クイックスタートガイド
V4K PRO 超高解像度 USB 書画カメラ
AI音声向上マイク搭載

www.ipevo.jp

カスタマーサービス
Email：cs-jp@staff.ipevo.com

Copyright© 2021 IPEVO Corp. All rights reserved.

はじめに
V4K PROは、多関節スタンドを備えた超高解像度書画カメラで、レンズの位置と向きを自由に設定することが可能です。
革新的なAIによる音声向上テクノロジーを採用し、通信中のバックグラウンドノイズを低減して、自然で邪魔のない、聞
き取りやすい音声を提供します。

AI による音声向上テクノロジー

V4K PROには、AIVCTMノイズリダクション・テクノロジーを活用したIntelliGoチップが搭載されており、人の声を正確に認
識してクリアな状態を保ち、邪魔な周囲のノイズを自動的に除去します。

AI による音声向上テクノロジー

by

V4K PRO について

V4K PRO は�つの部品で構成されています：
800万画素のカメラ、多目的な多関節スタンド、加重ベース。

・カメラ

- カメラのヘッドを回転させて、撮影の角度や向きを変えることができます。

・多関節スタンド

- 資料を捉える高さと位置を簡単に素早く調節できます。

- 緩んだ関節部のボルトを締める場合は、コインを使って時計回りに回転させてください。

・加重ベース：V4K PRO を安定させます。
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加重ベース

1 フォーカスボタン：ライブ画像のピントを合わせ、フォーカスモードを変更します。

・回押してピントを合わせます。
・LEDインジケーターが点滅するまで長押しすると、フォーカスモードがオートフォーカス-シングル(AF-S) に変わります。
デフォルトのフォーカスモードはオートフォーカス-継続 (AF-C) に設定されています。
・もう一度押すと、フォーカスモードがAF-Cに戻ります。

2 AIによる音声向上 オン / オフ

・スライダーを右（「AI」の文字である側）に移動するとオンになります。

3 LEDライト オン / オフ

4 露出トグル：露出を調節できます。

5 LEDインジケーター：V4K PRO を使用中で画像を提供している際に白く点灯します。
6 マイク：
・V4K PRO 使用中にオンになります。ビデオ録画用の音声入力デバイスとして選択できます。
・最良な音を実現するためのマイクとの推奨距離：30～70cm。
7 LEDライト

対応ソフトウェア
V4K PROは標準的なUVCカメラであるため、UVCカメラからの動画ソースを認識できるさまざまなソフトウェアで使用できます。ただし、
V4K PROを十分に活用するには、IPEVO Visualizerソフトウェアとの使用をお勧めします。IPEVO Visualizerは、ビデオ録画、スナップショ
ット、ピクチャーインピクチャーなど、授業やプレゼンテーションに役立つ多くの機能を備えています。
Skype、Zoom、GoToMeeting、Google Meetなど、サードパーティーのビデオ会議ソフトウェアでV4K PROを使用する場合は、
IPEVO CamControlを使って、回転、露出、ピント合わせなどの基本的なカメラ設定を調整することもできます。

IPEVO Visualizer：
https://www.ipevo.jp/software/download/detail/Visualizer

IPEVO CamControl for Windows：
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/files.ipevo.com/download/driver/CamControl/CamControl_win7-10_v1.4.31.0.msi.zip
IPEVO CamControl for Mac：https://apps.apple.com/jp/app/ipevo-camcontrol/id1503271162

Safety Information
Federal Communications Commission (FCC) Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction
manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the authority to operate equipment.
This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of
other channels is not possible.

VCCI-B

以下の場所での製品のご使用ならびにご保管はできる限りお控えください。

暑い場所や熱を発するものの近く
長くお使いただくために

蒸気または油煙の多い場所
湿度の高い場所

砂埃、もしくは塵の多い場所

