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Cisco Unified Video Camera
1  取り付け
このビデオ カメラは、Cisco Unified IP Phone 9971 お      
よび 9951 用です。
1. カメラのレンズと本体から保護シートを取り除き

ます。
2. 電話機のディスプレイの上部にある小さいプラス

チック カバーを外します。
3. 電話機を使用していないときに、カメラの USB コ

ネクタを電話機のディスプレイの背面にある USB 
ポートに差し込みます。

 
【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 
（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアッ
プデートがあり、リンク先のページが移動 /変更されている場合
がありますことをご了承ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、
弊社担当者にご確認ください。
4. カメラを取り付けたことが電話機で認識されたら、
設定を調整します（「設定」セクションを参照）。

モニタへのカメラの取り付け
電話機ではなくコンピュータのモニタにカメラを取り付
ける場合は、取り付け用クリップと USB 延長ケーブルを  
システム管理者から入手してください。
クリップには、取り外し可能な大小 2 つのスライド式支  
持部があります。ラップトップ コンピュータのモニタに 
は大きい支持部、デスクトップ モニタには小さい支持部 
（下図を参照）を使用してください。使用しない支持部は
取り外してください。
クリップにカメラを取り付け、延長ケーブルを接続します。

2  ビデオ通話の発信
ビデオ通話を発信するには、通常どおりダイヤルします。
相手の電話機でカメラが使用可能な状態である場合、ビ
デオ通話は双方向になります。相手の電話機でカメラが
使用可能な状態でない場合、ビデオ通話は一方向になり
ます（発信側のビデオが相手の電話機に表示されます）。
発信側のカメラが通話中に使用可能な状態でない場合で
も、発信側の電話機には相手のビデオを表示できます。

3  画面表示の選択
ビデオ通話中は、以下の操作を行うことができます。
•ビデオの全画面表示
•画面の切り替え
•子画面の位置調整
•ビデオの非表示

ビデオの全画面表示
ウィンドウ表示から全画面表示に切り替えるには、[全画
面表示 ] ソフトキーを押します。
ウィンドウ表示に戻るには、[最小化 ] ソフトキーを押し 
ます。 

注：全画面表示中に新しい電話が掛かってきた場合、
それを知らせるポップアップ通知が表示されます。

画面の切り替え
電話機の画面隅の子画面には、発信側である自分自身の
画像（カメラから相手に転送される画像）がデフォルト
で表示されます。
全画面表示中に [切替 ] ソフトキーを押すと、自分自身の  
画像が全画面表示になり、相手の画像は子画面ウィンド
ウに表示されます。
[切替 ] を再度押すと、自分自身の画像は子画面ウィンド 
ウに戻ります。

子画面の位置調整
[子画面 ] ソフトキー  を押すと、子画面ウィンドウ   
が電話機の画面の別の隅に移動するか、子画面ウィンド
ウが表示されなくなります。
[子画面 ] ソフトキー上のアイコン表示により、このソフ 
トキーを押した場合に子画面ウィンドウがどの位置に表
示されるか（または表示されなくなるか）がわかります。

ビデオの非表示
電話機の画面ですべてのビデオを表示しない場合は、[ビ
デオの非表示 ] ソフトキーを押します。 [ビデオの非表示 ]  
は、ウィンドウ表示でのみ使用できます。全画面表示で
は使用できません。
ビデオを再表示するには、[ビデオの表示 ] ソフトキーを 
押します。

www.cisco.com/jp/go/safety_warning/


4  ビデオのミュート
ビデオのミュートとは、電話機から通話相手にビデオを
転送するのを遮断することです。

ビデオとオーディオのミュート
ビデオとオーディオ両方をミュートにするには、電話機
のミュート ボタン  を押します。 
ビデオとオーディオをミュート解除するには、ミュート
を再び押します。

ビデオのみのミュート
オーディオはミュートにせず、ビデオのみをミュートに
するには、[ビデオのミュート ] ソフトキー  を押し   
ます。
ビデオがミュート状態かは、以下で確認できます。
 • [ビデオのミュート解除 ] ソフトキー（赤いアイコン） 

 • カメラの赤いランプ

 • 電話機の画面上の [ビデオのミュート ] アイコン 

 （全画面表示では表示されません）

 • ミュートを表す人物画像と赤いアイコン（自分自身
の画像を表示する子画面が非表示状態の場合は、表
示されません）

ビデオ転送を再開するには、[ビデオのミュート解除 ] ソフ 
トキー  を押します。

オーディオのみのミュート
ビデオはミュートにせず、オーディオのみをミュートに
するには、以下の手順を行います。
1. ミュート ボタン  を押します。 
2. [ビデオのミュート解除 ] ソフトキー  を押します。

5  会議
ビデオ会議を作成するには、通常どおり会議通話を設定
します。ビデオ会議に参加するには、通常どおり通話に
応答します。
ビデオ会議中、電話機の画面には参加者が表示されます。

6  設定
以下のカメラの設定を電話機から調整します。
 • 表示領域

 • 明るさ

 • 自動転送

表示領域
表示領域は、カメラの広角およびズーム機能に相当します。

カメラの表示領域の調整
1. アプリケーション ボタン  を押します。
2. [アクセサリ ] を選択します。
3. [Cisco Unified Camera] を強調表示します。
4. [セットアップ ] ソフトキーを押します。
5. [表示領域 ] を選択します。
6. ナビゲーション パッドの矢印を使用して、表示領域

を増やすか減らします。
7. [保存 ] ソフトキーを押します。

明るさ
明るさ設定は、相手に転送するビデオに適用されます。相
手から受信するビデオには適用されません。
明るさには視野が影響するため、明るさを調整する前に
表示領域を調整してください。
明るさの調整
1. アプリケーション ボタン  を押します。
2. [アクセサリ ] を選択します。
3. [Cisco Unified Camera] を強調表示します。
4. [セットアップ ] ソフトキーを押します。
5. [明るさ ] を選択します。
6. ナビゲーション パッドの矢印を使用して、明るさを

増やすか減らします。
7. [保存 ] ソフトキーを押します。

自動転送
ビデオの自動転送がオン（デフォルト設定）の場合、通
話中にカメラからビデオが自動的に転送されます。
ビデオの自動転送がオフの場合、通話のビデオは自動的
にミュートになります（ただし、電話機はビデオを受信
します）。この場合、ビデオの転送を再開するには、[ビ
デオのミュート解除 ] ソフトキー  を押します。

自動転送のオン /オフ
1. アプリケーション ボタン  を押します。
2. [アクセサリ ] を選択します。
3. [Cisco Unified Camera] を強調表示します。
4. [セットアップ ] ソフトキーを押します。
5. [オンにする ] または [オフにする ] ソフトキーを押

します。

7  ヒント
[プレビュー ] ソフトキーについて
[プレビュー ] ソフトキーを押すと、ビデオ通話中でない 
ときにカメラの画像を見ることができます。 ビデオ通話 
の前に、プレビューを使用すると、カメラのセットアッ
プと位置決めに効果的です。

通話を保留にした場合はどうなりますか?
通話を再開するまで、ビデオ転送はミュートになります
（遮断されます）。

カメラのランプは何を表していますか?
 • 緑：ビデオが転送中です。

 • 赤：ビデオがミュート状態です。
 Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or 
trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. 
All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective 
owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any 
other company. (0910R)

© 2010 Cisco Systems, Inc.

Copyright © 2010, シスコシステムズ合同会社 .  
All rights reserved. OL-22303-01

シスコシステムズ合同会社 
〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1  
ミッドタウン・タワー 
http://www.cisco.com/jp 
お問い合わせ先： シスコ コンタクトセンター  
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS 含む）  
電話受付時間 : 平日 10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00 
http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/ 

どうすればカメラを瞬時に遮断できますか?
 • ビデオ転送をミュートにする：「ビデオのミュート」

セクションを参照してください。

 • シャッターを閉じる：カメラのレンズを時計回りに
回して、シャッターを閉じます。シャッターを開く
には、カメラのレンズを反時計回りに回します。

カメラからのビデオ画像が暗すぎます（または明るす
ぎます）
明るさには、カメラの視野の照明条件が影響します。カメ
ラを移動して、明るさが良くなるか試してください（たと
えば、カメラの視野から天井灯を外してみます）。「設定」
セクションの説明に従って、明るさを調整することもで
きます。

詳細情報はどこで入手できますか?
ユーザ ガイド、クイック スタート ガイド、クイック リ    
ファレンス ガイドはオンラインで公開されています。
http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/
manual_j/index_ipt_ipp.shtml

（注） このガイドの印刷には、8.5 x 14 インチ（リー
ガルサイズ）の用紙が最も適しています。
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