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Polycom Studio
小規模の会議室用に設計された USB ビデオバーで、
より多くのアイデアを生み出しましょう
ポリコムの優れた音声および映像品質に加え、シンプルで使いやすい Polycom Studio
は、小規模な会議室やハドルスペースでの利用に最適な USB ビデオバーで、多くのビデオプ
ラットフォームで動作するプラグ アンド プレイ機能を採用しています。
すべての言葉を聞き取れる優れた音質

特長:

Polycom Studio の部屋の隅々まで届く音声とピンポイントで正確なマイクにより、参加者
全員がそれぞれの発言をクリアに聞き取ることができます。長年にわたり培われた、業界ト
ップレベルの音声技術を搭載した Polycom Studio は、まるでその場にいるかのような臨
場感のある会議を実現します。Polycom Acoustic Fence や Polycom NoiseBlock といっ
た優れた機能が採用されており、背景のノイズや耳障りな音を自動的にミュート、除去しま
す。

• 自動的なグループフレーミングと話
者トラッキングにより、機器を調整
することなく、会議に集中

ビジネスクラスの安定したビデオ環境
Polycom Studio は、ビジネスクラスの機能を搭載した USB ソリューションです。自動的な
グループフレーミング技術は、参加者が部屋を出入りするたびに自動調節を行い、全員が
きちんと見えるように調整します。USB デバイスに初めて搭載された話者トラッキング機能
が、自動的に発言者をズームアップするので、誰が話しているのかがすぐにわかります。そし
て 4K 対応のカメラが会議の臨場感を高め、鮮明でリアルなビデオ会議を実現します。
導入、操作、管理の簡素化
Polycom Studioは Microsoft Teams、Skype for Business、Zoom、GoToMeeting、 Cisco
Webex などの多くのビデオプラットフォームとの互換性があり、簡単に設置して、ビデオ通
話を開始できます。さらに、Polycom Studio はより合理的に一元管理することができま
す。ソフトウェアのアップデートや設定変更のために部屋から部屋へと移動する必要 が な
く、企業全体に導入されたシステムをどこからでもリモート管理できます。
Polycom Studio は、ビジネスクラスの性能と、小規模な会議室やハドルスペースでの利用
に最適なシンプルさを兼ね備えており、手ごろな価格で高い生産性を実現できます。

• Polycom Acoustic Clarity 技術によ
り、互いの言葉クリアに聞き取り、理解
することが可能

• 使いやすいプラグ アンド プレイの
USB 接続で、簡単に会議をスタート
• Wi-Fi 経由のリモート管理により、
大規模導入でも管理と展開が容易

• Microsoft Teams、Skype for
Business、 Zoom、GoToMeeting、
Cisco Webex など、多くのビデオプ
ラットフォームとの互換性があり、
柔軟な通話を実現
• Polycom NoiseBlock、Polycom
Acoustic Fence 技術により、ノイズ
や耳障りな音を低減
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Polycom Studio 仕様

外形寸法
• 本体サイズ
--105mm x 700mm x 70mm
(高さ×幅×奥行) (スタンドなし)
--156mm x 700 mm x 70mm
(高さ×幅×奥行) (スタンドあり)

• 重量
--2342 g (スタンドなし)
--2856 g (スタンドあり)

• リモコンサイズ
--183mm x 40mm x 19mm
(高さ×幅×奥行)
アプリケーション要件
• 対応オペレーティングシステム
--Windows 7、8.1、10
--MacOS 10.12、10.13、10.14

• 対応オーディオ / ビデオ デバイス ドライバ
--UAC 1.0 Audio
--UVC 1.1/1.5 Video
--HID 1.11

電源
• 12VDC/5A @ 100~240VAC,50/60 Hz
パッケージ内容
• Polycom Studio 本体
• リモコン (単 4 形電池 2 本付属)
• 電源アダプター
• 5m の USB 2.0 ケーブル
(Type-C to Type-A)
• ウォールマウント用キット
• セットアップシート
アクセサリ (別売)
• 拡張マイク
• ディスプレイマウント

カメラ機能
• 水平視野角 120 度
• キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K)
• 自動的な人物フレーミングと話者トラッ
キング
• 5 倍デジタルズーム
• カメラのプリセット x2
音声機能
• Polycom Acoustic Clarity 技術によって、全
二重通話、アコースティック エコー キャン
セラー、およびバックグラウンドノイズの解
消を実現
• Polycom NoiseBlock 技術
• Polycom Acoustic Fence 技術
• ミュート
• ステレオマイク
--6 エレメント ビームフォーミング マイクア
レイ
--半径約 3.65 m の集音範囲

--周波数特性: 120 Hz～16 kHz

• ステレオスピーカー
--周波数特性: 100 Hz～20KHz

--音量: 90 dB（0.5 m 地点のピークボリュ
ーム）

インターフェース
• USB 3.0 Type-C ポート (2.0 互換) x1
• 電源コネクター
• 外部マイク (別売)
• 3.5mm ステレオオーディオ入力
• ケンジントン セキュリティロック
• 802.11ac Wi-Fi ワイヤレスネットワーク
(管理機能)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠
• Bluetooth 4.2

アプリケーション互換性
• 標準的な USB オーディオ / ビデオ デバイス
ドライバをサポートするアプリケーション (
ただし、これに限定されない)
--Microsoft Skype for Business
--Microsoft Skype
--Microsoft Teams
--Zoom
--LogMeIn
--GoToMeeting®
--BlueJeans
--Google Hangouts™
--Amazon Chime
--Cisco Webex®
--VidyoDesktop™
--Polycom RealPresence Desktop

管理機能 (Wi-Fi 経由)
• Polycom Companion アプリ (デバイスに
接続された Win/Mac PC 上で実行)
• Polycom RealPresence Resource
Manager*
• Polycom Device Management Service*
• *対応予定時期: 2019 年第 2 四半期
保証
• 1 ハードウェア保証 1 年
製造国
• ラオス
環境仕様
• 動作温度: 0～40°C
• 相対湿度: 5～95% (結露しないこと)
• 保管温度: -25～70°C

ポリコムについて

ポリコムは、人々が直面するさまざまな“距離” の問題を解決し、“コラボレーション” の力を無限大にします。世界中で 40 万以上のお客様が、
ポリコムのセキュアなビデオ、音声、およびコンテンツソリューションにより、あらゆる “距離” の問題を解決し、組織における生産性の向上お
よび新しい価値の創造、教育・医療環境の拡充などを実現しています。ポリコムは、世界中のパートナー企業と共に、高品質なユーザーエクス
ペリエンス、多くの UC 環境との高い相互運用性、投資の保護、あらゆる環境で使用可能な柔軟なコラボレーションソリューションを提供しま
す。ポリコムの詳しい情報は、www.polycom.co.jp をご覧ください。
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