
オールインワン コラボレーション デバイス

Cisco Spark Board 
製品カタログ

チーム コラボレーションに必要なツールを 1 つに統合



Our Vision
時間、場所にとらわれずに、人々の”共に働く”

を実現する。Cisco Spark Board は、チーム

コラボレーションに最適な機能を兼ね備えた

次世代ツールです。

使いやすいホワイトボード 快適なビデオ会議魅力的なプレゼンテ―ション

ペンや指を使って、簡単にホワイトボード機能を

使用できます。ホワイトボードの内容は自動的に 

Cisco Spark スペースに保存されます。

クリアな音声が遠くまで配信されるよう、話し手の

声を自動的に調整します。

また、インテリジェントなカメラで自然な表示を提

供します。

簡単なセッティングで、会議の準備に時間をとられ

ることもなくなります。高解像度の 4K ディスプレ

イでダイナミックなプレゼンを実現できます。

プレゼン
テーション

Cisco
Spark Board

ホワイト
ボード ビデオ会議
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イノベーション
Cisco Spark Board で会議が変わる

インテリジェント マイクで鮮明かつクリアな音声を実現

４K カメラと ４K モニタを採用

ワイヤレスで画面共有
Cisco Spark と連携して
共有した資料を表示

内蔵された 12 個のマイク アレイにより、広範囲での集音を実現します。
部屋のどこにいても、目の前にマイクがあるかのように音質が自動調整されるので、
話し手と Cisco Spark Board との距離を気にする必要はありません。

4K カメラが部屋全体の映像を高解像度で捉え、
話している人物を自動的にフォーカスし、
参加人数に応じてレイアウトを自動調整します。
また、高解像度の資料を表示することも可能です。

Cisco Spark と連携すれば、PC の画面を表示するケーブルは不要です。
超音波を使ったペアリング技術で煩わしいケーブル接続から解放され、
簡単に資料の表示ができます。
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ホワイトボード
簡単な操作、なめらかな書き心地。

大きなタブレットのように、ペンでも

指でも書き込める

会議室のホワイトボードとして

ライブ共有とビデオ通話

ホワイトボードをライブ共有

アノテーション

従来のホワイトボードがそのままデジタル化されたような、シ
ンプルな作りです。ホワイトボードに書き込んだ内容はデジタ
ル保存されるため、会議後にスマートフォンなどで写真を撮っ
てメールで共有する必要もなくなります。

ホワイトボード機能とビデオ通話を同時に利用できます。
遠隔地のメンバーの表情や声を確認し、ホワイトボードの
内容をリアルタイムで共有すれば、物理的な距離を感じさ
せないミーティング空間が実現します。

離れた場所にいるメンバーともリアルタイムで会議の内容を
共有できます。PC やスマートフォン、タブレットからも双方に
書き込めるので、スムーズに意思の疎通を図ることができます。

資料が表示された画面をキャプチャして、その場で注釈を付け
ることもできます。表示された資料を閲覧するだけでなく、映
像と音声を交えてインタラクティブにやりとりすれば、会議を
より効率化し、生産性を高めることができます。

プレゼン 
テーション

ケーブルやリモコンは不要。PC から

の画面共有はワイヤレスで簡単に実現

ケーブル接続でも
プレゼンテーションはできる？

Cisco Spark Board では、Cisco Spark のアプリケーショ
ンがインストールされた PC や Mac を自動的に認識し、ペア
リングを行います。アプリケーションから簡単にワイヤレスで
画面の共有ができるので、会議のたびにケーブルのコネクタを
用意したり、ケーブルをつなぐ手間もなくなります。

HDMI ケーブルを使ったプレゼンテーションも可能です。
書画カメラを接続し、Cisco Spark Board に表示するこ
ともできるので、これまで通りの資料の共有や表示も問題
ありません。
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洗練された会議スペース
Before（これまでの会議室）
これまでは用途に応じてさまざまな機器を用意する必要があり、操作
に手間取ったり、メンテナンスが煩雑になりがちでした。

 ● プロジェクター
 ● スクリーン
 ● ビデオ会議端末
 ● ホワイトボード
 ● スピーカー フォン
 ● ケーブル、マイク...

Cisco Spark Board はミーティングに必要
な機能を一つに集約することで、シンプルな
空間を実現し、よりビジネスに集中できる環
境を提供します。

After
（Cisco Spark Board 会議スペース）

ビデオ会議
クラウド ベースのミーティングなら、

いつでもどこからでも、さまざまなデ

バイスと接続できる

登録や接続が簡単
Cisco Spark Board は Cisco の提供するクラウド サービ
スに驚くほど簡単につながります。無料の Cisco Spark アプ
リがあれば、Cisco Spark Board とも PC や Mac、スマート
フォンやタブレットからすぐにビデオ会議へ参加できます。も
ちろん、従来のビデオ会議システムとも相互接続が可能です。
また、クラウド ベースでありながら、Cisco Collaboration 
Cloud を介したエンド ツー エンドの暗号化を実現し、安全な
通信環境を提供します。

コラボレーション
クラウド

Cisco
Spark Board

PC

従来の
ビデオ会議端末

スマートフォン
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Cisco Spark と Cisco Spark Board での仕事の進め方

購入から登録、ミーティング開催までがスムーズに実現

 ● グループ チャット形式でメンバーと
気軽にやり取りできる。

 ● メールを使わずに資料の共有が可能。
 ● 途中から参加したメンバーをグルー
プに追加するのも簡単。過去のやり
とりがひと目でわかるので、情報共有
の漏れが防げる。

 ● PC やスマートフォンから会議に参
加できるので、忙しい人も参加しやす
い。

 ● 操作が簡単。音質や画像がクリアで
自然なミーティングが実現できる。

 ● ホワイトボード機能で手書きの書き
込みもすぐに反映できて、意思の疎
通がはかりやすい。

 ● 会議中に書いた内容は履歴として保
存される。

 ● 議事録、追加資料、ホワイトボードの
書き込みなどアップロードすれば、不
参加のメンバーも確認できる。

 ● 保存したホワイトボードの内容を、次
の会議で呼び出すこともできる。

会議前 会議中 会議後

すべての要素をシンプルに連携させて
会議のスタイルを大きく変える
これまでは、メール、打合せ、資料の配布など、一つひとつの作業がすべてバラバラに進行

していました。しかし、Cisco Spark Board を利用すれば、これらを集約することができ

ます。

Cisco Spark Board と
登録ライセンスを購入

専用サイトから 16 桁のコードを作成し、
端末に入力

登録完了。会議開始
※無料版を含めた Cisco Spark 端末とも

接続可能です。
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55 インチのエッジ LED LCD、16:9 ／ 静電容量方式タッチ 
視野角：±89°（全方向）

ディスプレイ
70 インチのエッジ LED LCD、16:9 ／ 静電容量方式タッチ 
視野角：±88°（全方向）

814 mm × 1283 mm × 49 mm 本体サイズ 1034 mm × 1627 mm × 61 mm

39.8 kg 重量 64.3 kg

Cisco Collaboration Cloud でプロビジョニングされた
Cisco Spark Board OS

ソフトウェア
Cisco Collaboration Cloud でプロビジョニングされた
Cisco Spark Board OS

イーサネット（RJ-45）100/1000 Mbps 
Wi-Fi 802.11a/b/g/n + ac(2.4および5GHz）

Bluetooth 対応　IPv4 DHCP / 静的、NTP
ネットワーク

イーサネット（RJ-45）100/1000 Mbps 
Wi-Fi 802.11a/b/g/n + ac(2.4および5GHz）
Bluetooth 対応　IPv4 DHCP / 静的、NTP

タッチ スクリーンから直接制御、または Cisco Spark アプリケーション
対応のデバイスから制御

ユーザ制御
タッチ スクリーンから直接制御、または Cisco Spark アプリケーション
対応のデバイスから制御

HDMI 入力 ／［ホーム］ボタン 
3.5mm ミニ ジャック音声出力（ライン出力）／ USB 3.0（× 2）

入出力
HDMI 入力 ／［ホーム］ボタン 
3.5mm ミニ ジャック音声出力（ライン出力）／ USB 3.0（× 1）

水平視野角：86 度　垂直視野角：55 度／ 取り付け傾斜：-25 度 カメラ 水平視野角：83 度　垂直視野角：55 度／ 取り付け傾斜：-25 度

12 素子マイクロフォン アレイ ／ 統合型音声最適化スピーカー 音声システム 12 素子マイクロフォン アレイ ／ 統合型音声最適化スピーカー

電源自動検知 ／ 100～240 VAC、50/60 Hz ／ 電力消費：最大 237 W 電源 電源自動検知 ／ 100～240 VAC、50/60 Hz ／ 電力消費：最大 237 W

英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語
（将来のソフトウェア リリースで日本語など追加言語に対応予定）

言語サポート
英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語
（将来のソフトウェア リリースで日本語など追加言語に対応予定）

本体には以下のものを同梱
・マルチタッチ 55インチ LED ディスプレイ

・4K カメラ
・12 のマイクロフォン アレイ

・スピーカー
・ホワイトボード ペン

コンポーネント

本体には以下のものを同梱
・マルチタッチ 70インチ LED ディスプレイ
・4K カメラ
・12 のマイクロフォン アレイ
・スピーカー
・ホワイトボード ペン

Cisco Spark Board 55 Cisco Spark Board 70

設置オプション

 ■フロア スタンド キット  ■壁面スタンド キット  ■壁面取り付けキット
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