DELLデジタル高解像度WEBカメラ – WB7022

世界最高クラスのインテリジェンスを備えた
1
4K Webカメラ

クラス最高レベルの画質2

エレガントなプレミアム
デザイン

使いやすい

プロ仕様のWebカメラによってビデオ会
議の質が向上します。このカメラには、
大型4K Sony STARVIS™ CMOSセ
ンサー、マルチエレメント レンズ、AIオー
ト フレーミングによる高度な画像信号
処理が採用されているため、視覚効
果が最適化されます。

Dellデジタル高解像度Webカメラは、
上質のアルミ素材と滑らかな質感のメ
タリック仕上げにより外観が美しいだけ
でなく、高画質も実現します。極細ベ
ゼルのモニターに取り付ける際も、少し
も画面の邪魔をすることなくすっきりとモ
ニター上部に設置できます。

世界最高クラスのシームレスなWebカメラ
マウント 1を使って、プロ仕様のWebカメラを
わずかな時間でセットアップできます。Dell
ExpressSign-inによって、ユーザーが近づく
とそれを自動で検知し、Windows Helloを
使用して自動的にログインします。

プレミアムWebカメラの徹底解説
Dell初の4K HDR Webカメラによる、シャープで鮮やかなプロレベルのビデオ画質
を体験してください。より多くの光を集める大型4K Sony STARVIS™ CMOSセ
ンサーが搭載されており、どこにいても鮮明で明るく、色鮮やかなビデオを映し出
して、クラス最高レベルの画質を実現します。2

クラス最高レベルの
画質2

カスタマイズ可能で
機能満載

エレガントなプレミアム
デザイン

多様な取り付け方法

安全性と使いやすさ

Webカメラに内蔵されている高度な画像信号処理によって、視覚体験を最大
限に高めます。Digital Overlap HDRの採用により、極端な照明環境においても
優れた画質を保証します。また、ビデオ ノイズ リダクションによって、暗い場所で
も画像の粗さが自動的に除去されます。AIオート フレーミングにより、被写体を
常に画面の中央にとらえます。

Dell Peripheral Manager*ソフトウェアを使用して、お客様のニーズに合わせて柔
軟にカスタマイズできます。使いやすく直感的に操作できるユーザー インターフェイ
スにより、輝度、鮮明度、コントラスト、彩度を簡単に調整できるほか、デジタル
ズームやオート フォーカスを使用したり、視野を65°、78°、90°から選択すること
ができます。

Dellデジタル高解像度Webカメラは、上質のアルミ素材と滑らかな質感のメタリッ
ク仕上げにより、控えめな見た目ながらも人目を引くような設計となっています。
Webカメラを取り付けても、極細ベゼル モニターの画面を遮ることはありません。

全世界でクラス最高レベルのシームレスなWebカメラ マウント1を使って、磁気マ
ウントまたは三脚アダプターにパチンとはめるだけで、Webカメラを簡単にセットアッ
プできます。工具は必要ありません。モニターの前に置いた三脚にWebカメラを
設置すれば、画面上のスクリプトを読んでいるようには見えなくなります。また、カ
メラから目線を外すことなく、参加者と確実につながることができます。Webカメ
ラ マウントのケーブル管理スロットによって、すっきりとしたプロフェッショナルなセット
アップが可能になります。
Webカメラに近づくと、Dell ExpressSign-inによってノートパソコンがスリープ モー
ドから復帰し、Windows Helloの顔認識機能を使用して自動的にログインされ
ます。プライバシー シャッター キャップはお客様のプライバシーを保護するだけでな
く、不使用時にはレンズを保護します。または、Webカメラの円筒ボディの背面に
磁気で固定して、安全に保管できます。
デジタル高解像度Webカメラは、Microsoft TeamsおよびZoom向けに認定され、
他の主要UCプラットフォームと互換性があり、さまざまなアプリケーションとシームレ
スに連動します。

特長と仕様詳細

近接センサー

IRセンサー
ガラス カバー

便利なスナップ方式のカバーによっ
て、不使用時にレンズを保護でき
ます。スナップ方式で背面に固定
して安全に保管できます。

マルチエレメント レンズ
Sony STARVIS™ 4K CMOSセンサー

白色LEDライト インジケーター

このスタイリッシュなWebカメラ マウ
ントにより、極細ベゼル モニターの
画面を遮ることはありません。
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カメラの主な特長
解像度/FPS

UCアプリケーション
4K UHD/24、30
フルHD/24、30、60
HD/24、30、60

メガピクセル

8.3MP

センサー ブランド

大型Sony STARVIS™ CMOSセ
ンサー

視野(FOV)

65、78、90度

HDデジタル ズーム

最大5倍

オートフォーカス

あり

自動照明補正

(1) 高度なDigital Overlap
(DOL) HDR
(2) ビデオ ノイズ リダクション
(3D+2D)
• テンポラル ノイズ リダクション
(3DNR)
• 空間ノイズ リダクション
(2DNR)

自動ホワイト バランス

あり

AIオート フレーミング

あり

マイク

なし

プライバシーの強化
外付プライバシー カバー
/レンズ キャップ

あり（磁気固定）

Windows Hello

あり

Dell on Dell

ExpressSign-In
（Windows OSのみ）

認証

Microsoft Teams、Zoom

その他の最適化アプリ
ケーション

Skype for Business、Go To
Meeting、Google Meet、Google
Hangout、Blue Jeans、Slack、
Lifesize、Webex

設計と接続性
Webカメラの寸法
（直径x長さ）

42 mm x 90 mm
1.65インチx 3.54インチ

Webカメラ マウントの寸
法（幅x奥行きx高さ）

32 mm x 65 mm x 9.4 mm
1.25インチx 2.56インチx 0.37インチ

材質

陽極酸化アルミニウム

パソコン/モニターへの
接続

USB-A

付属の着脱式ケーブル

USB-C - USB-A、2m

Webカメラに磁気マウントを取り付
けて、すっきりとケーブル管理でき
ます。工具は必要ありません。

ソフトウェアおよびサポート
ソフトウェア

Dell Peripheral Manager for
Windows OS
Dell Display Manager for
Mac OS

対応OS

Win11/10 64ビット
Mac OS

保証3

3年

Certified

付属の三脚アダプターを使用し
て、Webカメラを三脚4に柔軟に取
り付けることができます。

世界最高クラスの高画質4K Webカメラ
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周辺機器
Dellデジタル高解像度Webカメラを最大限に活用できるように設計された周辺
機器を使用することで、充実したユーザー エクスペリエンスを実現できます。

DELLデジタル ハイエンド シリーズ40インチ曲面
WUHDモニター – U4021QW

DELL PREMIERワイヤレスANCヘッドセット –
WL7022

マルチポート アダプター付き
DELLスピーカーフォン – MH3021P

鮮やかな色彩と鮮明さを実現する、革新的な40インチ
WUHD 5K2K曲面モニターで生産性の定義を書き換え
ます。Thunderbolt™ 3、LANポート(RJ45)など、幅広
い接続性を備えています。

このTeams認定のワイヤレス ヘッドセットがあればど
こでも簡単にコラボレーションでき、アクティブ ノイズ
キャンセリング機能とスマート センサーにより、通話
を自動的にミュート/ミュート解除できます。

一体型USB-Cマルチポート アダプター5を搭載した
世界初のスピーカーフォンをご紹介します。会議で
活躍する接続機能を備えたシームレスなオールイ
ンワン ソリューションです。

製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者にお問い合わせいただくか、Dell.comを参照してく
ださい。
* Microsoft Windows 10および11オペレーティング システムにのみ対応しています。Macオペレーティング システムの場合は、Dell Display Managerソフトウェアをご利用ください。
1 外付け4Kパーソナル カンファレンスWebカメラの社内分析（2021年4月）に基づいています。
2 Dellの委託により経験豊富なWebカメラ ユーザー20名を対象に実施された独立したユーザー調査に基づきます。参加者は、Dellデジタル高解像度Webカメラと主要な競合他社の外付け4Kパーソナル
カンファレンスWebカメラを使用し、低コントラストおよび高コントラストの同一の照明環境にてストリーミングされたライブWeb会議映像の輝度、彩度、シャープネスを評価しました（参加者はWebカメラ
あるいはブランドを物理的に提示されていません）（2021年6月）。
3 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA, LPまで書面にてお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。または、dell.com/
warrantyをご覧ください。
4 三脚は付属していません。
5 Dellの分析（2020年3月）に基づいています。
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