DATA SHEET

Polycom® EagleEye™ Mini カメラ
コンパクトサイズの高性能なカメラ –ポリコムの優れた
音声ソリューションでより有意義な会議を実現
ビデオコラボレーションによって、ユーザー間のコミュニケーションおよび意思決定を向上すること
ができます。相手のボディランゲージや表情などの非言語的な合図を見ながら会話できるので、
コミュニケーションの効率が高まります。また、相手と顔を合わせて会話をすることで、親密度が
高まり、信頼関係を築くことができます。

特長

• ポリコムの優れた音声ソリューションに

ポリコム音声ソリューションに最適
ポリコムは、25 年以上もの間、市場にトップレベルの革新的な音声技術を提供し続けています。

ビジネス品質のビデオコラボレーション
機能を簡単に追加

当社の使命は、コミュニケーションの力を最大限に高めることです。当社の音声ソリューション

• デスクトップから個室、外出先に至るま

は、ビデオ機能を追加することによって向上することができます。EagleEye Mini USB カメラ

で、各種環境で使用可能なコンパクトで
コスト効率の高いビデオソリューション

は、Polycom Trio 音声会議システム、VVX® 501 および 601 デスクトップフォンに簡単に追加
することができます。またWindows PC/Macに接続しPolycom VoxBox 携帯型スピーカーフォン
と連携させることで手軽に高品質なビデオ会議接続ソリューションの導入が可能です。

ビジネスレベルの HD ビデオ会議

• 内 蔵プライバシーシャッター、ビデオ
ミュート/ミュート解除 LED インジケータ
などを含むセキュリティ機能

機能が豊富なこのカメラは、個人のワークスペースおよび小規模な会議室環境でビジネスレベル

• 遠隔地の参加者にサイマルキャスト映像

の性能を発揮できるよう設計されています。主な特長は、HD 1080p の映像で 4 倍デジタルズーム

ストリームを提 供し、高品質なビデオ
エクスペリエンスを実現

を搭載し、フルにズームアップした場合でも、高い解像度を維持します。また、EagleEye Mini は、
小規模な環境用に最適化されたトゥルーカラーの彩度やバックライト調整、オートフォーカスなど
の機能により、精度が高く、クリアで臨場感あふれる映像を実現します。さらに、EagleEye Mini
は、サイマルキャストストリームをサポートしているので、遠隔地の参加者は、使 用する端末が
サポートする最高解像度で映像を表示することができます。EagleEye Mini の未使用時には、
カメラに内蔵されたプライバシーシャッターが自動的に機能し、ユーザーが意図しないときにカメラ
がオンになることを防ぎます。

個人のワークスペースおよび小規模な会議室環境に適したカメラ
今日、人々は、社内のデスク、個室、近所のカフェ、ホテル、共有ワークスペースなど、さまざまな
場所で業務を行っています。EagleEye Mini と Polycom VoxBox を持ち歩くことで、いつでも、
どこからでも業務を行うことができます。EagleEye Mini カメラは、壁やディスプレイの上部また
は下部に取り付けることができるので、会議室にいる全員が相手と目線を合わせて会話すること
が可能です。

EagleEye Mini は、コンパクトでありながら高い性能を提供します。
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Polycom® EagleEye™ Mini カメラ 仕様
取り付けキットの構成オプション
ディスプレイ上部への取り付け

ディスプレイ下部への取り付け

製品仕様

ビデオ通話の相互運用性

EagleEye Mini の特長

以下を含む、すべてのポリコム UC インフラスト
ラクチャソリューションおよびビデオ会議ソリュー
ションに対応:

•
•
•
•
•
•
•
•

プライバシーシャッター内蔵
機械的に調整可能なチルト
プラグアンドプレイ対応のセットアップ
未圧縮ローカル映像のループバック
ビデオ スクリーン モード: 標準、フル、クロップ
調整可能なレベルおよびフレームレート
ちらつき補正
2 色/4 種類のステータス LED

VVX への取り付け

壁への取り付け

•
•
•
•
•

EN61000-3-2; EN61000-3-3
韓国 KCC
ROHS 準拠
ロシア EAC
オーストラリア C Tick

• Polycom® VVX® 1500
• Polycom® VVX® 500/600 シリーズ ビジネス 安全規格
メディア フォン
• UL 60950-1
• Polycom® RealPresence® Collaboration • UL 62368-1
Server
• CE マーク
• Polycom® HDX® シリーズ
• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
• Polycom® RealPresence® Group シリーズ
• EN 60950-1
ビデオ標準規格
• 標準規格 H.264 に準拠したその他の会議 • EN 62368-1
• H.264 AVC 、H.264 ハイプロファイルでの
端末
• IEC 60950-1
エンコーディング
以下のポリコム音声ソリューションに追加 • IEC 62368-1
• Skype for Business エンコーディング用に
• AS/NZS 60950-1
可能
H.264 SVC をサポート
•
Polycom
VVX®
601
動作条件
• RGB および YUV の生映像
• Polycom VVX® 501
• 温度: 0〜40℃
帯域幅
• Polycom Trio™ 8500*
• 相対湿度: 5%〜95% (結露しないこと)
• 最大送信ビットレート 280 Mbps
• Polycom Trio™ 8800*
保管温度
コンテンツ映像の解像度
• Pol ycom RealPresence Desk top for
• -40〜+70℃
• 24 ビットトゥルーカラー
Windows®/Mac®
生産国
*
Polycom
Trio™
Visual+
が必要
• 最大 1080p 、30 fps での映像送信 (H.264)
• 中国
をサポート
インターフェース
• マルチキャスト映像ストリーム
保証
• USB 2.0 (UVC 1.5 および UVC 1.1 に準拠)

カメラ
電源
• 絞り値: f2.0
• USB ポート経由で 5V、500 mA 未満
• 垂直チルトは、+6 °( 上昇 ) から -22 °( 下降 )
承認規格
まで調整可能
• FCC Part 15 (CFR 47) クラス B
• 82°の対角視野
• ICES-003 クラス B
• 自動露出および自動ホワイトバランス
• EN55032 クラス B
• オートフォーカス
• CISPR32 クラス B
• 4 倍デジタルズーム (1.4 倍 ロスレス)
• VCCI クラス B
• EN55024

• 1年

部品番号
• EagleEye Mini カメラ: 2200-85010-001
• EagleEye Mini カメラ ( 取り付けキット無
し):7200-84990-001
詳細情報
EagleEye Mini およびその他の EagleEye 製品
に関する詳細情報については、www.polycom.
co.jp を参照してください。

ポリコムについて
ポリコムは、人々が直面するさまざまな “距離” の問題を解決し、“コラボレーション” の力を無限大にします。世界中で 40 万以上のお客様が、
ポリコムのセキュアなビデオ、音声、およびコンテンツソリューションにより、あらゆる “距離” の問題を解決し、組織における生産性の向上および
新しい価値の創造、教育・医療環境の拡充などを実現しています。ポリコムは、世界中のパートナー企業と共に、高品質なユーザーエクスペリエンス、
多くの UC 環境との高い相互運用性、投資の保護、あらゆる環境で使用可能な柔軟なコラボレーションソリューションを提供します。ポリコムの
詳しい情報は、www.polycom.co.jp をご覧ください。

ポリコムジャパン株式会社
http：//www.polycom.co.jp
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