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Vidyoの提供するソリューション
Vidyoは、あらゆる場面で人々のコミュニケーションやコラボレーション
の方法を向上させるビデオ会議ソリューションを開発、提供しています。 

「VidyoのHDビデオなら、同じ部屋にいるか

のように顔の麻痺やことばの調子などの些細

な患者の病状を見聞きすることが可能です。」

David Tong医師, Sutter Health

Vidyo ならではの実用的で魅力的なソリューションは、世界中で活躍する医療機関、
教育機関、政府機関をはじめ、金融機関や各種専門サービス業、ハイテク企業で活
用されています。VidyoConferencing™ の用途やソリューションが実際にもたらす可
能性は無限です。



高性能のインフラストラクチャ
VidyoRouter™ のアーキテクチャは、参加者一人一人が Vidyo の特許技術である Adaptive Vidyo 
Layering™ テクノロジーと H.264 SVC 標準 (UCIF Mode 2s) を体験できるよう、ネットワークや各エンドポ
イントの性能に応じてビデオ品質を動的に最適化します。物理または仮想アプライアンスとして利用可能
な VidyoRouter は、1 台で最大 100 (VidyoRouter XL では最大 150) までの HD 同時接続が可能で、複数の 
VidyoRouter をネットワーク化すれば大規模な導入にも対応できます。

 
VidyoPortal™ は、ブラウザーを搭載し、ネットワークに接続できるコンピューターであれば容易にアクセ
スでき、ユーザーや管理者が好きなときに様々な形で使用することができます。ユーザーは簡単にビデオ会議を
行い、管理することができます。管理者は都合の良い場所から全ての管理作業を行うことが可能です。

 
VidyoGateway™ は、従来のルーム システムと高性能でスケーラブルな  VidyoConferencing 環境の
橋渡しをします。物理または仮想アプライアンスとして利用可能な VidyoGateway は、Polycom® や Cisco® など
多数のベンダーが供給する H.323 および SIP ベースのインフラストラクチャやエンドポイントを接続し、円滑な
相互運用を保証する H.239 データ共有や H.235 メディア暗号化などの重要な機能をサポートしています。

VidyoReplay™ は、Vidyo を使ったビデオ会議を録画してオフラインまたはリアルタイムでウェブキャス
ト配信します。サーバーおよびネットワーク接続されたストレージへの保存が選択でき、ウェブベースでアクセス
できるコンテンツ管理ライブラリ機能も搭載しています。録画ビデオやウェブキャストは、MP4 形式でブラウザや
モバイルデバイスで再生できます。

 
VidyoWay™  は、最大 25 人の参加者と仮想会議を行える無料の B2B 相互接続サービスです。ゲストは、C
isco、Polycom、Tandberg、LifeSize などのベンダーが供給する H.323 または SIP ベースのルーム システムや、個
人向けまたはグループ向け Vidyo システム、VidyoWay アプリを搭載したスマートフォンやタブレット、音声通話
のみの電話機から参加できます。
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個人でもグループでも活用できるソリューション
スマートフォン、タブレット、ラップトップ、デスクトップ、マルチスクリーン対応のグ
ループ ソリューションにもまったく変わらない自然で高品質なビデオ会議エクス
ペリエンスを実現します。

VidyoMobile™ は、iOS™ および Android™ を搭載したスマートフォンやタブレットで信頼性の高いビ
デオ コラボレーションを可能します。VidyoMobile は汎用性抜群です。ドックに接続すればデスクトップビデオ
電話に早変わりし、持ち歩けばいつでもどこでもビデオ会議を行えます。大型スクリーンに接続すれば、移動型
ルーム システムとしても活躍します。外出時には、3G または 4G 無線ネットワークや WiFi ブロードバンド接続
を介していつでもどこでも HD 画質のマルチポイント ビデオ会議やコラボレーションができます。

VidyoDesktop™ と VidyoWeb™  は、Windows™、Mac™、Linux コンピュータでのビデオ コラ
ボレーションを可能にします。デュアル ディスプレイ対応、複数の参加者によるコンテンツ共有、HD 画質のマル
チ ストリームを同時に分割表示するなど多彩な機能を搭載し、従来のルーム システムでは考えられなかったユ
ーザー エクスペリエンスを実現します。VidyoWeb™ プラグインをブラウザに追加するだけで、ユーザーアカウン
トの作成や特別なソフトウェアのインストールを必要とすることなく、誰でも簡単にゲストとして会議に参加し、
ユーザーと同じレベルのビデオ会議が体験できます。

VidyoSlate™ は、お手持ちのタブレットに Vidyo ビデオ会議の共有コンテンツを表示し、指先でコンテン
ツのコラボレーションを実現できます。VidyoSlate では、手元にあるタブレットから直接ドキュメントを会議で共
有したり、他の参加者の共有コンテンツを表示して注釈を追加したり、ホワイトボードを共有して自分のメモや
図表を全員と共有することができます。

VidyoRoom™ アプライアンスは、デュアル スクリーンに対応した固定設置タイプのグループ ソリューショ
ンです。汎用の IP ネットワークで最大 1080P/30fps でのリアルな対面コミュニケーションを実現します。遠隔カメ
ラコントロール (FECC) やあらゆるタイプのエンドポイントに対応したシームレスな統合などの高度な機能をサポ
ートしていますので、臨場感のあるテレプレゼンスが実現し、遠隔参加者も第三者的なオブザーバーではなく積極
的に会話に参加することができます。モバイル カート プロバイダとの提携により、ポータブル型プラットフォーム
でも HD 品質と高度な VidyoConferencing 機能が統合されています。すべての VidyoRoom モデルは、追加料金
なしで HD 画質、マルチポイント接続、デュアルスクリーン表示をサポートしています。

VidyoPanorama™ は、マルチスクリーンに対応したグループ ソリューションであり、分散したチームが
デスクトップ、モバイル、ルーム システムから簡単に接続してコラボレーションできます。標準的なルーム システム
では、参加者とコンテンツを表示する 2 画面しか使用できないケースがほとんどですが、 VidyoPanorama 600 で
は最大 6 画面に対応しています。また、独自の Multi-Participant Content Sharing 機能により、最大 6 名の参加者
のコンテンツのストリームを同時に表示することができます。VidyoPanorama は、製造オペーレションセンター、
指令室やコントロール ルーム、バーチャル トレーディング ルーム、遠隔教育など、幅広い用途で理想的なソリュー
ションです。
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Vidyoはパーソナルテレプレゼンスのリーダーです。Vidyoは、今日
のボーダーレス組織の中で自然でスムーズに機能するビデオ会
議の可能性を広げます。 ニューヨークの空港でスマートフォンか
ら接続している場合でも、またはロンドンのデスクトップや、シン
ガポールのテレプレゼンスルームから接続している場合でも、場
所に関わらず誰もがテレプレゼンス品質を体験することができま
す。Vidyoなら汎用の機器を使用して、一般的なIPネットワーク上で
HD品質のビデオ会議を行えるので、高価なハードウェアや専用の
ネットワークは必要ありません。何も妥協することなく、Vidyoでこ
れまでにない品質、使用範囲、コスト削減が望めます。

Vidyoの優位性

ビデオ会議の新しい時代
Vidyo では、HD 品質のビデオ会議はごく自然に職場の延長線上に
あるものだと考えています。その考えは、大規模なビデオ会議を可
能にするインフラストラクチャから、現在使用されている PC、スマー
トフォン、タブレットをサポートする幅広いエンドポイント アプリケ
ーションまで、Vidyo 製品に広く反映されています。Vidyo のお客様
は、VidyoConferencing™ を使って同僚や顧客、パートナーとブレイン
ストーミングを行ったり、プロジェクトの協力体制を整えて素晴らしい
実績をもたらせることを評価しています。
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Vidyo™Conferencingはそれだけでも非常に役立つ生産性の
高いツールですが、現在使用されている他のコミュニケーショ
ンおよびコラボレーションツールと併用されると、より幅広く
活用することが可能です。

 
Microsoft® Lync™, Mitel MiCollab, および IBM Sametime® に 
VidyoConferencing を統合することで、ユーザーは UC 連絡先リストから 1 対 1 およ
びマルチポイント接続による HD 品質の Vidyo 会議を起動することができます。

Adobe® Connect™  用に開発された pod (ポッド) を使用すれば、会議の主催
者はあらゆる HD 品質の会議に、よりパーソナルな対面コミュニケーションを追加で
きます。

White Boarding and Annotation Vidyo に市販のホワイトボードを統合
することで、会議室内にいる参加者と同じように遠隔の参加者もホワイボードに書か
れたアイデアを共有できます。もちろん会議室内のカメラの焦点を変更する必要はあ
りません。電子ホワイトボードがなくても、無料の VidyoSlate アプリを使用すれば、参
加者同士でファイルを共有したり、共有コンテンツに注釈を入れたり、タブレットのタ
ッチスクリーンを利用してメモや図表を描くことができます。

VidyoWorks™ プラットフォームには、Adaptive Video Layering™ テクノロジーを
採用した Vidyo への迅速かつスムーズな統合に必要な SDK と API が含まれていま
す。これらを活用することにより、ソリューション プロバイダ、エンタープライズおよび
デベロッパは、革新的なアプリケーションの開発や、Vidyo を使って信頼性が高く、比
類なきスケーラビリティを備えた HD 画質のビデオ コラボレーションを実現する製
品を開発できます。

さらに活用する
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