
CV910

マ ニ ュ ア ル

プレゼンレコーダー

日本語

※ 本製品の使用についての詳しい説明は、AVerMedia公式サイトをご覧ください。

※ こちらのパッケージに CD-ROM は付きません。
　  下記のリンク先から最新のドライバ・設定ソフトをダウンロードいただくようお願いします。
　  http://www.avermedia.co.jp /download/index.html
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1 パッケージ内容 

 

   
   

A. CV910 本体 B. マニュアル C. ACアダプター 

   

D. HDMIケーブル E. VGAケーブル F. 3.5 mmオーディオ 

 ケーブル 

  G.ミニUSBケーブル   
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2 ハードウェア（本体） 

 本体各部の名称 

  

 

① AUDIO IN 端子 

② AUDIO OUT端子 

③ ミニ USB端子 

④ SDカードスロット 

⑤ 電源（DC）入力端子 

⑥ VGA OUT 端子 

⑦ 状態ランプ 

⑧ マイク 

⑨ HDMI OUT 端子 

⑩ VGA IN 端子 

⑪ VGAランプ 

⑫ 録画ボタン / ランプ 

⑬ HDMIランプ 

⑭ 消音ボタン / ランプ 

⑮ HDMI IN 端子 

⑯ 電源ボタン / ランプ 
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3 製品セットアップ・使い方・接続 

3.1 ドライバ・設定ソフト（Dashboard PC-Free）のセットアップ 

本製品を使用する前に、マイク感度と画質設定して下さい。 

 
設定には専用設定ソフト「AVerMedia Dashboard PC-Free」を使用します。 
インストール・設定方法は下記の通りです。 
 
Step 1︰電源端子に ACアダプターを接続し、コンセントとつなぎ、 

CV910 本体と PCを付属のミニ USBケーブルで接続します。 
 

Step 2︰本体前面部にある  （電源ボタン）を押して、電源を入れます。 

    本体上面部にある （状態ランプ）が点滅し、緑ランプが点灯

するまで待ちます。 
 
Step3︰AVerMedia 公式（http://www.avermedia.co.jp/download/index.html） 

    にアクセスし、CV910の最新のドライバ・設定ソフトをダウンロードし 
    ます。ダウンロードが完了したら、アイコンをダブルクリックしてインス 
    トーラーを立ち上げ、画面の指示に従ってインストールを進めて下さい。 

 
Step 4︰デスクトップ上に作成された「Dashboard PC-Free」を起動します。 
Step 5︰設定ソフトでマイク感度と画質を設定してください。 

    ※画質はファイルサイズ 1GB あたりの録画可能な時間を参考に設定してください 

    ※設定の詳細については次ページを参照して下さい。 

Step 6 : これで本体のセットアップ完了です。必ず、接続した USBケーブルを 

     CV910 から取り外して下さい。 

http://www.avermedia.co.jp/download/index.html
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3.2 設定ソフトの使い方 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

マイク感度調整（使用する部屋の大きさに合わせて調整して下さい） 

  ①小 会議室/教室・・・約 5名で  本体からの距離が約 1ｍの場合 

  ②中 会議室/教室・・・約 15 名で 本体からの距離が約 3ｍの場合 

  ③大 会議室/教室・・・約 40 名で 本体からの距離が約 5ｍの場合 
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画質（映像ビットレート）設定 

  ①低画質（2 Mbps）・・・標準より画質が劣りますが長時間記録できます 

  ②標準画質（6 Mbps） 

  ③高画質（10 Mbps）・・・標準より高画質で記録できますが、記録時間は 

               短くなります 
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3.3 接続方法・使い方 

 
Step 1：電源端子に ACアダプターを接続し、コンセントとつなぎます。 
 
Step 2：SDカードを入れて下さい。（使用する SDカードは SDHC Class 10 以

上使用推奨、ファイルシステムは FAT32 のみ対応です。） 
 

Step 3：本体前面部にある  （電源ボタン）を押して、電源を入れます。 

    本体上面部にある （状態ランプ）が点滅したら、電源が入っ

たことを示します。約 20秒後に、状態ランプが「緑ランプ点灯」の状態

になったら、音声を録音ができます。 

Step 4：CV910の HDMI OUT 端子、VGA OUT 端子のいずれかと、出力する 

    モニター / プロジェクターの映像入力端子を接続して下さい。 

    ※ HDMIか VGAのどちらかひとつを選んでご使用ください。 

        HDMI→VGAや VGA→HDMIなどの信号変換には対応しておりません。 

Step 5：CV910の HDMI IN 端子、VGA IN端子のいずれかとケーブルを接続、 

    録画するパソコン・映像機器の HDMI、VGA出力端子を接続してください。 

Step 6：状態ランプと  もしくは （HDMIもしくは VGA 

    ランプ）が「緑ランプ点灯」の状態になったら、録画・録音ができます。 
 
Step 7：本体上面部にある （録画ボタン）を押して、録画を開始しま

す。録画ボタンを再度押すと録画は終了し、記録した映像・音声が保存さ

れます。 
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【ボタン機能について】 

ボタン 機能 

 

・電源ボタンを一度押すと、電源が入ります。 

・４秒間押し続けると強制的に電源をオフにします。 

 

・録画ボタンを一度押すと、録画を開始します 

・録画を終える場合は、録画ボタンを再度押して保存します。 

【注意】 

※ 録音・録画をしている間は、CV910 の AC アダプターを抜いたり、SD カー

ドを取り外したりしないで下さい（CV910 が使えなくなったり故障の原因に

なります。 

 
 

ボタン 機能 

 

 
（消音ボタン） 

 

・消音ボタンを一度押すと、マイク音声の録音を一時停止します。 

 （録画中に録音を一時停止しても、録画は停止しません） 

・消音ボタンをもう一度押すと、マイク音声の録音を再開します。 

・消音ボタンをずっと長押して続けましたら、マイク音声を検知 

 することができます。 

 本体上面部にある （状態ランプ）が「赤く点灯」し 

 たら、「入力される音声が大きすぎる」という意味を示し 

 ます。音声ソースの音量を下げて下さい。 
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Task      

本体起動中 点灯なし  点灯なし 点灯なし 緑点滅中 

      

録音可能 
（マイク音声） 

点灯なし  点灯なし 点灯なし 緑点灯 

録音中 点灯なし  点灯なし 赤点灯 緑点灯 

      

録画＋録音可能 緑点灯 or 緑点灯 点灯なし 緑点灯 

録画＋録音中 緑点灯 or 緑点灯 赤点灯 緑点灯 

      
SDカードがない 
容量が一杯 
空き容量不足 
※説明１ 

すばやく
緑点滅 

 
すばやく
緑点滅 

すばやく 
赤点滅 

緑点灯 

映像エラー 
※説明２ 点灯なし  点灯なし 状況により 緑点灯 

      

ファームウェア
更新中 

緑点灯  緑点灯 点灯なし 緑点灯 

マイク音声 
検知・テスト中 

点灯なし もしくは 緑点灯 
（VGA or HDMI） 

点灯なし 緑点灯：穏和な音 
赤点灯：大きな音  

 

3.4 各部の LED 点灯の色と動作状態 
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【※説明１：点灯エラーについて】 

 
 
 
 
 
 

 
録画ボタンと VGAと HDMI のランプがすばやく点滅している場合は、下記のよう 
な原因があります： 

・ SDカードが入っていない 
・ SDカードの容量が一杯 
・ SDカードの空き容量が不足している 
 
下記の方法をご確認下さい 

 1. SDカードを挿入してください 

 2. 別の SDカードと交換して下さい 
  3. 接続機器を起動、もしくは休止状態モードから再起動してください 
 

【注意】 

※ 録音・録画をしている間は、CV910 の ACアダプターを抜いたり、SDカード 
  を取り外したりしないで下さい（CV910が使えなくなった故障の原因になり 
  ます）。 
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【※説明 2：映像エラーについて】 

 
HDMI / VGAケーブルを接続しても、HDMI / VGAランプが点灯しない場合は、 

下記の原因により、映像入力できません： 
・ 映像信号が入力されていません（No Signal） 
・ 入力される映像にコピーガード（HDCPなど）がかかっています 

・ 入力される映像の解像度が対応できません（→対応解像度は製品サイトまで） 
 
下記の方法をご確認下さい 
1. 接続中のケーブルをチェックし、ケーブルを再接続または交換してください 
2. 接続機器の出力解像度を調整してください 

3. 接続機器は起動していない可能性がありますので本体を再起動して下さい。 
 
注意： 

※ 映像機器の映像を正常に表示させるためには、CV910 の電源を入れてから 
出力/入力映像・音声ケーブルを接続してください。映像が正常に出力しない 
場合は、接続したケーブルを抜いて再接続して下さい。 

※ パソコンを入力ソースとして使って録画する際、録画したファイルの画面は正
常ではない（青い画面）場合は、パソコン（PC）のディスプレイ表示設定で「表
示画面を拡張する」を設定して下さい。実際に録画したいコンテンツは拡張画

面（CV910から出力するモニター）に渡って表示してから、録画を行います。
（→詳しくは製品サイトの FAQまで） 

 

 

 

 

本製品はHDCP非対応の商品で、HDMIケーブルで接続する際は、HDCP
制限により、映像の表示・録画ができない場合があります。 
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3.5 接続①： VGA ケーブルで接続する場合 

 

 

【付属ケーブル】 
C．ACアダプター  
E．VGAケーブル 
F．3.5 mmオーディオケーブル 

背面部 

左側面部 
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3.5 接続②：HDMI ケーブルで接続する場合 

 

 

【付属ケーブル】 
C．ACアダプター  
D．HDMIケーブル 

 

背面部 

右側面部 
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3.5 接続③：「HDMI→DVI アダプター（別売）」で接続する場合 

 

 

【付属ケーブル】 
C. ACアダプター  
D. HDMIケーブル 
F. 3.5 mmオーディオケーブル 

背面部 

右側面部 
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4 ご注意 

1. 起動順序を守ってください 
 

必ず電源を入れてから、 VGA/HDMIケーブルと繋いで下さい。 
 
・電源をオフの状態でケーブルを挿すと、PCからの信号が CV910本体に届か 

 ず VGA/HDMIランプが点灯せず録画、録音ができない可能性があります。 
・接続の順番（ページ６）が違っても、まれに VGA/HDMIランプが点灯して  
 しまう事がありますが、録画、録音ができていない可能性があります。ご注 

 意ください。 
・映像・録画エラーの症状が発生した場合は、ページ 10 に参照して下さい。 
・事前に録画、録音のテストをおすすめします。 

 
2. 録画中に異常が発生しないように、以下の操作をしないでください 
 SDカードの取り出し、解像度設定、入力信号変更（パソコン交換など）、 

 電源切断 
 
3. LED ランプの状態をご注意ください（ページ 9） 

 
SDカードの容量がほとんどありません。 
              

 
4. 仕様 
・起動時間はおよそ 20 秒です。 

・著作権保護されたコンテンツ（HDCP）の場合、録画できますが、画像は著作
権保護により黒くなります。音声はそのまま記録されます。 

・接続の VGA・HDMIケーブルは不要な挿抜操作は避けてください。 
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・録画解像度は TSです。 

  TS を変換する際は、「TS-to-MP4 変換ツール（Windows & Mac 版）」は 
 弊社サイトからダウンロードできます。 
・使用する SDメモリーカードは SDHC Class 10 以上使用推奨、ファイルシス

テムは FAT32 のみ対応です。 
※ SDXCの場合は、ファイルシステムが「exFAT」の為、事前に FAT32 に変
更する必要があります。 

※ SDカードをフォーマットする際は、「SD Formatter」（32GB以下の SDカ
ード）と「Guiformat」（32GB以上の SDカード）などのツールの使用をお
勧めします。 



 

 

安全のために、必ずお読みください 

 

 
 

■本製品の修理・分解・改造をしないでください。本製品は小さなお子様が手を触れないよう 

 にしてください。  

■安全のため接続手順をこのマニュアルに従って行ってください。 

■火災や感電の危険があるので、本製品をお客様ご自身で修理したり、組み立てを行わないでくだ

さい。 

■火災や感電の危険があるので、本製品をぬらしたり、ぬれた手で扱わないでください。 

■火災や感電の原因となるので、長時間電源をいれたままにしないでください。 

 

AC アダプターについて 

■物を載せたり、かぶせたりしないでください。 

 熱がこもり、火災の原因となる場合があります。 

■保温・保護性の高いものの近くで使わないでください。 

 （じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど） 

 火災、感電の原因となるが場合があります。 

■ケーブル部・アダプターを壊さないでください 

・故障したままの状態で使用していると、感電・ショート、火災の原因となります。 

 以下のような事をしないでください： 

・傷つける ・加工する ・熱器具に近づける ・無理に曲げる ・ねじる 

・引っ張る ・重いものを載せる ・束ねる 

■電源コンセントや配線機器の定格を超えた使い方や交流 100V 以外での使用はしないでください。たこ足

配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。 

■ぬれた手で AC アダプターを触らないでください。 感電の原因となります。 

■電源コンセントの周りに物を置かないでください。 AC アダプターが抜けやすくなります。 



 

 

取り付け・接続の際は、以下を厳守してください 

家電・火災・発煙の原因となります 

■作業の前に、本製品を接続する機器および周辺機器の電源を切り、コンセントから抜いてく 

 ださい。 

■接続ケーブルなどの部品は、付属品または指定品をご使用ください。 

 

AC アダプターについて 

■必ず付属のACアダプターを使う 

 他のACアダプターを使うと、火災や感電の原因となる場合があります。 

●付属のACアダプターは本製品専用です。他の機器に使わないでください。 

■電源プラグのほこりは定期的に掃除してください。 

 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布で 

 ふいてください。 

■抜くときは、ACアダプターを持って抜いてください。 

 ケーブル部分を引っ張ると、破損し、感電、ショート、火災の原因となります。 

■正しいコネクターに接続してください。 

 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 

■パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください 

 そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 

■長期間使わないときは、ACアダプターを抜いてください。 

 ACアダプターを長期間接続していると、電力消費・発熱します。 

 また、電源プラグにほこりがたまり、火災や感電の原因となる場合があります。 

■ACアダプターを抜くときは、先に電源コンセント側から抜いてください。 

 感電の原因となります。 

■電源プラグは根本までしっかり差し込んでください。 

 不完全に差し込むと、感電や発熱による火災の原因となります。 

●痛んだプラグ・ゆるんだ電源コンセントは使わないでください。 

 

 



 

 

情報 

本製品は、第二種情報装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で、住宅地域

での電波障害防止を目的とした情報処理装置など電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に接近してご使用になると、受信障害の原因となることがあり

ます。マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。 

 

JAPAN- VCCI Class B Mark 
 

 

 

●顧客プライバシー保護 

 AVerMediaは、お客様との取引やサービスを提供するためにお客様の個人情報を収集 

 し、その範囲内で収集した個人情報を利用します。また、収集したお客様の個人情報 

 は、お客様の承諾を得ない第三者には提供・開示しません。 

 製造元：AVerMedia Technologies, Inc. Webサイト:http//www.avermedia.co.jp 

●お問い合わせ 

 ご購入後の製品の修理と技術的なお問い合わせ 

 アバーメディアサポートセンター：AVT.Japan@avermedia.com 

 ※受付時間 9:00〜17:00 月〜金曜日（祝祭日を除く） 

●修理について 

・保証期間中（1年間）本体の自然故障につきましては、無料修理いたします。 

・自然故障以外又は保証期間以外の有料修理をご希望の場合、まずは修理金額をお見積り致し  

 ます。その上で修理するかご検討ください。修理依頼いただかない場合は、有料で返送 

 いたします。 

※「AVerMedia」はAVerMedia Technologies, Inc.の商標（また登録商標）です。 

mailto:AVT.Japan@avermedia.com


 

 

 その他、記載されている全ての商標は各社の所有物です。 

※本製品で記録したものを、私的な目的以外で著作権や他の権利者の承諾を得ずに複製・配布 

 ・配信することは、著作権や国際条約の規定により禁止されています。 

※本製品の使用によって生じるあらゆる直接的・間接的損害に関して、AVerMedia  

 Technologies, Inc.は一切の責任を負いません。 

※仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更されることがあります。 

※製造地：台湾（アクセサリーを除く） 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

 

製品種類 : キ ャ プ チ ャ ー ボ ッ ク ス 

M o d e l  N o . :  C V 9 1 0 
P / N  3 0 0 A C V 9 1 0 D 6 P 

M a d e  i n  T a i w a n 




