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MEDIAPOINT HD 概要

▌製品コンセプト

▌特長

 1080pのフルHD高画質映像による

テレビ会議装置を低価格で提供

 PC画面を最大30fpsで共有できる

『プレゼンテーション』機能標準装備

 映像・音声をUSBメモリに保存

 会議にあわせた多彩な表示レイアウト

 ブラウザからも操作・設定・保守可能

 最大6地点会議を可能とするMCUモデル

・基本機能に特化することにより低価格を実現しました。
・他社機HD テレビ会議環境へ廉価増設用として導入可能です。

フルＨＤ画質のテレビ会議装置を
リーズナブルにご導入いただくことができます。



標準／光学カメラモデル

TC-2500／TC-2500A
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装置構成品・オプション

※ 専用マイクは標準添付品を含め最大４台まで接続可能です。

構成品 オプション

標準モデル（TC-2500）

デジタル4倍ズーム

光学カメラモデル（TC-2500A）

光学16倍ズーム

▌装置構成

装置構成 備考

本体 1台

専用カメラ 1台

TC-2500：固定焦点
(デジタル4倍ズーム)

TC-2500A：自動焦点
(光学16倍ズーム)

リモートコントローラ 1台 赤外線

専用マイク 1台 専用マイクケーブル (５ｍ) 添付

HDMIケーブル 1本 1.8m

LANケーブル 1本 3m

専用カメラケーブル 1本 3m

ACアダプタ 1台 1.8m

VGAケーブル 1本 1.8m

クイックガイド 1冊

オプション 備考

専用マイク 1台 専用マイクケーブル (５ｍ) 添付

専用マイクケーブル
(ロング)

1本 10ｍ
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装置外観

番号 名称 機能

①
LAN ステータス
ランプ

LAN接続のステータスを示します。
緑の点灯:正常にＬＡＮ接続されています。
緑の点滅:LAN接続を通してデータが転送されて

います。

② 電源ボタン
このボタンを押してメインシステムの電源をオン
またはオフにします。
赤：電源オフ/青：電源オン

③ USB ポート1
USBメモリを装着することにより、会議録画・
再生、ファームウェアアップグレード、およびシ
ステムログを保存できます。

番号 名称 機能

④ 電源ポート ACアダプタを接続します。

⑤ USB ポート2
USBメモリを装着することで会議録画・再生、
バージョンアップ、およびシステムログの保存
ができます。

⑥ カメラ入力ポート 専用カメラを接続します。

⑦ VGA 出力ポート
VGAモニタ等の表示機器を接続し、セカンド
モニタとして使用します。

⑧
オーディオ
出力ポート

外部スピーカ等のオーディオ出力機器を接続し
ます。

⑨ HDMI 出力ポート
HDMI端子を有する表示機器を接続し、メイン
モニタとして使用します。

⑩ VGA 入力ポート
VGA出力機器 (例:書画カメラ、ノートPC、
デスクトップPC) を接続します。

⑪
オーディオ
入力ポート

オーディオ出力機器（例：パソコン、オーディ
オプレーヤ）を接続します。

⑫ マイク入力ポート
専用マイクを接続します。専用マイクケーブル
のタグ（赤色／青色）とコネクタ部の色をあわ
せて接続してください。

⑬ LAN ポート
ご利用になるネットワーク環境に接続します。
※ ISDNには対応しておりません。

▌装置正面 コネクタ・表示機能一覧 ▌装置背面 コネクタ・表示機能一覧

▌前面 ▌背面
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

※ 上記５つの 箇所を接続すれば、基本的なシステムの
セットアップが完了します。

④

⑥

⑫

⑬

電源ポート

カメラ入力ポート HDMI出力ポート

マイク入力ポート

LAN ポート
⑨
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VGAディスプレイ

外部機器接続

▌接続イメージ

電源コンセント

スピーカ

USBメモリ

※USBメモリ以外の機
器は接続できません

ノートパソコンなど

お客様ネットワークに
接続するスイッチ等

専用マイク

専用カメラ

HDMIディスプレイ

LANケーブル

Audio
ケーブル

VGA
ケーブル

専用カメラ
ケーブル

ACケーブル

ACアダプタ

VGAケーブル HDMIケーブル
Audio

ケーブル

入力側

出力側

専用マイク
ケーブル
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仕様諸元

項目
機能内容

標準モデル（TC-2500） 光学カメラモデル（TC-2500A）

国際標準対応

通信プロトコル H.323／SIP

画像符号化方式 H.264／H.263／H.263+

音声符号化方式 G.711／G.722／G.728／G.722.1：Polycom®／G.722.1C：Polycom®

その他 H.224／H.281、H.225、H.245、H.323AnnexQ (遠隔カメラ制御)、H.239 (デュアルストリーム)

通信 通信速度 64kbps～4096kbps

映像

カメラ
解像度：1080p(1920x1080)／720p(1280x720)／480p(848x480)／４CIF(704ｘ576)／CIF(352x288)／SIF(352ｘ240）

フレームレート 30fps

PC
プレゼンテーション

対応解像度：WXGA+(1440×900)／WXGA(1280×800)／WXGA(1360×768)／Quad-VGA(1280×960)／XGA(1024×768)
／SVGA(800×600)／VGA(640×480)

フレームレート 30fps
音声 音声処理 エコーキャンセラ／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

ネットワーク
NAT／ファイアウォールトラバーサル(H.460/SIP)／Wake up On Lan(WOL)／

IPv4,IPv6サポート／PPPoE／UPnP／パケットリカバリ機能／ネットワークタイムプロトコル(NTP)
セキュリティ 暗号化 H.235（AES）

入出力端子

回線インタフェース IP（Ethernet®）：10Base-T／100Base-TX／1000Base-T

カメラ入力 専用カメラ入力×1

ビデオ入力 VGA×1
ビデオ出力 HDMI®×1／VGA×1

マイク入力 専用マイク入力×1
オーディオ入力 ライン入力ｘ1（φ3.5mm ミニジャック）
オーディオ出力 ライン出力ｘ1（φ3.5mm ミニジャック）

USB USB2.0ポート×2（フロント／リア）

ユーザ
インタフェース

リモコン 赤外線リモコン
ブラウザアクセス Microsoft® Internet Explorer® 9以上

その他
複数画面レイアウト変更／22ヵ国言語対応／お気に入り発信(10件)／カメラプリセット／
電話帳のダウンロード・アップロード／ファームウェアの更新／USBメモリによる録画機能

専用カメラ

方式 固定焦点カメラ 自動焦点カメラ
水平視野角 77° 61°

パン ±100° ±100°
チルト ±25° ±25°
ズーム 4倍 デジタルズーム 16倍 光学ズーム

一般仕様

外形寸法 260mm（W）×159mm（D）×30mm（H） ※突起物を含まず

質量 1.2kg以下

動作環境 温度：0～40℃／湿度：20～80％（結露なきこと）

保存環境 温度：-20～60℃／湿度：20～80％（結露なきこと）

電源 専用ACアダプタ（AC100V、50/60Hz） 36W以下

対応規格 VCCIクラスA、電気通信事業法、電気用品安全法



MCUモデル

TC-2600
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装置構成品・オプション

オプション 備考

専用マイク 1台 専用マイクケーブル (５ｍ) 添付

専用マイクケーブル
(ロング)

1本 10ｍ

※ 専用マイクは標準添付品を含め最大４台まで接続可能です。

構成品 オプション

▌装置構成
MCUモデル（TC-2600）

MCU機能内蔵

装置構成 備考

本体 1台

専用カメラ 1台 自動焦点 (光学16倍ズーム)

リモートコントローラ 1台 赤外線

専用マイク 1台 専用マイクケーブル (５ｍ) 添付

HDMIケーブル 2本 3.0m

LANケーブル 1本 3.0m

専用カメラケーブル 1本 3.0m

ACアダプタ 1台 1.8m

VGAケーブル 1本 3.0m

HDMI⇒DVI変換コネクタ 1個

クイックガイド 1冊
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⑫
カメラ入力ポート

装置外観

番号 名称 機能

①
LAN ステータス
ランプ

LAN接続のステータスを示します。
緑の点灯:正常にＬＡＮ接続されています。
緑の点滅:LAN接続を通してデータが転送されてい
ます。

② 電源ボタン
このボタンを押してメインシステムの電源をオン
またはオフにします。
赤：電源オフ/青：電源オン

③ USB ポート1 USBメモリを装着することにより、会議録画・再
生、ファームウェアアップグレード、およびシス
テムログを保存できます。④ USB ポート2

番号 名称 機能

⑤ LAN ポート
ご利用になるネットワーク環境に接続します。
※ ISDNには対応しておりません。

⑥
カメラ
入力ポート

専用カメラを接続します。

⑦
マイク
入力ポート

専用マイクを接続します。専用マイクケーブルの
タグ（赤色／青色）とコネクタ部の色をあわせて
接続してください。

⑧
DVI(HDMI)
入力ポート

DVI出力機器を接続します。
※添付のHDMI⇒DVI変換コネクタを用いてHDMI
出力機器を接続することもできます。

⑨
VGA
入力ポート

VGA出力機器 (例:書画カメラ、ノートPC、デスク
トップPC) を接続します。

⑩
オーディオ
入力ポート

オーディオ出力機器（例：パソコン、オーディオ
プレーヤ）を接続します。

⑪
オーディオ
出力ポート

外部スピーカ等のオーディオ出力機器を接続します。

⑫
HDMI1
出力ポート

HDMI端子を有する表示機器を接続し、メイン
モニタとして使用します。

⑬
HDMI2
出力ポート

HDMI端子を有する表示機器を接続し、セカンド
モニタとして使用します。

⑭
VGA
出力ポート

VGAモニタ等の表示機器を接続し、セカンドモニタ
として使用します。

⑮ リセットボタン システムを再起動します。

⑯ 電源ポート ACアダプタを接続します。

▌装置正面 コネクタ・表示機能一覧 ▌装置背面 コネクタ・表示機能一覧

▌前面 ▌背面
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

※ 上記５つの 箇所を接続すれば、基本的なシステムの
セットアップが完了します。

⑯
⑥

⑦

電源ポートHDMI1 出力ポート
マイク入力ポート

LAN ポート
⑤
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外部機器接続

▌接続イメージ

電源コンセント

LANケーブル 専用カメラ
ケーブル

スピーカ
VGAディスプレイ

または
HDMIディスプレイ

HDMIディスプレイ

専用カメラ 専用マイク ノートパソコンなどお客様ネットワークに
接続するスイッチ等

専用マイク
ケーブル

VGAケーブル
または

DVIケーブル

Audioケーブル

Audio
ケーブル

HDMIケーブル

VGAケーブル
または

HDMIケーブル

ACケーブル

ACアダプタ

入力側

出力側
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参加地点数による画面レイアウト

▌画面レイアウト

参加する会議の地点数に合わせ、画面レイアウトが自動で切り替わります。

※MCUモデルにおいては、多地点会議の画面レイアウトを変更することができます。

a) 2地点通信時

e) 6地点通信時d) 5地点通信時

b) 3地点通信時 c) 4地点通信時
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画面レイアウト

▌多地点会議の画面レイアウト切替

多地点会議において、以下のレイアウト１～4に切替えることができます。

※参加地点では、レイアウト変更はできません。

話者を中央に、大きく表示するレイアウトです。 すべての地点を均等に配置したレイアウトです。

話者が上部中央にその他の地点を下側に配置
したレイアウトです。

レイアウト１

話者が左上にその他の地点を右側に配置した
レイアウトです。

レイアウト２

レイアウト３ レイアウト４
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仕様諸元

項目
機能内容

MCUモデル（TC-2600）

国際標準対応

通信プロトコル H.323／SIP

画像符号化方式 H.264／H.264HP／H.264SVC／H.263／H.263+

音声符号化方式 G.711／G.722／G.728／G.722.1／G.722.1C

その他 H.224／H.281、H.225,H.245,H.323AnnexQ(遠隔カメラ制御)、H.239(デュアルストリーム)

通信 通信速度 64kbps ～ 4096kbps

映像

カメラ

1080p(1920x1080)／720p(1280x720)／480p(848x480)／４CIF(704ｘ576)／

CIF(352x288)／SIF(352ｘ240）

30fps

PCプレゼンテーション

1080p(1920x1080)／WSXGA+(1680X1050)／SXGA（1280ｘ1024)／WXGA(1280X1024)／

720p(1280x720)／XGA(1024x768)／SVGA（800x600)／D1(720ｘ480）／VGA(640x480)

30fps

音声 音声処理 エコーキャンセラ／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

ネットワーク
NAT／ファイアウォールトラバーサル(H.460/SIP)／Wake up On Lan(WOL)／IPv4,IPv6サポート／PPPoE／UPnP／

パケットリカバリ機能／ネットワークタイムプロトコル(NTP)

セキュリティ 暗号化 H.235(AES128ビット)

入出力端子

回線インタフェース 10Base-T／100Base-Tx／1000Base-T

カメラ入力 専用カメラ入力 x1

ビデオ入力 DVI(HDMI) x1／VGA x1

ビデオ出力 HDMI x2／VGA x1

マイク入力 専用マイク入力 x1

オーディオ入力 ライン入力ｘ1（φ3.5mm ミニジャック）、DVI(HDMI) x１

オーディオ出力 ライン出力ｘ1（φ3.5mm ミニジャック）、HDMI x１

USB USB2.0ポート x2 (フロント)

ユーザ
インタフェース

リモコン 赤外線リモコン

ブラウザアクセス Internet Explorer 9 以上

その他
複数画面レイアウト変更／22ヵ国言語対応／お気に入り発信／カメラプリセット／

電話帳のダウンロード・アップロード／ファームウェアの更新／USBメモリによる録画機能

専用カメラ

方式 光学ズームカメラ

水平視野角 61°

パン ±100°

チルト ±25°

ズーム 16倍光学ズーム

一般仕様

外形寸法 320(W) x 262.7(D) x 37.2(H) ※突起物を含まず

質量 2.2kg以下

動作環境 温度：0～40℃／湿度：20～80％（結露なきこと）

保存環境 温度：-20～60℃／湿度：20～80％（結露なきこと）

電源 専用ACアダプタ（AC100V,50/60Hz） 36W以下

対応規格 VCCIクラスA、電気通信事業法、電気用品安全法



UNIVERGE Aspire UXとの連携

UNIVERGE CERTIFIED認証
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連携におけるメリット

▌操作性の向上
内線番号をダイヤルするだけの簡単操作

これまでのように複雑な手順をとることなく、簡単操作で会議が開催できます。

設定変更などの面倒な操作は不要

フロアのレイアウト変更などで、テレビ会議装置のIPアドレスが変更になった場合でも、内線番号が

更新されるので、登録内容を変更せずにそのまま利用可能です。

SIPサーバ
UNIVERGE Aspire UX

A支店の○○さんは、
内線5678だから・・

テレビ会議システム
MEDIAPOINT HD

IPネットワーク

テレビ会議システム
MEDIAPOINT HD

定期的に情報を更新!
IPアドレスが変わっ
た場合でも、新しい
IPアドレスを再登録
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連携におけるメリット

▌リーズナブルなシステム構築
高価な多地点会議サーバを購入することなく、4地点テレビ会議を構築できます。

※4地点会議中の解像度は、CIF(352x288)となります。

SIPサーバ
UNIVERGE Aspire UX

テレビ会議システム
MEDIAPOINT HD

モニタに表示する会議画面イメージ

※UNIVERGE Aspire UXの基本機能です。



保守サポート
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サポート体制

▌修理

 センドバック方式 にて対応します。

•ホームページのお問い合わせ窓口よりE-mailにて、故障の状況をご連絡ください。
別途「修理案内」を送付し、修理お手続きの詳細をご案内致します。

•お客様より弊社指定修理工場へ発送（発送費用はお客様負担）していただき、修理完了後
に修理工場よりお客様へご返却致します。（返却費用は当社負担）

▌現調・保守

 現地設置サービス （有償）

•お客様で設置するには設定方法に不安がある、操作がわからない、といった場合
技術員が現地で設置調整を行います。

 保守パック (先出しセンドバック保守サポート)（有償）

•故障受付け後、代替機を指定先に送付致します。
お送りした代替機と周辺機器の接続をお客様にて実施して頂くと共に、故障品の
発送をお願いいたします。

※ 無償保証期間は、ご購入後1年間となります。

※ 修理期間中の機材貸出サービスはございません。
代替機が必要なお客様は別途「保守パック」（有償）をご利用ください。




