
Cisco Spark Room Kit
設置ガイド 
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梱包内容

アクセサリー（別売）

• Cisco TelePresence テーブル マイク 20 X 2 個

• マイク延長ケーブル X 2 本

• HDMI セカンド モニタ ケーブル 1.5 m/4.9 フィート
• HDMI プレゼンテーション ケーブル 8 m/26.2 フィート

×4

メディアバー

タッチ コントローラ

壁面用ブラケット X 2 個スクリーン マウント

メディアバー用電源アダプター

タッチ コントローラ用ネットワーク 
ケーブル（フラット）8 m/26.2 フィート

HDMI ケーブル 1.5 m/4.9 フィート

タッチ コントローラ用の電源アダプタ

壁面取り付けバー

ネットワーク ケーブル（ラウンド）
5 m/16.4 フィート X 2 本
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1. 設置高度

推奨する設置高度は、次の通りです。

• レンズの 中 心 を 床 面レ ベ ル か ら  
150 ～ 180 cm/59 ～ 70 インチ上の位置
にする 

50 ～ 60 インチのスクリーンを推奨しますが、
70 インチまでのスクリーンであれば動作に問
題ありません。 

設置高度は、カメラ ビューに影響します。スク
リーンの位置が高すぎる場合、最適なカメラ 
ビューを得るためにメディアバーを傾けること
ができます。ステップ 5 を参照してください。 

推奨される高さより高い位置に既に設置済み
のスクリーンがある場合は、スクリーンの下の
壁面にメディアバーを取り付けるとよいかもし
れません。 

お勧めするスクリーン、テーブル等の位置につ
いては、projectplace.cisco.com の Project 
Workplace をご覧ください。 

5°の傾斜 
180 ～ 210  cm
70 ～ 82 インチ

0°の傾斜 
151 ～ 179  cm
59 ～ 70 インチ

最低のレンズ高さ 
150 cm/59 インチ

ステップの概要
1.   メディアバーとスクリーンの設置高度を決定する 5

2.   スクリーン マウントまたは壁面マウントのいずれかにメ 
        ディアバーを取り付ける 6-8

3.   ケーブルを接続し、スクリーンに表示される指示に従って 
        デバイスを設定する 10-13

4.   カメラの角度を調整する 14
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2 a. スクリーン マウントのセットアップ
壁面マウントを使用する場合は、ステップ 2 b をご覧ください。 

メディアバーにスクリーン マウントを付ける スクリーンの上部にメディアバーを取り付ける

M8

M6
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2 b. 壁面マウント
壁面マウント バーを取り付ける 壁面マウント ブラケットを取り付ける

30 mm/1.2 インチ

壁面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。

壁面マウントにメディアバーを取り付ける
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3. スクリーン、タッチ コントローラ、ネットワーク、 
および電源をメディアバーに接続する

図に従って、ケーブルを接続します。 

正しいポートにネットワーク ケーブルが接
続されていることを確認します。タッチ コン
トローラにはフラット ネットワーク ケーブ
ルを使用します。  

メディアバーに直接接続するのではなく、
ネットワークを介してタッチ コントローラ
を接続したい場合は、12 ～ 13 ページの
手順を参照してください。 

必要なケーブルを接続できたら、スクリー
ンに表示される指示に従ってデバイスを設
定します。 

画面に何も表示されない場合は、画面入力
としてメディアバーに接続した HDMI 入力
が選択されていることを確認してください。 

システムの電源が自動的にオンになりま
す。システムの電源がオンにならない場
合、電源スイッチを確認してください。 

Power 
(100-240 VAC, 50/60 Hz)

adapter

 

HDMI 出力：
セカンド 
スクリーン

HDMI 入力：
コンテンツ 
シェアリング

Micro-
USB：

USBケンジントン 
ロック

電源 
スイッチ

初期設定 
リセット 
ピンホール

マイク
3.5 mm 
ミニジャック

音声 
ライン出力
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Power 
(100-240 VAC, 

50/60 Hz)

Power 
(100-240 VAC, 

50/60 Hz)

代替方法：

ネットワークを介してタッチ コントローラを接続する

ネットワークを介してタッチコントローラをメ
ディアバーに接続する場合、両方のデバイスが
同じサブ ネットワークにある必要があります。 

使用しているネットワークが PoE（Power over 
Ethernet）を提供している場合は、Touch 10 を
直接ネットワーク ポートに接続できます。 

代替方法：

PoE を介してタッチ コントローラを接続する
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4. カメラの傾斜角度を調整する

9

高すぎる

正しい角度

カメラの傾斜角度を調整してビューを最適化します。

低すぎる

サポートとマニュアル

Cisco Spark

登録済みデバイス Cisco Spark の詳細について
は、次のサイトを参照してください。

help.ciscospark.com

その他のサービス

お使いのデバイスを社内サービスに登録する際
のガイドとドキュメンテーションについては、次
のサイトを参照してください。 

www.cisco.com/go/roomkit-docs

安全に関する情報

本製品のコンプライアンスと安全情報について
は、次のサイトを参照してください。 

www.cisco.com/go/roomkit-docs
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