Polycom QDX 6000™
®

ビデオ会議システム

高品質、高性能、
シンプルで使いやすいエントリーモデルのビデオ会議システム
迅速な投資効果および生産性の向上
シンプルで使いやすく、低帯域通信で卓越した性能を実現する Polycom QDX
6000 ビデオ会議システムは、生産性およびコミュニケーション品質の大幅な
向上を目指す組織に適しています。

特長
設置および使用が簡単
低帯域通信でも高品質な映像、
音声で自然

Polycom QDX 6000 によって、
出張をせずに地理的に離れた相手とのコミュニケ
ーションを向上し、
情報共有や意思決定を迅速化することができます。

な会議を実現

Polycom QDX 6000 は、低帯域通信でも優れた品質でのコミュニケーションが
可能なため、
ネットワークへの影響を最小限に抑えることができます。
また、誰にで
も簡単に使え、管理が容易なため、ビデオ会議専任のIT 担当者がいない組織
でも、運用が可能です。優れた映像・音声・コンテンツ共有機能を提供する
Polycom QDX 6000 は、HD
（ハイディフィニション）
を必要としないビデオ会議環
境で、優れた価格性能比で実現します。

機能）
によって、
快適なビデオ会議を実現

LPR
（パケットロス時の音声・映像データ修復

設置および使用が簡単な高解像度ビデオ会議システム
高性能なコーデック、
スタジオ品質のカメラ、CD 品質の音声技術、
および複数の
ビデオ入出力を搭載した Polycom QDX 6000 は、国際標準準拠のあらゆるビ
デオ会議システム、多地点接続サーバー、
ファイアウォールソリューションなどと相
互運用できます。映像および音声の高度な暗号化を実現する AES 暗号化機能
および直感的なインターフェースにより、
ユーザーは、
セキュアなビデオ会議を簡
単かつ迅速に開催することができます。
また、簡単な操作でコンテンツを共有する
ことができます。
さらに、Polycom Lost Packet Recovery™（LPR）
テクノロジー
（パ
ケットロス時の音声・映像データ修復機能）
によって、
インターネットを介した通信
でも、
快適なビデオ会議を実現することができます。

すべての話者をクリアに聞き取ることが可能
な卓越した音声品質を実現
人物およびコンテンツを同時に表示するこ
とが可能
ワンタッチでコンテンツ共有が可能な直感的
なコラボレーション機能

設置および使用が簡単な Polycom QDX 6000 は、
コストの削減および生産性
の向上を実現する最適なビデオ会議ソリューションです。
お問い合わせ
Polycom QDX 6000 シリーズの詳細については、
ポリコムジャパンのホームページ
www.polycom.co.jpをご覧いただくか、
ポリコムの正規販売代理店までお問い合
わせください。
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Polycom QDX 6000 仕様
モデル
• Polycom QDX 6000 パッケージ: Polycom
EagleEye™ QDX カメラ、
コーデック、
マイク×2、
ケーブル、
およびリモコンを含む
ビデオ規格とプロトコル
• H.264、H.263、H.261
人物用画面解像度
• 256Kbps〜4 Mbpsで 4SIF/4CIF 16:9
• SIF (352×240)、CIF (352×288)
• QSIF (176×120)、
QCIF (176×144)
ビデオ入力
• S–ビデオ×2
（1つはPolycom EagleEyeカメラ用DB9付き）
• コンポジット×2
• VGA×1
ビデオ出力
メインモニター
• コンポーネント720p
- S–ビデオ×1
- RCA×1
セカンドモニター
- VGA、
またはS–ビデオ×1、
RCA×1
カメラ
• Polycom EagleEye QDX カメラ
- アスペクト比: 16:9
- 光学 12 倍ズーム
- 視野角: 72 度 (最小ズーム時)
- パン範囲: ±100度 (左右)
- チルト範囲: +20/-30度 (上下)
音声規格とプロトコル
• Polycom StereoSurround™
• Polycom Siren™ 22 で 22 kHz 帯域
• Polycom Siren 14、G.722.1 Annex C で
14 kHz 帯域
• G.722、
G.722.1 で 7 kHz 帯域
• G.711、
G.728で 3.4 kHz 帯域
• オート ゲイン コントロール
• 自動ノイズ低減機能 (ANS)
• エコーキャンセラー
• 音声補正機能
音声入力
• RJ9×2
（ポリコムアナログマイク専用）
• RCA×2

その他のITU規格
• H.224 遠隔カメラ制御 (FECC)
• H.323 Annex Q 遠隔カメラ制御
• H.225、H.245、H.241
• H.239 デュアルストリーム
• H.460 NAT /ファイアウォールトラバーサル
ネットワーク
• インターフェース
- RJ45コネクタ 10/100 自動 NIC スイッチ
• H.323 により最大 4Mbps
• Lost Packet Recovery™ (LPR™)
ユーザーインターフェース
• ディレクトリサービス
• システム管理
- Web ベース
- SNMP
• CDR
• 対応言語 (16)
• メッセージオーバーレイ
• カスタマイズ可能なロゴ

環境仕様
• 動作温度: 0〜40ºC
• 動作湿度: 10〜80%
• 最大高度: 3,000 m (10,000 フィート)
外形寸法
• Polycom QDX 6000 シリーズ本体 (1U):
- 高さ：4.39 cm 、幅：43.68 cm、奥行き：26.0 cm
保証
• 1年間の部品保証および故障修理
(センドバック)
• 1年間のソフトウェアアップデートおよびアップ
グレード
オプション
• EagleEye QDX フラットパネルおよび壁掛け
対応シェルフ
- 2215-24143-001
• ステレオスピーカーキット
- 2200-21969-120 (120V)
• EagleEyeカメラケーブル
- 2457-30821-002 (10m)

セキュリティ
• セキュリティモード
• AES FIPS 197、H.235V3
および H.233 / 234 の組み込み
コンテンツ
• コンテンツの共有 (H.239)
- Polycom People+Content™ IP
電源
• 自動電源検知
• 動作電圧/電力:
127VA@115V@60 Hz@.57PF
• 動作電圧/電力:
163VA@230V@60 Hz@.44PF
• 動作電圧/電力:
152VA@230V@50 Hz@.47PF
これらの数値は標準的な動作条件における試
験で収集されたものです。
強制的に最大の消費電力にする試みはなされ
ていません。

音声出力
• RCA×2
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ポリコム Platinum 認定代理店
〒101-0029
東京都千代田区神田相生町１番地
秋葉原センタープレイスビル
製品についてのご相談窓口 TEL 03-6381-8856
（9:00〜17:00 ※土・日・祝 弊社定休日を除く）
http://www.hitachi-cnet.com

ポリコムジャパン株式会社
東京都千代田区紀尾井町6-12
紀尾井町福田家ビル6階
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