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はじめに
トピック :

• 対象者、目的、および必須のスキル
• 関連する Poly およびパートナーのリソース

本ガイドには、Poly Studio P21 の個人用会議ディスプレイでタスクを実行する際に使用できる概要情報、
手順、および参照が含まれています。

対象者、目的、および必須のスキル
本ガイドは、初めて Studio P21 の個人用会議ディスプレイを使用されるユーザに加えて、このデバイス
で使用可能な機能の詳細を学ぼうとされる中級・上級のユーザも対象としています。

このガイドに記載されている機能は、接続しているコンピュータに Lens Desktop がインストールされて
いなくても使用できます。

関連する Poly およびパートナーのリソース
この製品に関連する情報については、次のサイトをご参照ください。

• Poly Online Support Center からは、ビデオチュートリアル、ドキュメントおよびソフトウェア、ナ
レッジベース、コミュニティディスカッション、Poly University、その他のサービスを含む、オンラ
イン製品、サービス、およびソリューションのサポート情報にアクセスできます。

• Poly ドキュメントライブラリからは、現行の製品、サービス、およびソリューションのサポートド
キュメントにアクセスできます。ドキュメントはレスポンシブ HTML5 形式で表示されるため、イ
ンストール、設定、または管理のコンテンツに任意のオンラインデバイスから簡単にアクセスして
表示することができます。

• Poly コミュニティからは、 新の開発者とサポートの情報にアクセスできます。アカウントを作成
すると、Poly サポート担当者にアクセスし、開発者およびサポートのフォーラムに参加することが
できます。ハードウェア、ソフトウェア、およびパートナーのソリューションのトピックスに関す
る 新情報を確認したり、アイディアを共有したり、仲間と協力して問題を解決することができま
す。

• Poly Partner Network は、リセラー、販売代理店、ソリューションプロバイダ、およびユニファイ
ド コミュニケーション プロバイダが、日々使用するアプリケーションやデバイスを使って対面での
コミュニケーション体験を再現しやすくして、重要なお客様のニーズを満たす価値の高いビジネス
ソリューションを提供するプログラムです。

• Poly サービスは、ビジネスの成功に役立ち、コラボレーションの利点を通じて投資の価値を 大限
に活用することができます。

プライバシーポリシー
Poly 製品およびサービスでは、Poly プライバシーポリシーに合致する方法でお客様のデータを処理しま
す。ご意見やご質問がある場合は、privacy@poly.com にメールを送信してください。
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はじめに
トピック :

• コンピュータとケーブルの要件
• Poly Studio P21 のハードウェアの概要
• 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
• Windows での初期システム設定の完了
• 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
• LED ステータスインジケータ
• ビデオ会議の品質向上のための基本的なヒント
• ビデオ会議の品質向上のための高度なヒント
• アクセシビリティ機能

デバイスを使用する前に、その機能を理解しておく必要があります。

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要な 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要があります。
• サードパーティ製 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、デバイスがまったく機能しない場合があります。
• サードパーティ製 USB-A to USB-C アダプタを使用すると、ビデオの品質に影響する場合がありま

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

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
ィ照明の輝度を自動的に調整しま
す

はじめに
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参照番号 機能 機能の説明

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
を開始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 内蔵スピーカーや付属のヘッドセ
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、付属の 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

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 対応する電話機やヘッドセットを
ワイヤレス充電エリアに置いて充
電します

はじめに
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システムポートとバニティ照明コントロール

Poly Studio P21 のポートの説明

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

関連リンク
USB コードを接続しても画面がブランクのままになる ページの

Poly Lens Desktop app 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。
Poly Lens Desktop でのデバイスの使用の詳細については、『Poly Lens Desktop App User Guide』をご参
照ください。

はじめに
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手順
1. Poly Lens アプリの製品ページにアクセスします。
2. ご使用のオペレーションシステムに対応するダウンロードを選択します。
3. 画面のインストール手順に従います。

macOS での初期システム設定の完了
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唯一のモニタ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 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
1. Web ブラウザで、[Poly Studio P21] ランディングページに移動し、設定手順を完了します。
2. [アプリケーション] に移動し、[DisplayLink マネージャ] を開始します。
3. メニューバーで [DisplayLink マネージャ] を選択します。
4. 依頼があった場合は、[画面の録画] を許可します。
5. [自動起動] チェックボックスをオンにします。

[自動起動] 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 マネージャアプリを再起動する必要があります。

6. DisplayLink マネージャアプリ内から、[ログイン画面拡張ステータス] ツールをダウンロードして
インストールします。

重要 : [ログイン画面拡張ステータス] 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。

関連リンク
DisplayLink のファームウェアアップデート後にデバイスに黒い画面が表示される ページの
USB コードを接続しても画面がブランクのままになる ページの

はじめに
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Windows での初期システム設定の完了
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唯一のモニタ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 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
» Web ブラウザで、[Poly Studio P21] ランディングページに移動し、設定手順を完了します。

関連リンク
DisplayLink のファームウェアアップデート後にデバイスに黒い画面が表示される ページの
USB コードを接続しても画面がブランクのままになる ページの

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。

はじめに

9

https://www.poly.com/P21


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

色とパターン ステータス

白色で点灯 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

青色で点滅 (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 着信通話

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、 小音量または 大音量に達すると 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部 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。

• 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 も見栄えが良いのは、淡いパステルカラ
ーや落ち着いた色調です。

• 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。

はじめに
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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。
• オフィスでは、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

モニタを適切な角度に配置します。

服装、家具、および背景
• 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装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。 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、青みがかったライトグレーで塗装された壁が 適です。ビデオ会議システムでは、グレ

ーまたは青の基準画像を使用してビデオを処理するため、その色の背景は送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

薄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 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で覆い隠します。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。

はじめに
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• Poly Studio P15 では、Poly NoiseBlockAI によって、マイクで音声を拾いながら不要なノイズを排
除できます。Poly NoiseBlock 技術を使用していない場合は、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。

Open list bullet紙などでマイクを妨げないでください。
Open list bullet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。
Open list bullet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。

アクセシビリティ機能
Poly 製品は、障害のあるユーザが利用できるように対応したさまざまな機能を搭載しています。

聴覚障害者ユーザ
個人用会議ディスプレイには、聴覚障害者がデバイスを使用するためのアクセシビリティ機能が搭載され
ています。
聴覚障害者向けアクセシビリティ機能を下表に示します。

聴覚障害者向けアクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能 説明

ステータスインジケータのランプ 個人用会議ディスプレイでは LED を使用して、マイク
のミュート状態などのステータスを示します。

調整可能な音量 個人用会議ディスプレイのスピーカーの音量は上げた
り下げたりすることができます。

視覚障害者ユーザ
個人用会議ディスプレイには、視覚障害者がデバイスを使用するためのアクセシビリティ機能が搭載され
ています。
視覚障害者向けアクセシビリティ機能を下表に示します。

視覚障害者向けアクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能 説明

ミュートおよびミュート解除 通話をミュート/ミュート解除すると音が鳴ります。

音量レベル 音量を調整すると一致した音が鳴ります (音量を調整
すると、音量が大きくなったり小さくなったりします)。

身体に障害のあるユーザ
個人用会議ディスプレイには、身体に障害のあるユーザがさまざまなデバイス機能を実行できるように対
応したアクセシビリティ機能が搭載されています。
身体障害者向けアクセシビリティ機能を下表に示します。

はじめに
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身体障害者向けアクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能 説明

内蔵スピーカーおよびマイク 個人用会議ディスプレイには内蔵スピーカーやマイク
があるため、ヘッドセットなしで音声を聞いたり話すこ
とができます。

はじめに
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Poly Studio P21 の個人用会議ディスプレ
イの使用
トピック :

• Poly Studio P21 のデフォルト機能
• 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
• 音量の調整
• マイクのミュートまたはミュート解除
• ヘッドセットボタンを使用した音声デバイスの変更
• バニティ照明の輝度の調整
• 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
• LED ステータスインジケータをオンまたはオフにする
• デバイスの再起動
• ファームウェアのアップデート
• Zoom Rooms ボタンの動作
• Microsoft Teams ボタンの動作

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。

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。
• 通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。

14



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。

関連リンク
デバイスの再起動 ページの

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際に、設定した音量レベルに自動的に調整されます。独立した音量調節機能の有効化
と使用の詳細については、『Poly Lens Desktop App User Guide』をご参照ください。

手順
» [+] または [-] を押して、音量を上げたり下げたりします。

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。

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 の通話中にヘッドセットボタンを使用すると、通話が 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。

Poly Studio P21 の個人用会議ディスプレイの使用
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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。

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 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、 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 バーが少しの間青く光ります。

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。

手順
» [+] と [-] を同時に 1 秒間長押しして、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。

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。

関連リンク
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 ページの

Poly Studio P21 の個人用会議ディスプレイの使用
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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必要があります。

デバイスのアップデートの詳細については、『Poly Lens Desktop App User Guide』をご参照ください。

Zoom Rooms ボタンの動作
Zoom Rooms ボタンはアプリのボタンウィンドウに表示され、Zoom Rooms の着信通話に応答したり、
Zoom Rooms 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 Rooms ボタンが正しく機能するためには、Zoom Rooms アプリで音声入出力デバイスとし
て Studio P21 を選択し、Zoom Rooms を起動させておく必要があります。

Microsoft Teams ボタンの動作
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閉じます。

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。

Poly Studio P21 の個人用会議ディスプレイの使用
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トラブルシューティング
トピック :

• DisplayLink のファームウェアアップデート後にデバイスに黒い画面が表示される
• USB コードを接続しても画面がブランクのままになる
• マウスやキーボードの入力が 10 ～ 30 秒間フリーズする
• Mac を再起動すると Studio P21 のディスプレイがブランクになる

ご利用のデバイスに関する問題の診断と解決については、以下のトピックをご覧ください。

DisplayLink のファームウェアアップデート後にデバイス
に黒い画面が表示される
コンピュータで DisplayLink のファームウェアをアップデートし、Studio P21 デバイスを接続した後も、
デバイスの画面に黒い画面が表示されたままです。

手順
» 以下のいずれかを実行します。

• デバイスから電源ケーブルを取り外してから、デバイスにケーブルを差し込み直します。
• 接続されているコンピュータを再起動します。

デバイスに砂時計が表示された黒い画面が表示され、デスクトップが表示されます。
関連リンク
macOS での初期システム設定の完了 ページの
Windows での初期システム設定の完了 ページの

USB コードを接続しても画面がブランクのままになる
付属の USB コードをコンピュータと Studio P21 に接続しても、デバイスの画面がブランクのままです。
付属の USB ケーブルは双方向ではありません。

手順
1. ケーブルの USB-C 側のみを Studio P21 に差し込みます。
2. ケーブルの USB-A to USB-C アダプタ側をコンピュータに差し込みます。

関連リンク
macOS での初期システム設定の完了 ページの
Windows での初期システム設定の完了 ページの
Poly Studio P21 のハードウェアの概要 ページの
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マウスやキーボードの入力が 10 ～ 30 秒間フリーズする
コンピュータに接続したマウスやキーボードを使用する場合、通常の操作でも入力が 大 30 秒ほどフリ
ーズすることがあります。

手順
» USB ドングルを Studio P21 の USB-A ポートに直接差し込みます。

Mac を再起動すると Studio P21 のディスプレイがブラン
クになる
Studio P21 の会議ディスプレイに接続されている Mac を再起動すると、Studio P21 の画面が開始できず
にブランクになってしまいます。

手順
1. [アプリケーション] に移動し、[DisplayLink マネージャ] を開きます。
2. DisplayLink マネージャアプリ内から、[ログイン画面拡張ステータス] ツールをダウンロードして

インストールします。
3. コンピュータを再起動します。

トラブルシューティング
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