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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初期設定のうち、ユーザガイドの

Poly Lens Desktop app のダウンロードとインストール、macOS での初期システム設

定の完了およびWindows での初期システム設定の完了(https://www.poly.com/P21) 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。 

 

 

 

 

 

 

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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コンピュータとケーブルの要件 
 
Poly Studio P21 の個⼈⽤会議ディスプレイを使⽤するには、コンピュータと USB

接続が以下の要件を満たしていることを確認してください。 

コンピュータまたはラップトップには、次のいずれかのオペレーティングシステム

と必 な DisplayLink ドライバが必要です。 
 
• Windows 8.1 および Windows 10 バージョン 1803 以降 

• macOS バージョン 10.15.0 以降 
 
USB 接続に関する以下の制限に注意してください。 

• デバイスに付属のケーブルは指向性があります。USB-A to USB-C アダプタ側

を、コンピュータの USB-A または USB-C ポートに接続する必 があります。 

• サードパーティ  USB-C to USB-C ケーブルを使⽤するとデバイスのパフォーマン

スに影響する場合や、デバイスが機能しない場合があります。 

• サードパーティ  USB-A to USB-C アダプタを使⽤すると、ビデオの品質に影 す

る場合があります。 

• デバイスを USB 3.0 ポートに接続します。個⼈⽤会議ディスプレイを USB 2.1 ま

たは 2.0 ポートに接続すると、デバイスからフル 1080p ビデオを受信できない場合

があります。 

• Poly では、USB ケーブルをコンピュータに直接接続することをお勧めします。ド

ッキングステーションやハブを介して接続すると、ビデオの品質に影響する場合が

あります。 
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Poly Studio P21 のハードウェアの概要 
 
下図に Poly Studio P21 の個⼈⽤会議ディスプレイのハードウェア機能を⽰しま

す。次の図で、番号が付いているそれぞれの機能について説明します。 

前⾯図 
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Poly Studio P21 機能の説明 
 

参照番号 機能 機能の説明 

1 カメラ 
⼿動で開閉できるプライバシーシ 

ャッターが付いたカメラ 

2 周辺光センサ 

周囲の光レベルを検知して、バニ

ティ照明の輝度を動的に調整しま

す 

3 ロケットボタン 

デフォルトの操作は、メディアの

再⽣または⼀時停⽌です。Poly 

Lens Desktop app を使⽤して、

別の操作をするようにボタンを設

定できます 

4 アプリボタン 

デフォルトのパートナー会議アプ 

リケーションを表⽰します。デフ 

ォルトのアプリケーションがない 

場合は、ボタンは何も表⽰されま

せん。Poly Lens Desktop app を

使⽤して、アプリボタンの表⽰を

変更します。 

5 ⾳量ボタン 

内蔵スピーカーや接続した 

3.5mm ヘッドセットの⾳量を調

整します。 

6 ミュートボタン 

アクティブな通話中、マイクのミ

ュートまたはミュート解除を⾏い

ます。 

7 ヘッドセットボタン 

内蔵スピーカー、マイク、接続し

た 3.5 mm ヘッドセットを切り替

えます。 3.5 mm ヘッドセットを

接続していない場合は、このボタ

ンは点灯しません。 

8 バニティ照明 
会議中の照明条件を改善するため 

の調整可能なバニティ照明 
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9 スピーカー ⾳声出⼒ 

10 LED インジケータ 
個⼈⽤会議ディスプレイのステー

タスを⽰します。 

11 ワイヤレスチャージャー 
対応する電話機を ワイヤレス充

電エリアに置いて充電します。 

 
システムポートとバニティ照明コントロール 
 
 

 
Poly Studio P21 ポートの説明 
 

参照番号 説明 

1 3.5 mm ヘッドセットポート 

2 電源コードポート 

3 

1 ポートあたり 5W または 1A に対応する USB-A ポー ト。より

多くの電⼒を必要とする USB デバイスをデ バイスに接続する

と、正常に動作しない場合がありま す。接続されているコンピ
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ュータがスリープモードに⼊ると、USB-A ポートからは電⼒が

供給されません 

4 
USB-C ポート (付属のケーブルの USB-C 側を使⽤して、デバイ

スに接続する必要があります) 

5 セキュリティロック 

6 バニティ照明コントロール 

 

Poly Lens Desktopのダウンロードとインストール 
 

Poly Studio P Series デバイスの構成設定および機能にアクセスするには、Poly Lens 

Desktop app をダウンロードしてください。 
 

Windows 版 Poly Lens Desktop のインストール 

⼿順 

1. Poly Lens アプリの製品ページにアクセスします。 

2. WINDOWS を選択します。 

 
3. 画⾯のインストール⼿順に従います。 
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macOS 版 Poly Lens Desktop のインストール 

⼿順 

1. Poly Lens アプリの製品ページにアクセスします。 

2. MACOS を選択します。 

 
3. 画⾯のインストール⼿順に従います。 

Poly Lens.app を Applications にドラッグします。 

 
 

DisplayLink ソフトウェア のダウンロードとインストール 
Windows 版 DisplayLink ソフトウェア のインストール 

DisplayLink ドライバをダウンロードしてインストールするまで、コンピュータの出⼒は 

Studio P21 デバイスに表⽰されません。接続されたコンピュータの出⼒がデバイスに正し

く表⽰されるように、初期システム設定を完了します。 Studio P21 の個⼈⽤会議ディスプ

レイをプライマリーモニターとして使⽤する場合は、コンピュータに接続されている別の
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モニタを使⽤して初期設定を完了する必要があります。初期設定が完了すると、Studio 

P21 デバイスをシングルモニタ設定で使⽤することができます。 Studio P21 デバイスのド

ライバファームウェアがコンピュータのものと⼀致しない場合、デバイスが最新のドライ

バファームウェアにアップデートされるまで、砂時計が表⽰されたブランク画⾯が表⽰さ

れることがあります。 
 

⼿順 

1. Poly Studio P21 のセットアップページにアクセスします。 

2. STEP 2: INSTALL THE DISPLAYLINK MANAGER APPLICATION から

WINDOWS を選択します。 

 
3. 画⾯のインストール⼿順に従います。 
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設定-ディスプレイ設定から Studio P21 デバイスの表⽰⽅法を設定することができます。 
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macOS 版 DisplayLink ソフトウェア のインストール 
 
DisplayLink ドライバをダウンロードしてインストールするまで、コンピュータの出⼒は 

Studio P21 デバイスに表⽰されません。接続されたコンピュータの出⼒がデバイスに正し

く表⽰されるように、初期システム設定を完了します。 
 
 
メモ : デバイスが機能するには、DisplayLink ソフトウェアをダウンロードしてインスト

ールする必要があります。 
 

Studio P21 の個⼈⽤会議ディスプレイをプライマリーモニターとして使⽤する場合は、コ

ンピュータに接続されている別のモニターを使⽤して初期設定を完了する必要がありま

す。初期設定が完了すると、Studio P21 デバイスをシングルモニタ設定で使⽤することが

できます。 
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Studio P21 デバイスのドライバファームウェアがコンピュータのものと⼀致しない場合、

デバイスが最新のドライバファームウェアにアップデートされるまで、砂時計が表⽰され

たブランク画⾯が表⽰されることがあります。 
 

メモ : Studio P21 は、macOS バージョン 10.15.0 以降をサポートしています。macOS を

更新した場合は、DisplayLink マネージャアプリを再起動する必要があります。 
 

 ⼿順 

4. Poly Studio P21 のセットアップページにアクセスします。 

5. STEP 2: INSTALL THE DISPLAYLINK MANAGER APPLICATION から MACOS

を選択します。 

 
6. 画⾯のインストール⼿順に従います。 
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7.  [アプリケーション] に移動し、[DisplayLink Manager] を開始します。 

 
8.  メニューバーで [DisplayLink Manager] を選択します。  

 
9. 要求があった場合は、[画⾯の録画] を許可します。  

 

10.  [Launch app automatically after logging-in] チェックボックスをオ

ンにします。  [Launch app automatically after logging-in] チェックボック

スをオンにしない場合は、コンピュータを再起動したりオンにするたび に、

DisplayLink Manager アプリを再起動する必 があります。  
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11. DisplayLink マネージャアプリ内から、[Login screen extension 

status] ツールを download リンクから ダウンロードして インストールします 
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かんたんセットアップガイド 

 18 

重要: [Login screen extension status]ツールをインストールしていない場合、コンピ

ュータを再起動した後に Studio P21 デバイスが正しく動作しないことがあります。 
 
システム環境設定-ディスプレイ設定から Studio P21 デバイスの表⽰⽅法を設定すること

ができます。 
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Poly Studio P21 の個⼈⽤会議ディスプレイのプライバシ ーシ
ャッターの使⽤ 
Poly Studio P21 の個⼈⽤会議ディスプレイにはカメラレンズを遮る物理的なカバーが組み

込まれており、プライバシーを保護することができます。 シャッターを閉じると、ビデオ

をミュートにできます。 

⼿順 

 デバイスの上部で、次のいずれかを⾏います。  

• スライダを右に動かすとシャッターが閉じます。  

• スライダを左に動かすとシャッターが開きます。 
 
 

 
 

LED ステータスインジケータ 
 
モニタの下に LED ランプバーがあり、デバイスの動作を確認することができます。下表

に、各 LED の⾊とパターンとその関連ステータスを⽰します。 

基本的な Poly Studio P21 LED バーの⾊とパターン 
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⾊とパターン ステータス 

⽩⾊で点滅 
USB が接続されており、デバイスに電源が⼊り、

アイドル状態になっています 

⻘⾊で点滅 (中央から始まって広がる) 
ワイヤレスチャージャーがデバイスの充電を⾏って

い ます 

オレンジ⾊で点灯 ファームウェアアップデートを実⾏しています 

フラッタリングまたは緑⾊で点灯 通話着信中 

緑⾊で点灯 デバイスが通話中です 

⾚⾊で点灯 通話が保留中です 

⾚⾊で点灯 ⾳声がミュートされています 

淡緑⾊で点灯 

⾳量を調節するとランプが明るくなったり暗くなっ

たりして、最⼩または最⼤に達すると 2 回点滅しま

す 

 

ビデオ会議の品質向上のための基本的なヒント 
ビデオ会議の品質を向上させるには、以下の基本的なヒントおよびガイドラインに従って

ください。 
 
•  ⾃分の⽬の位置を画⾯の上  1/3 の⾼さに合わせ、ビデオストリームの中央部分に顔が表

⽰されるように⾃分の位置を調整します。 
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 鮮やかな⾊、全体が明るい⾊、または全体が暗い⾊の服や、⼩さなチェック柄や細い縞の

ような⾮常に複雑な模様の服を着⽤することは避けます。画⾯で最も⾒栄えが良いのは、

淡いパステルカラーや落ち着いた⾊です。 

• ミーティングに参加する前にビデオストリームをプレビューして、顔に影がないこと、

およびカメラが正しく設定されていることを確認します。 

• 普通の声量で話します。 
 

ビデオ会議の品質向上のための⾼度なヒント 
ビデオ会議の品質を向上させるには、以下の基本的なヒントおよびガイドラインに従って

ください。 

カメラと⼈物のポジショニング 

•  ⾃分だけが映っている場合は、そわそわせずに落ち着くようにします。 

• 室内にいる全員を含めるか (可能な場合)、または会議開始前に室内にいる全員を紹介しま

す。 

 
• 背景や家具ではなく、⼈物にフォーカスした表⽰を維持します。 

• ビデオに関係ないもの (他の⼈、ペット、テレビなど) がキャプチャされないようにモニ

ターを適切な⾓度に配置します。 
 
 
服装、家具、および背景 
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• 混乱を防ぐために、光源、テーブル、椅⼦、壁、凝った装飾、および床をカメラの視野

から外します。 

• 映像に対する不適切な影響を防ぐために、背景に溶け込むような服 ではなく背景とコン

トラストをなすようにし、⼈物の頭から背景にあるものが突出しないようにします。 

• 室内では光沢のあるテーブル⾯、濃⾊、またはくっきりした⽊⽬を避けます。最適なテ

ーブル⾯の⾊は、ニュートラルグレーのつやのないサテン仕上げです。 

• 背景には、⻘みがかったライトグレーで塗装された壁が最適です。ビデオ会議システム

では、グレーまたは⻘の基準画像を使⽤してビデオを処理するため、その⾊の背景は配信

するビデオの品質向上に役⽴ちます。 

• ホワイトボードをカメラの視野から外します。会議に参加している他の⼈が、ホワイト

ボードに書かれている内容を⾒る可能性があることに注意してください。 

照明 

• 窓をカーテンやブラインドで覆い隠します。⽇光は変わりやすい光源であるため、室内

照明と競合する可能性があります。 

• 照明が明るいとフォーカスする対象物の範囲が広がりますが、直接照明が不適切だと粗

く⾒えたり暗く⾒えたりする場合があります。中域のニュートラルな⾊温度 (3600 K 〜 

4500 K) の間接蛍光照明を使⽤することをお勧めします。ご使⽤の照明の⾊温度はパッケ

ージに記載されています。 
 
⾳声およびノイズ 

• 話していないときやオーディオデバイスを移動する前には、⾳声をミュートします。 

• 不要なノイズを最⼩限に抑えるために窓とドアを閉めておいてください。 

• 窓をカーテンやブラインド覆い隠します。窓ガラスは、反射による⾳響の問題の原因と

なる可能性があります。 

• ⾳声に関する以下の推奨事項をさらに考慮してください。 

紙などでマイクを妨げないでください。 

テーブルをたたいたり、紙をめくったりしないようにします。 

ミュート解除中はキーボードで⼊⼒しないようにします。 


