
Step3 マイクやイヤホンを接続する
お手持ちのイヤホンマイクをパソコンに接続して、チャットソ
フトで自分の声を相手に送ったり、送られてきた相手の声を聞
くことができます。	
	マイク（別売）の接続

別売のイヤホンマイクのマイク
プラグをパソコンのマイク入力
端子に差し込みます。

	お手持ちのマイクを使用せずに本製品の内蔵マイクを使用す
ることもできます。

	 お使いのソフトウェアで使用するマイクを切り替える必要が
あります。

	 「Step4各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする」
	
	イヤホン（別売）の接続

別売のイヤホンマイクのイヤホ
ンプラグをパソコンのイヤホン
出力端子に差し込みます。

	
	Bluetooth® ヘッドセット（別売）の接続

Bluetooth® ヘッドセットをパソコン
に接続して、使用することもできます。
Bluetooth® ヘッドセットのペアリ
ング方法等は、接続先機器、および
Bluetooth® ヘッドセットのマニュア
ルをご参照ください。

	Bluetooth® ヘッドセットをチャットソフトで使用する場合、
お使いのチャットソフトで使用するマイクを切り替える必要
があります。

	 「Step4各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする」

お使いになる前に
お使いになる前に、次の内容をご確認ください。

	取り付け上の注意
・	5V、500mAの供給電力が得られるUSBポートに接続してください。
・	ご使用のノートパソコン、ディスプレイの構造によっては、本製品を台座で固定できな

い場合があります。
・	台座にて固定できない場合は、平らな面に設置してください。
・	取り付け時は、ケーブルを張らないように長さに余裕を持って設置してください。ケー

ブルを張ったまま取り付けると、ケーブルが引きずられて本製品が落下し、本製品およ
び周辺の機器が破損する恐れがあります。

・	Webカメラの方向を変える場合は、必ず台座部分を手で押さえたまま動かしてくださ
い。無理に動かすと設置場所から外れて本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破
損する恐れがあります。

・	凹凸がある場所や斜めになっている場所にWebカメラを取り付けないでください。不
安定な場所に取り付けると本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損する恐れが
あります。

・	Webカメラを固定するときは、柔らかい物や構造的に弱い部分に取り付けないでくだ
さい。不安定な場所に取り付けると本製品が落下し、本製品および周辺の機器が破損す
る恐れがあります。

	ご使用上の注意
・	Webカメラのレンズは指で触れないでください。ホコリが付着した場合などは市販の

レンズブロアなどで取り除いてください。
・	お使いのチャットソフトの仕様によって、VGAサイズ以上でのビデオチャットが行え

ない場合があります。
・	お使いのインターネット接続環境によっては、各ソフトウェアがご利用いただけない場

合があります。
・	ハードウェアの処理性能によっては、音声品質、動画処理などで十分な性能が得られな

い場合があります。
・	本製品の特性上、お使いのパソコンの環境によっては、スタンバイや休止状態またはス

リープ状態に入ると製品を認識しなくなることがあります。ご使用の際には、スタンバ
イや休止状態またはスリープ状態になるような設定は解除してください。

・	本製品が認識されなくなった場合は、本製品を一旦パソコンから取り外して、再度接続
し直してください。

・	Webカメラ利用時にはパソコンを省電力状態にしないでください。省電力状態にする
ときはWebカメラを利用しているアプリケーションをあらかじめ終了してください。

・	本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証およびサポートサービスの対象
外となります。

※	本製品はUSB2.0 専用です。USB1.1 インターフェースには対応いたしません。

	パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃ってい
るかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品
などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーション
センターまでご連絡ください。

●Webカメラ本体	.......................................................... 1 台

ジョイント部
上下左右に可動します。USB コネクター

パソコンに接続	
します。 カメラレンズ

内蔵マイク
音声を入力するとき
に使用します。

LED
画像表示中に
点灯します。

プライバシーシャッター
使用していないとき
に、レンズを物理的に
遮断できます。

三脚穴
別売の三脚を取り
付けられます。

安全にお使いいただくために
■絵表示の意味

	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど	
人身事故の原因になります。

	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、	
他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警告
本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、本製品をパソコン
から取り外してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに
使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、火傷しないように発熱していないことを
十分確認した後で、本製品をパソコンから取り外してください。そのあとで、お買い上げ
の販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま
使用すると、火災や感電の原因になります。
本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品をパソコンから取り外して
ください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン
ターまでご連絡ください。
破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

分解禁止

本製品の分解や改造、修理などを行なわないでください。火災や感電、故障の原因になり
ます。
また、故障時の保証対象外となります。
本製品を火中に投入しないでください。
破裂により火災やけがの原因になります。
コネクターはぬれた手で抜き差ししないでください。また、加工したり、無理に曲げたり
しないでください。
火災や感電の原因になります。

	注意
本製品を次のようなところには置かないでください。
●	日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ、
	 暖房器具の周辺など高温になるところ
●	多湿なところ、結露をおこすところ
●	平坦でないところ、振動が発生するところ
●	マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
●	ほこりの多いところ
本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存し
てください。
雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。

このたびは、200万画素Webカメラ“UCAM-C820ABBK”をお買い上げいただき誠にあ
りがとうございます。
このマニュアルでは“UCAM-C820ABBK”の操作方法と安全にお取り扱いいただくための
注意事項を記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。
また、このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。
※	このマニュアルでは一部の表記を除いて“UCAM-C820ABBK”を「本製品」と表記してい
ます。

ご使用の手順

Step1 カメラを設置する
Webカメラを設置し、角度を上下に調整します。
※ディスプレイの上がおすすめです。
ノートパソコンなどのディスプレイに取り付ける場合

前面

平らな台やテーブルの上に置く場合

三脚（別売）を使用する場合

Step2 カメラを接続する
	 1. 	 パソコンのUSBポートに、WebカメラのUSBコ

ネクターを差し込みます。

	パソコンの電源がONのときでも抜き差しで
きます。
	USBコネクターの上下方向を間違えないよう
に、正しく接続してください。

	 2. 	ドライバーが自動的にインストールされます。
これでWebカメラが使用できるようになりました。

		ビデオチャットを行うには、ご使用になるソフトで
Web	カメラを使用する設定をしてください。

200万画素WEBカメラ
UCAM-C820ABBK
ユーザーズマニュアル

ご使用になるチャットソフトでWebカメラを使用する設定をしてください。
ここでは例として代表的なチャットソフトでの設定方法を説明します。

Step4 		各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする	

以下は「Skype	for	Windows	Desktop」の画面で説明しています。ストアアプリ版、Mac
版では画面が異なりますが、手順は同じです。

	 1. 	 パソコンにWebカメラが接続されていることを確認して、Skypeを起動します。
	 2. 	「ユーザープロファイル」をクリックします。

	 3. 	「設定」をクリックします。

	 4. 	「音声 /ビデオ」で次のように設定します。
	 5. 	複数のカメラを接続している場合は、「ビデオ」で、

「FHD	Camera」を選択します。
カメラの映像が表示されたら、正しく動作していま
す。

	 6. 	「マイク」で使用する音声デバイスを選択します。Web
カメラ内蔵マイクを使用する場合は、以下を選択しま
す。
・Windowsの場合
マイク（FHD	Camera	Microphone）

・macOSの場合
FHD	Camera	Microphone

これで本製品を Skype で使用できます。

5.

6.

Skype™	で使用する
以下はWindows 版の画面で説明しています。Mac 版では画面が異なりますが、手順は
同じです。

	 1. 	 パソコンにWebカメラが接続されていることを確認して、Microsoft	Teamsを起
動します。

	 2. 	「ユーザープロファイル」をクリックします。

	 3. 	「設定」をクリックします。

	 4. 	「デバイス」で次のように設定します。
	 5. 	「オーディオデバイス」の「マイク」で使用する音声デバ

イスを選択します。Webカメラ内蔵マイクを使用す
る場合は、以下を選択します。
・Windowsの場合
マイク（FHD	Camera	Microphone）

・macOSの場合
FHD	Camera	Microphone

	 6. 	複数のカメラを接続している場合は、「カメラ」で、
「FHD	Camera」を選択します。
プレビューにカメラの映像が表示されたら、正しく動
作しています。

これで本製品をMicrosoft	Teams で使用できます。

5.

6.

Microsoft	Teams	で使用する

その他のチャットソフトをご使用の場合、各ソフトのマニュアルをご確認ください。

その他のチャットソフトをご使用の場合、各ソフトのマニュアルをご確認ください。

Zoom、Cisco Webex Meetings は裏面をご覧ください。
- 1 -
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基本仕様
Webカメラ本体
カメラ部
受像素子 1/3 インチ	CMOSセンサー
有効画素数 約 200万画素
フォーカス方式 オートフォーカス
記録画素数 最大 1920× 1080ピクセル
最大フレームレート 30fps
撮影画角 対角 76°
内蔵マイク
方式 エレクトレットコンデンサー方式（モノラル）
指向性 無指向性
共 通
インターフェイス USB2.0（タイプAオス）
ケーブル長 約1.5	m
外形寸法 約	幅 100mm×奥行 65mm×高さ 51mm		※ケーブルを含まず

対応OS

Windows	10、Windows	8.1
macOS	Catalina（10.15）
※	各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのイ
ンストールが必要になる場合があります。

※	マニュアルに表記されていない最新情報はホームページの対応表を
ご確認ください。

※	互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。全て
の機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を
保証するものではありません。

ハードウェアの動作環境
本製品をお使いいただくには、下記の環境を満たす必要があります。

CPU Intel®	Core™ i3	1.2GHz と同等以上
メインメモリ 1GB以上
HDD 空き容量 1GB以上
※	上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。

こまったときは
Webカメラでうまく設定できないとき
➡	設定や操作などで困ったときは、下記URLまたは右のQRコードのURL
へアクセスしてください、

	 弊社サポートポータルから、お役に立つ情報をご覧いただけます。

 https://www.elecom.co.jp/rd/elesup/017.html

本製品が正常に認識されない、動作しない
➡	本製品をUSBハブに接続している場合、USBハブを使用せずに電力供給が安定して
いるパソコン本体のUSBポートに接続してください。

➡	本製品を一度USB ポートから抜き、接続しなおしてください。それでも正しく認識
されず、以下のようなメッセージが表示された場合は、一度パソコンをシャットダウ
ンし、本製品を別のUSBポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。
• Windows® 10 の場合

	
• Windows® 8.1 の場合

	
	 改善しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセン
ターへご連絡ください。

カメラの映像が表示されない、表示がおかしい
➡	ご使用のチャットソフト等でWebカメラが正しく設定されていない可能性がありま
す。
「Step4		各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする」（表面）

➡	プライバシーシャッターが閉まっていませんか ?プライバシーシャッターを開けてく
ださい。

音声が相手に伝わらない、録音されない
➡	ご使用のチャットソフト等でカメラが正しく設定されていない可能性があります。

「Step4		各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする」（表面）
改善しない場合はお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター
へご連絡下さい。

製品に関するお問い合わせ
【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ（ナビダイヤル）】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012
[ 受付時間 ]
10:00 ～ 19:00
年中無休

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねま
す。また、お問い合わせには日本語によるサポートに限定させていだきます。
A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of 
purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. (Japan)”, no customer support is available for 
enquiries about purchases or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign 
language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the 
Elecom warranty, but are not available from outside of Japan. 

保証書について
保証期間 6 カ月

ご購入が証明できる書類（レシート・納品等）と本マニュアルを一緒に保管してください。

ユーザーサポートについて

以下はWindows 版の画面で説明しています。Mac 版では画面が異なりますが、手順は
同じです。

	 1. 	 パソコンにWebカメラが接続されていることを確認して、Zoomを起動します。
	 2. 	 （設定）アイコンをクリックします。

	 3. 	「ビデオ」を選択します。
	 4. 	複数のカメラを接続している場合は、「カメラ」で、

「FHD	Camera」を選択します。
プレビューにカメラの映像が表示されたら、正しく動
作しています。

	 5. 	「オーディオ」を選択します。
	 6. 	「マイク」で使用する音声デバイスを選択します。Web

カメラ内蔵マイクを使用する場合は、以下を選択しま
す。
・Windowsの場合
マイク（FHD	Camera	Microphone）

・macOSの場合
FHD	Camera	Microphone

これで本製品をZoomで使用できます。

4.

3.

6.

5.

Zoom	で使用する

以下はWindows 版の画面で説明しています。Mac 版では画面が異なりますが、手順は
同じです。

	 1. 	 パソコンにWebカメラが接続されていることを確認して、Cisco	Webex	Meetings
を起動します。

	 2. 	「ミーティングを開始」をクリックします。

	 3. 	画面右下のデバイス設定ボタンをクリックします。

	 4. 	複数のカメラを接続している場合は、「カメラ」で、「FHD	
Camera」を選択します。
カメラの映像が表示されたら、正しく動作しています。

	 5. 	「マイク」で使用する音声デバイスを選択します。Webカメ
ラ内蔵マイクを使用する場合は、「マイク (FHD	Camera	
Microphone)」を選択します。
・Windowsの場合
マイク（FHD	Camera	Microphone）

・macOSの場合
FHD	Camera	Microphone

これで本製品をCisco	Webex	Meetings で使用できます。

4.

5.

Cisco	Webex	Meetings で使用する

Step4 各種チャットソフトでカメラと音声の設定をする	  保証規定 
■保証内容
	 1.	弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生し

た本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。
	 	※保証期間を超過している場合、有償となります。
■無償保証範囲
	 2.	以下の場合には、保証対象外となります。

（1）	購入証明書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
※購入証明書は、	購入日、購入店、型番が確認できるもの（レシート・納品書など）を
指します。

（2）	購入証明書に偽造・改変などが認められた場合。
（3）	中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークショ

ン購入での中古品を含む）
（4）	弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理

により故障した場合。
（5）	弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（6）	通常一般家庭、一般オフィス内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振

動等により故障した場合。
（7）	本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
（8）	地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因によ

り故障した場合。
（9）	その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
	 3.	修理のご依頼は、購入証明書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、

弊社修理センターに送付してください。
	 4.	弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送

付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や簡易書留な
ど）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負い
かねます。

	 5.	同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他
の製品と交換させていただく場合があります。

	 6.	有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねま
す。

■免責事項
	 7.	本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履

行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
	 8.	本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデー

タ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
■有効範囲
	 9.	この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。
	 	This	warranty	is	valid	only	in	Japan.
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