
あらゆる会議室に対
応するスマート音声会
議システム

利点
•	 自然な会話を実現するため	、	Poly	が	
誇る音声技術でコラボレーションを
強化

•	 どの会議室にも使い慣れた、一貫性
のあるテクノロジーで	導入がより簡
単に。

•	 ワンタッチ	ジョインで、すぐに会議を
開始

•	 Trio	C60	による高速かつシンプルなコ
ントロールで、Poly	ルーム	ビデオ	ソリ
ューションを補完

データ シート

TRIO C60
会議参加者みんなで、有益なアイデアを出し合いましょう。Poly	が誇る音声
技術で、会議室のどこに座っていても、出席者全員の音声をしっかりと届けま
す。NoiseBlockAI	によって、騒音に会議を中断されることなく、自然な会話を実現し
ます。拡張マイクにより、大規模な会議室でも明瞭な音声を届けます。シンプルさを重
視して設計され、音声会議や	Poly	ビデオ	ルーム	ソリューションと組み合わせて使用
できます。何よりも素晴らしいのは、非常に使い易いことです。ワンクリックでミーティ
ングを開始し、参加できます。Trio	C60	は、使い慣れたコラボレーション	プラットフォ
ームに対応しているので、使い易く、簡単です。とてもシンプルで、パワフルです。

•	 モバイル	デバイスは、USB、Bluetooth®、または	IP	接続が可能
•	 声以外の集中を妨げる騒音をインテリジェントに排除しながら、話者の声をクリア
に届ける
•	 迅速な導入と高い稼働率を実現する包括的な管理と分析	



POLY TRIO C60

ユーザー インターフェース

•	 ジェスチャーベース、マルチタッチ対応の静
電容量タッチスクリーン

•	 5	インチカラー液晶ディスプレイ（720	x	
1280	ピクセ	ル	）	、	アスペクト比	9:16

•	 オンスクリーン仮想キーボード

•	 USB	2.0	Type	A	準拠ポート	x	1

•	 USB	2.0	Micro-B	デバイス	ポート	x	1	
(USB	オーディオ	デバイスおよびコンテン
ツ共有用)

•	 Bluetooth	5.0	内蔵1

•	 マルチカラー静電容量タッチ式ミュート	イ
ンジケータ、ボリューム	ボタンおよびミュー
ト	ボタン	x	3

•	 ユーザー	インターフェースはアラビア語、
中国語、デンマーク語、オランダ語、英語（
カナダ/米国/英国）、フランス語、ドイツ語、
イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、
ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、ス
ロベニア語、スペイン語、スウェーデン語
に対応

音声機能

•	 3	つの	MEMS	マイクで全方位をカバー

•	 スピーカー
	- 周波数	：	100	～	22,000	Hz
	- 音量：	92	dB（0.5	m	地点のピーク音量）

•	 マイク集音範囲：	約	6.1	m

•	 対応コーデック：	
	- G.711（A-law	および	μ-law）	
	- G.719
	- G.722、G722.1、G722.1C
	- G.729AB
	- Poly	Siren	7、Siren	14	
	- iLBC	(3.33	Kbps	および	15.2	Kbps)
	- Opus	(8	Kbps	～	24	Kbps)
	- SILK
	- Poly	Acoustic	Clarity	技術による全二	
重音声	、	アコースティック	エコー	キャン
セラー、	およびバックグラウンド	ノイズの
抑制	-	（全二重標準規格	IEEE1329	タイ
プ	１	準拠）

•	 Poly	NoiseBlockAI

•	 音声アクティビティの検出

•	 コンフォートノイズ生成

•	 DTMF	トーン生成	（RFC	2833	およびイン
バンド）

•	 Bluetooth®	デバイス	ペアリング1

•	 遅延の少ない音声パケット転送

•	 最適化されたジッタ	バッファ

•	 パケット	ロス補正機能

通話処理機能 
(設定およびエコシステムによって異なる場合あり)

•	 最大3回線（最大1	回線の	Skype	for	
Business)

•	 外線共有のサポート、ブリッジ接続ライン	
レイアウト

•	 個別の着信管理/コールウェイティング

•	 通話タイマー、コールウェイティング

•	 通話の切り替え、保留、転送、応答

•	 着信、発信、接続相手の識別情報

•	 ワンタッチ	スピード	ダイヤルと会議参加

•	 ローカル	5	者通話

•	 デイジーチェーン最大	3	台

•	 応答拒否機能

•	 ローカル番号デジット	マップ/ダイヤル	プ
ラン

•	 LDAP	を使用した企業ディレクトリへのア
クセス

•	 ビジュアル	カンファレンス	マネージメント

ネットワーク

•	 オープン	SIP

•	 Skype	for	Business

•	 Microsoft	Teams	

•	 IETF	SIP（RFC	3261	および付随する	RFC）
•	 SDP

•	 2	ポート	ギガビット	イーサネット	スイッチ
	- 10/100/1000	Base-TX（LAN	IN	および	
LAN	OUT)
	- LAN	OUT	ポートは	IEEE	802.3af	PSE	を
サポート

•	 Wi-Fi	ネットワーク接続	(MIMO)1

	- 2.4	～	2.4835GHz（802.11b、802.11g、8
02.11n	HT-20）	
	- 5.15	～	5.825	GHz	(802.11a、802.11n	
HT-20、HT-40、802.11ac	HT-20、HT-40
、HT-80)

管理

•	 Poly	Lens

•	 PDMS-E、PDMS-SP

•	 RealPresence	Resource	
Manager（v.10.9	以上)	によるプロビジョ
ニング

•	 手動または	DHCP	（動的ホスト構成プロト
コル）	によるネットワーク設定

•	 Poly	Zero	Touch	Provisioning

•	 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS	を使用した、中
央サーバーからの一括設定

•	 プロビジョニング	サーバーおよびコール	
サーバーの冗長構成をサポート

•	 SNTP	を使用した時間同期

セキュリティ

•	 802.1X	認証および	EAPOL

•	 SRTP	によるメディア暗号化

•	 トランスポート	レイヤ	セキュリティ	（TLS）
v.1.2

•	 暗号化された設定ファイル

•	 ダイジェスト認証

•	 パスワードによるログイン

•	 ブート	サーバー	アドレスの	URL	シンタック
スとパスワードをサポート

•	 HTTPS	セキュリティで保護されたプロビ
ジョニング

•	 「署名」ソフトウェアの実行ファイルをサ
ポート

•	 Wi-Fi	暗号化1:	WEP、WPA	パーソナ
ル、WPA2	パーソナル、WPA2	エンタープ
ライズ	(802.1X	認証)	(EAP-TLS、PEAP-
MSCHAPv2)

•	 QoS	のサポート	
	- IEEE	802.1p/Q	タグ（VLAN）、レイヤ	3	
TOS、および	DSCP	
	- WMM	(Wi-Fi	マルチメディア)

電源

•	 LAN	IN：	内蔵自動検知型	IEEE	802.3at	準	
拠	PoE	デバイス	(	クラス	4)	(LAN	IN	への
ク	ラス	4	のフル電力供給が必要	、	PSE	が
ない	場合はクラス	0)	。	IEEE	802.3af	との
下位互	換性をサポート

•	 LAN	OUT：	内蔵自動検知型	IEEE	802.3af	
準拠電源供給機器	(LAN	IN	へのクラス	4	
の	フル電力供給が必要)

データ シート

製品仕様



詳細を見る

Poly	Trio	C60	の詳細については、poly.com/trio	をご覧ください。
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承認

•	 日本	MIC/VCCI	クラス	B

•	 FCC	Part	15（CFR	47）	クラス	B

•	 ICES-003	クラス	B

•	 CISPR22	クラス	B

•	 VCCI	クラス	B

•	 EN	301	489-1、EN	301	489-3
、EN	301	489-17

•	 EN61000-3-2、EN61000-3-3

•	 NZ	Telepermit、R-NZ

•	 RCM

•	 RoHS	準拠

無線規格1

•	 米国
	- FCC	Part	15B
	- FCC	Part	15C
	- FCC	Part	15D2

	- FCC	Part	15E

•	 カナダ
	- RSS	247	Issue	1

•	 EU
	- ETSI	EN	300	328	v1.9.1
	- ETSI	EN	301	893	v1.7.1
	- ETSI	EN	300	330
	- ETSI	EN	300	4062

	- ETSI	EN	301	489-1
	- ETSI	EN	301	489-3
	- ETSI	EN	301-489-62

	- ETSI	EN	301	489-17

•	 日本
	- Japan	Item（19）
	- Japan	Item（19）-3
	- Japan	Item（19）-3-2

•	 オーストラリア
	- AS/NZ4268

安全規格

•	 UL	60950-1	

•	 UL	62368-1

•	 CE	マーク	

•	 CAN/CSA-C22.2	No.60950-1-03	

•	 CAN/CSA	C22.2	No.62368-1-14	

•	 EN	60950-1	

•	 EN	62368-1

•	 IEC	60950-1

•	 IEC	62368-1

•	 AS/NZS	60950-1	

•	 AS/NZS	62368-1-17

環境条件

•	 動作温度：	0	～	40	°C

•	 相対湿度：	5%	～	95%（結露しないこと）

•	 保管温度：	-20	～	+70	°C

POLY TRIO C60　のパッケージ内容

•	 Trio	C60	会議用電話機	

•	 CAT	5e	ネットワークケーブル（約	7.6	m）

•	 セットアップシート

アクセサリー （オプション）

•	 Poly	Trio	C	シリーズ用拡張マイク	

•	 電源キット	(IEEE	802.3at	タイプ	2	準拠の	
1	ポート拡張ギガビット	ミッドスパン、電源
コード、ネットワーク	ケーブルを含む)	

 
 
 
 
 
 

保証

•	 1	年間

システム本体のサイズ（幅×高さ×奥行）

•	 38.3	x	7.7	x	33.4	cm

•	 本体重量:	1.3	kg

梱包箱の寸法（幅×高さ×奥行）

•	 48.0	x	11.5	x	39.5	cm

•	 梱包時重量:	2.4	kg

1		Trio	C60	NR	(無線無し)	バージョンでは使用でき
ません
2	Trio	C60	ND	(DECT™	無し)	バージョンには適用
されません		(発売時点)

データ シート

http://www.poly.com/trio

