Cisco TelePresence System Profile 65" の設置
Profile 65" の同梱物：

注意事項

設置場所でのシステムの開梱

部屋に関するガイドライン

モニタ

Profile 65" を開梱し、組み立てる際は、この設置ガイドの手順に従ってください。

Profile 65" の開梱と組み立ては、システムを使用する場所で行うことを強く推奨し

注：平らな面に設置してください。

支柱

システムの設置には、4 人以上の作業者が必要です。

グリル
カメラ

•
•
•
•

リモート コントロール
マイク
アクセサリ

ユーザ マニュアル

メイン ユニットの外寸と総重量（梱包材含む）
：

•
•
•
•

各ユニットの重量（梱包材含む）
：

Touch 8" インターフェイス デバイス

ビデオ会議室の手引きの、部屋に関するガイドラインを参照してください。

搬入にエレベータを使用する場合は、エレベータの寸法を確認してください。

• モニタ ボックスは、4 人で持ち上げてください。
• 支柱は、2 人で持ち上げてください。
• スタンドアロン型のフット モジュールは、2 人で持ち上げてください。

フット モジュール（スタンドアロン型または壁掛け型）

ます。

モニタ ボックス：110 kg / 243 ポンド
支柱：40 kg / 88 ポンド

フット モジュール ボックス：25 kg / 55 ポンド

アクセサリ、カメラ、タッチ スクリーン、グリル ボックス：8 kg / 17.6 ポンド

コンプライアンスおよび安全情報などが記載されているこの製品のユーザ 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 を参照してください。

高さ：145 cm / 57.1 インチ
幅：76 cm / 29.9 インチ

長さ：170 cm / 66.9 インチ
重量：182 kg / 401 ポンド

寸法

注：メイン ユニットを設置場所に運べない場合は、手順 1 〜 2 を実行してから、
小さめのユニットを設置場所に搬入してください。

ユニットの寸法は、次のとおりです。

• 高さ：167 cm / 65.7 インチ
• 幅：153 cm / 60.3 インチ
• 奥行：スタンドアロン型の場合：66 cm / 26 インチ

短いブラケットを使用する壁掛けユニットの場合：44.7 cm / 17.6 インチ
長いブラケットを使用する壁掛けユニットの場合：52.2 cm / 20.6 インチ

Profile 65" の開梱と組み立て

1

フット モジュールの開梱

2

スタンドアロン型フット モジュール

ユニットの開梱

モニタ ボックス
支柱
（110 kg / 243 ポンド） （40 kg / 88 ポンド）
モニタ ボックス

スナップ ロックを
引き上げて開きます。

スナップ ロックを
引き上げて開きます。

外側のカバー

壁掛け型フット
モジュール

前面

重量があ
り、サイズ
の大きいユ
ニットです。
4 人で持ち上げて
ください。

重量があ
り、サイズ
の大きいユ
ニットです。
2 人で持ち上げて
ください。

注意

注意

グリル ボックス
タッチ スクリーン ボックス
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アクセサリ ボックス

Surface treatment
-

カメラ ボックス
支柱の保護発泡材

1. ユニットを安定した面に置きます。
フット モジュールのアクセサリ
Telecom AS
• オレンジ色のレベル調整ツール
117000 rev.
• ナットEagle
4本
• 壁掛け用ブラケット（壁掛け型のみ）
• スペーサ（壁掛け型のみ）
• アレン キー（壁掛け型のみ）
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重量が
あります。
注意

3

3D CAD model file 117000 rev. 00Z+ is master

1. スナップ ロックを開きます。

2. フット モジュール ボックスを持ち上げます。

を外します。

Checked Change

Sheet 1 of 1

フット モジュール（25 kg / 55 ポンド）

2. スナップ ロックを開き、外側のカバー
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Processes
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Dimensions without paint or finish
All materials, finishes, and proccesses
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Specification:
Type:
Manufacturer:
Type number:
Thickness:
Color:
Surface:
Glossiness:
Flame class:
UL reference:

Material
-

支柱

3. 各部品を確認します。
Surface treatment
-

4. カメラ、タッチ スクリーン、グリル、ア
クセサリのボックスを持ち上げます。

作業者 1：
ここをつかんで持ち上げる。

る梱包材を外します。

4

作業者 2：
ここをつかんで持ち上
げる。

下部モジュールの取り付け

1. 支柱を持ち上げ、フット モジュールにゆっ
2. 支柱から見下ろすと、フット モジュールに
4 本のネジがあるのがわかります。

バッテリ
レンチ

キー ロック ツール
手袋

ウエス

キー ロックとレベル調整
レベル調整ツールは、フット モジュー
ル ボックスに入っています。 キー ロック
ツールは、アクセサリ ボックスに入ってい
ます。

ロック

これらのネジが、支柱の対応するネジ穴
に当たるようにしてください。

上方向に調整

3. 4 本のナット（プラスチック袋に入ってい

ロック解除

ます）を締めます。 右側のイラストを参
照してください。

キー ロック

フット モジュールの穴は、背面からしか
見えません。
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•
•
•
•
•

下部モジュール（支柱と
フット モジュール）の断
面図をイラストに示しま
す。

くりと挿入します。

このイラストでは、スタンドアロン型のフット モジュー
ルを示します。 壁掛け型のフット モジュールも、同じ
方法で取り付けます。

• 電源ケーブル
• マイク
• リモート コントロー
ル

5. 支柱とモニタ ボックスの上と周辺にあ

フット モジュールへの支柱の取り付けと、下部モジュールの完成

アクセサリ ボックス

2 本のナットを外側か

2 本のナットを外側か

ら締めます。

ら締めます。

1 ページ

キー ロックにオレンジ色のキーを入れ
ます。ロックするには右方向に回し、ロッ
ク解除するには左方向に回します。

図のようにレベル調整ツールを挿入し
ます。 上から見て、右方向に回して高
さを上げます。

下方向に調整
レベル調整ツールを、ホイールの反対
側から挿入します。 左方向に回して、
高さを下げます。

Cisco TelePresence System Profile 65" の設置

5

壁へのユニットの取り付け

6

下部モジュールと壁までの距離に応じて、短いブラ
ケットか長いブラケットを選んでください。

壁掛け用のブラケット、ブラケット スペーサ、アレン キーは、
フット モジュール ボックスに入っています。

モニタ ボックスの開梱と、ベースへのモニタの取り付け

下部モジュールと壁掛け用ブラケットの間に、ス
ペース ブラケットを使用します。

2. 9 ピン D-SUB ケーブル

重量があ
り、サイズ
の大きいユ
ニットです。
4 人で持ち上げて
ください。

壁掛け用ブラケット（長）

3. 15 ピン D-SUB ケーブル
4. 電源ケーブル

注意

壁掛け用ブラケット（短）

壁掛け型システムは、経験のある作業者が設置することを強く
推奨します。

下部モジュールのケーブルを確認し、図に従って接続します。

1. HDMI ケーブル

警告
本機器はサイズが大きく質量も重いため、設置指示に従って壁
掛け用ユニットを安全に設置し、本製品が壁面で安全に支えら
れた状態になるようにしてください。

7

モニタ ケーブルの接続

注：持ち上げるには、4 人の
作業者とリフティング スト
ラップが必要です。

スペース ブラケット

電源

1. 下部モジュールと壁までの距離に応じて、短いブラケットか
長いブラケットを選んでください。

2. 壁掛け用ブラケットを、下部モジュールに固定します。 手持
ちの 3 本のネジを使用します。 フット モジュール ボックス
に入っているアレン キーを使用してください。

3. 下部モジュールを壁に沿って置き、ブラケットを固定する場
所に印をつけてから、下部モジュールをよけておきます。

4. 壁にネジを固定するために、適切な固定装置を使用します。

リフティング ストラップは同梱され
ています。 リフティング ストラップ
は、モニタと共にボックスに入って
おり、すぐに使用できます。

5. ケーブルを接続します（手順 11 を参照）。
6. 下部モジュールを壁に沿って置き、壁に固定します。

EMC A クラス適合宣言

注：ストラップは、モニタには固定
されていません。 モニタを持ち上
げる際は、ストラップが滑らないよ
うに注意してください。

8

9

カメラの取り付け

RJ45

1. モニタの上部カバーを開き

HDMI

RJ45

ます。

10

カメラ ケーブルとコーデックの接続

1. 上部カバーを閉じます。

2. 2 本のケーブル クランプを使用し、下部モジュール内にケーブルを固定します。

2. 上部グリルを留めます。
3. スピーカー グリルを留めます。

HDMI

4. モニタ フレームのプラスチック製のカバーを外します。
720p60

480p60

720p50

*Camera negotiates format over HDMI, HD-SDI tracks
HDMI, and defaults to 1080p30 in absence of HDMI sync.
**Please consult manual.

720p30

720p25

SW control**

0 1 0 1 0

720p60

720p60

480p60

0 1 0 0 0
0 1 0 0 1

720p50

720p25

720p50

1080p60

1080p50

720p30

0 0 1 1 0
0 0 1 1 1

0 0 1 0 0
0 0 1 0 1

HD-SDI

1080p30

1080p25
1080p25

1080p30

0 0 0 1 0
0 0 0 1 1

0

Auto*

0 0 0 0 0
0 0 0 0 1

1

HDMI
1 2 3 4 5

Video format

ネクタに接続します。

前面へのグリルの取り付けと仕上げ

1. カメラ ケーブルを、モニタを通じて溝内部に押し込みます。

5. 同梱のウエスを使用し、システムを拭きます。

B

2. カメラ ケーブルを、カメラ
の HDMI および RJ45 コ

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。

11

背面でのケーブル接続

1. システムの背面から出ているケーブルを
接続します。

•
•
•
•

イーサネット ケーブル

PC ケーブル

マイク ケーブル
電源ケーブル

2. 同梱の Touch 8" 設置ガイドに従い、
Push the camera cable down the
channel through the Monitor.
Use the cable clamps to fasten the cable
inside the Bottom Module
and connect to the codec.

Mounting hole (Tripod) 1/4" UNC

S/N

Rev

タッチ インターフェイス デバイスを接
続および初期化します。

Camera cable

カメラのディップ スイッチを設定します（各国によって設定が異な
ります）。

カメラ ケーブルは、
溝内部を通します。

• 50 Hz：00011、1080p50（HD-SDI は 720p50）
• 60 Hz：00100、1080p60（HD-SDI は 720p60）

イーサネット
ケーブル

コーデックは、前面扉
の中に入れられます。

PC ケーブル
電源
ケーブル

3. カメラを上下逆に持

ち、カメラをゆっくり
とスライドさせて所定
の位置に固定します。

マイク
ケーブル

3. カメラ ケーブルを接続します。
HDMI ケーブルを、コーデックの
HDMI 1 入力に接続します。
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9 ピン D-SUB ケーブルを、コーデックの

カメラ コントロール入力に接続します。

2 ページ

マイク ケーブルを、コーデックの
Microphone コネクタに接続します。

