
Webex Desk Camera クイック リファレンス ガイド

コンピュータへのカメラの接続
1. USB Type-C コネクタをカメラの背面にあるポートに接続します。
2. USB ケーブルの反対側の端をコンピュータに接続します。 

カメラの取り付け
1. カメラ クリップを開きます。
2. モニタまたはディスプレイの上端にカメラを配置

し、カメラが点灯するまでクリップを閉じます。
3. カメラの背面を持ち上げ、カメラの角度を調整し

ます。
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1. RGB カメラ
2. RGB LED インジケータ
3. 赤外線カメラ
4. 赤外線 LED
5. マイク
6. プライバシーシャッター
7. USB-C ポート
8. カメラベースとクリップ
9. 三脚ネジ山

お使いのカメラについて

カメラ アプリのインストール
Webex Desk Camera アプリを使用すると、ビデオ録画とスナップショットを作成したり、設定、カメラファームウ
ェアをアップグレードしたりできます。

1.  https://upgrade.cisco.com/accessories からシスコ アクセサリ ハブへ移動します。
2.  [アクセサリ アプリ] をクリックし、お使いのオペレーティング システムと互換性のあるインストール ファ

イルをダウンロードします。
3. [実行ファイル] をダブルクリックします。
4. 画面の指示に従ってインストールを完了します。
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オートフォーカスの有効化また 
は無効化
[詳細] タブ で、[オートフォーカス] を [オン] または  
[オフ] に切り替えます。 
必要に応じて、自動フォーカスをオフにし、手動で焦点
を調整できます。

画像の明るさ調整
[基本] タブで、[明るさ] のスライダを左または右にドラ
ッグして明るさを調整します。 

画像の反転
ビデオ フレームの右上隅にある反転  アイコンを
クリックすると、セルフビューがミラーされます。

動画の録画
1.  [レコード]をクリックして録画を開始します。
2.  [一時停止] をクリックして、録画を一時停止し

ます。
3.  [停止] をクリックして、録画を停止します。
4. レコーディングを続行するには、  [再開] をクリ

ックします。
5.  をクリックすると、メディア フォルダに録音フ

ァイルが表示されます。

スナップショットの撮影
1. ビデオ フレームの下にある  [スナップシ 

ョット] をクリックして、ライブ ビデオから写 
真を撮ります。

2.  をクリック して、撮影した写真を表示します。

マイクのミュートとミュート解除
1. ライブ ビデオ フレームの下にある  をクリック

してミュートします。
2. 音声を再開するには、 をクリックしてミュートを

解除します。

カメラは、Webex、Webex ミーティング、Jabber、人
気の高いサードパーティ製ビデオ会議およびビデオ 
ストリーミング アプリで動作します。
 
ビデオ通話とミーティングに Webex 
でカメラを使用する

1. Webex または Webex Meetings では、[ミュー
ト/ミュート解除] および [ビデオの開始/停止] ド
ロップダウンリストから [Cisco Webex Desk 
Camera] を選択します。 

2. マイクをミュートまたはミュート解除するには、ミ
ーティング アプリケーションで [ミュート] また
は [ミュート解除] をクリックします 。

3. ビデオを停止または再開するには、カメラのシャ
ッターを左右にスライドさせます。
ミーティング アプリケーションで [ビデオの停
止] または [ビデオの開始] をクリックすることも
できます。

注:  カメラは、Windows 上で 1 つのアプリと Mac 
OS 上で一度に 2 つのアプリをサポートします。
カメラを使用するアプリを開始する前に、カメラ
を使用する他のアプリを閉じてください。

ファームウェアをアップグレードし、Webex Desk 
Camera アプリで設定を構成します。

カメラのファームウェアのアップ 
グレード
カメラアプリの起動時に、更新を確認します。更新が検
出されると、[更新] ボタンに番号 1 または 2 が表示さ
れます。

1.  [更新] ボタンをクリックします。
[デスクカメラファームウェア] の下に [更新の確
認] が表示された場合は、それをクリックして、更
新が利用可能かどうかを確認します。

2.  [更新の開始] をクリックします。
注: アップグレード中はカメラをコンピュータに接続

してください。

3. アップグレードが完了したら、カメラが再起動す
るまで 30 秒ほど待ちます。

最新バージョンの Google Chrome または Mcrosoft 
Edge ブラウザを使用して、次の場所でシスコアクセサ
リハブからファームウェアをアップグレードすることも
できます。
https://upgrade.cisco.com/accessories

解像度とフレームレートの指定
デフォルトの解像度は 1280x720@30fps に設定され
ています。 
[基本] タブで、それぞれのドロップダウン リストから解
像度とフレーム レートを選択します。

FoV の変更
[基本] タブの [視野] のドロップダウン リストから視野
の角度を選択します。
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