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アクセサリ
A イーサネット ケーブル
（2.9 m/9.5 フィート）

B電
 源アダプタおよび使用地域向け
の電源ケーブル

Cisco DX80
インストレーション ガイド

C H DMI/USB ケーブル
（2 m/ 6.56 フィート）

D ウエス

必ず付属の Lite-On PA-1600-2A-LF 電源（入力：2 A、100 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz。出力：5.0 A、12.0 V）
または FSP075-DMAA1（入力：1.2 A、100 ～ 240 V、50-60 Hz。出力：6.5 A、12.0 V）を使用してくだ
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： http://www.cisco.com/web/siteassets/contacts
本社
Cisco Systems, Inc.

オプション アクセサリ

170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134 USA

• VESA アダプタおよび壁面取り付けキット

ユーザ ガイド
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、http://www.
cisco.com/go/dx-docs をご覧ください。

ルーム設定
最良のビデオ エクスペリエンスを実現するための部屋のセットアップ方法については、プロ
ジェクト ワークプレイス ツール（http://www.cisco.com/go/projectworkplace）を参
照してください。
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its
affiliates in the U.S. and other countries.To view a list of Cisco trademarks, go to this URL:
www.cisco.com/go/trademarks.Third-party trademarks mentioned are the property
of their respective owners.The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company.(1110R)
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ケーブル接続

システムの起動

前面パネルとサイド パネル

1. DX80 を画面を下向きにして平らな面に置き、ケーブルを接続します。カメラに力を加えない
でください。力を加えると破損する可能性があります。

1. 電源ボタンを押して DX80 を起動します。デバイスが起動すると、電源ボタンの LED が点
灯します。

2.コネクタのカバーを上向きに開けて、コネクタ パネルにアクセスし、ケーブルをストレイン リ
リーフ バーの下に通します。

2. 画面の指示に従って、システムをセットアップします。

3.イーサネット ケーブル（A）をネットワーク コネクタ 1 から壁のネットワーク ソケットに
接続します。

カメラのプライバシー シャッター

システムのセットアップ方法の詳細については、
『管理者ガイド』
（http://www.cisco.com/go/dx-docs）を参照してください。

ミュート
音量

4. 付属の電源アダプタとケーブル（ B ）を DX80 2 から電源ソケットに接続します。

USB

5.フット スタンドを引き出し、DX80 を上向きにして角度を調整します。フット スタンドは、初め
て開くときは固くなっています。
コンピュータと DX80 の両方に壁の同じネットワーク ソケットを使用するには、コンピュータ
を DX80 のコンピュータ ネットワーク ポートに接続し、DX80 を壁のネットワーク ソケットに
接続します（ステップ 3 を参照してください）。

ソース ボタン
Speaker
電源ボタン
Microphone

コンピュータへの接続

Microphone

コンピュータを DX80 に接続すると、DX80 を外部モニタとして使用し、コンテンツ共有を有
効にできます。

カメラのオン/オフを切り替えるには、プライバシー シャッターを回します。
コンピュータが DX80 に接続しているときにコンピュータの画面を表示または非表示にするに
は、ソース ボタンを使用します。

カメラとスタンドの調整
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USB

コンピュータ
ネットワーク

ケンジントン
ロック

ネットワーク

1. HDMI-USB バンドル（C）を、DX80 の USB タイプ B 3 コネクタと HDMI 4 コネクタ
に接続します。
2.もう一方の端の USB コネクタと HDMI コネクタをコンピュータに接続します。ご使用のコ
ンピュータで使用可能なコネクタによっては、HDMI ケーブル用アダプタ（別売）が必要と
なることがあります。

カメラの角度を調整し、ドキュメント カメラ機能を有効にするには、カメラを傾けます。
タッチ スクリーンをさらに傾けるには、フット スタンドを調節します。

