MS-10
ミーティングシステム

ユーザーマニュアル－日本語

[重要]
クイックスタートガイド、多言語によるユーザーマニュ
アル、ソフトウェア、またはドライバなどの最新バージ
ョンをダウンロードするには、Lumens の
https://www.MyLumens.com/support にアクセス
してください
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第1章 パッケージ内容
MS-10

クイックスタートガイド

リモコン

Quick Installation Guide

電源コード

電源アダプタ

3 ピン-2 ピン変換コネクタ

(日本国内限定)

外観は国/地域によって異なること
があります

USB 3.0 ケーブル
(Type B-Type A)

L 型シートメタル x2

TV マウントブラケット x2

TV マウントシートメタル
x4

ネジ (1/4"-20UNC) x8

M6 ネジ x4
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第2章 製品概要およびインタフェース
2.1 I/O 機能の紹介
2.1.1 フロントパネル
スピーカー

レンズ

内蔵マイクロフォン

LED ステータスリング

2.1.2 後部パネル
三脚マウント固定孔

電源

防犯ロックスロット

ネットワークポート

三脚マウント固定孔

USB 3.0 ポート

2.1.3 LED ステータスリング・インジケーターの説明
インジケーター

説明

オフ

電源オフ/USB 未接続

緑

スタンバイモードにおいて

赤

オーディオミュート

青

使用中

緑 輝度大/小

スピーカー音量増加/減少
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第3章 接続およびインストール用の指示
3.1 接続方法

三脚マウント固定孔

電源

三脚マウント固定孔
ルーター

USB 3.0 ケーブル
防犯ロックスロット
モニター
HDMI ケーブル

コンピューター

 USB NIC機能
 MS-10 USB 3.0 ポートは、ネットワークインタフェースカード機能に対応します。MS-10 ネットワークポートを
ルーターに接続すると、コンピューターにネットワークケーブルを接続しなくても、インターネットにアクセスでき
るようになります
 Lumens ウェブサイトでドライバをダウンロードしてください
https://www.MyLumens.com/support
 対応オペレーティングシステム
OS
Windows

対応バージョン
Windows XP/7/8：手動インストール
Windows 10：内蔵ドライバ

MAC OS X

10.8 またはそれ以上

Linux

最新 Kernel 5.6 までが対象の USB NIC Linux ドライバ

3.2 取扱説明書
推奨される設置高さは、座ったときに目の高さとなる水平位置にすると、ベストな画像を得られます

(A)

(B)

A. スクリーンがプラットフォーム上に設置される場合
➊ MS-10 を TV マウントブラケットにネジ止めしてからスクリーンに置きます。
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➋ TV マウントブラケットをスクリーン背面にネジ止めしてから、MS-10 を TV マウントブラケットに固定するネジを
締めます。
<注釈> TV マウントブラケットの固定位置は、スクリーンの孔の位置に合わせて調節します。
B. スクリーンが TV マウントブラケット上に設置されている場合
➊ MS-10 を TV マウントブラケットにネジ止めします。
➋ TV マウントシートメタルを TV マウントブラケットの上下に置き、TV マウントブラケットと TV マウントシートメタ
ルを内側からネジ止めします。
<注釈> MS-10 をスクリーン下方に設置する場合、設置前に L 型シートメタルを使って MS-10 に固定してください。
<注釈> 各種 TV のネジ固定位置に依存して、設置後のスチールブラケットは図(C)または(D)のようになります。
(C)

(D)

3.3 デバイス寸法
 長さ x 幅 x 高さ：602.25 mm x 73.7 mm x 94.01 mm
 重量：1.5 kg

3.4 相対的な操作位置
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第4章 リモートコントローラと設定メニューの紹介
4.1 リモコン
番号
1

機能の説明
画像の表示/非表示
オートフレームのオン/オフ
 オン：画面右上に表示

2
 オフ：画面右上に表示
※ 4K 解像度はオートフレーム非対応

3

 ePTZ：スクリーンの移動方向
 設定メニュー オン：機能の選択
ホーム/OK ボタン

4

 ePTZ：広角に戻ります
 設定メニュー オン：確定ボタン
スピーカー音量増加/減少

5

 音量増加：LED ステータスリングの緑ライトが増加
 音量減少：LED ステータスリングの緑ライトが減少

6

設定メニューのオン/オフ
プリセットの呼び出し/設定
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 1 回押し：プリセット呼び出し(1 ~ 3)
 押し続けます：プリセット保存(1 ~ 3)
ミュート/ミュート解除
 ミュート：LED ステータス表示が赤く点灯
 ミュート解除：LED ステータス表示が青く点灯
3 秒間押し続けると以下に切り替わります。
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ノイズ抑制のオン/オフ
 ノイズ抑制をオン：画面右上に表示
 ノイズ抑制をオフ：画面右上に表示

9

予備用のため、機能しません

10

画像のズームイン/ズームアウト

6

4.2 設定メニュー

第 1 レベル
主項目

第 2 レベル主項目

第 3 レベル調節値

Auto Frame (オートフレー
オン/オフ
ム)
Brightness (輝度)

0~A~14

Contrast (コントラスト)

0~A~14

Hue (色相)

0~A~14

Image (画像) Saturation (彩度)

System
(システム)

0~A~15

Gamma (ガンマ)

0~A~4

Gain (ゲイン)

0~A~14
50Hz/60Hz
オン/オフ

Language (言語)

中国語/英語

Mirror (鏡像)

オン/オフ

Flip (反転)

オン/オフ

Expert Mode (エキスパート
オン/オフ
モード)

Detection Sens.
(検知感度)
Factory Reset
(工場出荷状態)
Device Info. (デ Firmware Version
バイス情報) (ファームウェアバージョン)

カメラは人体の位置を自動検知し、会
議の画面に表示される人数に応じて人
物が画面中央に来るベストの画像にな
るように調整されます。

0~A~14

Sharpness (シャープネス)

Anti Flicker
(アンチフリッカー)
Backlight Comp
(バックライト補正)

機能の説明

低/中/高

オートフレームをオンにすると、識別フ
レームが表示されます。現在の検知精
度、ならびに環境の環境で生じた現場
でのトラッキング問題がないかどうかユ
ーザーが理解する助けとなります
オートフレームの検知感度を調節しま
す
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第5章 主要機能の説明
5.1 カメラの操作
1. リモコンで MS-10 を操作します。
2. 「USB PTZ カメラコントローラー」ソフトウェアで操作できます。
Lumens のオフィシャルサイトまたは USB PTZ カメラコントローラーマニュアルからソフトウェアを
ダウンロードしてください。

5.2 ビデオ会議に Skype を使用
MS-10 とコンピューターの接続を完成させるには第 3 章 設置および接続 をご参照ください。
Skype を起動して連絡先を選択後、

を押してビデオ会議を開始します。

正しく機能しない場合は、次の手順を参照してカメラを設定してください。
1. Skype 開始-> [設定] -> [オーディオ & ビデオ]
2. [Lumens MS-10 Camera]を選択
3. スピーカー/マイクロフォンは [Lumens MS-10 Speakphone] を選択
設定完了後、ビデオ会議の準備が完了です。
<注釈> 装置は Zoom、Teams、Google Meet、その他ビデオソフトウェアでも使用できます。

5.3 現在のスクリーン位置データを保存
リモコンの数字キー [1 ~ 3] を押してプリセットを保存すると、画面右上に [Save OK] が表示さ
れます。
保存後は、数字キーを短く押すとプリセットを呼び出せます。

5.4 スクリーンの方向と位置を調節(ePTZ)
1. スクリーンが Zoom+であるのを確認します。
2. リモコン上の[]または[]を押して角度を上または下に調整します。
3. リモコン上の[]または[]を押して角度を右または左に調整します。

5.5 オートフレームの使用
リモコンの[Auto Frame]

を押します。カメラが自動的に人の位置を検出し、出席者全員が

見えるように会議の会場や人数に応じて、ズームを最適なサイズに自動調整します。
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第6章 出力解像度
MS-10 のデフォルトの出力解像度は 1920×1080 です。接続中のビデオ会議ソフトウェアの設定画面
に移動し、ビデオ会議の出力解像度を調整してください。
<注釈> Skype など一部のビデオ会議ソフトウェアには解像度を調整するオプションがありません。
フォー
マット

FPS 設定

解像度

注

30

25

20

3840 x 2160

V

V

利用不可

ズームイン/アウトには非対応。

1920 x 1080

V

V

利用不可

デフォルト解像度

1280 x 720

V

V

利用不可

640 x 360

V

V

利用不可

MJPEG

3840 x 2160

利用不可 利用不可

V

1920 x 1080

V

V

利用不可

1280 x 720

V

V

利用不可

640 x 360

V

V

利用不可

H.264

ズームイン/アウトには非対応。
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第7章 トラブルシューティング
この章では、MS-10 を使用しているときに遭遇する問題について説明します。疑問がある場合は、関
連する章を参照し、すべての推奨された解決方法に従ってください。それでも問題が発生する場合は、
販売業者またはサービスセンターにお問い合わせください。
番号

問題

解決方法
1. USB ケーブルを交換してケーブルに障害がないことを確認

1.

MS-10 から画像が
出力されない

します。
2. PC または機器が MS-10 カメラを検出し、正しく接続されて
いるか確認します。
1. リモコンの電池を交換してみてください。
2. MS-10 がコンピュータに接続されていることを確認し、ビデ

2.

MS-10 はリモコンで操作できま
せん

オソフトウェアを起動してください。
3. MS-10 の LED インジケーターを確認してください。デバイス
がリモコンから信号を正常に受信した場合、LED インジケー
ターが点滅します。
MS-10 のデフォルトの出力解像度は 1920×1080 です。接続中

3.

MS-10 の出力解像度が
低いです

のビデオ会議ソフトウェアの設定画面に移動し、ビデオ会議の出
力解像度を調整してください。
<注釈> Skype など一部のビデオ会議ソフトウェアには解像度を
調整するオプションがありません。

4.

5.

6.

リモコンの方向キー

スクリーンが Zoom+であることを確認してください。

でスクリーン位置が調節できな

MS-10 は ePTZ に対応します。方向は、Zoom+スクリーンのみ

い

調節できます。

オートフレーム機能が使えない
MS-10 が LINE と互換性がな
い

解像度を確認してください。4K 解像度はオートフレームに対応し
ません。
MS-10 は現時点で YUY2 形式非対応なので、使用できません。
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第8章 安全上の指示
MS-10 ミーティングシステムの設定および使用時には、以下の安全指示事項を必ず守ってください：
1 操作
1.1 製品は推奨された操作環境で使用し、水や熱源からは離してください。
1.2 製品を、傾いた面や不安定な台車、スタンドまたはテーブルの上に置かないでください。
1.3 使用前、電源プラグに付いたホコリを取ってください。火花や火災を避けるため、製品の電源プラグは複数口の変
換プラグに差さないでください。
1.4 製品のケースにあるスロットと開口部を塞がないでください。スロットや開口部は換気の役割をし、製品の過熱を防
止します。
1.5 カバーを開けたり外したりすると、危険な電圧やその他の危険に晒される恐れがあります。修理はすべて資格のあ
る修理担当者にお任せください。
1.6 以下に記載した状況が発生したときは、製品の電源プラグを壁コンセントから抜いて、資格のある修理担当者に修
理を依頼してください：
 USB ポートが損傷しているか摩耗している場合。
 液体が製品内部にこぼれた場合、または製品が雨または水に晒された場合。
2 取り付け
2.1 安全のために、ご購入した標準壁掛けラックは、UL または CE の安全認証に準拠し、また代理店により認定された
技術者により設置されていることを確認してください。
3 保管
3.1 コードを踏むような場所に製品を設置しないでください。コードまたはプラグが擦り切れたり損傷したりする可能性
があります。
3.2 雷が鳴っているとき、または長期間使用しない場合は、本製品の電源プラグを抜いてください。
3.3 本製品または付属品を振動する機器または加熱された物体の上に置かないでください。
4 クリーニング
4.1 クリーニングの前に、ケーブルは全て外してから、乾いた布で表面を拭いてください。クリーニングにはアルコール
や揮発性溶剤は使用しないでください。
5 電池(電池装備の製品またはアクセサリ)
5.1 電池の交換には、同タイプまたは同一の電池を使用してください。
5.2 電池や製品を廃棄する際は、お住まいの国や地域での電池や製品廃棄に関する関連条例に従ってください。
 安全上の注意
このシンボルは、この装置には感電を引き起こす
可能性のある危険な電圧が使用されることを示し
ています。カバー (または後部)を取り外さないでく
ださい。機器の内部にはユーザーが修理できる部
品はありません。修理は資格のある修理担当者に
お任せください。

このシンボルは、本ユニットに対する
このユーザーマニュアルに重要な操
作およびメインテナンス手順が含まれ
ていることを示しています。

 FCC 警告
この装置は、FCC 規則のパート 15 に基づいてテストされ、クラス A デジタル機器に関する制限に準拠することが認めら
れています。これらの制限は、装置が商業的環境で操作されるときの有害な干渉に対する合理的な保護を提供するよ
うに作成されています。
注意：
適合性に責任を負う関係者によって明確に承認されていない変更または改造を行うと、装置を操作する権限を失なう場
合があります。
この装置は、FCC 規則のパート 15 に基づいてテストされ、クラス A デジタル機器に関する制限に準拠することが認めら
れています。これらの制限は、装置が商業的環境で操作されるときの有害な干渉に対する合理的な保護を提供するよ
うに作成されています。
 IC 警告
このデジタル装置は、カナダ産業省の ICES-003「デジタル装置」という標題の干渉妨害規則で決められているように、
デジタル機器からの無線干渉のクラス A 制限を超えていません。
Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de
Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par
l'Industrie.
 EN55032 CE 警告
警告：住居環境での当装置の使用は電磁波の干渉を生じる可能性があります。
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著作権情報
Copyrights © Lumens Digital Optics Inc.、全権留保。
Lumens は、Lumens Digital Optics Inc.の登録商標です。
Lumens Digital Optics Inc.からの授権がない限り、製品購入後のバックアップの目的以外、このファイルを複写、複製
または転送することが禁止されます。
製品を改良し続けるために、このファイルの情報は事前の通知なしに変更される場合があります。
この製品の使用法を正しく説明または記述するために、本マニュアルには他の製品名または会社名に言及する場合が
あります。その場合、いかなる権利侵害の意図もありません。
保証の免責事項：Lumens Digital Optics Inc.は、発生しうるいかなる技術的な編集上の誤りまたは脱落に対する責任
も負わず、また、このファイル提供あるいはこの製品の使用または操作から生じるいかなる偶発的または関連する損傷
に対しても責任を負いません。

[東 京 本 社 ] 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel.03(5413)4611 Fax.03(5413)4618 Mail.inquiry@mtc-japan.com
[大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビルディング903 Tel.06(6101)2822 Fax.06(6101)2823
※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です
※ 製品の外観・仕様・価格は予告なく変更されることがあります

https://mtc-japan.com
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