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Cisco TelePresence SX20 Quick Set インストレーション ガイド

SX20 Quick Set のコンポーネント

 y SX20 コーデック

 y カメラのオプション
A：PrecisionHD 1080p 12X 
B：Precision 40

 y Table Microphone 20（デフォルト
用 1 つ、オプション用 1 つ）

 y TRC6 リモート コントロール、 
単 4 電池 2 本

 y Touch 10 コントローラオプション）

 y コーデック壁面取り付けキット（オ
プション）

 y カメラ取り付けブラケット（オプ
ション）

 y モニタ用 HDMI ケーブル（デフォ
ルトで 1 本）

 y LAN 用イーサネット ケーブル

 y PC 接続用の VGA と 
DVI-A 間のケーブル（オプション）

 y PC 接続用の HDMI と 
DVI-D 間のケーブル（オプション）

 y カメラのケーブル

 y 電源および電源ケーブル

 y マイク延長ケーブル（オプション）

ビデオ会議システムを構築するには、SX20 Quick Set のほかに、モニタまた
はプロジェクタ、およびスピーカー（外付けまたはモニタ内蔵）を用意する必
要があります。 

資料
Cisco Spark：Spark 登録済み会議室システムの詳細については、Cisco 
Spark のヘルプ サイト（http://help.ciscospark.com）にアクセスしてくだ
さい。

他のサービス：製品のユーザ ガイドとコンプライアンスおよび安全性に
関する情報を確認するには、シスコ Web サイト（http://www.cisco.com/
go/sx-docs）にアクセスしてください。

オプション A：PrecisionHD 1080p 12X 

迷光でビデオ操作が妨げられ
ないよう、レンズ フードを取り
付けます。

オプションのカメラ ブラケッ
トを使用すると、モニタの上
部にカメラを取り付けること
ができます。ベルクロを使用し
てモニタにブラケットを留め
ます。

カメラは、ブラケット上の磁石
に取り付けます。

推奨する部屋の設備
以下はあくまでもガイドラインとお考え
ください。取り付け位置を固定する前
に、現場で実際に試してください。

オフィスやミーティング ルームをビデ
オ会議用に準備する際にヒントを得た
り、ガイドラインを確認したりするには、
Cisco Project Workplace（http://www.
cisco.com/go/projectworkplace）をご
覧ください。

カメラ

カメラを目の高さに設置し、最適なアイ 
コンタクトが得られるようにします。通
常、床から約 1.2 m（4 フィート）の高さ
です。

カメラのセルフ ビュー機能を使用して、
すべての参加者がカメラに捉えられるよ
うにします。

顔が影で暗くならないように照明を調整
します。反射を防ぐためモニタに直射日
光が当たらないようにします。

マイク

できるだけすべての会議参加者から近
い位置にマイクを配置します。

オプション B：Precision 40

オプションのカメラ ブラケッ
トを使用すると、モニタの上
部にカメラを取り付けること
ができます。ベルクロを使用し
てモニタにブラケットを留め
ます。

カメラはネジでブラケットに
固定します。

ツール：4 mm アレン キー（付
属せず）。

一般的な会議室のシナリ
オ：中規模から大規模の

会議室。

70˚

一般的な会議室のシナリ
オ：中規模の会議室。

70˚

カメラのオプション

EMC クラス A 適合宣言

A级声明 (A Class product declaration) 

 

 
本产品为 A级 ITE，在其使用说明，铭牌等显著位置中已包含如下内容的声明 

(We declare here that the subject product is A class ITE product, and the 

following statement is clearly marked in the user manual or nameplate):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

声明所在位置 (Position of the Declaration):     使用说明 User Manual   

  铭牌 Nameplate 

 
 

申请号 (Application No.)： 

申请人 (Applicant):  

型号   (Model Number)： 

 

 

 

 

                               

                                               签字/盖章 Signature/Stamp: 

 

 

 

 

                                 日期 Date: 

警告 

 

此为 A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种

情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。 

 

WARNING: 

    This is a class A product. In a domestic environment this 

product may cause radio interference in which case the user may be 

required to take adequate measures.

警告：本製品はクラス A 製品です。国内環境で本製品を使用すると、電波障
害を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザが十分な対策を講
じるように求められることがあります。
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ケーブルの接続
図に示すようにすべてのケーブルを接続します。

注意：デバイスを接続または切断する場合は、すべてのユニットの電源が
オフになっていることを確認してください。 

外付けスピーカーを接続する場合は、アクティブ スピーカー（増幅器内
蔵型）を使用するよう注意してください。接地されていない（フローティ
ング）スピーカーを使用し、グラウンド ループのノイズを回避します。

1 本または 2 本のマイクをコーデックに接続します。 Cisco Table 
Microphone 20 または Cisco TelePresence Ceiling Microphone を
お勧めします。

コーデックを LAN/イーサネットに接続します。

プライマリ ディスプレイを青色の HDMI ソケットに接続します。デュア
ル ディスプレイ オプションを選択している場合は、セカンダリ ディスプ
レイをもう一方の HDMI 出力に接続します。

カメラ（オプション A または B）をコーデックに接続します。

（ローカルで、またはリモートの参加者と）プレゼンテーションを共有で
きるよう、PC（ビデオおよび音声）を接続します。

必ず付属の電源を使用してください。
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カメラ オプション A： 
PrecisionHD 1080p 12X

カメラ オプション B： 
Precision 40
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システムの使用開始
コーデックが自動的に起動しない場合は、電源ボタンを押してコー
デックに電源を投入してください。ボタンが点灯すると、システムの
構成の準備は完了です。数分かかることがあります。 

画面に表示される指示に従います。 

 y Cisco Spark：Spark 登録済みシステムの使用を開始する方法につ
いては、http://help.ciscospark.com にアクセスして会議室システムの
「Getting Started」の記事をご覧ください。

 y 他のサービス：設定と構成の詳細については、シスコ Web サイト
（http://www.cisco.com/go/sx-docs）から『Getting Started Guide』を
ダウンロードしてください。

通気
通気口を塞がないでください。最低 8 cm
（3.15 インチ）の空間が必要です。

HDMI
(or VGA)

Mini-
jack
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