
Vidyo™ソフトウェアクライアントは、人気の 
デスクトップおよびモバイルディバイスをイン
ターネット上および一般のワイヤレスネット
ワーク上でテレプレゼンス品質のビデオ会議
ができるデバイスに変身させます。

Adobe®、IBM® およ
び Microsoft®コラボ
レーションツールと
の統合

MCUなしで 
最大1440pの 
多地点ビデオ
会議

各エンドポイント
およびネットワー
クに常に最適化
された映像

デスクトップおよびモバイル 
ユーザー向けアプリケーション

Vidyo™ソフトウェアクライアント



主な特長 Vidyo独自な利点
•	 高精細度:最高1440pの解像度をサポート(XD)
•	 究極の柔軟性:最大8拠点の参加者同時表示、
共有アプリケーションとセルフビューを含め、	
レイアウトを選択可能
•	 ノーサプライズ:永続的なフローティング	
ライセンスでコスト削減

これまでにないユーザーエクスピリエンス
•	 ユーザー所有のデバイスで利用可能
•	 自然なコミュニケーションを実現する超低遅延
(20ms未満)
•	 ワンクリックで会議を開始

簡単に導入
•	 複数人によるコラボレーションのための徹底し
たデザイン
•	 自動	NATファイヤーウォールトラバーサル
•	 VidyoGateway™を介したレガシーエンド	
ポイントとの会議

低い運用コスト
•	 一般的なネットワークで高いパフォーマンスを
実現するためのデザイン
•	 全ての	Vidyoソリューションにソフトウェアクラ
イアントをセット
•	 ユーザー毎または毎月の費用なし

VidyoDesktop™ハイライト
•	 Windows™、Mac™	および	Linux	PCが高性能	
テレプレゼンスエンドポイントに早変わり
•	 Executive	Desktopソリューションでは、27イン
チの	iMac上で4人の参加者を各720pの解像度
で表示(1440Pまでであればレイアウトは自由)
•	 共有データを別のウィンドウまたはセカンダリ
ディスプレイに表示
•	 最大エンコード720p/30
•	 有線および	WiFiネットワーク、モバイルホット
スポット上での高いパフォーマンス

VidyoMobile™ハイライト
•	 Android™	、	iOS™スマートフォン、タブレットの
ためのフリーアプリケーション
•	 WiFi、3G	および	4Gワイヤレスネットワーク上
で動作
•	 ズームおよび左右のネイティブジェスチャー	
サポート
•	 動的分割表示またはアクティブスピーカー	
切り替えの選択が可能なフルレイアウトコント
ロール
•	 フロントおよびリアカメラの会議中の切り替え

指先で 
テレプレゼンス
の能力を 
実感できる 
アプリケーション

ソフトウェアクライアントなら、既存のデバイスで一般的な
有線またはワイヤレスネットワーク上から場所を問わず、 
簡単にビデオ会議に参加することができます。
Vidyo™ソフトウェアクライアントなら、既存のデバイスで一般的な有線またはワイヤレスネットワー
ク上から場所を問わず、簡単にビデオ会議に参加することができます。Vidyo™Conferencingの機
能を本社から支社、ホームオフィス、フィールド職員まで組織全体に拡大させ、ワークフローの強化
および迅速な意思決定へと繋げることが可能になりました。エコシステムの中のパートナー、サプラ
イヤー、顧客と繋がることで、ビデオコミュニケーションを活用した関係強化および新商品やサービ
スの販売促進が図れます。スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップでのVidyo™ソ
フトウェアクライアントの導入および管理、そして既存のレガシーエンドポイントやユニファイドコ
ミュニケーションツールとの統合も簡単です。
Vidyoは、	MCUベースのシステムのトランスコーディングでは避けられなかった問題を解消しま
す。VidyoConferencingのインフラストラクチャーでは、特許技術のAdaptive	Video	Layering™がリ
アルタイムで作動し、各エンドポイントおよびネットワーク環境の能力に応じてビデオストリームを
最適化します。モバイルまたはデスクトップデバイスで会議をしても、アメリカやインドから、どんな
場所から接続しても、全ての人にテレプレゼンス品質を提供できるのは	Vidyoのみです。
毎日の仕事の一環としてビデオコラボレーションを必要とする企業や医療機関、教育関係者がなぜ
Vidyoを選ぶかは、簡単に分かります。Vidyoソフトウェアクライアントは、一貫した直感的なインター
フェイス、ワンクリックでの会議アクセスを提供することで、ユーザーはヘルプデスクに問い合わせる
ことなくすぐに使用できます。会議参加者は、Vidyoの特長である非常に鮮明な画面と音声による	
インタラクションを実感しながら、予定されている会議や臨時の会議をすぐにセットアップでき、世
界中の人 と々繋がり協働することが可能です。



Adobe® Connect™、IBM Sametime®、Microsoft® Lync™
多くの組織や機関は、社員のコラボレーションのために	
AdobeやIBM	、Microsoftのユニファイドコミュニケーション
ツールを使用していますが、文字や音声だけの機能には限
りがあります。Vidyoのソフトウェアプラグインなら、複数参加
者のビデオ会議を自然にワークフローの一部にすることが
可能です。

共通機能
•		ワンクリックで、チャットから音声、ビデオ会議へ切り替え
•		スマートフォン、タブレット、デスクトップ、ルームシステム
等、全てのエンドポイントとのコラボレーション
•		プレゼンスで参加者のステータスを確認
•		ゲストリンクを外部の会議参加者と共有
•		ユーザーアカウントの同期	

システム要件
•	Adobe:	Adobe	Connect	8	またはそれ以上
•		IBM:	IBM	Lotus	Dominoコミュニティーサーバー7.5.1	ま
たは	8.0.2、IBM	Lotus	Domino	コミュニティーサーバー
7.5.1
•		Microsoft:	Microsoft	Lync	2010	または最低でも標準的なCALの	
ライセンスレベルが設定されたOffice	Communicator	R1	または	R2

Microsoft® Outlook® 
会議室がなくても大丈夫！
Microsoft	Outlook	のためのVidyo™プラグインは、小さなグループでも大規模で分散したチーム
でも、ビデオ会議の予定調整をシンプルなワンクリックで対応します。会議の予定調整を行う場合、	
Outlookツールバーの	Vidyo™Conferencingをクリックすると、会議招待のための固有のURLが追加
できます。組織外からの参加者も含め、参加者は	URLをクリックするだけでビデオ会議に参加できま
す。または	Vidyoダイヤルイン番号にかければ音声での参加が可能です。

Vidyo™ 
ソフトウェア
プラグイン

Microsoft Outlookとの Vidyo™統合

Microsoft Lyncとの Vidyo™統合



仕様 VidyoDesktop™ VidyoMobile™
ビデオ

ネイティブビデオコーデック H.264スケーラブルビデオエンコーディング H.264スケーラブルビデオエンコーディング
ビデオエンコーディング 最大720p/30	fps 最大480	x	270
ビデオデコーディング 最大1440p/60	fps 最大720p
カメラ USB		Webカメラ フロントおよびリア統合カメラ
ビデオデバイスの会議中の選択および切り替え 有 有
ファーエンドカメラコントロール 有（	Windowsのみ） No
ピンチで参加者をズーム 無 有（デバイスによる）
同時表示可能な参加者の数 8人およびセルフビュー 4人およびセルフビュー
プライバシーモード 有 有
オーディオ
エンコーディング SPEEX	Wideband	Audio、最大	32	Khz	サンプリング

レート
デバイスに依存

自動エコーキャンセル機能 有;エコーキャンセル機能搭載のデバイスにバイパス デバイスに依存
ヘッドセット 標準的なUSB	および	Bluetoothヘッドセットを	

サポート
標準的なUSB	および	Bluetoothヘッドセットを	
サポート

デバイスの会議中の選択、切り替えおよびミュート 有 有
レガシーおよびボイスのみのエンドポイントへの通話のための	
DTMFシグナリング

有 無

コンテンツ共有
アプリケーションまたはデスクトップの共有 有、複数参加者からの同時共有 無
共有コンテンツの表示 有 有
新規ウィンドウでの共有コンテンツの表示 有 無
ピンチで共有コンンテンツをズーム 無 有
VidyoGateway™を介したレガシーエンドポイントとのH.239	
データ共有

有 有

管理
VidyoPortal™でのユーザーアカウント作成 有 有
共通のディレクトリ、パーソナルスピードダイヤルリスト 有 有
ディレクトリでのプレゼンス表示 有 有
参加者の名前表示のオプション 有 有
参加者による画面上通話統計 有（切替） 有（切替）
通話詳細記録 有 有
クライアントソフトウェアのダウンロード ウェブまたは	VidyoPortalから可 iOS:	App	Store、Android:	Android	Market	
セキュリティ
自動ファイヤーウォールトラバーサル 有 有
NATトラバーサルのための	STUN	および	ICEプロトコル 有 有
SSL	および	AES-128ビット暗号化（第三者機関による認証） 有 有
システム要件
サポートOS Windows:	XP、Vista、7、		Mac:	OS	X	10.5	以上、	Linux:	

9.1	および	10.4	(ベータ)	
iOS:	4	以上、Android:	3	以上	

最小要件 Windows	XP、Pentium	4、	1	GB	RAM、40	MB	の空	
ディスク容量 なし

推奨要件 Core	2	Duo	2GHz、2	GB	RAM;	40	MB	の空ディスク
容量

デュアルコアプロセッサー（	ARM	Cortex	A9	1	GHz
等)、512	MB	RAM

デバイスおよびアクセサリー

Webカメラ Standard:	USB	Webカメラ			テスト済:	Logitech		
C910、VisionPro	(Mac)、Webcam	Pro	9000;	
Macintosh	iSight;	Microsoft	LifeCam	9000;	
Macintosh	iSight;	Microsoft	LifeCam

なし

ヘッドセット 標準:	エコーキャンセル機能付きUSBヘッドセット	
テスト済:	Logitech	USB、ClearChatPlantronics	USB

一般的なヘッドセットおよび	Bluetoothヘッド	
セット

スピーカーフォン 標準:	エコーキャンセル機能付きUSBスピーカー	
フォン	テスト済:	ClearOne	Chat-50、Chat-150

デバイスに対応するスピーカーフォン

スマートフォン
なし

標準:	フロントカメラ付きの	iOSおよび	Android
スマートフォン			テスト済:	iPhone	4、iPhone	4S;	
Motorola	Atrix

タブレット なし 標準:	フロントカメラ付きの	iOSおよび	Android	
タブレット		テスト済:	iPad	2;	Motorola	Xoom
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433	Hackensack	Avenue,	Hackensack,	NJ	07601,	USA	
電話:	201.289.8597	またはフリーダイヤル	866.998.4396	
Ｅメール:	vidyoinfo@vidyo.com

APAC	
apac@vidyo.com	
+852	3478	3870

EMEA	
emea@vidyo.com	
+33	(0)	488	718	823
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india@vidyo.com	
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