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はじめに 

本ガイドは、Poly Studio P21 をご利⽤いただくための基本操作のうち、「Poly Studio 

P21 の個⼈⽤会議ディスプレ イの使⽤」で紹介されている内容を⽇本語でまとめたも

のとなります。付属の USB ケーブルを使⽤して、Poly Studio P21 の個⼈⽤会議ディス

プレイをラップトップまたはコン ピュータに接続します。Poly Studio P21 の個⼈⽤会

議ディスプレイは、接続するだけで使⽤できます。 

 

 

 

 

 

 

更新履歴 

バージョン 変更内容 ⽇付 備考 

初版(1.0) - 2022年 2⽉ 24⽇  
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Poly Studio P21 のデフォルト機能 
  

デバイスのいくつかの機能は、デフォルトで有効になっています。これらの機能の

⼀部は、Poly Lens Desktop app を使⽤して変更したり無効にしたりできます。 

デフォルトでは、次の機能が有効になっています。 

•  話を発信または受信すると、再⽣中のメディアの⾳量が⾃動的に⼩さくなりま

す。 

•  通話に⼊ると、バニティ照明が点灯します。 

• 携帯電話をワイヤレスで充電できます。 
 

Poly Studio P21 をデフォルトの⾳声デバイスおよびビデオデバ
イスとして設定する 
ビデオ通話で Poly Studio P21 をサポートされているアプリケーションとともに使⽤する

場合は、会議アプリケーションのデフォルトの⾳声デバイスおよびビデオデバイスとして

設定する必要があります。 

以下の基本⼿順を参照することができます。会議アプリケーションによっては、別の⽤語

やカテゴリを使⽤する場合があります。 

⼿順 

1. 会議アプリケーションの [設定] に移動します。 

2. [⾳声デバイス] および [ビデオデバイス] を検索します。 

3. 各カテゴリのデバイスとして Poly Studio P21 の個⼈⽤会議ディスプレイを選択しま

す。 
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Microsoft Teams の設定例 

 

 
 
メモ︓3.5mm ヘッドセットを利⽤する場合、着信⾳を鳴らすスピーカーをセカンダリ呼び

出しで設定することで、ヘッドセットを⾝につけていない時でも着信に気が付きやすくす

ることができます。 
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Zoom Meetings 設定例 

 

 

⾳量の調整 
 

 通話前や通話中に⾳声を調整して、会議体験を改善します。 

ご使⽤のデバイスでは、 通話中の⾳量をシステムの ⾳量とは別に設定することが

できます。通話に参加したり退席したりする に、設定した⾳量レベルに⾃動的に

調整されます。 
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⼿順 

  [+] または [-] を押して⾳量を上げたり下げたりします。 
 
 
独⽴した⾳量調節機能の有効化は Poly Lens Desktopの Settings から Independent 

Volume Control にチェックを⼊れることで設定できます。 

 

マイクのミュートまたはミュート解除 
会議中じゃまにならないように、マイクをミュートにしておき、話をする準備ができ

たらミュートを解除します。 

⼿順 

  [ミュート] を押して、マイクをミュート/ミュート解除します。 

マイクをミュートにすると、LED バーが⾚く光ります。 
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ヘッドセットボタンを使⽤した⾳声デバイスの変更 
ヘッドセットボタンを使⽤して、内蔵マイク、スピーカーまたは接続した 3.5 mm ヘッド

セットの⾳声⼊⼒と⾳声出⼒を切り替えます。 

デバイスのボタンを点灯させるには、3.5 mm ヘッドセットを差し込む必要があります。 

[ヘッドセット] ボタンを押すと、⾳声⼊⼒と⾳声出⼒の利⽤可能なオプションが切り替わ

ります。 

⼿順 

  [ヘッドセット] を押します。 
 
メモ : Microsoft Teams の 話中にヘッドセットボタンを使⽤すると、通話が最⼤ 5 秒間保

留にされることがあります。 
 

バニティ照明の輝度の調整 
バニティ照明の輝度を調整して、ビデオ会議通話の照明を改善します。 

⼿順 

  個⼈⽤会議ディスプレイの背⾯にあるタッチパッドで指を上下にスライドさせると、輝

度が上がったり下がったりします。 
 
Poly Lens Desktop の Controls からでも調整が可能です。 
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Link をマウスオーバーし、Unlink をクリックすることで、左右別々の設定

も可能です。Auto を選択すると、部屋の明るさに合わせて⾃動調整します。 

内蔵ワイヤレスチャージャーを使⽤したデバイスの充電 
 
モニタスタンドのベースに内蔵されたワイヤレスチャージャーを使⽤してデバイスを充電

します。 

ワイヤレス充電が可能なデバイスが必要です。ワイヤレスチャージャーが動作するには、

コンピュータを接続する必要があります。コンピュータがスリープ状態になると、ワイヤ

レスチャージャーはデバイスを充電できません。 

ワイヤレスチャージャーを使⽤する場合は、以下の点にご注意ください。 

• チャージャーと電話機の間のベースに紙などが置いてあると、ワイヤレスチャージャー

でのデバイスの充電に問題が⽣じることがあります。 

•  ⾦属製のケースや、マグネット、カード、グリップなどの付属品は、充電の妨げになる

場合があります。 

• モバイルデバイスによっては、充電パッドの中⼼が最適な位置ではない場合がありま

す。携帯電話の充電インジケータと LED バーを使⽤して、最適な場所を探します。 

⼿順 

  個⼈⽤会議ディスプレイのモニタスタンドの中央に、デバイスの画⾯を上にして置きま

す。 

デバイスが充電を開始すると、Studio P21 の LED バーが少しの間⻘く光ります。 

LED ステータスインジケータをオンまたはオフにする 
 
ユニットの下部にある LED ステータスインジケータが通話中にじゃまになる場合は、オフ

にすることができます。 



 

 

かんたん操作ガイド 

 11 

⼿順 

  [+] と [-] を同時に 1 秒間⻑押しして、LED ステータスインジケーターをオンまたはオフ

にします。 

 Poly Lens Desktop の Settings – Lights でも詳細な設定が可能です。Status LED 

Brightness では輝度の調整、各種ステータスごとのオンまたはオフの設定項⽬がありま

す。 
 

 
 

デバイスの再起動 
 
デバイスに問題が発⽣した場合は、デバイスの再起動を試みてください。 
 
⼿順  

  コンピュータから USB ケーブルを取り外してから、コンピュータにケーブルを差し込み

直します。 

ケーブルを差し込み直すとデバイスは再起動します。 デバイスを、会議ソフトウェアのデ

フォルトの⾳声デバイスおよびビデオデバイスとして再選択する必要があります。 
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ファームウェアのアップデート 
Poly Lens Desktop app を使⽤して、デバイスをアップデートすることができます。更新可

能なファームウェアがある場合、⻘背景に⽩じで [Upload] と表⽰されるのでク

リックし指⽰に従います。 

 
 

Zoom ボタンの操作 
 

 
Poly Lens Desktop の[Settings] – [General] から App Buttonで Zoom を選択した場合、

Zoomボタンはアプリのボタンウィンドウに表⽰され、Zoom Rooms の着信に応答した

り、Zoom のアクティブな通話を終了したりすることができます。 
 
メモ : Zoomボタンが正しく機能するためには、Zoomアプリで⾳声⼊出⼒デバイスとして 

Studio P21 を選択し、Zoomを起動させておく必要があります。 
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Microsoft Teams  ボタンの操作 
 

 
Poly Lens Desktop の[Settings] – [General] から App Buttonで Microsoft Teamsを選択し

た場合、Microsoft Teams ボタンはアプリのボタンウィンドウに表⽰され、通知を受け取

ったり、Teams を操作したりすることができます。 
 
 
メモ : Teams ボタンが正しく機能するようにするには、以下の⼿順を実⾏します。 

• Teams アプリを起動します。 

• Teams アプリで⾳声⼊出⼒デバイスとして Studio P21 を選択します。 

• コンピュータの他の会議アプリケーションをすべて終了します。 
 
Teams ボタンを使⽤して、以下のような操作を⾏います。 

•  通話中でない場合に Teams ボタンを押すと、Teams チャットが前⾯に表⽰され

ます。 

•  通話中に Teams ボタンを押すと、通話を終了します。 

• 着信があると Teams ボタンが点滅します。Teams ボタンを押すと、通話に応答し

ます。 

• 不在着信があると Teams ボタンが点灯します。Teams ボタンを押すと、不在着信

情報が表⽰されます。 

メモ : Teams ボタンを押しても、Teams アプリがコンピュータで起動していないと、

Teams ボタンは 3回点滅します。 


