
事前に取り付けられているネジを外す
Precision 60 カメラのカメラ モデルと、すべての取り付けオプションに適用されます。PrecisionHD 
1080p4x S2 カメラをお持ちの場合は、この手順をスキップできます。

コネクタを上向きにして、Precision 60 カメラを安定した表面に置き、事前に取り付けられているネ
ジを外します。 

注：カメラ ブラケットが使用されていない場合は、元の事前にマウントされているネジを取り付け
る必要があります。

注：事前にマウントされているネジは、カメラ ブラケットの安全な取り付けには短すぎます。

コーデックと一緒に提供されているイン
ストール ガイドに記載されているように
ケーブルを接続します。

コーデックと一緒に提供されているイン
ストール ガイドに記載されているように
ケーブルを接続します。

インストール

目次

A. 1 x 壁面マウント用の角ブラケット

B. 1 x カメラ ブラケット

C. 1 x インターフェイス ブラケット

D. 4 x ネジ、M4x4 

E. 4 x M3x14 T7、 
      スレッド ロック ネジ

F. 1 x 1/4” UNC ネジ

G. 1 x トルクス キー、T7

H. 1 x アレン キー、4mm

I. 1 x ケーブル タイ

付属しません

4 x ネジ（M6）インターフェイス ブラケットの取り付け用（C）は含まれていません。

サポートされているカメラ

Precision カメラ ブラケット キットは次のカメラに使用できます。 

• Cisco TelePresence Precision 60 カメラ

• Cisco TelePresence PrecisionHD 1080p4x S2

取り付けオプション
優れたユーザ エクスペリエンスのためには、リモート参加者と目を合わせて話せることが重要で
す。これを実現するため、カメラは、モニターの上、下、天井、または上下逆に取り付けることができま
す。

2）壁面マウント

カメラは、壁（モニタの下）
にマウントされています。 

カメラ ハウスに自由に動
ける十分なスペースがあ
ることを確認します。

1）壁面マウント

カメラは、壁（モニタの上）
にマウントされています。 

3）壁面マウント、上下逆

カメラは、壁に、上下逆で、
モニタの上または下に（図
示されていません）マウン
トされています。 

カメラ ハウスに自由に動
ける十分なスペースがあ
ることを確認します。

4）天井マウント

カメラは、天井から上下逆
にマウントされています。
取り付け手順については、
このシートの反対側を参
照してください。

A

D

G

B

E

H

C

F

はじめる前にお読みください
安全に関する情報

壁面/天井取り付け型システムはサイズも重量も大きいため、このガイドの設置手順に従っ
て安全に設置することが重要です。

壁/天井および取り付け金具は製品を安全に支える必要があります。

壁面/天井取り付け型システムは、国と地域の建物に関する規制に従って、有資格者が設置
する必要があります。

オプション 1-2：壁面マウント

オプション 3：壁面マウント、上下逆

カメラをスライドさせます。両方のカメラの
モデルに同じ原則が当てはまります。

カメラをスライドさせます。両方のカメラの
モデルに同じ原則が当てはまります。

ケーブル接続に関する情報
コーデックと一緒に提供されているインストール ガイドに記載されているようにケーブルを
接続します。またはシスコの Web サイトのユーザ マニュアルを確認します。

• Cisco TelePresence SX80 コーデック： 
www.cisco.com/go/sx-docs

• Cisco TelePresence C シリーズ  コーデック： 
www.cisco.com/go/cseries-docs

• Cisco TelePresence Precision カメラ： 
www.cisco.com/go/camera-docs

モデル：Precision 60 カメラ

モデル：Precision 60 カメラ

モデル：PrecisionHD 1080p4x S2 カメラ

モデル：PrecisionHD 1080p4x S2 カメ
ラ

カメラ ブラケ
ット（B）

カメラ ブラケ
ット（B）

角ブラケット
（A）

角ブラケット
（A）

インターフェイ
ス ブラケット
（C）

インターフェイ
ス ブラケット
（C）

4 × M4x4（D） 

アレン キー 4 
mm（H）

4 × M3x14 T7（E） 
スレッド ロック 
ネジ

トルクス キー T7
（G）

1 × 1/4” UNC（F） 

アレン キ
ー、4mm（H）

4 × M4x4（D） 

アレン キー 4 
mm（H）

4 × M3x14 T7（E） 
スレッド ロック 
ネジ

トルクス キー T7
（G）

1 × 1/4” UNC（F） 

アレン キ
ー、4mm（H）

モデル：Precision 60 カメラ

ネジを取り外し、使
用しないでください

トルクス キー T7
（G）

壁の素材の種類（木材、コンクリート、石
こう）に適した止め具の種類を選択し
ます。

ネジは付属しま
せん。

M6

壁の素材の種類（木材、コンクリート、石
こう）に適した止め具の種類を選択し
ます。

ネジは付属しま
せん。

M6

コーデック 
イントール 
ガイド
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コーデック 
イントール 
ガイド
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I



オプション 4：天井マウント

カメラをスライドさせます。両方のカメラの
モデルに同じ原則が当てはまります。

モデル：Precision 60 カメラ モデル：PrecisionHD 1080p4x S2 カメラ

シスコ オフィスの概要については、シスコにお問い合わせください。または Web サイ
トをご覧ください。

http://www.cisco.com/go/offices/

Cisco TelePresence 製品に関する追加サポート
および情報について

ユーザ ドキュメンテーョン

Cisco TelePresence Precision 60 カメラに関する詳細については、シスコ Web サイ
トで提供しているユーザ マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/go/camera-docs

会議室の設計とセットアップ

会議室の設計とセットアップの参考のため、プロジェクト ワークプレイス ガイドをご覧
になることをお勧めします。 

http://www.cisco.com/go/projectworkplace

サポート

サポートのお問い合わせ先：http://www.cisco.com/support

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. 
and other countries.To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks.

Third-party trademarks mentioned 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.(1110R)

Cisco TelePresence  
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インストレーション ガイド
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カメラ ブラケット キットは、さまざまな取り付けシナリオ用に設
計されています。さまざまな方法で部品を組み合わせることによ
り、カメラをモニターの上または下に取り付けたり、壁に上下逆に
取り付けたり、天井に上下逆に取り付けたりすることができます。

ケーブル管理
適したケーブル管理を選び、ケーブルを整理します。

ブラケットからカメラを取り外す方法

スナップ ロックを長押しして、外
します。カメラを注意深くブラケ
ットから持ち上げて外します。

事前に取り付けられているネジを外すのセクションの手順を、まだ行っていない場合には、
行います。

インターフェイ
ス ブラケット
（C）

カメラ ブラケ
ット（C）

カメラ ブラケ
ット（C）

4 × M3x14 T7（E） 
スレッド ロック 
ネジ

トルクス キー T7
（G）

1 × 1/4” UNC（F） 

アレン キ
ー、4mm（H）

コーデックと一緒に提供されているイン
ストール ガイドに記載されているように
ケーブルを接続します。

天井の素材の種類に適した止め具の種
類を選択します。

ネジは付属しま
せん。

M6

コーデック 
イントール 
ガイド
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角ブラケットを使用
している場合は、穴
を通してケーブル
をルーティングし
ます。

スナップ ロックがかかっ
ていることを確認します。

ケーブル タイでカメ
ラを固定します。 1 × ケーブル タイ（I）
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Cisco TelePresence Precision カメラ ブラケット キット
インストレーション ガイド

カメラ ブラケット キットは、さまざまな取り付けシナリオ用に設計されてい
ます。さまざまな方法で部品を組み合わせることにより、カメラをモニターの
上または下に取り付けたり、壁に上下逆に取り付けたり、天井に上下逆に取
り付けたりすることができます。
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インストール

目次

A A

D

G

B

E

H

C

F

I

事前に取り付けられているネジを外す
Precision 60 カメラのカメラ モデルと、すべての取り付けオプションに適用されま
す。PrecisionHD 1080p4x S2 カメラをお持ちの場合は、この手順をスキップできます。

コネクタを上向きにして、Precision 60 カメラを安定した表面に置き、事前に取り付けら
れているネジを外します。 

注：カメラ ブラケットが使用されていない場合は、元の事前にマウントされているネジ
を取り付ける必要があります。

注：事前にマウントされているネジは、カメラ ブラケットの安全な取り付けには短すぎ
ます。

モデル：Precision 60 カメラ

ネジを取り外し、使
用しないでください

トルクス キー T7
（G）

はじめる前にお読みください
安全に関する情報

壁面/天井取り付け型システムはサイズも重量も大きいため、このガイドの設置手
順に従って安全に設置することが重要です。

壁/天井および取り付け金具は製品を安全に支える必要があります。

壁面/天井取り付け型システムは、国と地域の建物に関する規制に従って、有資格
者が設置する必要があります。

付属しません

4 x ネジ（M6）インターフェイス ブラケットの取り付け用（C）は含まれていません。

サポートされているカメラ

Precision カメラ ブラケット キットは次のカメラに使用できます。 

• Cisco TelePresence Precision 60 カメラ

• Cisco TelePresence PrecisionHD 1080p4x S2

A. 1 x 壁面マウント用の角ブラケット

B. 1 x カメラ ブラケット

C. 1 x インターフェイス ブラケット

D. 4 x ネジ、M4x4 

E. 4 x M3x14 T7、 
      スレッド ロック ネジ

F. 1 x 1/4” UNC ネジ

G. 1 x トルクス キー、T7

H. 1 x アレン キー、4mm

I. 1 x ケーブル タイ
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取り付けオプション
優れたユーザ エクスペリエンスのためには、リモート参加者と目を合わせて話せること
が重要です。これを実現するため、カメラは、モニターの上、下、天井、または上下逆に取り
付けることができます。

2）壁面マウント

カメラは、壁（モニタの下）にマ
ウントされています。 

カメラ ハウスに自由に動ける
十分なスペースがあることを確
認します。

1）壁面マウント

カメラは、壁（モニタの上）にマ
ウントされています。 

3）壁面マウント、上下逆

カメラは、壁に、上下逆で、モニ
タの上または下に（図示され
ていません）マウントされてい
ます。 

カメラ ハウスに自由に動ける
十分なスペースがあることを確
認します。

4）天井マウント

カメラは、天井から上下逆にマウ
ントされています。取り付け手順
については、このシートの反対側
を参照してください。



78-100222-01C0 | 2014 年 7 月。  
Copyright © 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

コーデック 
イントール 
ガイド
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オプション 1-2：壁面マウント

カメラをスライドさせます。両方のカメラの
モデルに同じ原則が当てはまります。

モデル：Precision 60 カメラ モデル：PrecisionHD 1080p4x S2 カメラ

カメラ ブラケ
ット（B）

角ブラケット
（A）

4 × M4x4（D） 

アレン キー 4 
mm（H）

4 × M3x14 T7（E） 
スレッド ロック 
ネジ

トルクス キー T7
（G）

1 × 1/4” UNC（F） 

アレン キ
ー、4mm（H）

壁の素材の種類（木材、コンクリート、石
こう）に適した止め具の種類を選択し
ます。

ネジは付属しま
せん。

M6

ケーブル接続に関する情報
コーデックと一緒に提供されているインストール ガイドに記
載されているようにケーブルを接続します。またはシスコの 
Web サイトのユーザ マニュアルを確認します。

• Cisco TelePresence SX80 コーデック： 
www.cisco.com/go/sx-docs

• Cisco TelePresence C シリーズ  コーデック： 
www.cisco.com/go/cseries-docs

• Cisco TelePresence Precision カメラ： 
www.cisco.com/go/camera-docs

1) 2) 3)

4)

壁の素材の種類（木材、コンクリート、石
こう）に適した止め具の種類を選択し
ます。

ネジは付属しま
せん。

M6

インターフェイ
ス ブラケット
（C）

モデル：Precision 60 カメラ モデル：PrecisionHD 1080p4x S2 カメラ

4 × M3x14 T7（E） 
スレッド ロック 
ネジ

トルクス キー T7
（G）

1 × 1/4” UNC（F） 

アレン キ
ー、4mm（H）

3) モデル：Precision 60 カメラ モデル：PrecisionHD 1080p4x S2 カメラ

4 × M3x14 T7（E） 
スレッド ロック 
ネジ

トルクス キー T7
（G）

1 × 1/4” UNC（F） 

アレン キ
ー、4mm（H）

3)
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コーデック 
イントール 
ガイド
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オプション 3：壁面マウント、上下逆

カメラをスライドさせます。両方のカメラの
モデルに同じ原則が当てはまります。

カメラ ブラケ
ット（B）

角ブラケット
（A）

インターフェイ
ス ブラケット
（C）

4 × M4x4（D） 

アレン キー 4 
mm（H）

ケーブル接続に関する情報
コーデックと一緒に提供されているインストール ガイドに
記載されているようにケーブルを接続します。またはシス
コの Web サイトのユーザ マニュアルを確認します。

• Cisco TelePresence SX80 コーデック： 
www.cisco.com/go/sx-docs

• Cisco TelePresence C シリーズ  コーデック： 
www.cisco.com/go/cseries-docs

• Cisco TelePresence Precision カメラ： 
www.cisco.com/go/camera-docs

1) 2)

4)

壁の素材の種類（木材、コンクリート、石
こう）に適した止め具の種類を選択し
ます。

ネジは付属しま
せん。

M6

モデル：Precision 60 カメラ モデル：PrecisionHD 1080p4x S2 カメラ

4 × M3x14 T7（E） 
スレッド ロック 
ネジ

トルクス キー T7
（G）

1 × 1/4” UNC（F） 

アレン キ
ー、4mm（H）

3)
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コーデック 
イントール 
ガイド
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オプション 4：天井マウント

カメラをスライドさせます。両方のカメラのモデルに同じ原則が当てはまります。

モデル：Precision 60 カメラ モデル：PrecisionHD 1080p4x S2 カメラ

事前に取り付けられているネジを外すのセクションの手順を、まだ行っていない場合に
は、行います。

インターフェイ
ス ブラケット
（C）

カメラ ブラケット
（C）

カメラ ブラケット
（C）

4 × M3x14 T7（E） 
スレッド ロック 
ネジ

トルクス キー T7
（G）

1 × 1/4” UNC（F） 

アレン キ
ー、4mm（H）

天井の素材の種類に適した止め具の種
類を選択します。

ネジは付属しま
せん。

M6

スナップ ロックがかかっ
ていることを確認します。

ケーブル タイでカメ
ラを固定します。

1 ×
ケーブル タイ（I）

ケーブル接続に関する情報
コーデックと一緒に提供されているインストール ガイドに
記載されているようにケーブルを接続します。またはシス
コの Web サイトのユーザ マニュアルを確認します。

• Cisco TelePresence SX80 コーデック： 
www.cisco.com/go/sx-docs

• Cisco TelePresence C シリーズ  コーデック： 
www.cisco.com/go/cseries-docs

• Cisco TelePresence Precision カメラ： 
www.cisco.com/go/camera-docs

1) 2)

3)
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ケーブル管理
適したケーブル管理を選び、ケーブルを整理します。

ブラケットからカメラを取り外す方法

スナップ ロックを長押しして、外します。カメラを
注意深くブラケットから持ち上げて外します。

角ブラケットを使用している場合
は、穴を通してケーブルをルーテ
ィングします。
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Cisco TelePresence 製品に関する追加サポートおよび情報について

ユーザ ドキュメンテーョン

Cisco TelePresence Precision 60 カメラに関する詳細に
ついては、シスコ Web サイトで提供しているユーザ マニ
ュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/go/camera-docs

会議室の設計とセットアップ

会議室の設計とセットアップの参考のため、 
プロジェクト ワークプレイス ガイドをご覧になることをお勧めします。 

http://www.cisco.com/go/projectworkplace

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries.To view a list of Cisco trademarks, go to this 
URL: www.cisco.com/go/trademarks.Third-party trademarks mentioned 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.(1110R)

サポート

サポートのお問い合わせ先：http://www.cisco.com/
support


