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はじめに
このたびは、ヤマハ CS-800 をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本製品は、ハドルスペー
スや会議室にて遠隔会議を行うためのビデオ会議システムです。ご使用のユニファイドコミュニケーションアプリケー
ションと組み合わせて、ビデオ／オーディオデバイスとして使用します。高品位なカメラ、マイク、スピーカーを備え
ており、快適なリモートコラボレーションを実現します。

記載内容に関するお知らせ
本書に記載されている記号とその内容は以下のとおりです。
警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

ご注意
重要
お知らせ

製品の故障、損傷や誤動作、データの損失を防ぐため、お守りいただく内容です。
製品を正しく操作、運用するために、必ず知っておいていただきたい内容です。
操作や運用に関連した情報です。参考にお読みください。

• 本書に掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。
• 本書に記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。
• 弊社では製品のソフトウェアを継続的に改善しています。最新のソフトウェアは、ヤマハウェブサイトからダウンロー
ドできます。
• 本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。
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はじめに

同梱品
• CS-800 本体
• はじめにお読みください
• セーフティーガイド
• クイックガイド
• 保証書
• USB 2.0 ケーブル（C-A タイプ、5 m）
• HDMI ケーブル（2 m）
• リモコン
• レンズキャップ
• 端子カバー
• コイン電池（CR2032、2 個）
• AC アダプター（CW2002100、電源コード含む）
• テーブルスタンド
• ウォールマウントブラケット（マウントアクセサリー）
• 取り付けネジ
- 端子カバー用固定ネジ 2.5 mm × 8 mm、2 個
- テーブルスタンド用六角固定ネジ M3× 8 mm、２個
- ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ M3 × 8 mm、1 個
• 六角レンチ

別売品
• スクリーンマウントブラケット（マウントアクセサリー）「BRK-TV1」
テレビの VESA マウントに取り付ける場合に必要です。
• USB ケーブル 「CBL-L10AC（10 メートル）
」「CBL-L25AC（25 メートル）」
光ファイバー製の USB ケーブルです。本体と PC が離れている場合に使用します。USB 3.2 Gen2（Super Speed
Plus）に対応し、最大 10 G ビット／秒で高速に通信できます。

お知らせ
VESA 規格とは、テレビなどの映像機器を、壁掛け金具やテレビスタンドに取り付ける際に使うネジ穴の間隔について
定めた国際規格です。
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はじめに

マニュアルの構成
本製品のマニュアルは、以下のウェブサイトから PDF 形式でダウンロードできます。
 ヤマハホームページ（ダウンロード）
https://download.yamaha.com/


はじめにお読みください（同梱品）

ご購入後、はじめに必ず実施いただく内容を説明しています。



CS-800 セーフティーガイド（同梱品）

本製品を安全にご使用いただくための注意点を説明しています。



CS-800 クイックガイド（同梱品）

主に各部の名称、セットアップ手順、設置方法など本製品の使い方
の概要や、関連するその他の情報の入手先などについて説明してい
ます。



CS-800 ユーザーガイド（本書）

クイックガイドで説明している情報も含め、すべての機能について
詳しく説明しています。また、本体の設定や操作をコンピューター
上で行う「ヤマハ CS マネージャー」について説明しています。

ユーティリティーソフトウェア
本製品は、用途や環境に合わせて本体を設定するためのユーティリティーソフトウェアを利用できます。ソフトウェア
は、以下のウェブサイトからダウンロードできます。
 ヤマハホームページ（ダウンロード）
https://download.yamaha.com/


ヤマハ CS マネージャー

本体の設定や操作をコンピューター上で行うソフトウェアです。詳
しくは本書「ヤマハ CS マネージャーを使用して詳細設定する」を
ご参照ください。（26 ページ）

ファームウェアのアップデート方法
本製品は、操作性の向上や機能の追加、不具合の修正のために、本体のファームウェアをアップデートできる仕様に
なっています。本体のファームウェアを最新のバージョンにアップデートしていただくことをおすすめします。

1. ウェブサイトからダウンロードする
以下のウェブサイトから、CS-800 ファームウェアファイルをダウンロードします。
 ヤマハホームページ（ダウンロード）
https://download.yamaha.com/

2. ヤマハ CS マネージャーでアップデートする
ヤマハ CS マネージャーの [Tools] メニューの [Update] 画面からアップデートします。（49 ページ）

関連リンク
• ヤマハ CS マネージャー > ファームウェアアップデート（49 ページ）
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各部の名称と機能
前面

1

2

3

4

1 マイク
収音した音声を、接続先の相手に届けるためのマイクです。

2 カメラ
撮影した映像を、接続先の相手に見せるためのカメラです。

3 ステータスインジケーター
本体の状態を表示します。下から順に優先して表示されます。
インジケーターの状態

本製品の状態

白（点灯）

スタンバイ状態

水色（点灯）

カメラ動作中

緑（点灯）

通話中

赤（点灯）

マイクミュート中

白（点滅）

0.361 回 / 秒

消灯

起動中
電源オフ／省電力待機状態

白（点滅）

0.3 回 / 秒

モニターオフ状態

橙（点滅）

1回/秒

ファクトリーリセット／ HDMI 接続・DisplayLink 機能・Bluetooth の有効化

青（点滅）

1回/秒

リモコンまたはスマートデバイスのペアリング中

青（点灯）

３秒間

リモコンのペアリング完了通知

緑（点滅）

2回/秒

着信中

赤（点滅）

2.5 回 / 秒

ハードウェアエラー

橙（点滅）

2回/秒

ファームウェアデータ受信中

橙（点滅）

10 回 / 秒

ファームウェアアップデート中

橙⇔赤（交互に点滅）

ファームウェアのアップデートに失敗

4 スピーカー
接続先からの音声が再生されます。
CS-800 ユーザーガイド
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各部の名称と機能

背面

1

2

3 4

1 [FUNCTION] ボタン
リモコンと本体をペアリングする、または本体を工場出荷時の状態に戻す（ファクトリーリセット）ときに使用し
ます。

2 [DC-IN] 端子
AC アダプターを接続します。背面の [DC-IN] 端子に接続してから、コンセントに接続します。
AC アダプターを接続すると本体の電源が自動的にオンになります。

3 [USB] 端子（C タイプ）
本体とコンピューターを接続するための端子です。コンピューターの画面を表示したり、本体の設定をしたりする
ときに使用します。接続には同梱の USB2.0 ケーブル（C-A タイプ）をご使用ください。本体の接続方法について
は、本書の「機器同士を接続する（接続例）」（11 ページ）をご参照ください。

4 [HDMI] 端子
本体とテレビを接続するための端子です。[USB] 端子に接続したコンピューターの画面や、本体の操作ガイドをテ
レビに表示します。

関連リンク
• 工場出荷時の状態に戻す（ファクトリーリセット）（54 ページ）
• 機器同士を接続する（接続例）（11 ページ）
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各部の名称と機能

リモコン
1 2

8

3

7

9

4

5

6
表面

裏面

1 メニューボタン
テレビに OSD メニューを表示したり、リモコンと本体をペアリングしたりするときに使用します。

2 電源ボタン
CS-800 の電源をオン／スタンバイします。

3 カメラズームボタン
撮影している映像を拡大／縮小（ズームイン／アウト）するボタンです。

4 パン／チルトボタン
カメラの向きを水平／垂直に動かすボタンです。スマートフレーミングの操作、または OSD メニューをテレビ画
面に表示した場合のカーソル移動にも使います。

5 カメラプリセット 1 ／ 2 ボタン
PTZ（パン・チルト・ズーム）の設定を 2 セットまで保存して呼び出すことができます。3 と 4 のボタンで調整
した設定を、このボタンを長押し（2 秒）して保存します。呼び出すときは、ボタンを押すだけです。

6 スマートフレーミングボタン
スマートフレーミング機能 * をオン／オフします。スマートフレーミング機能の設定方法は「スマートフレーミン
グ設定」（41 ページ）を参照ください。

7 スピーカーボリュームボタン
スピーカーのボリュームをアップ／ダウンします。

8 9 マイクミュートボタン
マイクのオン／オフを切り替えます。
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各部の名称と機能

関連リンク
• カメラのプリセットの設定
ヤマハ CS マネージャー > カメラ設定（39 ページ）>

1

• スマートフレーミング設定（41 ページ）

* スマートフレーミング機能
モードに応じて被写体を追従する機能です。用途に合わせてモードが選べます。
[Group]：映っている人全員をフレームに収める
[Speaker Tracking]：話している人をフレームに収める
[Individual]：特定の一人をフレームに収める
スマートフレーミングのモードの変更は、リモコン、OSD メニュー（25 ページ）
、またはヤマハ CS マネージャー
（41 ページ）から行えます。

【リモコンでの操作】
• 6 のボタンでスマートフレーミングをオンにします。
• 4 のチルト（上下）ボタンでスマートフレーミングモードを切り替えます。
• Individual モードの場合、4 のパン（左右）ボタンでフォーカスする人を切り替えることができます。
• Group モードの場合、3 のカメラズームボタンは無効となります。
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準備と接続
機器同士を接続する（接続例）
■ 持ち込み PC 使用時
ビデオ会議を行う場所に、その都度コンピューターを持ち込む環境では以下の例のように接続します。
テレビ

AC アダプター

HDMI
ケーブル

1

USB
ケーブル

2

本体（CS-800）

コンピューター

1 同梱の HDMI ケーブルの一端を本体の [HDMI] 端子に接続し、もう一端をテレビに接続します。
2 同梱の USB ケーブルの一端を本体の [USB] 端子に接続し、もう一端をコンピューターに接続します。

お知らせ
• 事前に「持ち込み PC ／スマートデバイス使用時に必要な設定をする」（16 ページ）を設定する必要があります。
• PC の画面をテレビに表示するために、DisplayLink® ドライバーのインストールが必要になる場合があります。詳し
くは「DisplayLink® ドライバーをインストールする」（17 ページ）を参照ください。
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準備と接続

■ 常設 PC 使用時
ビデオ会議を行う場所に、ビデオ会議専用のコンピューターやタブレットが設置してある環境では以下の例のように接
続します。

テレビ

AC アダプター

本体（CS-800）
USB
ケーブル
2

HDMI
ケーブル
1

コンピューター

1 同梱の HDMI ケーブルの一端をコンピューターに接続し、もう一端をテレビに接続します。
2 同梱の USB ケーブルの一端を本体の [USB] 端子に接続し、もう一端をコンピューターに接続します。

CS-800 ユーザーガイド
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準備と接続

電源を接続する
同梱の AC アダプターの一端を本体の [DC IN] 端子に接続し、もう一端をコンセントに差し込みます。

本体（背面）

AC アダプター

AC アダプターを接続すると本体の電源が自動的にオンになります。

お知らせ
電源の接続をしたあとは、リモコンの電源ボタンで本体の電源をオン／スタンバイします。
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準備と接続

リモコンに電池を入れる／交換する
リモコンに電池を入れるときは、リモコン背面パネルと電池カバーを外し、同梱の電池（CR2032×2 個）を入れてく
ださい。交換するときは、古い電池を取り除いて別売の新しい電池と交換してください。

背面パネル
電池カバー

重 要

• 交換時には、必ず指定の電池（CR-2032）を使用してください。
• 使用済みの電池は、自治体の指示に従い廃棄をしてください。

CS-800 ユーザーガイド
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電池

準備と接続

リモコンと本体をペアリングする
リモコンから本体の操作ができるようにするため、以下の手順でペアリングをしてください。

1. 本体の背面の [FUNCTION] ボタンを長押し（２秒以上）する

本体（背面）

本体の前面のステータスインジケーターが青色で点滅します。

2. リモコンのメニューボタンを長押し（2 秒以上）する

本体の前面のステータスインジケーターが青色に３秒間点灯したら、ペアリング完了です。

お知らせ
本体の背面の [FUNCTION] ボタンを長押しした場合は、ペアリング済みのリモコンのペアリングが解除されます。
リモコンを再度ペアリングするときは、上記の手順に沿ってペアリングをやり直してください。

関連リンク
• リモコン（9 ページ）
• 持ち込み PC ／スマートデバイス使用時に必要な設定をする（16 ページ）
• テレビ画面上で本体を設定する（OSD メニュー）（25 ページ）
CS-800 ユーザーガイド
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準備と接続

持ち込み PC ／スマートデバイス使用時に必要な設定をする
持ち込み PC・スマートデバイス使用時には、HDMI 接続／ DisplayLink 機能／ Bluetooth を有効にする必要がありま
す。

お知らせ
本操作を行う前に、「リモコンと本体をペアリングする」（15 ページ）を行ってください。

1. リモコンのメニューボタンとカメラプリセット 2 ボタンを長押し（３秒以上）する

本体の前面のステータスインジケーターが、橙色に 0.5 秒間隔で 5 回点滅したら設定完了です。

CS-800 ユーザーガイド
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準備と接続

DisplayLink® ドライバーをインストールする
PC の画面をテレビに表示するために、DisplayLink ドライバー（Mac の場合 DisplayLink Manager）のインストー
ルが必要になる場合があります。以下の項目を確認しても PC 画面がテレビに表示されない場合、DisplayLink ドライ
バーをインストールしてください。
• 本体とテレビが HDMI ケーブルで接続されている
• テレビの入力切り替えが正しく選択されている
• PC のディスプレイ設定で、表示画面を「複製する」もしくは「拡張する」になっている
• 持ち込み PC ／スマートデバイス使用時に必要な設定をする（16 ページ）を行っている
• ヤマハ CS マネージャーで DisplayLink 設定が有効になっている（42 ページ）
DisplayLink の最新のドライバーは、以下からダウンロードしてください。
（以下のサイトはヤマハ株式会社の運営するサイトではありません。
）
DisplayLink ドライバーダウンロードページ
https://displaylink.com/downloads

コンピューターでデバイスを選択する
お使いのコンピューターで、既定のオーディオ再生・録音デバイスとして「Yamaha CS-800」を選択してください。
また、お使いのビデオ会議ソフトウェアで、ビデオデバイス／オーディオデバイスとして CS-800 を選択してくださ
い。

1. 既定のオーディオ再生・録音デバイスとして「Yamaha CS-800」を選択する
【Windows の場合】
1 タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックし、「サウンドの設定を開く」を選択する
2「関連設定」の「サウンドコントロールパネル」を選択する
3 再生タブのデバイスの一覧から「Yamaha CS-800」を選択し、右クリックする
4「規定のデバイスとして設定」を選択する
5 録音タブのデバイスの一覧から「Yamaha CS-800」を選択し、右クリックする
6「規定のデバイスとして設定」を選択する
【macOS の場合】
1 メニューバーの Apple メニューを選択する
2「システム環境設定」の「サウンド」を選択する
3 サウンド [Sound] を選択する
4 出力タブ [Output] で「Yamaha CS-800」を選択する
5 入力 [Input] タブで「Yamaha CS-800」を選択する

2. ビデオ会議ソフトウェアで、ビデオデバイス／オーディオデバイスとして CS-800 を選択する
お使いのビデオ会議ソフトウェアの操作に従って、ビデオデバイス／オーディオデバイスを CS-800 に設定してく
ださい。

CS-800 ユーザーガイド
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スマートデバイスを会議に使用する
本体と、スマートデバイス（携帯電話やタブレット）を Bluetooth 接続することにより、スマートデバイスを持った人
と遠隔会議ができます。（音声のみ）

■ Bluetooth 接続でできること
電話会議を行う
CS-800 を通して、スマートデバイスを持った遠隔の人と電話会議ができます。
本体に Bluetooth 接続したスマートデバイスから、会議をしたい相手のスマートデバイスに電話してください。

ビデオ会議に遠隔からスマートデバイスで参加してもらう
CS-800 でビデオ会議を行いながら、スマートデバイスを持った遠隔の人に音声のみ会議に参加してもらうことができ
ます。参加した遠隔の人は、ビデオ会議に参加しているすべての相手と会話が可能です。
本体と Bluetooth 接続したスマートデバイスから、会議に参加してほしい人のスマートデバイスに電話してください。

■ Bluetooth 接続の方法

1. はじめて接続する場合：ペアリングする
はじめて本体と Bluetooth 対応のスマートデバイスを接続する場合は、機器同士のペアリングが必要です。
① 準備：本体とスマートデバイスの Bluetooth を有効化する
• CS-800 の Bluetooth の有効化（持ち込み PC ／スマートデバイス使用時に必要な設定をする：16 ページ）
• スマートデバイスの Bluetooth 機能をオンにする
② ペアリング：以下のどちらかの方法でペアリングする
• リモコンを使用して「OSD メニュー」でペアリングする（OSD メニュー：25 ページ）
• PC を使用して「ヤマハ CS マネージャー」でペアリングする（38 ページ）

2. 2 回目以降の接続の場合：Bluetooth 接続する
ペアリング済みのスマートデバイスは、OSD メニューもしくはスマートデバイスから接続できます。

お知らせ
• CS-800 本体のカメラ（映像）は会議に使用できません。
• USB 接続した PC と Bluetooth 接続したスマートデバイスは同時に接続することができます。
• 同時に複数のスマートデバイスが通話することはできません。
• ヤマハ CS マネージャー（36 ページ）でペアリング情報を削除した場合、またはヤマハ CS マネージャーで接続切断
時にペアリング情報を削除する設定になっているときは、再度ペアリングを行ってください。
• Bluetooth 接続は、以下のいずれかの操作が行われるまで維持されます。
- スマートデバイスで接続を解除する
- OSD メニュー、ヤマハ CS マネージャーで接続を解除する
- 接続したスマートデバイスが Bluetooth 信号の範囲外に移動する

関連リンク
• 持ち込み PC ／スマートデバイス使用時に必要な設定をする（16 ページ）
• テレビ画面上で本体を設定する（OSD メニュー）（25 ページ）
• ヤマハ CS マネージャー（26 ページ）> Bluetooth 設定（36 ページ）
• ヤマハ CS マネージャーで Bluetooth 接続する（38 ページ）
CS-800 ユーザーガイド
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端子カバーの取り付け
本体背面にケーブルを接続後、端子カバーを取り付けてください。ケーブルの抜けを防ぎ、端子を埃から守ります。
端子カバーを同梱の端子カバー用固定ネジ（2.5 mm × 8 mm）で本体に取り付けます。

端子カバー

端子カバー用固定ネジ
（2.5 mm × 8 mm）
※ 説明用にケーブルを除いたイラストです

テーブルスタンドの取り付け
同梱品のテーブルスタンドを本体に取り付けることで、テーブル面を有効活用できます。
テーブルスタンドを同梱のテーブルスタンド用六角固定ネジ（M3 × 8 mm）を六角レンチを使って本体に取り付けま
す。

テーブルスタンド用 六角固定ネジ
（M3 × 8 mm）

本体（背面）
テーブルスタンド

※ 説明用にケーブルを除いたイラストです

CS-800 ユーザーガイド
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マウントブラケットの取り付け
• マウントブラケットの取り付けは、必ずお買い上げの販売店または専門の施工業者に依頼してくださ
い。

警告

• 設置後、CS-800 がしっかりと固定されていることを確認してください。また、落下や転倒の可能
性がないか定期的に点検してください。誤った設置により起きた事故について、責任を負いかねます
のでご了承ください。
• 設置後、CS-800 にもたれかかったり、上から強い力をかけたりしないでください。落下による、
けがや破損の原因になります。

■ 壁への取り付け
同梱品のウォールマウントブラケットを使用して、壁に本体を取り付けます。

1. ウォールマウントブラケットを壁に取り付ける
ウォールマウント
ブラケット

重 要

• 壁に固定するネジは同梱品に含まれません。十分な強度を確保できるネジをご用意ください。
• ネジや取り付けについては、必ずお買い上げの販売店または専門の施工業者にお問い合わせくださ
い。

CS-800 ユーザーガイド
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2. 本体を 1 にひっかける
ウォールマウントブラケット用
本体固定ネジ
（M3 × 8 mm）

3. ウォールマウントブラケットの下側から、同梱のウォールマウントブラケット用本体固定ネジ
（M3 × 8 mm）で本体を固定する

CS-800 ユーザーガイド
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■ テレビへの取り付け
別売品の「スクリーンマウントブラケット（VESA）BRK-TV1」を使用してテレビに本体を取り付けることができま
す。本体をテレビスタンドの下部に固定する場合は、以下をご用意ください。

用意するもの
1 ウォールマウントブラケット（本体に同梱）
• ウォールマウントブラケット
• ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ M3×8 mm 1 本
2 スクリーンマウントブラケット「BRK-TV1」（別売品）※ 対応テレビサイズ（48 〜 70 インチ）
• スクリーンマウントブラケット（取り付け部品、横向き、縦向き）
• スペーサー 4 個
• ブラケット組み立て用ネジ（M4 ワッシャー付）10 mm 12 本
• テレビ取り付け用ネジ（M6）12 mm 4 本、30 mm 4 本
• テレビ取り付け用ネジ（M6）用スプリングワッシャー ・平ワッシャー 各 4 個
• テレビ取り付け用ネジ（M8）15 mm 4 本、35 mm 4 本
• テレビ取り付け用ネジ（M8）用スプリングワッシャー ・平ワッシャー 各 4 個
※ テレビ取り付け用ネジは、上記のうち 4 本のみ使用します。
3 テレビスタンド（ご用意ください）
4 ドライバー（ご用意ください）

重 要

• テレビスタンドの組み立て方法およびテレビへの取り付け方法は、テレビスタンドの取扱説明書に従っ
てください。
• テレビへの取り付けは、2 人以上で行ってください。

• マウントブラケットの取り付けは、必ずお買い上げの販売店または専門の施工業者に依頼してくださ
い。

警告

• 設置後、CS-800 がしっかりと固定されていることを確認してください。また、落下や転倒の可能
性がないか定期的に点検してください。誤った設置により起きた事故について、責任を負いかねます
のでご了承ください。
• 設置後、CS-800 にもたれかかったり、上から強い力をかけたりしないでください。落下による、
けがや破損の原因になります。

CS-800 ユーザーガイド
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以下は、テレビのネジ穴をテレビスタンドと一緒に使用する場合の例です。

1. スクリーンマウントブラケット（縦向き）とスクリーンマウントブラケット（ウォールマウント
ブラケット取り付け部品）、ウォールマウントブラケットを同梱のネジで取り付ける
スクリーンマウントブラケット
切り込みがある方が上側

【スクリーンマウントブラケットに同梱】
ブラケット組み立て用ネジ
（M4 ワッシャー付き ×10 mm）8 本
ウォールマウント
ブラケット

スクリーンマウント
ブラケット

2. スクリーンマウントブラケット（横向き）と 1 を同梱のネジで取り付ける
スクリーンマウントブラケット（横向き）をテレビのネジ穴に合わせて、取り付け位置を決めます。
取り付け位置が決まったら、高さを調整して 1 を取り付けてください。
テレビ
（背面）

【スクリーンマウントブラケットに同梱】
ブラケット組み立て用ネジ
（M4 ワッシャー付き ×10 mm）4 本

スクリーンマウントブラケット（横向き）

重 要

この時点では、まだテレビに取り付けをしないでください。

CS-800 ユーザーガイド
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3. 2 をテレビスタンドとテレビ、本体に取り付ける

1 2 をテレビスタンドに取り付ける
2 1 のウォールマウントブラケット部分に本体をひっかける
3 2 を本体の下側から本体同梱のネジで固定する
【スクリーンマウントブラケットに同梱】
テレビ取り付け用ネジ 4 本
（M6×12 mm もしくは 30 mm）
（M8×15 mm もしくは 35 mm）
※ テレビのネジ穴に合わせて使用するネジを選択
1 ※ スペーサーを使用する場合は、長いネジを使用

スペーサー

本体

2
3
テレビスタンド

重 要

• テレビスタンドの形状によっては、スクリーンマウントブラケット「BRK-TV1」に同梱されてい
るスペーサーも一緒に重ねて締めてください。
• テレビスタンドの組み立て方法およびテレビへの取り付け方法は、テレビスタンドの取扱説明書に
従ってください。

2
ウォールマウントブラケット
本体背面

3

ウォールマウントブラケット

本体

【本体に同梱】
ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ
（M3×8 mm）
CS-800 ユーザーガイド
24

テレビ画面上で本体を設定する（OSDメニュー）
OSD（On-Screen Display）メニューは、本体の設定画面をテレビに表示する機能です。リモコンから操作できます。

お知らせ
• 本機能は、持ち込み PC を使用する場合（11 ページ）に、使用できます。常設 PC 使用時は使用できません。
• 本機能を使用するには、「リモコンと本体をペアリングする」（15 ページ）を先に行ってください。
• 本機能を使用するには、「持ち込み PC ／スマートデバイス使用時に必要な設定をする」（16 ページ）を先に行って
ください。

本体の設定メニューの表示方法

1. リモコンのメニューボタンを押す

テレビに OSD メニューが表示されます。

2. リモコンのパン／チルトボタンで操作する
パン／チルトボタン（矢印ボタン）で上下左右のカーソル移動ができます。

CS-800 ユーザーガイド
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ヤマハCSマネージャーを使用して詳細設定する
ヤマハ CS マネージャーとは
ヤマハ CS マネージャーは、本体の詳細設定を行うアプリケーションソフトウェアです。ヤマハ CS マネージャーを使
用するには、ヤマハ CS マネージャーをインストールしたコンピューターを CS-800 本体と USB ケーブルで接続しま
す。

ヤマハ CS マネージャーのナビゲーション

1
2

メニューと機能
1 メニュー

2 できること（機能）
• ホーム（ステータス情報）

30 ページ

• Admin 設定

32 ページ

• オーディオ設定

34 ページ

• Bluetooth 設定

36 ページ

• カメラ設定

39 ページ

• スマートフレーミング設定

41 ページ

• ディスプレイ設定

42 ページ

• ネットワーク設定

43 ページ

• 時刻設定

48 ページ

• ファームウェアアップデート

49 ページ

• コンフィグレーション

50 ページ

• ログ

51 ページ

CS-800 ユーザーガイド
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ヤマハ CS マネージャーを使用して詳細設定する

推奨環境
ヤマハ CS マネージャーの動作推奨環境は、以下のとおりです。
Windows 11、Windows 10（64 bit）
macOS 12、macOS 11、macOS 10.15

インストール方法
ヤマハ CS マネージャーを使用するには、アプリケーションファイルのダウンロードが必要です。

1. ヤマハホームページから、最新のアプリケーションファイルをダウンロードする
 ヤマハホームページ（ダウンロード）
https://download.yamaha.com/

2. 圧縮ファイルを展開し、アプリケーションファイルを実行する
Windows の場合
zip ファイルを任意の場所に展開してください。フォルダの中の「CSManager.exe」をダブルクリックして、起動
します。
Mac の場合
dmg ファイルを任意の場所に展開してください。フォルダの中の「CSManager」をダブルクリックして、起動し
ます。

お知らせ
アプリケーションファイルを実行してもヤマハ CS マネージャーのログイン画面が開かない場合は、PC と CS-800 が
USB ケーブルで接続されているか確認してください。

CS-800 ユーザーガイド
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パスワード設定／ログイン
ヤマハ CS マネージャーを使用するには、ログインが必要です。起動すると、ログイン画面が表示されます。

■ はじめての場合：パスワードを設定する
初回起動時には、パスワードの設定が必要です。任意のパスワードを設定してください。

Initial Password Setting

1
2
3

項目

1 Password:

内容
ヤマハ CS マネージャーのログインパスワードに設定する値を入力します。
（4 文字以上 16 文字以下の英数字）

2 Confirm Password:

上記で入力したパスワードを再入力します。

3

クリックすることで、パスワードを確定します。

Submit

CS-800 ユーザーガイド
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■ ログインする
パスワードを設定後にヤマハ CS マネージャーを起動すると、ログイン画面が表示されます。設定したパスワードを入
力し、ログインしてください。

Login

1
2

項目

1 Password:
2

内容
設定したパスワードを入力します。

Login

クリックすることで、パスワードを確定します。

お知らせ
設定したパスワードを忘れた場合は「工場出荷時の状態に戻す（ファクトリーリセット）」（54 ページ）を参照し、本
体を初期状態に戻してください。

CS-800 ユーザーガイド
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ホーム（ステータス情報）
ヤマハ CS マネージャーにログイン後、ホーム画面には各種ステータス情報が表示されます。

Home メニュー > Status 情報

1
2

3

4

1 Version
項目

CS Manager version

内容
ヤマハ CS マネージャーのバージョンが表示されます。

2 System Status
項目

内容

Model name

モデル名が表示されます。

Firmware version

本体のファームウェアバージョンが表示されます。

Serial number

本体のシリアル番号が表示されます。

CS-800 ユーザーガイド
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3 Bluetooth Status
項目

内容

Bluetooth status

Bluetooth の接続状態が表示されます。
• [disable]
Bluetooth 接続が無効化されています。
• [not connected]
Bluetooth 接続がされていません。
• [connected to XXXX]
現在接続している Bluetooth 接続のデバイス名が表示されます。

Bluetooth name

本体の Bluetooth 接続の表示名が表示されます。
Bluetooth 設定でデバイス名を設定した場合、設定したデバイス名が表示
されます。

Bluetooth MAC address

Bluetooth MAC アドレスが表示されます。

4 Network Status
項目

内容

Network status

ネットワーク接続（Wi-Fi 接続）の状態が表示されます。
• [disabled]
Wi-Fi 接続が無効化されています。
• [not connected]
Wi-Fi に接続されていません。
• [connected to <SSID>]
現在接続している Wi-Fi 接続の SSID 名が表示されます。
（例：connected to yamaha̲wiﬁ）

IP address

本体の IP アドレスが表示されます。

Wi-Fi MAC address

本体の MAC アドレスが表示されます。

関連リンク
• ファームウェアアップデート（49 ページ）
• Bluetooth 設定（36 ページ）
• ネットワーク設定（43 ページ）
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Admin 設定
Admin 設定では、接続モード・パスワード設定・電源管理設定などシステムの値を設定できます。

Settings メニュー > Admin 設定

1
2

3

1 Security Settings
項目

New password
Confirm new password

内容
ヤマハ CS マネージャーのログインパスワードに設定する値を入力します。
（4 文字以上 16 文字以下の英数字）
上記で入力したパスワードを再度入力します。

お知らせ
[New password] または [Confirm new password] が空欄の状態で [Submit] ボタンをクリックした場合、パスワー
ドは更新されません。
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2 Power Settings
項目

内容

Enable auto wake up

人物検知による自動電源オン機能（オートウェイクアップ）の有効化／無
効化を設定できます。

Auto monitor off time

画面焼け防止のための自動ディスプレイオフまでの時間をスライダーで設
定できます。（分単位）

Enable power saving mode

省電力設定の有効化／無効化を設定できます。
有効のときのみ、以下が設定できます。
• [Power saving timeout]
自動電源オフ時間をスライダーで設定できます（分単位）

3 Submit
項目
Submit

内容
クリックすることで、Admin 設定のすべての内容を反映できます。
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オーディオ設定
オーディオ設定では、マイクやスピーカーの設定ができます。

Settings メニュー > Audio 設定

1

2
3

1 Microphone Settings
項目

Enable high pass filter

Enable Face Focus Beamforming

内容
マイクのハイパスフィルタの無効化／有効化を設定できます。
有効のときのみ、マイクのイコライザーを選択できます。
[200 Hz ／ 315 Hz ／ 500 Hz]
カメラの映像から参加者の位置を検出し、参加者の音声以外のノイズを低
減する機能を無効化／有効化できます。
【有効にした場合】
• 参加者を検出するため、レンズキャップを外してください
• 対象エリアは、スマートフレーミング設定の
Settings で設定できます（41 ページ）

Enable Self-Silence

2 Meeting Area

人の声とノイズを自動的に検出し、人の声以外の音を低減する機能の無効
化／有効化を設定できます。
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2 Speaker Settings
項目

内容

Enable equalizer

スピーカーのイコライザーの無効化／有効化を設定できます。有効のとき
のみ、スピーカーのイコライザーを選択できます。
[Bass boost ／ Treble boost]

Enable Self-Volume Balancer

スピーカーの音量を自動調整する機能の無効化／有効化を設定できます。

3 Submit
項目
Submit

内容
クリックすることで、オーディオ設定のすべての内容を反映できます。

CS-800 ユーザーガイド
35

ヤマハ CS マネージャーを使用して詳細設定する

Bluetooth 設定
Bluetooth 設定画面では、Buetooth の設定や Bluetooth 機器とのペアリングができます。

Settings メニュー > Bluetooth 設定

1

2

1 General Settings
項目

Enable Bluetooth

Submit

内容
Bluetooth 機能の無効化／有効化を設定できます。有効のときのみ、以下
の設定ができます。
• [Device name]
Bluetooth 機器と接続した場合に表示される本体のデバイス名を変更で
きます。
• [Pairing timeout]
ペアリングモードがタイムアウトする時間をスライダーで設定できます。
（秒単位）
• [Enable auto unpair-on-disconnect]
Bluetooth 機器との接続が切断されると同時にペアリング情報を消去で
きます。自動的に接続したい場合は無効にしてください。
クリックすることで、[General Settings] の内容を反映できます。
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2 Pairing
Bluetooth 機能の有効時に表示されます。
項目

内容

Paired devices

ペアリング済みの Bluetooth 機器の Bluetooth のデバイス名が表示され
ます。接続中のデバイス名は、太字で表示されます。

MAC addresses

ペアリング済みの Bluetooth 機器の MAC アドレスが表示されます。接続
中の MAC アドレスは、太字で表示されます。

Enter Pairing Mode

Exit Pairing Mode
Disconnect
Unpair All Devices

クリックすることで、ペアリングモードを開始できます。詳しくは「ヤマ
ハ CS マネージャーで Bluetooth 接続する」（38 ページ）を参照してく
ださい。
クリックすることで、ペアリングモードを終了できます。
クリックすることで、Blutooth 接続中のデバイスを切断できます。
クリックすることで、すべてのペアリング情報を消去できます。

関連リンク
• スマートデバイスを会議に使用する（18 ページ）
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■ ヤマハ CS マネージャーで Bluetooth 接続する
本体と Bluetooth 機器を接続する場合、まずはペアリングをする必要があります。以下の手順でペアリング・
Bluetooth 接続ができます。

Settings メニュー > Bluetooth 設定

1

2
3
4

1. Bluetooth 接続を有効にする

1 [Enable Bluetooth] にチェックをします。
2 [Submit] ボタンをクリックして、設定を有効にします。

Blutooth 機器の Bluetooth がオンになっていることを確認してください。

2. ペアリングを開始する

3 [Enter Paring Mode] ボタンをクリックして、ペアリングモードを開始します。
接続中の機器がある場合は、[Enter Paring Mode] ボタンを押すことができません。[Disconnect] ボタンを押し
て、切断してください。

3. Bluetooth 機器でペアリングリクエストを承認する
Bluetooth 機器の画面に、Bluetooth Pairing PIN（数字）が表示されます。ヤマハ CS マネージャーの画面に表
示されている数字と間違いがないことを確認し、Bluetooth 機器で承認してください。

4. ペアリングの完了を確認する

4 [Paired Devices] に、ペアリングした機器が追加されていれば、ペアリング完了です。
ペアリングと同時に Bluetooth 接続されます。Bluetooth 接続中のデバイス名は、太字で表示されています。

関連リンク
• スマートデバイスを会議に使用する（18 ページ）
• Bluetooth 設定（36 ページ）
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カメラ設定
カメラ設定では、本体搭載カメラの詳細設定ができます。

Settings メニュー > Camera 設定

Camera preview

1

1 General Settings
カメラの設定値の調整ができます。各設定は、スライダーやチェックなど、操作をした時点で変更され、カメラプレ
ビューに反映されます。
項目

内容

Brightness

輝度の値をスライダーで調整できます。

Contrast

コントラストの値をスライダーで調整できます。

Saturation

彩度の値をスライダーで調整できます。

Sharpness

シャープネスの値をスライダーで調整できます。

White Balance

ホワイトバランスの値をスライダーで調整できます。[Auto] にチェックを
入れると、自動設定が有効になります。

Exposure

露出の値をスライダーで調整できます。[Auto] にチェックを入れると、自
動設定が有効になり、[Exposure] と [Gain] の調整ができなくなります。

Gain

ゲインの値をスライダーで調整できます。

Backlight Compensation

バックライト補正の有効化／無効化を設定できます。
CS-800 ユーザーガイド
39

ヤマハ CS マネージャーを使用して詳細設定する

項目

内容

Power line frequency for anti-flicker

フリッカー現象を低減するために、電力線周波数を設定できます。
「Auto
detect」に設定してもフリッカー低減効果が得られない場合は、お住まい
の地域の周波数を選択してください。[Auto detect ／ 50 Hz ／ 60 Hz]

Pan

Zoom が初期設定値（100）以外の場合のみ、設定が可能です。
カメラの向き（水平方向）の値をスライダーで調整できます。

Tilt

Zoom が初期設定値（100）以外の場合のみ、設定が可能です。
カメラの向き（垂直方向）の値をスライダーで調整できます。

Zoom

ズーム倍率の値をスライダーで調整できます。

PTZ preset 1~5

カメラの PTZ 値（Pan ／ Tilt ／ Zoom）を設定できます。
（5 つまで）

Save Current PTZ Settings as Preset

[PTZ preset1 〜 5] から保存したいプリセット名を選択し、ボタン * を
クリックすることで、現在の PTZ 値の組み合わせを保存できます。

Restore PTZ Preset

[PTZ preset1 〜 5] からプリセット名を選択し、ボタン * をクリックす
ることで、保存された PTZ 値の組み合わせを呼び出すことができます。

Save All Current Camera Settings
Restore All Camera Settings
Reset All Camera Settings to Defaults

クリックすることで、PTZ 値を含むすべてのカメラ設定を保存できます。
[Save All Current Camera Settings] で保存した値を呼び出します。
現在の PTZ 値を含むすべてのカメラ設定と PTZ Preset を初期状態に戻
すことができます。

* ボタンが無効になっている場合は、スマートフレーミング設定の [Enable Smart Framing] のチェックを外す（41
ページ）か、リモコンの「スマートフレーミングボタン」を押して、スマートフレーミング機能を無効にしてくださ
い。（9 ページ）
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スマートフレーミング設定
スマートフレーミング設定では、人物を認識するカメラフレーム領域の設定ができます。

Settings メニュー > Smart Framing 画面

Camera preview

1
2

1 Smart Framing Settings
項目

内容

Enable Smart Framing

スマートフレーミング機能の無効化／有効化を設定できます。

Framing mode

スマートフレーミング機能が有効の場合のみ設定できます。
用途に合わせて被写体を追従するモードを選べます。
• [Group]：映っている人全員をフレームに収める
• [Speaker Tracking]：話している人をフレームに収める
• [Individual]：特定の一人をフレームに収める

2 Meeting Area Settings
スマートフレーミング・フェイスフォーカスビームフォーミング * の対象エリアを設定します。
項目

Horizontal angle
Max distance

内容
水平方向の対象エリアをスライダーで設定できます。（20 〜 110°）
対象エリアを何 m 先までにするかをスライダーで設定できます。
（1 〜 4.5 m、フェイスフォーカスビームフォーミング * が有効の場合は、
3.0 m まで）

* フェイスフォーカスビームフォーミング … オーディオ設定（34 ページ）の [Enable Face Focus Beamforming]
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ディスプレイ設定
ディスプレイ設定では、アイドル状態時のテレビ画面に表示する画像を設定できます。

Settings メニュー > Display 設定

1

1 General Settings
項目

内容

Enable HDMI

HDMI 接続の無効化／有効化を設定できます。

Enable DisplayLink

HDMI 接続が有効の場合のみ設定ができます。DisplayLink 機能 * の無効
化／有効化を設定できます。

Stand-by screen image selection

[Enable HDMI] が有効の場合のみ設定ができます。
本体と PC が未接続時、本体と HDMI 接続したテレビに表示する待機画面
を設定できます。
• [User provided image file]
画像を新たに設定する場合は、参照してアップロードできます。（アップ
ロード可能な拡張子：jpg/jpeg/png。画像の対比はテレビの解像度に合
わせてください。
）

Submit

クリックすることで、上記内容を反映できます。

* DisplayLink 機能
本体を経由して PC とテレビが接続されている場合、PC の画面をテレビ画面に表示する機能（PC から USB 接続で本
体、本体からは HDMI でテレビに接続。例：11 ページ）
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ネットワーク設定
ネットワーク設定では、本体に Wi-Fi で接続するための設定ができます。Wi-Fi 設定をすることにより本体の時刻設定が
できます。

Settings メニュー > Network 設定

1

2

3
4
5
6
7
8

1 General Settings
項目

Enable Wi-Fi

内容
Wi-Fi 機能の無効化／有効化を設定できます。
有効にした場合のみ、以下の設定ができます。
• Country code
Wi-Fi 機能の国コード（国名）を設定します。
[Home] 画面（30 ページ）の [Serial Number] の末尾が [J][U][A] 以
外の場合に表示されます。*
• Enable network auto-connect
接続したことがあるネットワークへ自動接続する機能の無効化／有効化
を設定できます。

* 本製品は、法的な規制基準が異なるさまざまな国・地域で使用できるように設計されています。ご使用になる国・地域
に合わせて国コードを設定してください。一部の国・地域では工場出荷時の設定から変更できません。
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2 IP Settings (IPv4)
項目

内容

Enable DHCP

[Enable Wi-Fi] を有効にした場合のみ設定できます。
DHCP 機能の無効化／有効化を設定します。
静的 IP アドレスを割り当てる場合は、[Enable DHCP] を無効にして、以
下のように静的 IP アドレスを設定できます。
（XXX.XXX.XXX.XXX の形
式で入力してください。）
• IP address
• Subnet mask
• Default gateway
• Primary DNS
• Secondary DNS
項目
Submit

3

内容
クリックすることで、[General Settings/IP Settings] の内容を
反映できます。

4 Network Status
項目

内容

Network status

ネットワーク接続（Wi-Fi 接続）の状態が表示されます。
• disabled
Wi-Fi 接続が無効化されています。
• not connected
Wi-Fi に接続されていません。
• connected to <SSID>
現在接続している Wi-Fi 接続の SSID 名が表示されます。
項目

内容
ネットワークに接続します。詳しい手順は「ネットワークに接続す
る」（45 ページ）を参照してください。

5

Connect to Network

6

Saved Networks

既知のネットワーク一覧を表示します。

7

Install Certificate

クライアント証明書ファイルをインストールします。

8

Installed Credentials

インストールされた認証情報（CA/ ユーザー証明書）の一覧を表示
または削除ができます。
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■ ネットワークに接続する
ネットワークに接続するための Wi-Fi 設定ができます。Wi-Fi 接続をし、時刻設定を行うことで、CS-800 の時刻を正
確に保つことができます。

1. Network 設定の [Connect to network] ボタンをクリックする
[Connect to network] 画面（ポップアップ画面）が開きます。

Settings メニュー > Network 設定 > Connect to network 画面

1
2

3

4

2. 1 アクセスポイントの一覧から接続するアクセスポイントを選択する
1 Available Networks
項目

Available Networks

内容
デバイスから取得した接続可能な無線アクセスポイントの一覧が表示され
ます。暗号化されている接続には、SSID 名の右側に鍵マークが表示され
ます。
暗号化されている接続を選択した場合は、暗号化方式により 2 の項目が変
動します。
• [+ Add network]
選択すると [SSID] の以下の項目をすべて手動で設定できる状態になりま
す。
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3. 選択したアクセスポイントの SSID 名と暗号化形式が表示される
選択したアクセスポイントの暗号化形式により、入力項目と画面の遷移が異なります。
画面 1 で [+ Add network] を選択した場合は、すべて手動で設定します。

2 SSID 名と暗号化形式
項目

内容

SSID

SSID 名が表示されます。（最大文字数：32 文字）

Security

暗号化方式により、表示される項目が異なります。
１）以下の場合、その他の項目入力の必要がありません。 4 の手順に進ん
でください。
• [None]
• [Enhanced Open]
２）以下の方式の場合、 3 の [Password] のみ表示されます。パスワー
ドを入力してください。その後、 4 の手順に進んでください。

• [WEP]
• [WPA/WPA2-Personal]
• [WPA3-Personal]
３）以下の方式の場合、 3 の項目が表示されます。
• [WPA/WPA2/WPA3-Enterprise]
• [WPA3-Enterprise 192-bit]
[EAP Method] が [TLS] の場合の項目（[EAP Method] は [TLS] に設
定され、グレーアウトされます）

3 [Security] で [WPA/WPA2/WPA3-Enterprise] [WPA3-Enterprise 192-bit] が選択されている場合
項目

内容

EAP method

選択した認証方式により、表示される項目が異なります。
• [PEAP]
Phase 2 authentication, CA certificate, Identity, Anonymous
identity, Password
• [TLS]
CA certificate, User certificate, Identity
• [TTLS]
Phase 2 authentication, CA certificate, Identity, Anonymous
identity, Password
• [PWD]
Identity, Password

Phase 2 authentication

[EAP method] にて [PEAP/TTLS] を選択時にのみ選択できます。
[None/PAP/MSCHAP/MSCHAPV2/GTC]

CA certificate

CA 証明書を選択できます。
ネットワーク設定の [Installed credential] 画面に表示された
[credential] のうち、CA 証明書を含むものが選択肢に追加されます。

Domain

CA 証明書で認証されているドメイン名を入力します。
[CA certificate] で [Use system certificates] を選択時のみ項目の入力
ができます。
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項目

内容

User certificate

ユーザー証明書を選択できます。
ネットワーク設定の [Installed credential] 画面に表示された
[credential] のうち、ユーザー証明書を含むものが選択肢に追加されます。

Identity

ユーザー ID を入力します。

Anonymous Identity

匿名ユーザー名を入力します。

Password

認証パスワードを入力します。

4. Submit ボタンをクリックして Wi-fi 接続を開始する
項目

4
画面の左下に

Submit

内容
クリックすることで、Wi-ﬁ 接続を開始します。

Succeeded to connect to network

と表示されたら、ネットワークに接続完了です。

お知らせ
各ドロップダウンの項目は、選択するたびに他の項目に入力された値が初期化されます。
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時刻設定
時刻設定では、本体の時刻を自動で合わせるための設定ができます。

お知らせ
時刻設定をするには、ネットワーク設定で Wi-Fi 接続を行う必要があります。（45 ページ）

Settings メニュー > Region 設定

1

1 General Settings
項目

内容

Timezone

タイムゾーンを選択します。

Enable NTP

NTP 機能の無効化／有効化を設定します。有効にした場合、NTP サー
バーのアドレスを設定します。
• [NTP server 1]
• [NTP server 2]
• [NTP server 3]
• [NTP server 4]
Submit

[General Settings] の内容を反映します。

関連リンク
• ネットワークに接続する（45 ページ）
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ファームウェアアップデート
ファームウェアアップデート画面では、ファームウェアのアップデートができます。

お知らせ
本製品は、操作性の向上や機能の追加、不具合の修正のために、本体のファームウェアをアップデートできる仕様に
なっています。本体のファームウェアを最新のバージョンにアップデートすることをおすすめします。「ファームウェア
のアップデート方法」（6 ページ）に記載の手順 1 のとおり、最新のファームウェアファイルをご用意ください。

Tools メニュー > Update 画面

1

1 Firmware update
項目
Select Firmware

内容
ファームウェアファイルを指定して、アップロードします。アップロード
可能拡張子（.bundle）

関連リンク
• ファームウェアのアップデート方法（6 ページ）

お知らせ
ファームウェアのアップデート中は、本体の AC アダプター・USB ケーブルを抜かないでください。
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コンフィグレーション
コンフィグレーション画面では、本体の設定のリセット・再起動ができます。

Tools メニュー > Configuration 画面

1
2

1 Reset Defaults
項目

内容

Network settings

ネットワーク設定をリセットする場合は、チェックをして [Reset
Defaults] ボタンをクリックしてください。

Restore factory defaults

工場出荷時の状態に初期化をする場合は、チェックをして [Reset
Defaults] ボタンをクリックしてください。リセット完了後は、初期パス
ワード設定画面が表示されます。

Reset Defaults

上記で選択したリセットを行います。

2 Restart
項目
Restart

内容
本体を再起動します。
再起動後はログイン画面が表示されます。
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ログ
ログ画面では、ログ情報をダウンロードできます。問題が発生しサポート窓口へお問い合わせ頂いた際、原因を分析す
るためにダウンロードしていただくことがあります。

Tools メニュー > Logs 画面

1

1 Logs
項目
Download Logs

内容
ログファイルを保存します。ログファイルの保存先を参照から指定して、
ダウンロードしてください。

お知らせ
ログ情報は、工場出荷時の状態に戻すと（ファクトリーリセット）削除されます。不具合などでファクトリーリセット
（54 ページ）を行うときは、先にログ情報をダウンロードすることをおすすめします。
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付録
主な仕様
一般仕様
品名

ビデオ会議システム

寸法

W 620 mm × D 90 mm × H 70 mm

質量

1.7 kg

電源

AC100 〜 240 V (50/60 Hz)

最大消費電力

42 W

安全規格

電気用品安全法

電波障害規格

VCCI class A

無線認証

TELEC（技適）

動作環境

保管環境

温度

0 ℃ 〜 40 ℃

湿度

20％ 〜 85％（結露しないこと）

温度

− 20 ℃ 〜 60 ℃

湿度

20％ 〜 85%（結露しないこと）

インジケーター

ステータスインジケーター

付属品

AC アダプター、AC ケーブル、リモートコントローラー、USB 2.0 ケーブル（C-A）5 m、HDMI ケーブル
2 m、壁付けブラケット、テーブルスタンド、レンズキャップ、はじめにお読みください、クイックガイド、
セーフティーガイド、コイン電池（CR2032）×2、保証書、端子カバー、取り付けネジ、六角レンチ

別売オプション品

マウントアクセサリー BRK-TV1
USB 3.2 Gen 2 ケーブル（A-C）10 m CBL-L10AC
USB 3.2 Gen 2 ケーブル（A-C）25 m CBL-L25AC

対応 OS

Windows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS

接続
USB Type-C

USB 2.0/3.2 Gen 1、UAC 2.0、UVC 1.1、DisplayLink

HDMI

バージョン 1.4
解像度：720 × 480、1280 × 720、1366 × 768、1920 × 1080
フレームレート : 30 fps
HDCP：バージョン 1.3
HDMI-CEC：電源制御、入力選択

Bluetooth

バージョン 5.0
対応プロファイル：HFP（1.7）
、A2DP、AVRCP、BLE
対応コーデック：CVSD、SBC、mSBC
無線出力：Class 1
最大通信距離：10 m（障害物がない場合）
無線周波数（動作周波数）：2,402 〜 2,480 MHz
最大出力電力 : 0.05 mW/MHz

Wi-Fi network

無線 LAN 規格：IEEE 802.11b/g/n
無線周波数帯：2.4 GHz
セキュリティ：OPEN、WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA3-SAE
無線周波数（動作周波数 )：2,402 〜 2,482 MHz
最大出力電力 : 4.0 mW/MHz
CS-800 ユーザーガイド
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オーディオ
スピーカー

フルレンジスピーカー × 1

スピーカー音量

90 dBSPL（1m）

スピーカー周波数帯域

100 Hz 〜 20 kHz

マイク

Hexa-microphone（MEMS × 6）

マイク収音範囲

前方 120° の音声を収音、最大距離：6.0 m ( フェイスフォーカスビームフォーミング無効時）／
3.0 m （フェイスフォーカスビームフォーミング有効時）

マイク周波数帯域

100 Hz 〜 16 kHz

オーディオ信号処理

適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オート
ルーム EQ、残響抑圧、SoundCap Eye（フェイスフォーカスビームフォーミング／マイク自動ミュー
ト／スピーカー音量自動調整）

カメラ・ビデオ
センサー

CMOS 8M ピクセル（4K）

対角視野角

120°

焦点距離

0.5 m 〜 ∞

フレームレート

6 fps、7.5 fps、10 fps、15 fps、30 fps

対応ビデオ解像度

3840 × 2160、2560 × 1440、1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360

対応ビデオコーデック

YUY2、MJPEG、NV12

フレームコントロール

スマートフレーミングまたはマニュアルパンチルトズーム (PTZ)、任意設定プリセット ×2
最大ズーム倍率：5.0 倍
人検出最大距離：4.5 m

ビデオ信号処理

自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション

ユーザーインターフェース
ファンクションボタン

工場出荷時設定、リモートコントローラーペアリング

リモートコントローラー

電源、マイクミュート ×2、スピーカーボリューム、カメラ ePTZ、スマートフレーミング ON/OFF、
カメラプリセット ×2、OSD メニューコントロール

OSD メニュー

ミーティングエリア、スマートフレーミングモード、カメラプリセット、マイク、スピーカー、
Bluetooth

人検出

オートウェイクアップ

ヤマハ CS マネージャー

対応 OS：Windows11、Windows10（64bit）
、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15
機能：デバイスステータスモニター、セキュリティ設定、パワー設定、オーディオ設定、カメラ設定、
スマートフレーミング設定、Bluetooth 設定、HDMI 表示設定、ネットワーク（Wi-Fi）設定、NTP 設
定、ファームウェア更新、工場出荷時設定、ログ取得
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工場出荷時の状態に戻す（ファクトリーリセット）
以下のどちらかの方法で、本体を工場出荷時の状態（初期設定）に戻すことができます。
• 本体で初期化する
• ヤマハ CS マネージャーで初期化する

お知らせ
工場出荷時の状態に戻す（ファクトリーリセット）と、ログ情報が削除されます。不具合などでファクトリーリセット
を行う場合は、その前にログ情報をダウンロードすることをおすすめします。（51 ページ）

■ 本体で初期化する

1. 本体背面の [FUNCTION] ボタンを押したまま、電源ケーブルを接続して本体を起動する

本体（背面）

電源ケーブルを接続すると自動的に起動します。

2. 電源ケーブル接続後も、[FUNCTION] ボタンを５秒以上押したままにする
本体の前面のステータスインジケーターが橙色に 0.5 秒間隔で 5 回点滅します。
インジケーターが白色に点灯すると、初期化の完了です。

■ ヤマハ CS マネージャーで初期化する
ヤマハ CS マネージャーの [Tools] メニューのコンフィグレーションから初期化します。（50 ページ）
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