RealPresence Desktop仕様一覧
モデル

Windows 用
H.264、H.264 SVC、H.264 ハイプロファイル
映像
符号化方式
(AVC)、H.263/H.263+
人物映像の送信
最大 720p、30 fps
人物映像の受信
最大 720p、30 fps
全画面表示
○
デュアルモニター表示
○
遠隔カメラ制御
○
ビデオプライバシー (ビデオミュート)
○
LPR (Lost Packet Recovery）
○
映像入出力の動的な選択
○
G.711U、G.711A、G.719、G.722.1、G.722.1
音声
符号化方式
Annex C、Polycom Siren 14、Polycom Siren
LPR (Lost Packet Recovery)
全二重音声
○
オート ゲイン コントロール (AGC)
○
アコースティック エコー キャンセラー (AEC)
○
Siren LPR
○
(パケットロス時のデータ修復機能)
DTMF
○
音声入出力の動的な選択
○
コンテンツ
H.239 (H.323)、BFCP (SIP)
○
送信
最大 720p、5 fps
受信
最大 720p、5 fps
アプリケーションの共有
○
共有コンテンツの表示
○
セキュリティ H.460 ファイアウォールトラバーサル
○
AES-128 ビット メディア暗号化
○
SIP - TLS/SRTP
○
• インテル® Core 2 Duo 2.0 GHz
• インテル® Core i3 デュアルコア 1.6 GHz
システム要件 最小要件 (最大 360p の送受信が可能)
• インテル® Core i5 デュアルコア 1.6 GHz
以上
• インテル® Core™ i3 デュアルコア 2.5 GHz
以上 (最大 15 fps で送信、30 fps で受信)
HD 7 20p 送受信する場合の推奨
• インテル® Core™ i5 クアッドコア 2.0 GHz
以上 (最大 30 fps で送受信)
• Microsoft® Windows 7 (32 ビットおよび 64
ビット)
• Microsoft® Windows XP (Service Pack 3、32
ビット)
• Microsoft® Windows® 8 、8.1Standard、Pro、
オペレーティングシステム
およびEnterprise エディション (32 ビット およ
び64 ビット)
• ハードディスク容量 200 MB
• RAM 4GB
• ビデオメモリ 256 MB またはそれ以上
エラーからの復元
Polycom Constant Clarity 技術
• USB Web カメラ
デバイスとアクセサリ
• 内蔵 Web カメラ
• 3.5 mm ヘッドセット
英語、日本語、フランス語、中国語 (簡体)、中
対応言語
国語 (繁体)、韓国語、ロシア語、スペイン語、
ポルトガル語、カザフ語
• SIP、H.323、LDAP/H.350、HTTPS/XML、
国際標準規格のプロトコル
AES、H.239、BFCP、H.224/281、H.224、
H.245、H.241、H.460、H.235

(2016年8月現在)
MacOS X用
H.264、 H.264 SVC、 H.264 ハイプロファイ
ル
最大 720p、30fps
最大 720p、30fps
○
○
○
○
○
○
G.711U、G.711A、G.719、G.722.1、
G.722.1Annex C、Polycom Siren 14、
Polycom Siren LPR（Lost Packet
○
○
○
○
○
○
○
最大 720p、5 fps
最大 720p、5 fps
○
○
○
○
○
・インテル® Core 2 Duo 2.0 GHz
・インテル® Core i3 デュアルコア 1.6 GHz
・インテル® Core i5 デュアルコア 1.6 GHz
以上
・インテル® Core™ i3 デュアルコア 2.5 GHz
以上 (最大 15 fps で送信、30 fps で受信)
・インテル® Core™ i5 クアッドコア 2.0 GHz
以上 (最大 30 fps で送受信)
・Mavericks (v 10.9)
・Yosemite (v 10.10)
・El Capitan (v 10.11)
• RAM 4GB
• ビデオメモリ 256 MB またはそれ以上
• ハードディスク容量 200 MB

Polycom Constant Clarity 技術
• USB Web カメラ
• 内蔵 Webカメラ
• 3.5 mm ヘッドセット
日本語、英語、フランス語、ロシア語、スペ
イン
語、中国語 (繁体)、中国語 (簡体)、韓国
• SIP、H.323、LDAP/H.350、HTTPS/XML、
AES、H.239、BFCP、H.224/281、H.224、
H.245、H.241、H.460、H.235

