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Cisco TelePresence Touch 10 には、Power over Ethernet（PoE）から電力が供給されます。
MX700 および MX800 エンドポイントでは、そのエンドポイントから電力が直接供給されます。
エンドポイントまたはネットワーク インフラストラクチャ[1]で PoE がサポートされていない場合
は、ミッドスパン PoE インジェクタ[2]を使用して、これを追加できます。

PoE の使用には、イーサネット ケーブル（付属していません）を使用する必要があります。ふたを
開き、ケーブルをタッチ 10 に接続し、もう一方の終端を次のいずれかに接続します。

• TelePresence エンドポイントの PoE 対応のポート（  ）

• PoE 対応のネットワーク ポート（  ）[3]

• ミッドスパン PoE インジェクタ[2]

• USB

注：接続の推奨事項を確認するには、オンラインのエンドポイント マニュアルを参照してください。

Cisco TelePresence Touch 10 は、Cisco TelePresence エンドポイントで使用されます。

梱包内容

• Cisco TelePresence Touch 10

[1] PoE 電源（ネットワーク スイッチ）は、Cisco TelePresence Touch 10 と同じ建物に存在する必要があります。それ以外の
場合は、Cisco Aironet パワー インジェクタを使用する必要があります。イーサネット ケーブル（Cat5）の最大長は 100 m
（330 フィート）です。

[2] Cisco Aironet パワー インジェクタ（CTS-PWR-AIR-INJ5）は別個に注文できます。
[3] リモート ペアリングは選択した製品で使用できます。
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リモート ペアリング

タッチ 10 の接続

タッチ 10 をネットワーク ソケットに接続します。

オプション A：ネットワーク ソケットが Power over Ethernet（PoE）を提供しない場合、タッチ 
10 に電源を供給するためのミッドスパン PoE インジェクタが必要です。

オプション B：ネットワーク ソケットは Power over Ethernet（PoE）を提供します。

タッチ 10 の設定 

タッチ 10 が電源に接続されると、設定手順が始まります。画面に表示される指示に従います。

[ペアリング対象のコーデックを選択（Select codec to pair with）] ダイアログが表示されたら、
以下に注意してください。

• ペアリング可能なシグナリング中コーデックのリストが、ダイアログに表示されます。ペアリン
グするコーデック名をタップして、続いて[ペアリング開始（Start Pairing）]をタップします。

• コーデックが使用可能なコーデックのリストに表示されない場合は、デバイスを手動でペア
リングすることができます。[コーデックを手動で選択 ...（Select codec manually...）] をクリッ
クして、コーデックの IP アドレスまたはホスト名を入力し、[ペアリング開始（Start Pairing）] を
タップします。

• ペアリングを開始するために、コーデックの管理者のユーザ名およびパスワードを入力する
必要があります。

タッチ 10 にソフトウェアのアップグレードが必要な場合は、設定手順の一部で新しいソフトウェ
アがコーデックからダウンロードされ、自動的にユニットにインストールされます。アップグレー
ド後にタッチ 10 が再起動します。

コーデック アドレスが上部バナーに表示されているかチェックすれば、タッチ 10 がコーデック
に正常に接続されていることを確認できます。

A B

PoE 規格のイー
サネット ケーブル

PoE 規格の
イーサネット 
ケーブル

標準のイーサネッ
ト ケーブル



ダイレクト ペアリング

タッチ 10 の接続

タッチ 10 をコーデックまたはエンドポイントのネットワーク ソケットに接続します。

オプション C：SX シリーズは Power over Ethernet（PoE）を提供していないため、タッチ 10 に
電源を供給するためのミッドスパン PoE インジェクタが必要であることに注意し
てください。

オプション D：MX シリーズ（MX200G2、MX300G2、MX700、MX800）は Power over Ethernet
（PoE）を提供します。

タッチ 10 の設定 

タッチ 10 が電源に接続されると、設定手順が始まります。画面に表示される指示に従います。

[ペアリング対象のコーデックを選択（Select codec to pair with）] ダイアログが表示されたら、
以下に注意してください。

• ペアリング可能なシグナリング中コーデックのリストが、ダイアログに表示されます。ペアリン
グするコーデック名をタップして、続いて[ペアリング開始（Start Pairing）]をタップします。

• コーデックが使用可能なコーデックのリストに表示されない場合は、デバイスを手動でペア
リングすることができます。[コーデックを手動で選択 ...（Select codec manually...）] をクリッ
クして、コーデックの IP アドレスまたはホスト名を入力し、[ペアリング開始（Start Pairing）] を
タップします。

• ペアリングを開始するために、コーデックの管理者のユーザ名およびパスワードを入力する
必要があります。

タッチ 10 にソフトウェアのアップグレードが必要な場合は、設定手順の一部で新しいソフトウェ
アがコーデックからダウンロードされ、自動的にユニットにインストールされます。アップグレー
ド後にタッチ 10 が再起動します。

コーデック アドレスが上部バナーに表示されているかチェックすれば、タッチ 10 がコーデック
に正常に接続されていることを確認できます。
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追加の製品サポート

ユーザ ドキュメンテーション

Cisco TelePresence Touch 10 の詳細については、シスコ Web サイト（http://www.cisco.com/
go/touch-docs）で提供しているユーザ マニュアルを参照してください。

システムへのサインインまたはシステムの設定を求められた場合、TelePresence エンドポイントの
ユーザ マニュアルを参照してください。

 • SX シリーズ：http://www.cisco.com/go/sx-docs

 • MX シリーズ：http://www.cisco.com/go/mx-docs

タッチ 10 の法規制の順守および安全性情報は、シスコの Web サイトで提供されています。

http://www.cisco.com/go/touch-docs に移動して、『Install and Upgrade Guides（インストールと
アップグレード ガイド）』[英語] に移動してください。

サポート

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