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Cisco TelePresence システム Quick Set C20 の設置

Quick Set C20 のコンポーネント
•	 Codec C20
•	 カメラ オプション

A：PrecisionHD 1080p 12X カメラ 
B：PrecisionHD 1080p 4X カメラ

•	 Table Microphone 20
•	 リモート コントロール

アクセサリ：
•	 3 × HDMI ケーブル（画面とカメラの接続用）
•	 LAN 用イーサネット ケーブル
•	 PC 接続用の VGA と DVI-A 間のケーブル
•	 カメラのケーブル
•	 電源装置
•	 カメラ取り付けブラケット

ビデオ システムをすべて揃えるには、Quick Set C20 のほかに、
モニタまたはプロジェクタ、およびスピーカ（外付けまたはモニタ
組み込み式）が必要です。

ユーザ ガイド
コンプライアンスおよび安全情報を含め、この製品のユーザ 
ガイドは、オンラインで提供されています。URL：http://www.
cisco.com/go/telepresence/docs を開き、右側のパネルからお
使いの製品にナビゲートします。まず、TelePresence ソリュー
ション プラットフォームを選択してください。

カメラについて
PrecisionHD 1080p 12X カメラには、レンズ フー
ドが同梱されています。このレンズ フードは、ビデオ
撮影の妨げになる迷光を防ぐために使用します。

カメラ マウント ブラケットは、
アイ コンタクトを向上するために、
カメラをモニタの上に配置できるよう
マウントする必要があります。

レンズ フードを搭載した 
PrecisionHD 1080p 12X カメラ。

PrecisionHD 1080p 4X カメラには、
レンズ フードは必要ありません。

カメラ マウント ブラケットは、
アイ コンタクトを向上するために、
カメラをモニタの上に配置できるよう
マウントする必要があります。

注意
ビデオ コールでシステ
ムを使用するには、
オレンジ色のソケットを
すべて接続する必要が
あります。

デバイスを接続、
または切断するときは、
必ずすべての装置を
オフにしてください。

ビデオ コールでシステ
ムを使用するには、
オレンジ色のソケットを
すべて接続する必要が
あります。

デバイスを接続、
または切断するときは、
必ずすべての装置を
オフにしてください。

PrecisionHD 1080p 4X カメラの接続

注意
ビデオ コールでシステ
ムを使用するには、
オレンジ色のソケットを
すべて接続する必要が
あります。

デバイスを接続、
または切断するときは、
必ずすべての装置を
オフにしてください。

ビデオ コールでシステ
ムを使用するには、
オレンジ色のソケットを
すべて接続する必要が
あります。

デバイスを接続、
または切断するときは、
必ずすべての装置を
オフにしてください。

PrecisionHD1080p12X   カメラの接続

http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
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Cisco TelePresence システム Quick Set C20 の設置

基本設定
オンライン接続し、コールを送受信する前に、ビデオ システムを設定してくださ
い。リモート コントロールと画面上のメニューを使用するための、基本的な設定
手順を説明します。

Touch コントローラを使用する場合や、最新情報を入手する場合には、Web  
サイトで提供されている『Getting Started Guide』を参照してください。

1 システムの起動画面にメニューが表示されない場合は、リモート コントロールの 
 （ホーム）を押してメニューを表示します。

それでもシステム画面にメニューが表示されない場合：
•	モニタがコーデックに接続されてスイッチがオンになっているか確認
してください。

•	コーデックのスイッチがオンになっているか確認してください。
•	リモート コントロールの電池の + と - の向きが正しいことを確認し
てください。電池の残量が少ない場合は、交換してください。

コーデックのスイッチをオンにしたら、起動するまで数分お待ちください。

4 IP アドレスの検索
[システム情報（System information）] リストから IP アドレスを検索
します。

1. [設定（Settings）] > [システム情報（System information）] の順
に移動します。 （OK）を押し、システム情報を表示します。

2. IP アドレスが自動的に割り当てられる場合は、システムの IPv4 また
は IPv6 アドレスは [ネットワーク（NETWORK）] 情報として表示
されます。

3.   （ホーム）を押して終了します。

3 プロビジョニングの設定ビデオ システムがプロビジョニング システムによって設定される場合
は、プロビジョニング システムの種類と、その接続方法を設定する必
要があります。一般的に、他の設定は自動的にプロビジョニングされます。

1. [設定（Settings）] > [管理者設定（Administrator settings）] > [詳
細設定（Advanced configuration）] > [Provisioning] > [Mode] 
の順に移動します。リモート コントロールの  （OK）を押し、ドロッ
プダウン リストを開きます。リストから、使用するプロビジョニング 
システムの種類を選択します。 （OK）を押して確定します。

2. 変更したい [Provisioning] 項目を展開し、プロビジョニング システ
ムのプロバイダから支給された情報を入力します。

3.   （ホーム）を 2 回押して終了します。

注：プロビジョニング システムを使用する場合、多くの場合は次の手順
で説明する IP、H.323、SIP、および日時パラメータを設定する必要
はありません。

6 H.323 および SIP パラメータの設定
ビデオ システムは、ビデオ通話で H.323 プロトコルまたは SIP プロ
トコルのいずれかを使用します。

H.323 および SIP を適切に設定するために必要な情報（システム ID 
やサーバ アドレスなど）については、サービス プロバイダにお問い合
わせください。

H.323 および SIP 設定は、[詳細設定（Advanced configuration）] 
メニューから設定します。

1. [設定（Settings）] > [管理者設定（Administrator settings）] > [詳
細設定（Advanced configuration）] の順に移動し、[H.323] また
は [SIP] を選択します。

2. 変更したい項目を展開し、サービス プロバイダから支給された情報
を入力します。

3.   （ホーム）を 2 回押して終了します。

2 [管理者設定（Administrator settings）] メニュー パス
ワードの設定
ビデオ システムの初期設定では、[管理者設定（Administrator 
settings）] のメニュー パスワードは設定されていません。
注：[管理者設定（Administrator settings）] メニューにパスワード
を設定することを強く推奨します。これらの設定は、システムの動作に
影響するため、システム管理者のみが変更してください。
パスワードをメモし、安全な場所に保管してください。

1. [設定（Settings）] > [管理者設定（Administrator settings）] > [メ
ニュー パスワードの設定（Set menu password）] の順に移動しま
す。リモート コントロールの （OK）を押し、パスワード入力フィー
ルドを開きます。

2. パスワードを入力します。
リモート コントロールの # キーを押すと、小文字、大文字、 
数字（abc/ABC/123）を切り替えできます。
入力したパスワードは表示されずに、各文字はアスタリスク（*）
として表示されます。

3. [保存（Save）] に移動してパスワードを設定するか、[キャンセル
（Cancel）] を選択して保存せずに終了します。リモート コントロー
ルの （OK）を押し、選択を確定します。

4.  （ホーム）を押して終了します。

5 IP パラメータの設定
ビデオ システムが IP ネットワークに接続されている必要があります。IP バージョン 4（IPv4）と IP バー
ジョン 6（IPv6）がサポートされています。どちらのバージョンも、IP パラメータをネットワークで自
動的に割り当てることも、すべて手動で設定することもできます。
パラメータを手動で設定する場合は、ネットワーク管理者に連絡し、必要なパラメータを取得してください。

1. IP バージョンの選択：
i. [設定（Settings）] > [管理者設定（Administrator settings）] > [IP 設定（IP settings）] > [IP 
バージョン（IP version）] の順に移動します。

ii. 必要に応じて、ドロップダウン リストから [IPv4] または [IPv6] を選択します。 （OK）を押し
て確定します。

2. IP 取得方法の自動 /手動の選択：
i. [設定（Configure）] > [IP 取得方法（IP assignment）] の順に移動します。
ii. ドロップダウン リストから [DHCP] （IPv4）または [自動設定（Autoconf）] （IPv6）を選択すると、

IP が自動的に取得されます。[静的（Static）] を選択すると、IP アドレスを手動で設定できます。
 （OK）を押して選択します。

iii. 変更を保存する場合は [OK] に移動し、保存しない場合は [キャンセル（Cancel）] に移動します。
（OK）を押して選択を確定します。

3. 下記の表に従って、残りの IP 設定を行います。

4.    （ホーム）を押して、[ホーム（Home）] メニューに戻ります。

IP 取得方法
IP バージョン DHCP/自動設定 静的

IPv4

IP 設定は完了しています。 i. [設定（Configure）] に移動し、[IP 
アドレス（IP Address）]、[サブネッ
ト マスク（Subnet Mask）]、[ゲー
トウェイ（Gateway）]、[DNS サー
バ（DNS Server）] を入力します。

ii. 変更を保存する場合は [OK] に移動
し、保存しない場合は [キャンセル
（Cancel）] に移動します。 （OK）
を押して確定します。

IPv6

i. [設定（Configure）] > [DHCP オ
プション（DHCP Options）] の順
に選択し、適宜 [オン（On）] また
は [オフ（Off）] を選択します。1 

   （OK）を押して選択します。
ii. 変更を保存する場合は [OK] に移動
し、保存しない場合は [キャンセル
（Cancel）] に移動します。 （OK）
を押して確定します。

i. [設定（Configure）] に移動し、[IP 
アドレス（IP Address）] と [ゲー
トウェイ（Gateway）] を入力します。

ii. 必要に応じて [DHCP オプション
（DHCP Options）] を [オン（On）] 
または [オフ（Off）] に設定します。1

iii. 変更を保存する場合は [OK] に移動
し、保存しない場合は [キャンセル
（Cancel）] に移動します。 （OK）
を押して確定します。

1 [DHCP オプション（DHCP Options）]：
[オフ（Off）]：すべての IP パラメータ（IP アドレスとゲートウェイを除く）を
手動で設定する必要があります。 
[オン（On）]：IP パラメータ（DNS サーバや NTP サーバのアドレスなど）はネッ
トワークで自動的に取得されます。

7 設定の確認[システム情報（System information）] リストで、設定を確認するこ
とを推奨します。

1. [設定（Settings）] > [システム情報（System information）] の順
に移動します。 （OK）を押し、システム情報を表示します。

H.323 ゲートキーパーまたは SIP サーバに正常に登録されると、
H323/SIP の [ステータス（Status）] に [登録済み（Registered）] 
と表示されます。正常に登録されなかった場合は、[ステータス
（Status）] には [未登録（Not registered）] または [登録失敗
（Registration failed）] と表示されます。

2.   （ホーム）を押して終了します。
EMC クラス A 適合宣言
警告：この装置は、クラス A 情報技術装置です。国内環境で本製品を使用すると、
電波障害を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザが十分な対策
を講じるように求められることがあります。

8 日付と時刻の設定ビデオ システムをセットアップする際に、日付と時刻が正確に設定され
ているか確認する必要があります。日付と時刻の情報は、特にゲートキー
パーなどのネットワーク要素に送信されるメッセージにタイム スタンプ
を適用するために使用されます。
日付と時刻は、画面の右上隅に表示されます。

1. [設定（Settings）] > [日付と時刻（Date and time）] の順に移動
します。

2. 使用したい [時刻表記形式（Time format）] と [日付表記形式（Date 
format）] を、対応するドロップダウン リストから選択します。 （OK）
を押して確定します。

3. [タイムゾーン（Time zone）] ドロップダウン リストからタイム ゾー
ンを選択します。 （OK）を押して確定します。

4. 使用したい [NTP モード（NTP mode）] を、対応するドロップダウ
ン リストから選択します。 （OK）を押して確定します。2 

[手動（Manual）] を選択した場合は、[NTP サーバ（NTP 
server）] のアドレスも入力します。変更内容を保存するには [保
存（Save）] を選択し、保存しない場合は [キャンセル（Cancel）] 
を選択します。 （OK）を押して確定します。
[オフ（Off）] を選択した場合は、[日（Day）]、[月（Month）]、[年
（Year）]、[時（Time）] ドロップダウンリストにそれぞれ正確な
値を入力します。 （OK）を押して確定します。

5.   （ホーム）を押して終了します。

2 NTP モード：
[自動（Auto）]：時刻は NTP サーバにより定期的に更新されます。
NTP サーバ アドレスはネットワークから自動取得されます（DHCP）。
[手動（Manual）]：時刻は NTP サーバにより定期的に更新されます。
NTP サーバ アドレスを手動で入力する必要があります。
[オフ（Off）]：時刻を手動で設定する必要があります。時刻は自動
更新されません。


