LC-200

メディアプロセッサー
ー Recording & Streaming ー

■ 高品質なフル HD 同期レコーディング、ストレージ管理、ビデオ配信、
リモートアクセスを提供する真のオールインワン・デジタルビデオ収録装置
■ インストール、操作も簡単

主な機能
フルHDで最大4入力ソース同時表示を
サポート

先進的なシーンスイッチ機能

LC200 は HDMI が 4 入力装備しており、それにプラスしてイーサ

LC200 ではユーザーが画面ミックスのレイアウトを設定して、シー

ネットポートから複数の IP カメラを入力し、その中から 4 入力ソー

ンスイッチ機能で収録およびストリーミング中に画面の切り替えをす

スを選択できます。

ることができます。

フル HD・1080p 60fps のビデオとオーディオをサポートしており、

画面だけでなく、オーバーレイ・メニューでタイトル、ロゴなどのテ

余計な AV スイッチャーを買い足す必要がありません。選択した 4 つ

ロップを好きな位置に表示することができます。

のソースはユーザーが設定したレイアウトで同時に表示して収録する
ことができます。（PGM 収録）

マルチビュー画面でＰＧＭとソースを操作

グラフィカルユーザーインターフェイスを採用

LC200 は PGM 出力とは別にマルチビュー出力をそれぞれ HDMI 端

LC200 のマルチビュー画面はグラフィカルユーザーインターフェイス

子から出力できます。マルチビュー画面は親しみやすく使いやすいグ

を採用しました。レコーディング中でもビデオソースの選択や切り替

ラフィカルユーザーインターフェイス設計を採用。ユーザーはレコー

えができます。また、オーディオ、シーンスイッチ、カメラコントロー

ディング中でも、ビデオソースの選択、切り替えが可能です。マルチ

ルなどの各種操作が可能です。

ビュー画面ではその他、オーディオ、シーンスイッチ、カメラコント
ロールの操作が可能です。

簡単にビデオ収録およびバックアップ

ライブストリーミング

LC200 はマニュアルおよび外部のタッチパネルによる録画の操作だ

LC200 は YouTube、Facebook、Twitter、Twitch などのストリー

けでなく、スケジュール録画の設定も可能です。また収録したビデオ

ミングプラットフォームで同時に 3 系統の配信をすることが可能なの

は USB フラッシュドライブに保存したり、FTP サーバーにバックアッ

で遠隔授業やオンライン授業などの教育の場に最適なライブ配信に利

プすることが可能です。また、Panopto、Kaltura などのコンテンツ

用できます。

管理システムに対応しています。

TM

Telestream

Wirecast
Live streaming production software

LC200 本体
■正面図

レイアウト / ソース切り替え

ワンタッチ録画およびストリーミング

シングル、PIP、PBP レイアウト、各ウィ
ンドウのソース、カスタマイズされたシー
ン切り替えを選択します

録画、ストリーミング、スナップショット
を開始 / 停止します

ストレージ用USB 3.0
フロントパネル USB ポートにより、ポータブルストレージデバイスを容易に接続し、
直接 USB に録画し、持ち運びが容易になります。また、USB フラッシュドライブへ
のビデオファイルのコピーをサポートします。

■背面図

イーサネット

アナログステレオオーディオ入力
4× アナログステレオ出力（3.5 mm フォ
ンジャック）をサポートします。
ライン入力およびマイク入力用。

ライン出力
ライブ音声混合監視用の 3.5mm フォン
ジャックライン出力。

IP ソース、ストリームからビデオストリーミングを受信
するイーサネットポートは、ストレージディレクトリを転
送します。また、エンベデッドウェブインターフェイスお
よび AV 制御システムをサポートします。

HDMI入力

HDMI出力 x 2

USB 2.0

RS-232/RS-485シリアルポート

4× フル HD HDMI ビデオ入力
および HDMI エンベデッド音声
をサポート

表示するための 1 つのプロ
グラム（混合ビデオ）および
1 つのマルチビュー（混合ビ
デオ）インターフェイス出力

GUI インターフェイス操作用
に USB マウスとキーボードを
サポートします。

AV 制御システムからの LC200
を制御・管理します

マルチビュー操作画面

チャンネル信号選択

メインスクリーン出力

録画進行状況バー
REC 録画設定
オーディオソース管理
シーンレイアウト設定
カメラ制御
REC 録画設定

オーディオソース管理

シーンレイアウト設定

仕 様
音声処理

入力
信号＆入力数

HDMIデジタルビデオ×4

接続

メスHDMIタイプA×4

AAC-LC

圧縮

音声出力
ステレオ １系統

Lumens IP PTZ / ボックスカメラ
IPソース

Lumens NDI|HXカメラ

信号＆出力数

解像度

（3.5mm ステレオフォーンジャック）
ディエンベデッド音声 ステレオ4系統（HDMI）

RTSP ソース（H.264 1080p 60 / 30fps）

外部制御

480i-1080p 60fps

ビデオ処理
H.264 / AVC 4:2:0 8ビットカラー
ビデオ圧縮

エンコーディングプロファイル︓

背面パネルUSB 2.0タイプA×2

USB

USBマウス、キーボードをサポート

シリアル制御

ハイ、メイン、ベースライン
ビットレート

200 kbps～10 Mbps

出力

イーサネット
イーサネットホストポート

H.264ストリーミング 3系統（Ethernet）

信号＆出力数

デジタルビデオ（HDMI）

解像度

1080p（スケーラー出力）

フレームレート

30 / 60 fps

RS-232/RS-485ポート

メスRJ-45×1
10/100/1000 Base-T高/フルデュプレックス
プル︓RTSP

ストリーミングプロトコル

プッシュ︓RTMP / RTMPS
TCP、UDP、HTTP
HDCPクライアント

レコーディングおよびストレージ

一般

内部ストレージ

1TB HDD

電源

DC 12V / 2A

外部ストレージ

USB 3.0ポート（フロントパネル内）×1

消費電力

24W

ファイルタイプ

MP4（H.264 & AAC）、JPEG

寸法（mm）

431（W）× 44.3（H）× 122.5（D）

解像度

360p、720p、1080p

重量

1.2 kg

フレームレート

最大1080p 60 / 30 fps

音声入力
ライン入力 / マイク入力 4系統
信号＆入力数

（3.5mm ステレオフォーンジャック）
ディエンベデッド音声 ステレオ4系統（HDMI）
IPオーディオソース（RTSP、AAC-Raw、
16K/44.1K/48K）

Accessories

LC-RC01U
壁付けリモートコントローラー
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