: USB 3.1(GEN 1) HDMI 変換
．最大 HDMI 出力解像度：1080p
*HDMI 出力機能の仕様は AVer PTZapp より、
ディスプレイリンクのドライバーのインストールが必要です。
接続端子
．12V/5A 電源アダプタ差込口
．Mini DIN6 端子（RS232 制御時に使用）
．USB Type C 端子
．HDMI 出力端子 (DisplayLink)
．音声入力 (3.5mm ステレオミニプラグ)
．オプション販売増設マイク入力

ビデオ出力フォーマット
．YUV, YUY2, M-JPEG

カメラ制御 仕様
．付属赤外線リモコンによる操作
．RS232 制御プロトコル：VISCA/pelco P/pelco D
．UVC/UVA プラグアンドプレイ準拠
．ユーティリティソフトウェア PTZApp
設置器具
．カメラ本体壁掛け用の金具をパッケージに同梱
システム動作要件
．Windows 7/8/8.1/10
．Mac OS X 10.7 以降
．Google Chromebook version 29.0.1547.70 以降
．Android 5.0 以降
ハードウェア動作要件*
．2.4GHz Intel@ Core 2 Duo 程度
．2GB 以上の作業用メモリ容量（RAM）
．USB 3.1 Gen1 端子（4K 出力時に必須)
． USB2.0 port (1080p 出力まで対応)
電源仕様
．AC アダプタ 100V ~ 240V, 50/60Hz
．消費電力: 12V, 5A
PTZApp
．SkypeTM プラグインによる操作リモコンでの応答・通話終
了操作
．カメラのファームウェア更新機能（自動または手動）
．ソフトウェア上からのカメラ操作
．カメラ映像の詳細なパラメータ調整
．機器動作の診断ツール
．カメラ映像のライブ表示
EZLive
．映像配信/書き込み/静止画キャプチャ/ビデオ録画

動作環境
．動作
．動作
．保管
．保管

温度:
湿度:
温度:
湿度:

オプション販売品
0 ~ 40°C
20% ~ 80%
-20 ~ 60°C
20% ~ 80%

各寸法
．パッケージ 寸法: 739 x 193 x 229mm
．パッケージ 重量: 4.16kg/9.3lbs
．カメラ本体: 650 x 100 x 109.5mm/2.133kg
．リモコン: 200 x 50 x 21 mm/0.09kg

．Mini DIN6 ―RS232 変換アダプタ
．TV 取付用マウント・固定ネジ
．拡張マイク(10m ケーブル付属)
．拡張マイク(20m ケーブル付属)
． USB 3.1 延長ケーブル(10m)
． USB 3.1 延長ケーブル(20m)
． USB 2.0 ケーブル(5m)
製品保証期間
．カメラ部: 3 年間
．カメラ部以外の付属品: 1 年

パッケージ 同梱物
．VB342+本体
．電源ケーブル (10ft; 3m)
．USB3.1 type-C ・type-A ケーブル (6ft, 1.8m)
．USB3.1 type-A to type-C 変換アダプタ
．クイックガイド
．壁掛け用マウント・固定用ネジ
．保証書
．操作リモコン
．リモコン用電池

動作検証済みソフトウェア
ZOOM, Microsoft® Teams, Skype for
Business, V-CUBEミーティング, Skype
™,LiveOn, Google Hangout, Intel® Unite™,
RingCentral, BlueJeans, CyberLink U
Meeting®, TrueConf, Adobe Connect, Cisco
WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft®
Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast,
XSplit

*４K 解像度ビデオのシステム要件については、各ソフトウェ
アベンダー様までお問い合わせください。

ハードウェア外観

HDMI 出力
増設マイク端子
音声入力
RS232 端子
USB 端子(PC)
電源差込口
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