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同梱物

アクセサリ（別途注文）：
• Cisco Touch 10 コントローラ
• VESA スクリーン取り付けキット
• VGA プレゼンテーション ケーブル（8 m/26.2 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）
• Cisco テーブル マイク

Cisco TelePresence SX10 
クイック セット

壁面取り付け用ブラケット LAN ケーブル（5 m/16.4 フ
ィート）

Cisco TelePresence 
TRC6 リモート コントロー
ルと AAA バッテリー 2 個

HDMI モニタ ケーブル（2 
m/6.6 フィート）

電源アダプタと電源ケーブ
ル（1.8 m/5.9 フィート）



H

D

130 ～ 145 cm
（4 フィート 3 インチ～ 

4 フィート 9 インチ）

1.SX10 を設置する前に

スクリーンの取り付け
最適な会議エクスペリエンスを実現する
ために、高さが 130 ～ 145 cm（4 フィー
ト 3 インチ～ 4 フィート 9 インチ）のスクリ
ーンを取り付けてください。  

大型のスクリーンがすでに設置されてい
る場合は、 SX10 をスクリーンの下に取
り付ける方がうまく機能する可能性があり
ます。SX10 を壁面に取り付ける前に、ケー
ブルを接続し、テーブルの上またはスクリー
ン下の棚にデバイスをセットしてイメージを
確認します。 

ディスプレイの奥行 D 壁面取り付けの高さ H

100 mm 未満 
3.94 インチ未満

110 mm 
4.33 インチ

100 ～ 130 mm 
3.94 ～ 5.12 インチ

130 mm 
5.12 インチ

130 ～ 150 mm 
5.12 ～ 5.91 インチ

150 mm 
5.91 インチ

150 ～ 170 mm 
5.91 ～ 6.69 インチ

170 mm 
6.69 インチ

170 ～ 190 mm 
6.69 ～ 7.48 インチ

185 mm 
7.48 インチ

スクリーンの奥行を測定して SX10 を設置する高さを決定する
スクリーンの厚みが大きいほど、SX10 をスクリーンから離して設置する必要があります。 
これは、スクリーンによってカメラ ビューが遮られないようにするためです。 

さまざまな状況での会議室のガイドラインと推奨事項については、 
collaborationhelp.cisco.com および www.cisco.com/go/projectworkplace 
をご覧ください。
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2.SX10 の壁面取り付け

このタイプの装置は、供給者/代理店の資格を持つ者が設置することを推奨します。設置作業者は、地方自治体/
検査機関による、設置に関する構造的完全性の安全検査を実施する必要があります。

以下の物が必要です:
• ドリル
• ネジ 2 本（Ø4 mm） 
• レベル 
• 巻き尺

• ドライバ
• 鉛筆

H



1. 付属の HDMI ケーブルで SX10 をスクリーンに接続します。

2. SX10 から LAN ケーブルをイーサネットの壁コンセントに接続します。Power over 
Ethernet（PoE）が使用可能な場合は、このケーブルで SX10 に電源が供給されます。 
または、PoE インジェクタを使用できます。 

3. お使いのネットワークが PoE に対応していない場合は、付属の電源アダプタを使用します。 

必要に応じて、プレゼンテーションや外部マイクロフォンおよびスピーカー用のケーブルを
それぞれのコネクタに接続します。 

 Power over Ethernet（PoE）
PoE 電源（ネットワーク スイッチまたは PoE インジェクタ）は、SX10 デバイスと同じ
建物に存在する必要があります。SX10 を PoE 電源に接続する際の最大ケーブル長は  
50 m（164 フィート）です。

注：外部デバイスを USB ポートに接続しないでください。

  

12 モニター出力（HDMI）イーサネット/
PoE

電源3

3.ケーブルの接続



電源を接続すると、SX10 が起動して電源ボタンの LED が点灯します。システムが起動し
ない場合は、電源ボタンを押してください。 

起動に問題があると、LED が赤く点灯します。必要に応じてサポートに連絡してください。

モニタがオンになり、正しい入力が選択されていることを確認します。 

電源ボタンおよ
び LED

5.画面の指示に従ってセットアップする

Cisco WebEx
Cisco Webex サブスクリプションに登録している場合は、リモート コントロールを使用し
て Cisco Webex アプリを設定し、システムを制御できます。 

Webex 登録システムの使用を開始する方法については、collaborationhelp.cisco.com に
アクセスして、ルーム デバイスのスタートアップ ガイドの記事をご覧ください。

その他のサービス
他のサービスを使用する場合は、リモート コントロールを使用してセットアップします。 

設定の詳細については、『スタートアップ ガイド』を www.cisco.com/go/sx-docs でダウ
ンロードしてください。 

4.SX10 が自動的に起動する
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リモート制御

音量コントロールおよび増減コントロ
ール

フィールド セレクタ 
カーソル キー

1 つ前のステップに戻る ミュートおよびミュー
ト解除
• 着信コールの拒否
• コール終了 
• キャンセル 
• ホーム画面に戻る（外部
通話）

発信 
着信の受け付け

OK/Enter

ユーザ ガイド

Cisco WebEx
登録されている Webex ルーム デバイスの詳細を確認するには、  collaborationhelp.
cisco.com を参照してください。

その他のサービス
この製品のユーザ ガイド、コンプライアンス、および安全情報については、 
www.cisco.com/go/sx-docs をご覧ください。



シスコの Web サイトでは、シスコの世界各地のお問い合わせ
先を確認できます。

URL： https://www.cisco.com/web/siteassets/contacts
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