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ビデオ会議室の手引き
会議室の設計に関する一般的なガイドラインとベスト プラクティス

すべての組織に適した、唯一のビデオ システムは存在
しません。そのため、各自の目標やニーズに最適なビ
デオ コンポーネントを選択することが重要です。これ
はつまり、必要な機器や、最善の会議室ソリューション
を決定することにもつながります。
ただし、事務所の構造によっては、最適な会議室 
ソリューションを導入できないこともあります。必要な
トレードオフによる影響を最小限に抑えるには、いくつ
かのノウハウが必要となります。そこで、このガイドが
役に立ちます。
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ビデオ会議は環境に優しい

仕事 /プライベートのバランス。出張の多い従業員は、ストレスが多く、生産性が低く、
仕事に対する満足度も低くなりがちです。ビデオを利用して出張を減らすと、勤労意
欲と生産性を高め、コラボレーションを向上できます。
遠隔学習。ビデオを使用して遠隔地にある施設に接続すると、学校や研修施設での
学習機会が増え、コストを削減しながら、環境保全について学ぶこともできます。
研究開発。世界中の設計者や研究者は、二酸化炭素排出量を増やすことなく、製品
の設計に関するビデオ ディスカッションを実施し、コンポーネントに変更を加え、開
発タイムラインを先に進めることができます。
チーム形成。複数のオフィスに分かれていても、チームが分割されるわけではありま
せん。ビデオを使用すると、遠隔地のチーム メンバーでも、同じオフィスにいるかの
ように頻繁に顔を合わせることができるので、出張しなくても仲間意識を深めること
ができます。
人材の雇用。離れた場所にいる応募者をビデオで選考すると、出張する必要がない
ため、コストと二酸化炭素排出量を削減できます。採用担当者は、応募者の表情を
見ることもできます。
リアルタイムのコラボレーション。組織では、ビデオ会議のビジュアル機能やマルチ
メディア機能を使用して大量のリッチ データを処理し、複数の場所からリアルタイム
で共同作業できます。現地に頻繁に出張して生産性を落とすことはありません。

CO2（二酸化炭素）排出量を削減する最も効果的な方法の一つとして、不要な出張を減ら
すことが挙げられます。当社のお客様によると、ビデオ会議によって出張を平均で最大 
30% も削減でき、収益を向上できると感じているそうです。

ビデオ会議によって業務目標を高め、環境への影響を削減するための 10 の
ヒント
在宅勤務。職場との直接的なやり取りを完全に維持しながら、自宅から作業できるように
します。不動産や運用コストを抑えると同時に、通勤時間を削減できるので、従業員の生
産性と意欲を高めることもできます。
遠隔地のエキスパートにアクセス。顧客や従業員は、どこからでもビデオを使用してエキ
スパートやアドバイザに連絡できます。これによって、時間、コスト、および二酸化炭素
排出量が削減され、顧客満足度とロイヤルティが向上します。
グローバル ミーティング。役員会議でも、グローバル チームとのミーティングでも、飛行
機を使う必要がありません。別の部屋に歩いて移動するだけで、あるいは自分のデスクか
ら電話をかけるだけで、だれもが顔を合わせてミーティングを行えます。
顧客ブリーフィング センター。ビデオにより、出張することなく仕入担当者、顧客、販売
スタッフ、およびエンジニアをリアルタイムでつなげることができるので、即時の意思決定
とコラボレーションをスムーズに行えます。



4D14621.03 Cisco TelePresence システム ビデオ会議室の手引き̶2011 年 10 月

1 つのソリューションで、すべてに対応することは
できない

すべての組織に適した、唯一のビデオ システムは存在しません。そのため、各自の
目標やニーズに最適なビデオ コンポーネントを選択することが重要です。これはつ
まり、必要な機器や、最善の会議室ソリューションを決定することにもつながります。
ただし、事務所の構造によっては、最適な会議室ソリューションを導入できないこと
もあります。必要なトレードオフによる影響を最小限に抑えるには、いくつかのノウ
ハウが必要となります。そこで、このガイドが役に立ちます。

目標に適したソリューション 
次の質問に答えることで、ビデオ システムで使用される施設の設計を考える上で、ヒ
ントを与えてくれます。
• ビデオ会議の使用をどのようにイメージしているか。
• どのような情報のやり取りがあるか（製品の詳細、スプレッドシート、マルチメディ
ア、機密性の高い情報など）。

• ミーティングの種類、および場所によって、何人の出席者が参加するか。
• 会議室システムは、専用のビデオ ルームに設置するか、他の用途でも使用され
る部屋に設置するか。
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ビデオ会議ソリューションの要素

テレプレゼンス ビデオ会議システムには、5 つの主要要素があります。
• カメラとマイクにより、画像と音声を 1 か所で捉えることができます。
• コーデックは、ビデオおよび音声をデジタル信号に変換し、圧縮してからネット
ワーク上で送信します。

• 受信側では、コーデックは信号を圧縮解除し、画像をモニタで出力し、音声を
スピーカから出力します。

ビデオ コールは、2 つ以上の装置で行え、機能にも多数のオプションが用意されて
います。
用途の要件と予算に応じ、選択したビデオ ソリューションに数々のオプションがあり
ます。役員室からデスクトップ、そして作業現場から製造フロアに至るまで、どの職
場にもシステムが見つかります。

トータル ソリューション
エンドツーエンドのテレプレゼンス ビデオ会議ソリューションは、包括的なビデオ 
ソリューション、複数の環境向けのインフラストラクチャ、および集中的な管理ツー
ルを組み込んでいます。外付けのデバイスや生産性ツールと統合すると、さらに拡張
することもできます。
エンドツーエンドのソリューションには、次の製品の一部、またはすべてが使用され
ています。
イマーシブ型ソリューションでは、非常にリアルな対面会議を行え、コミュニケーショ
ンと対話に理想的なプラットフォームを提供します。会議出席者は、実際にはどれだ
け距離が離れていても、まるでテーブルを挟んで会話をしているかのような臨場感が
あります。テレプレゼンスのカテゴリには、イマーシブ型、ルームベースのテレプレゼ
ンス環境、および役員のデスクトップ向けのパーソナル型テレプレゼンス システムが
あります。
グループ ビデオ会議システム（多用途型またはルーム システムとも呼ばれる）。会議
室、役員室、ホールなどの共有環境向けに設計された、高品質なシステムです。高
精細度ビデオ会議ソリューションは、イマーシブ型システムと同等にクリアな画像と
音声を提供します。

デスク型またはパーソナル型ビデオ会議システム。これらのシステムは、個人用つま
り 1 人用として設計されており、ビデオ VoIP 電話、エグゼクティブ システム、およ
びオフィスのワークステーション、ホーム オフィス、またはカフェからでも使用でき
るよう最適化された PC ベースのシステムが含まれます。
業界に特化した用途。遠隔医療、遠隔教育、防衛などの業界では、独自の用途に対
応するための、特別なビデオ システムが使用されています。貴社にも、特別なソリュー
ションが必要な場合があります。
集中管理とスケジュール ツール。Cisco Telepresence Management System（TMS）
を使用すると、サービスのレベルを低下させることなく、また関連するサポート コス
トを大幅に増加させずに、ますます複雑化する通信環境を制御できます。管理システ
ムでは、遠隔診断およびシステム アップグレード、関連リソースの制御とサードパーティ
の通信ツールへのリンクの制御、利用レポートの生成、投資回収率の算定を行えます。
マルチポイント コントロール ユニット（MCU） MCU では、複数のビデオおよび音声
での出席者を 1 つの会議に集約できます。ネットワーク全体で高精細度ユニットの品
質を保つ、高精細の継続的なプレゼンスを提供する MCU もあれば、ビジネスの需
要と共に成長する、スケーラビリティに富んだメディア サービス エンジンもあります。
ビデオ インフラストラクチャ。組織内にビデオが導入され、複数のサイトと高度な機
能が取り入れられると、ソリューションをサポートするネットワーク インフラが必要に
なります。
ビデオ インフラには、次のような利点があります。
• 異なるネットワーク上のユーザでも、同じビデオ ソリューションを通じて接続でき
る。

• 帯域幅を制御できる。
• 異なるネットワークおよびユーザ ドメイン間のコールでも、NAT ファイアウォール 
トラバーサルでセキュアに接続できる*。

シスコのテレプレゼンス ビデオ コミュニケーション サーバ（VCS）などのインテリジェ
ントなインフラ コンポーネントを使用することにより、すべてのコールが適切にルー
ティングされ、IP アドレスがディレクトリに変換されてワンクリック ダイヤルを行え、
ビデオ装置は電話などのデバイスと相互作用できるようになるため、ネットワークの
信頼性がさらに高まります。

* NAT（ネットワーク アドレス変換）とは、プライベート ネットワークのアドレスを、インターネット上の 1 つの IP アドレ
スの背後に隠す技術です。NAT ファイアウォール トラバーサルは、（NAT）ゲートウェイを越える通信を確立し、保持する
技術を指す一般的な用語です。
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FindMe。デバイスではなく、人に対して発信できるようになりました。VCS の一部
として提供される FindMe のようなアプリケーションにより、相手がどこにいても探
すことができます。ビデオ ユーザは、Web ベースのインターフェイスにログオンし、
連絡先と連絡方法を管理できます。たとえば、ユーザが離席したときに、ビデオ装
置への着信を携帯電話に自動的に転送できます。

IP

S I P

H .323

3G

連絡したい人がいるが、
すべてのデバイスではな
く、1 つの番号にだけ発
信したい。

通信デバイス

自分の好きな
場所で応答

コンテンツ サーバ。コンテンツ サーバを追加すると、たとえば、全社的な連絡や教
育などのビデオ会議を記録してストリーミングし、視聴者の都合に合わせて、広い
オーディエンスに向けて公開できます。
ペリフェラルとアクセサリ。ビジュアル コミュニケーション環境を強化するためのペ
リフェラル機器も、多数用意されています。高精細度カメラや広角カメラに加え、アッ
プグレードされたスピーカやマイクにより、ビジュアルおよびオーディオの利用が高
度になります。ドキュメント カメラでは、図などのドキュメントをビデオで送信でき
ます。また、PC を通じてビデオ システムを DVD や VCR、ホワイトボード、ドキュ
メントおよびマルチメディア アプリケーションに接続できます。

一般的なルーム設計ガイドライン

ビデオ ソリューションを選択し、インフラを整備すると、導入することができます。
ここで、システムを効果的に利用してもらうための設定を行います。
ビデオは、役員室や製造フロア、作業現場やホーム オフィスなど、あらゆるワーク
スペースで利用できます。
いくつかの簡単な調整を行うと（およびいくつかの点に留意しておくと）、会議にお
いて最良の画像および音声品質を利用できるようになります。

イマーシブ型のルーム（左）と、グループ ビデオ会議システム、またはルーム システム（右） 

室内設計に関する考慮事項
ビデオ会議を行う場所の室内設計を考えるうえで重視するべき点は、技術にあまり
重きを置かずに、部屋をできる限り快適にしておくことです。ビデオ カメラの機能
に負担をかけずに、出席者をより認識しやすくするために、背景や壁には特定の色
を使用することを推奨します。ソフトな色合いの、テクスチャー加工の壁紙が推奨
されますが、控え目なアース トーンで、それに合わせて照明を調節できるのであれ
ば、塗装された壁でもよいでしょう。オフィス什器や壁を考慮する際は、ビデオや
音声の入力が困難になるような色や物理的特性に注意する必要があります。
イマーシブ型テレプレゼンス ルームでは、照明、什器、壁、および床を総合的に制
御するため、素材や色の選択肢については、他のソリューションを自由に選ぶこと
ができます。たとえば、上の写真で示すイマーシブ ルームでは、青のガラス製のパ
ネルを使用しています。
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背景に関する考慮事項
• カメラは、自分の背後にあるものも写します。中性的な色合い、中程度のコント
ラスト、そしてソフトな質感を持つ、落ち着いた背景が最適です。柄のない壁を
推奨します。

• カーテンが風で揺れたり、後ろで人が歩き回ったりするなど、動きのある背景は
避けてください。動きがあると画質が低下し、会議の相手の視線が、背後にいる
人や物に移ってしまいます。

• カメラをドアの方に向けないでください。
• 明るい色で、反射しない材質のテーブルを選んでください。明るい色の天然木を
推奨します。

• 部屋の中に、不要な什器や物を置かないでください。

照明に関する考慮事項
• 人、プレゼンテーション資料、カメラ レンズに直接光が当たらないようにしてく
ださい。直接光により、コントラストが不適切になったり、影ができたりします。

• デザイナーに人気のコンセプトはいくつかありますが、主なデザイン パラメータ
はほとんどの推奨デザインに共通しています。影を作らないようにするには、天
井と壁の混合照明を 6 対 4 の割合にすることを推奨します。壁照明は間接光とし
て使用します。照明装置は数々のサプライヤから提供されています。ここで鍵と
なるのは、出席者に当てられる照明の量を均等にすることと、影や暗い背景、会
議テーブルの中心に明るいスポットを作らないことです。

• 「昼光色」の照明が最も効果的です。画像に色が付く可能性があるため、色付き
の照明は避けてください。

• 窓から自然光ができるだけ入らないように、特に注意する必要があります。日光は、
色温度の点で人工光と性質をまったく異にするため、部屋の中にシャープなコント
ラストを作ります。これにより、ビデオ会議システムのカメラの自動調整機構が混
乱をきたすことがあります。室内の照明を均一にし、窓をカーテンや不透明なブラ
インドなどで覆うようにしてください。

• 人のすぐ後ろや、照明が反射してグレアが発生する場所にホワイトボードを置かな
いようにしてください。反射性の高いホワイトボードは使用しないでください。必
要なければ、撤去してください。

暖房、換気、空調に関する考慮事項
ビデオ会議室に設置された装置が、大量の熱を発散することがあります。これは、
使用する装置によって異なりますが、たとえば、大型のモニタは小型のモニタよりも
熱を多く発散することや、部屋の中の人数が多くなると、人数が少ない場合よりも暑
くなることなどを考慮に入れておく必要があります。そのため、冷暖房空調設備
（HVAC）システムの入れ替えの検討が必要なこともあります。

音響に関する考慮事項
既存の会議室でも、信号をキャプチャするビデオおよび音声装置のニーズに基づいて
調整を行うと、ビデオ会議室として利用できるようになります。
「ビデオ会議」は、ビデオの部分を強調していますが、音声の部分も忘れてはなりま
せん。音声通信も、できる限りクリアで妨害がない状態にする必要があります。そう
しなければ、自然なコミュニケーションを図れないため、ビデオ会議の目的が失わ
れます。
音声の品質がよければ、ビデオに若干の障害があっても大きな問題になることはあ
りません。室内の音響は、吸音性と遮音性に優れている必要があります。
吸音性と音拡散性は、磨かれた床、窓、天井、平坦な壁など、平らな反射面による
影響を軽減するために必要です。これは、床一面にカーペットを敷いたり、壁や天
井に吸音パネルを設置したり、窓に中重量または重量カーテンを取り付けたりするな
ど、吸音素材を取り入れることで実現できます。また、重みのあるカーテンを使用す
ると、自然光の侵入も防ぐことができます。
音の拡散は、表面を平らにしないことで向上できます。不規則な形状の、大きな装
飾物があればよいでしょう。特に、柔らかい布張りの什器でも効果的です。
室内の吸音性が高くなると、音声が反射して聞き取りにくくなる反響効果も軽減され
ます。
一般的に、壁と天井の全表面の 10% 以上を高品質な吸音パネルで覆うことで、音
声品質が大幅に向上します。
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部屋の選択を担当する方は、一般的に見られるような、四角四面の会議室よりも、不
規則な形状の会議室の方が音響面で優れていることを念頭に置いておいてください。
平行に対面する表面があると、音声が何度も跳ね返ることで発生する多重反響の原因
となることがあります。これを実際に確認するには、室内のさまざまな場所に立ち、大
きく手を叩いてみるとよくわかります。
手を叩いた音がクリアではっきりしている場合は、室内の音響はビデオ会議でも十分
に使えます。
反対に、音が拡散して、同時に複数の人が手を叩いているように聞こえる場合は、多
重反響が発生しているため、室内の音声品質が影響を受けます。この場合は、平行な
表面に吸音性を持たせる必要があります。必ずしも実現できるわけではありませんが、
吸音素材を壁面から 0.2 m（8 インチ）離して設置するとより効果的です。しかし、こ
れは室内設計の意図に反することがあります。
遮音性とは、外部の環境ノイズなどの音声を遮断することです。このような雑音は、ビ
デオ会議を予想以上に妨害することがあります。
自分では、オフィスの外から 1 日中聞こえる往来の音には慣れていても、これがビデ
オ会議中に聞こえると、遠隔地にいる同僚には耳障りでしかありません。
ビデオ会議では、出席者は実際にその場にいないことから、無意識に耳をすましてい
るため、余計に気になるのです。
遮音性を持たせることによって、外部ノイズの量を減らせる以外にも、ビデオ会議のプ
ライバシーを強化するという効果もあります。業務上重要な会議では、これは非常に
重要な点です。

シスコによる推奨
• 残響時間（RT）は、オクターブ帯域 125 ～ 4000 [Hz] で 0.3 ～ 0.6 n [s] 以内にする必要があります。
• 吸音性は、平行な壁面からの多重反響効果をなくすために、天井に加えて壁面にもできるだけ広く持た
せる必要があります。

• 壁全面に吸音性を持たせない場合は、対面しない壁面に吸音素材を使用し、すべての方向に多重反響
効果が及ばないよう最小限に抑える必要があります。

• 吸音素材が集中しないよう、壁面に分散させます。
• 天井については、吸音係数をオクターブ帯域 125 ～ 4000 [Hz] で 0.9 以上にすることを推奨します。
これには通常、高品質のミネラル ウールの天井が必要です。

• 片側の壁、前面、および背面の壁に吸音領域を持たせることを推奨します。有孔（穴の開いた）パネル
を使用する場合は、パネルの穴の開いている部分は、パネル面積の 20% 以上を占める必要があります。

• 壁の吸音性は、ミネラル ウールの壁パネル、カーテンなどの吸音素材でも実現できます。
• 床にカーペットを敷くことを強く推奨します。
• 室内のすべての壁面には、Rʼ w ≥ 48 dB（≥ STC 50）の遮音性を持たせる必要があります。
• また、ドアには、Rw ≥ 38 dB（≥ STC 40）の遮音性を持たせる必要があります。
• バックグラウンド ノイズのレベルは、30 dB（A）以下が理想的です。ただし、35 dB（A）以下でも許容
範囲内です。これには、装置からのノイズ（特に空調装置）と、外部の交通の雑音なども含みます。
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ルーム レイアウトに関するガイドライン

始めからコンセプト化されており、ビデオ会議用として特化している新しいビデオ
会議室は、実装も簡単に行えます。しかし、これが常に当てはまるとは限りません。
ビデオ会議は、カメラのビジュアル面が重視される傾向があります。したがって、
部屋のレイアウトを考える際は、この点を考慮に入れる必要があります。什器や、
追加の壁などを設置する余裕を持たせる必要があります。
参加グループの人数は、会議室の実際のサイズだけに依存するわけではありません。
出席者の数は、部屋のレイアウトにも左右されます。これで、会議出席者が互いを
見ることができる、実際の座席の配置が決まります。
カメラで出席者全員をキャプチャするのに必要な、最短距離があります。レイアウト
を決める際は、これを考慮する必要があります。また、ビデオ会議以外の目的でも部
屋を使用する場合は、レイアウトに不都合が生じないようにする必要があります。
ビデオ装置で会議出席者を撮影しやすくするための会議テーブルも、什器メーカー
によって開発されています。カスタム設計された会議テーブルや、揃いのキャビネッ
トなど、ビデオ用の専用機器も、さまざまなメーカーによって提供されています。
小規模の会議室。ビデオ カメラの最適なアングルとしては、「テーブルを見下ろす」
角度で、カメラに一番近い席を空席としておきます。

小規模な会議室では、通常は「テーブルを見下ろす」座席配置が最適です。場合によっては、
やや傾斜のあるテーブル（右）を推奨します。

カメラに一番近い席に座ると、モニタを見ることも、カメラに写ることもできません。
これを回避することによって、離れた席まで見渡せるようになります。また、テーブ
ルの周辺に通路を確保することもできます。
大規模な会議室は、10 ～ 30 人を収容できるよう設計された部屋で、通常は座席が 
U 字型に配置されているとより効果的です。

大きい会議室では、座席が U 字型に配置されていると効果的です。テーブルの長辺をカメラ
に対面させることによって、実現することもできます。

遠隔学習用途は、大人数のオーディエンス（通常は 30 人以上）を対象としているため、
従来のホールや教室のようなレイアウトが必要となることがあります。遠隔学習を効
果的にできるように、複数のモニタを使用することもできます。次に、リモート スピー
カとローカル スピーカ、個別のプレゼンテーション モニタ、および後ろに座っている
人たちが見やすいよう 2 台のモニタを追加した構成を例示します。

ローカルの発表者遠隔地の発表者

遠隔学習用途は、ホールや教室のようなレイアウトが効果的です。

ここで念頭に入れておくべきことは、遠隔地の講師が受講者に話しかけられるように
することです。遠隔地の発表者を表示するモニタにカメラが付属していると、受講者
はモニタを見ながら講師と対話できるため、自然なコミュニケーションができます。
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マイクに関するガイドライン

少人数のグループでは、通常は 1 本のマイクがあれば十分です。1 本以上のマイク
が同梱されているシステムは、すべての付属マイクを使用できるよう設計されてい
ます。これらのマイクは、干渉を最小限に抑えられるよう、できるだけ離して配置
する必要があります。また、シスコでは、天井に設置できるマイクも提供しています。
マイクは、発表する出席者から常に見える場所に置いておくようにしておきます。
マイクは、テーブルに置かれたコンピュータやプロジェクタのファンなど、ノイズ源
から離れた場所に置いてください。これらのノイズ源からの雑音は、遠隔地の出席
者には、予想以上に大きく聞こえます。
遠隔学習用途、およびその他の教室およびホールのレイアウトの場合（詳しくは、
前のページを参照）、講師（遠隔地の発表者）が必要に応じてオーディエンスの声
を聴きとれるよう、マイクを設置する必要があります。

モニタとカメラに関するガイドライン

視聴距離は、使用するモニタのサイズと、テーブル周辺の人数によって異なります。
下の図を参照してください。視聴距離がどのように定義されているかを確認してくだ
さい。推奨視聴距離については、サイドバーを参照してください。

視聴距離

視聴距離は、モニタのサイズによって異なり、次のように測定されます。

シスコの多用途システム カメラの水平画角は、約 70 度です。モデルによって、多少
の誤差があります。
カメラの設置場所を決定する際には、画角を考慮に入れる必要があります。モニタの
場所とカメラの位置がかなり離れていると、自然なコミュニケーションを図る感覚が
得られない可能性があります。
モニタにカメラが取り付けられているシステムでは、ルーム レイアウトと座席数を決
定する際に注意する必要があります。

シスコによる推奨
縦横比が 16:9 の 1080p モニタを使用する場合は、次の視聴距離から始めてください。

• 42" モニタ：1.5 m / 4 フィート 11 インチ
• 52" モニタ：2.0 m / 6 フィート 6 インチ
• 65" モニタ：2.5 m / 8 フィート 2 インチ
これらの設定は、ガイドラインとしてのみ提供しています。取り付け位置を固定する前に、現場でさ
まざまな距離を試すことを推奨します。
上記のガイドラインは、テーブルに着席する人数によって変わる可能性があります。テーブルの端（ま
たはその付近）に座る人は、特にプレゼンテーションにおいては、モニタからの距離が遠すぎると感
じることがあります。その場合は、大きなモニタを使用することを推奨します。
また、モニタに近すぎると、カメラから「見下ろされる」ようになります。これにより、遠隔地の出席
者が、自然なコミュニケーションを図る感覚を得られなくなる可能性があります。

シスコによる推奨
• 出席者とマイクの間に障害物を置かないでください。マイクは、常に出席者から見える場所に置いてお
く必要があります。

• マイクの近くに、ファン音が大きい機器を置かないでください。
• ホールの場合は、遠隔地の講師とのコミュニケーションを図れるよう、オーディエンスの中にマイクを置
いておく必要があります。
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プレゼンテーション ツールに関するガイドライン

ドキュメント カメラ、PC ベースのプレゼンテーション、外部ビデオ ソース（DVD 
を再生するなど）といったプレゼンテーション ソースを追加することで、テレプレ
ゼンスを効果的に利用できます。
ビデオ会議室を、ローカルの会議室のようにも使用できます。モニタは、ローカル
の会議のプレゼンテーション モニタとしても使用できます。

ドキュメント カメラ
オブジェクトや、紙ベースのドキュメントを表示するには、ドキュメント カメラを使
用します。
カメラは通常、会議テーブルの上に設置しますが、ローカルの条件によっては、室
内の任意のテーブルの上に取り付けることもあります。

ドキュメント カメラの操作の原理。

ドキュメント カメラは、リモート コントロールで [プレゼンテーション
（Presentation）] を選択し、入力ソース（なにを表示するか）を指定することで使
用できます。

PC プレゼンテーション
PC、コンピュータ ネットワーク、または PC からアクセスできるその他の場所にある
プレゼンテーションも、ビデオ会議で表示できます。
ほとんどの Cisco TelePresence システムおよびすべてのコーデックでは、コン
ピュータとビデオ システムを接続できます。
PC プレゼンテーションにより、ローカルの出席者でも遠隔地の出席者でも、全員が
プレゼンテーションを共有できます。つまり、唯一必要なコンピュータは、プレゼン
テーションを行うためのコンピュータだけです。

コンピュータをソースとして使用するプレゼンテーション。

ホワイトボード
ビデオ会議室にホワイトボードを設置する場合は、メイン カメラからでもホワイト
ボードを撮影できると思わずに、2 台めのカメラを設置することを検討してください。
ホワイトボードは通常、メイン カメラからの映像が見やすいように、メイン カメラの反対側に置
く必要があります。光沢のあるホワイトボードのグレアは、遠隔地の出席者の目障りになることが
あります。

多くの Cisco TelePresence システムでは、1 台以上のカメラを使用できるため、リ
モート コントロールで 2 台のカメラを簡単に切り替えることができます。

ホワイトボードを使用する場合は、メイン カメラからでも
撮影できるとは思わず、別のカメラを設置してください（詳
細については本文を参照）。
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ベスト プラクティス

効果的なビデオ会議では、出席者の距離がどれだけ離れていても、対面式の会議
を行えます。ビデオ会議であっても、会議であることには変わりありません。通常
のマナーや、服装を心がけるようにしてください。
一般事項
• プライバシー上の理由により、装置を [自動応答（Automatic Answer）] に設
定し、マイクはミュートにしておきます。

• 必要なだけ、出席者に「ビデオ システムを操作する貴重な経験」を試してもらい
ましょう。

デスクトップ ビデオ会議装置の場合
• ビデオ システムは、日常的に使用するほかのツールと共に、PC のそばに設置し
ます。そうすると、移動しなくてもプレゼンテーションを簡単に共有できます。
自分のシステムを PC 画面として使用することもできます。

• オープン オフィス環境では、プライバシーを確保できるよう、ヘッドセットを使
用してください。

会議室の場合
• すべての発表の音声が拾われるよう、マイクをテーブルの前方に設置します。シス
テムから少なくとも 2 m（6.5 フィート）ほど前の位置にある、0.3 m（1 フィート）
以上の平らな台が最適です。

• 可能であれば、ドキュメント カメラは会議のリーダーの近くか、指定のコントロー
ラの近くに設置してください。すべてのペリフェラルは、1 人の出席者が手を伸ば
して、会議の最中にポイント、ディスプレイ変更、記録などの操作を行える場所
に置いてください。

• 最も自然な会議環境を確保するには、受信モニタの上部中央にカメラを置いてく
ださい。遠くにいる会議の相手とアイ コンタクトを行えるよう、カメラは、会議
出席者に直接向ける必要があります。ビデオ システムの自画面機能を使用して
確認してください。自画面設定は、遠隔地の出席者に表示される映像を、自分
側（発信ビデオ）に表示します。

• プレゼンテーションを行う場合は、通常はデュオ カメラを活用します。つまり、2 
本のビデオ ストリームを使用します。1 本はプレゼンテーション用、もう 1 本は
発表者（または発表者グループ）用です。小規模のシステムの場合、プレゼンテー
ションか発表者のどちらを表示するかを選択しなければならないことがあります。
デュオ ビデオの場合、注意が必要な点があります。デュオ ビデオは、多くの場
合は、画面の半分にプレゼンテーション、残りの半分には発表者が、横に並べて
表示されます。すべてリモート モニタで表示される場合、プレゼンテーションに
背中を向けるのではなく、プレゼンテーションに目を向けている印象を与えるよう
にしてください。または、プレゼンテーションに背中を向けないように、カメラを
見るようにしてください。

カメラのプリセットの使用
• Cisco TelePresence システムでは、ズームおよびカメラの向き（パン）を事前定
義できます。必要であれば、これらを使用し、発表者にズームします。後からズー
ム アウトすることを忘れないでください。

スピーカのボリューム
• オーディオ システムでは、モニタに内蔵されたスピーカか、Cisco Digital Natural 

Audio Module を使用します。
• システムによっては、モニタのリモートを使用してボリュームを調整し、デフォル
トのボリュームを設定できます。

明るさのコントロール
• モニタの明るさや色などの設定を調整するには、モニタのリモート コントロール
を使用してください。会議室の条件に合わせて、モニタを調整してください。シス
コのモニタには、非常に簡単に使用できる、画面上のメニューがあります。モニタ
の設定方法の詳細については、ユーザ マニュアルを参照してください。

使いやすさ
• 会議出席者がダイヤル、プレゼンテーションの追加、および通話中にその他の機
能を使用できるよう、室内にポスター、テーブル テント、またはその他のクイッ
ク リファレンス ガイドを置くことを検討してください。



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。
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