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Cisco Webex Share は、
物理的な会議にお
いて、
ケーブルを使用しない高品質なコン
テンツ共有を実現します。
これにより、
さまざ
まなディスプレイを Webex ワイヤレス プレ
ゼンテーション スクリーンとして利用可能
です。
Cisco Webex Teams または Webex
Meetings のアプリを使用すると、
物理的な
会議室でコンテンツの共有が可能になり、
会
議参加者を PC の前に集めて小さな画面を
見せるといった必要がなくなります。
Webex
を利用中のユーザは、
Cisco Webex の会議
でリモート ユーザが共有した画面を、
自分の
デバイスに表示することもできます。
その他
の Webex Share 機能:
• Webex ミーティング外でローカルコン
テンツのワイヤレス共有

Webex Share を開始する
1.

テレビまたはモニタの HDMI 入力に Webex
Share を接続します。

2.

Webex Share を電源装置に接続します。
次の
オプションのいずれかを選択します。
•

Wi-Fi

•

Power over Ethernet
（PoE）

•

AC 電源およびイーサネット

3.

テレビまたはモニタで、
Webex Share が接続
されている HDMI 入力を選択します。

プロキシミティ ペアリング

4.

テレビまたはモニタの指示に従います。

プレゼンス検出

5.

オプション: Cisco Webex Teams を
https://webex.com/downloads{1}から取得
して画面をワイヤレスに共有します。

•

カレンダーの統合

•
•

詳細は次の URL を参照してください。
https://help.webex.com
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Wi-fi 接続を使用した Cisco Webex Share の
セットアップ
18 W 壁面用電源アダプタを USB-C ケーブルで
Webex Share に接続します。
1.

Webex Share をプラグインします。
以下の電力アダ
プタを使用します。

イーサネットまたは Power over Ethernet
(POE) 接続を使用して Cisco Webex Share を
セットアップする
18 W 壁面用電源アダプタは、
イーサネット ボードを備え
ているため、
有線接続に利用できます。
壁面の電源コン
セントに接続し、
さらに、
RJ45 ケーブル経由で壁面の
イーサネット ポートに、
また、
USB-C ケーブル経由で
Webex Share にそれぞれ接続します。
1.

2.

デバイスを電源に接続します。
こちらに示すイーサ
ネット アダプターを使用します：

コンピュータまたはモバイルデバイスのブラウザを
使用して、
指定された SSID に接続します。
要求され
たら、
Wi-Fi 資格情報を入力します。
TV またはモニタに表示される Wi-fi ネットワークが
表示されない場合は、
Wi-fi ネットワークの一覧を更
新します。

アクティベーション コードの生成
Cisco Webex に追加されたデバイスは、
提供されている
コードを使用してアクティベーションする必要があります。
デバイスをアクティブにする機会を得る前に他のタスク
に移動した場合は、
いつでも新しいコードを生成できます。
1.

https://admin.webex.com のカスタマービューから[
プレース]または[ユーザ]に移動します。

2.

アクティベーションコードを生成するユーザまたはプ
レースを検索して選択します。

3.

[デバイスの追加
（Add Device）
] を選択します。
QR コードと 16 桁のアクティベーションコードが表示
されます。
アクティベーションコードは 7 日後に期限
切れになります。

4.

アクティベーションコードを入力するか、
デバイスの
QR コードをスキャンします。
また、
アクティベー
ションコードをデバイスに割り当てられているユーザ
ーまたは組織内の他のユーザーに電子メールで送信
して、
デバイスをアクティブにすることも可能です。

1. ネットワーク > Wi-fi をクリックします。
2. 組織のネットワークを選択します。

動作周波数

3. クレデンシャルを入力します。
4. [参加
（Join）
] をクリックします。

3. お使いのウェブブラウザ
（パソコンまたはモバイル
デバイス）
で IP アドレスを表示し、
デバイスページ
にアクセスします。

2.

お使いのウェブブラウザ
（パソコンまたはモバイルデ
バイス）
で IP アドレスを表示し、
デバイスページにア
クセスします。

4. お使いのウェブブラウザで、
ウェブページにセキュ
リティ例外を追加し確認します。

3.

5. ウェブブラウザで [設定（Setup）] をクリックします。

お使いのウェブブラウザで、
ウェブページにセキュリ
ティ例外を追加し確認します。

4.

ウェブブラウザで [設定（Setup）] をクリックします。

5.

[アクティベーション コードを入力（Enter Activation
Code）] をクリックして、
アクティベーション コードを
入力します。

6.

ウェブブラウザの残りの指示に従って設定を完了
します。

6. [アクティベーション コードを入力（Enter
Activation Code）] をクリックして、
アクティベー
ション コードを入力します。
7.

ウェブブラウザの残りの指示に従って設定を完了
します。
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頻度

出力

EIRP

5150-5350 MHz

23 dBm

200 mW

5470-5725 MHz

27 dBm

500 mW

2400 ～ 2483

20 dBm

100 mW

本製品の動作は、
以下の条件を満たすものとします。
（1）
本製品またはデ
バイスが干渉の原因となることがない。
（2）
本製品またはデバイスは、
望ま
しくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、
すべての干渉を受
け入れる必要がある。
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