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安全上の重要事項

この警告記号は「危険」の意味です。人身事故を予防するための
注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業を行うときは、
電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してく
ださい。

（注）これらの注意事項は大切に保管しておいてください。

（注）このマニュアルは、製品に付属する製品インストレーション
ガイドと併せて使用してください。詳細な情報については、インス
トレーション ガイド、コンフィギュレーション ガイド、またはその
他の付属マニュアルを参照してください。

インストレーション手順やユーザ マニュアルを読んでから、システ
ムを電源に接続してください。

この製品を廃棄処分する際には、各国の法律または規制に従って
取り扱ってください。

電源ケーブルおよび AC アダプタ
製品をインストールする際は、同梱または指定のケーブル、電源
ケーブル、および AC アダプタを使用してください。他のケーブル
やアダプタを使用すると、誤作動または火災の原因となります。電
気用品安全法により、シスコによって指定された製品以外の電気
製品で、UL 認定のケーブル（コードに「UL」と記載）を使用す
ることは禁じられています。電気用品安全法で認定されたケーブル
（コードに「PSE」と記載）の使用については、シスコ指定の製
品に限定されません。
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ユーザの安全について
ユーザを保護するために、機器を操作する前に安全に関する注意
事項をよく読み、このマニュアルをすぐに参照できる場所に保管し
てください。
この概要に記載されている情報は、機器を操作するユー
ザ、および修理（点検）担当者向けの一般的なガイダンスとして
提供されるものです。システムのすべての警告、注意、手順、ま
たは操作の手順に記載された事項を慎重に実行し、遵守してくだ
さい。

機器のマーク

● クリーニング：クリーニングまたは研磨を行う前に、システムを
電源から切断してください。本書の「システムのクリーニング」
の項に記載された一般的なクリーニング手順に従ってください。
● アース：この装置は必ずアース接続を行う必要があります。
絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付け
られていない装置を稼働させたりしないでください。アースが
適切かどうかがはっきりしない場合には、電気検査機関または
電気技術者に確認してください。
● 電源の保護：電源ケーブルは、人に踏まれたり、物に挟まれた
りする場所に配置しないでください。プラグ、コンセント、およ
びシステムからコードが出てくる場所には、特に注意してくださ
い。

● 保管：システムを保管する必要がある場合は、損傷を防ぐため
に、管理されている環境に必ず保管してください。詳しいガイ
ドラインについては、コーデックのマニュアルを参照してくださ
い。
● 移動性と可搬性：システムを移動する前に、電源コードとその
他の接続機器が切断されていることを確認してください。別の
場所に移す場合は、ケースの掛け金を確実に閉め、持ち手を
使用してください。
● 損傷した機器：次の状況に該当する場合は、コンセントからシ
ステムを外し、点検担当者にお問い合わせください。

- 電源コードまたはプラグが破損しているか、擦り切れている
場合

● アタッチメント：メーカー推奨のもので、本書のシステム ガイド
ラインに従ったアタッチメントのみを使用してください。

- 落下によりシステムに過剰な衝撃が加わった場合、または

● 雷：雷雨のとき、または長期間にわたって使用されない場合は、
システムを電源から切断してください。

- システムが、操作の手順どおりに動作しない場合

ユニットが損傷した場合

● 点検：自分でシステムを点検しないでください。カバーを開い
たり取り外したりすると、感電やその他の危険があり、保証の
適用対象外となります。点検については、資格のある担当者に
お問い合わせください。
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安全上の注意
警告

環境上の問題

廃棄物の取り扱い

このシステムは、可搬性と耐久性を実現できるよう設計されていま
すが、安全性を期し、ユニットの損傷を防ぐために、使用と輸送
の際は注意を払う必要があります。

環境汚染を軽減し、環境保護に貢献する製品をお買い上げいただ
き、ありがとうございます。本製品をご利用いただくと出張や輸送
を減らすことができるため、環境汚染を減らすことができます。本
製品には、消耗部品（化学薬品、トナー、ガス、紙）はまったく、
またはほとんど使用されていません。本製品は、低エネルギー消
費製品です。

EU バッテリおよび WEEE 指令

北米のお客様
本機器は、FCC ルールのパート 15 に従い、クラス A デジタル
の制限に準じます。
これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止
する適切な保護を規定しています。本装置は、無線周波エネルギー
を生成、使用、および発生させます。このエネルギーは、無線通
信に有害な干渉を及ぼすことがあります。
本書において明示的に承認されていない変更または修正により、
本機器を操作する権限を失うことがあります。

バッテリの取り扱い
リモート コントロールには、長寿命アルカリ バッテリを使用します。
バッテリの取り扱いと廃棄については、付属部品に関するガイドラ
インに従ってください。

製品の製造
当社の工場では、廃棄物と汚染を軽減し、再利用可能な製品を製
造するために、効率的で環境に配慮した方法を取り入れています。
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ユーザ マニュアルに記載のように、お使いのシスコ製品には、交

換可能なバッテリ、または交換できないバッテリが使用されている
ことがあります。製品の安全性と、
データの整合性上の理由により、
交換不可のバッテリは、修理担当者または廃棄物管理担当者のみ
が取り外すこととします。交換不可のバッテリの誤作動により、製
品が正常に動作しなくなった場合は、指定サービス担当者にお問
い合わせください。
シスコ製品、バッテリ、または梱包に記載のこの
マークは、製品やバッテリを家庭ごみと一緒に廃
棄できないことを意味します。
不要になった機器やバッテリは、各自の責任において、各地域の
法律や規制に従って、家庭ごみとは別に廃棄してください。古い機
器やバッテリを正しく廃棄すると、環境や人体の健康への有害な
影響を防ぐことができます。
自治体または販売店から指定された、最寄りの廃棄物回収施設を
ご利用ください。
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はじめに
VX Tactical は、TerePresence のパワーを、コンパクトで簡単
に移動できるソリューションに収めました。可搬性と使いやすさを
念頭に設計された VX Tactical は、高解像度のビデオ コラボレー
ション システムで、遠隔地との通信とコラボレーションを簡便化し
ます。
このポータブルなエンドポイントは、Cisco TelePresence ポー
トフォリオの一部で、ビデオ録画、ファイアウォール トラバーサル、
およびビデオ管理機能を備えています。VX Tactical は、どのよう
な環境でも効果的なコラボレーションを行え、距離の壁を感じさ
せません。

VX Tactical の主な特長：
● 耐水性、防砂性、耐衝撃性、耐薬品性、および耐食性を備え
たケースにより、高い可搬性、耐久性、機能性を実現。
● 高解像度（HD）ビデオおよび全二重音声によるコンテンツ共
有が可能な Cisco TelePresence SX20 コーデック。
● 内蔵の 1080p HD カメラおよび内蔵スピーカーとマイク
● 超高輝度、光学接着の 17.5 インチ 720p60 HD ディスプレ
イ。強度は標準的なディスプレイの 3 倍。
● 触覚コントロール パネルによる簡単なシステム制御と、完全
なシステム操作を行えるストラップ付き赤外線リモート コント
ロールを装備。
● システム操作向けに、AC 電源と DC 電源オプションを装備。
● ユニットを固定するための留め金（2 つ）。

重量：
26.7 ポンド
（12.1 kg）
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寸法：
奥行 7.3 インチ（18.54 cm）
幅 19.2 インチ（48.77 cm）
長さ 15.2 インチ（38.6 cm）
開いたとき：20 インチ
（51cm）
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システムの概要
光学接着、対角 17.5 インチの
超高輝度ディスプレイ

内蔵 1080p カメラ
保護カバー付き
留め金（2 つ）

ディスプレイの明るさの
コントロール
ジッパー付き収納ポーチ
固定ストラップ付き
コール制御パッド

内蔵
スピーカー（2 つ）
ガス
ショック

赤外線受信機および
「ケース閉」感知用センサー

I/O インターフェイス パネル
保護カバー付き（オプション）

固定留め金（2 つ）

リモート コントロール
収納スペース

内蔵
マイク
ソフトグリップ
ハンドル

マジック テープ付き固定ストラップ

耐衝撃性、防砂性、
および耐水性を備えたケース

ストラップ付き TRC
リモート コントロール

右側に機器ラベルの付いた
収納エリア
バネ クリップ付きパッド式
ナイロン ストラップ
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ディスプレイ、内蔵カメラ、スピーカー、マイク、および IR センサー
ディスプレイ
システムの電源を入れると、コーデックの起動時に HD 17.5 イン
チ（44.45 cm）超高輝度ディスプレイに Cisco VX Tactical ロ
ゴの静止画像が表示されます。システムのコーデックが完全に起
動するまで、このロゴが画面上に表示されたままになります。

カバー付き 1080p 1/3 インチ CMOS カメラ。
内蔵カメラを右方向または左方向にゆっくりと回
転させると、フォーカスを手動で調節できます。

ディスプレイは光学的に接着されているので、標準的な画面よりも
強度が高く、比較的厳しい環境下でも非常に高い耐衝撃性を発揮
します。

内蔵防水ステレオ スピーカー（2 つ）

明るさのコントロール
明るさのコントロール ボタンを使用すると、環境に合わせてディス
プレイの明るさを調節できます。
内蔵カメラ

超高輝度、光学接着の対角

1080p 1/3" CMOS カメラは、カメラを左右にゆっくりと回転さ
せることで、手動でフォーカスを合わせられます。

17.5 インチ 720p60 HD ディ

スプレイ。強度は標準的なディ
スプレイの 3 倍。

内蔵スピーカー
システム音声は、防水ステレオ スピーカーから出力されます。ヘッ
ドセットを HEADSET ジャックに接続すると、システム音声の出
力がスピーカーからヘッドセットに切り替わります。
内蔵システム マイク
内蔵マイクは、ローカル ユーザからの音声を捉えるために使用さ
れます。MIC2 に接続すると、システム マイクとセカンダリ マイク
の両方を使用するコールの機能が補完されます。マイクをヘッド
セット MIC1 に接続すると、システムのマイクがオフになり、音
声は MIC1 から出力されます（MIC2 が接続されている場合は、
MIC2 からも出力されます）。

リモート コン
トロール用 IR
センサー

ディスプレイ
の明るさの
コントロール

「ケース閉」
感知用 IR
センサー

IR センサー
ディスプレイの隅にある IR センサーは、ストラップ付きリモート コ
ントロールからの指示を受信するために使用されます。
ケースを閉じると、インターフェイス パネルの上にある IR センサー
はディスプレイを「スタンバイ モード」に切り替えます。ディスプ
レイのスタンバイへの切り替えのため、両側の IR センサーを遮ら
ないようにしてください。

内蔵
システム
マイク

（注）ケースを閉じると、すべてのコールが切断されます。
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オプションの I/O カバーの取り付け

インターフェイス
パネル

I/O カバー

I/O カバーがオプションで同梱されており、インターフェイス パネ
ルのコネクタの保護を強化するために取り付けることができます。

1.

インターフェイス パネルの上部にある 4 つのネジ穴と、I/O
カバーの穴の位置を揃えます。

2.

小型のプラス ドライバを使用し、同梱されているネジ（4 本）
をインターフェイス パネルの穴に固定します。

I/O カバーを取り外すには、小型のプラス ドライバを使用して 4
本のネジを外し、カバーをシステムから引き抜きます。

I/O カバーが再度必要になるときまで、安全な場所に保管してお
きます。
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I/O インターフェイス パネル

シリアル ポート
管理用のみ。ファームウェアのアッ
プグレードと診断用。シスコ認定技
術者による指示があった場合にの
み接続すること。（注）コーデックへの接続は行
いません。

HDMI ディスプレイ出力
2 台目のディスプレイを HDMI OUT
に接続します（大きな画面で表示する
場合など）。
ディスプレイ出力（HDMI 2）は、システ
ム メニューから設定できます。ナビゲー
ション ボタンを使用し、[SETTINGS]
> [ADMINISTRATOR SETTINGS] >
[ADVANCED CONFIGURATION] > [VIDEO]
> [OUTPUT] > [HDMI 2] に移動します。

PC（DVI-I 入力 / 音声入力）
コンピュータまたはその他
のデバイスのコンテンツを、
VX Tactical 画面やリモー
トの参加者と共有するには、DVI-I 接続を使用
します。

PC の音声は、3.5mm のオーディオ プラグに

挿入することで出力できます。

マイク 2 入力

システム マイク

セカンダリの室内用マイクを接続し、テレ
プレゼンス コールの機能を拡張します。
（注）ヘッドセットのマイクを MIC1 に接続して
も、MIC2 音声は聞こえます。
オプションの Cisco Performance Mic 20 マ
イクを使用している場合、ミュート ボタンを押す
とシステムのすべてのマイクがミュートになりま
す。TRC リモートのミュート ボタンを押した場
合も同様です。
カメラ（ビデオ）入力
システムが代
替カメラ ビデ
オ ソースから
の映像を検出すると、VX Tactical の内蔵カメ
ラからの映像よりも優先されます。代替ソースが
検出されない場合は、システム カメラがアクティ
ブになります。
代替ソースで一番優先されるのは、HDMI 接続
です。Cisco Precision HD カメラを使用して
いる場合、カメラ コントロール機能を使用でき
ます。
コンポジット入力と S 映像入力が、それぞれ 2
番目と 3 番目の優先順位となります。

蔵マイク。

DC 電源入力（セカンダリ）
ローカル ユー
ザの音声を捉
えるための内

ヘッドセットおよびマイク入力
マイク付きヘッドセットを 3.5mm
入力に接続すると、公共の場所で
もプライバシーを確保したり、騒
音のある環境下でも音声が聞こえやすくなりま
す。

12V DC 電源 4 ピン DIN 接続は、
AC 電源（プライマリ）が使用できない
場合に VX Tactical に電源を供給しま
す。12 〜 32 V DC 対応用の DC-DC コン
バータも同梱されています。

AC 電源入力（プライマリ）
VX Tactical に 100 〜 240V AC
50-60Hz の電源を供給します。

音声は VX Tactical スピーカーから分岐し、接
続されたヘッドセットからのみ出力されます。
ヘッドセットのマイクが MIC1 に接続されると、
内蔵マイクはオフになります。MIC2 が接続され
ている場合は、ヘッドセットのマイクが接続され
ると MIC2 の音声を聞くことができます。
（注）このマイク入力は、3 ピン 3.5 mm 接続
に対応するよう設計されています。
ネットワーク入力
イーサネット接続を使用すると、VX
Tactical をネットワークに接続できま
す。
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システムへの電源投入
VX Tactical に電源を投入するには、2 通りの方法があります。

（注）
適切な電源に接続されていなければ、システムは動作しません。

DC-DC 電源コン

AC 電源入力（プライマリ）

バータ

VX Tactical に 100 〜 240V AC 50-60Hz の電
源を供給します。各国固有のプラグ / アダプタで電源

電源
コンセント

を供給してください。

DC 電源入力（セカンダリ）
12V DC 電源 4 ピン DIN 接続は、AC 電源（プライマリ）
が使用できない場合に VX Tactical に電源を供給します。
12 〜 32 V DC 対応用の DC-DC コンバータも同梱さ
れています。

DC アダプタ プラグ
（12 〜 32V DC）

（注）
AC 電源と DC 電源の両方が接続されている場合は、AC 電源が
優先的に使用されます。AC 電源が供給されている間は、DC 電
源はオフになります。AC 電源が供給されない場合は、DC 電源
がオンになります。

AC プラグ（国によって異なります）
100 〜 240V AC 50-60Hz

警告 !

システムから出ているケーブルを蓋で挟むと、ケーブルが
切断したり破損したりするおそれがあります。
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コール制御パッドとリモート コントロール
磁石で開閉できるカバーを
開けると、ストラップ付きリ
モート コントロールを取り
出すことができます。

コール制御パッド
VX Tactical のコール制御インターフェイスは簡素化されているの
で、操作をすばやく簡単に行えます。
緑色の通話ボタンを押すとコールが開始し、

赤色の切断ボタンを押すとコールが終了します。

音量調節は、システムからの音声レベル
を調節します。

ナビゲーションおよび OK ボタンは、システムのメ
ニュー構造をナビゲートします。

リモート コントロール

ディレクトリ ボタンを押すと、手動で管理されている
ローカル ディレクトリ メニューと、リモートの社内ディ
レクトリが表示されます。

ストラップ付きリモート コントロールは、磁石で開閉できるカバー
の中に収納されています。カバーを開けると、リモート コントロー
ルを取り出すことができます。

自画面ボタンを押すと、コール中に自分のカメラの映
像が相手にどのように表示されるかを確認できます。

巻き取り式のストラップは、4 フィート（121.92 cm）まで引っ
張ることができます。

ホーム ボタンは、メイン メニューの表示と非表示を
切り替えます。

リモート コントロールを巻き戻すには、ストラップを軽く引っ張っ
てキャッチを解除し、リモート コントロールを収納エリアにゆっく
りと戻します。

マイク ミュートは、接続されたすべてのマイクのオンと
オフを切り替えます。

（注）Cisco Telepresence リモート コントロールの操作方法の
詳細については、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/go/telepresence/docs
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コール制御パッドを使用したコール操作
VX Tactical のコール制御パッドは、迅速かつシンプルにコールの
発着信を行えるよう設計されています。

着信コールへの応答
緑色の通話ボタンを押すと、着信コールに応答できま
す。コールでは、内蔵スピーカーまたは接続されたヘッ
ドセットが使用されます。

コールの発信

通話の追加

ディレクトリ ボタンを押すと、ディレクトリ一覧を表示
できます。ローカルで作成されたすべてのディレクトリ
エントリは、[My Contacts] に保存されています。追加のディレク
トリ エントリは、それらのエントリにアクセスできるネットワーク上
にシステムが設定されていれば、使用できます。

VX Tactical では、MultiSite オプションが有効になっていると、
テレプレゼンス コールへのビデオ参加者を最大で 3 人まで追加で
きます。

（注）社内ディレクトリへのアクセスは、システム管理者の許可が
必要です。

コール中
自画面ボタンを押すと、コール中に自分のカメラの映
像が相手にどのように表示されるかを確認できます。
マイク ミュートは、接続されたすべてのマイクのオンと
オフを切り替えます。
音量調節は、システムからの音声レベル
を調節します。

コールの切断または拒否
赤色の切断ボタンを押すと、コールを終了したり、着
信コールを拒否したりできます。

コール先のディレクトリ エントリを検索し、選択する
にはナビゲーション ボタンを使用します。

コールを発信するには、OK ボタンか緑色の通話ボタ
ンを押します。

（注）リモート コントロールを使用し、[My Contacts] ディレクト
リにあらかじめデータを入力しておくことを推奨します。コール制
御パッドは簡略化されているため、ストラップ付きリモート コント
ロールを使用せずに、コールを発信するために「その場で」ディレ
クトリ エントリを作成したり、番号や文字を入力したりする機能に
制限があります。

ディレクトリからのコールの追加
コール中に参加者を追加するには、ディレクトリ ボタ
ンを押し、ナビゲーション ボタンを押して目的の参加
者を選択し、OK ボタンまたは緑色の通話ボタンを押し、コール
を追加します。
システムで MultiSite が有効になっていれば、最大で 3 人のビデ
オ参加者と、1 人の音声参加者をテレプレゼンス セッションに追
加接続できます。
着信コールの追加
コール中に、コール要求が表示された場合は、緑色
の通話ボタンを押して着信コールに応答します。
着信コールを拒否するには、赤色の切断ボタンを押し
ます。

ヒント：コール中ではなく、すべてのメニューが閉じられていると
きに、緑色の通話ボタンを押し、[Recent Calls] リストを開きます。
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リモート コントロールを使用したコール操作
システムのコール制御パッドとリモート コントロー
ルは、操作の原理は似ていますが、ストラップ付
きリモート コントロールは、コール制御パッドより

もすぐれた操作性により、VX Tactical の機能を
コントロールすることができます。

リモート コントロールのボタンと機能の概要につ
いては、次のページに示します。リモート コント
ロールの詳しい操作方法については、リモート コ
ントロールのガイドを参照してください。

着信コールへの応答
緑色の通話ボタンを押すと、着信コールに応答でき
ます。コールでは、内蔵スピーカーまたは接続され
たヘッドセットが使用されます。
コール中
自画面ボタンを押すと、コール中に自分のカメラの映
像が相手にどのように表示されるかを確認できます。
もう一度押すと、メイン カメラが表示されます。
マイク ミュートは、接続されたすべてのマイクのオン
とオフを切り替えます。もう一度押すと、マイクがオ
ンに切り替わります。
音量調節は、システムからの音声レベルを調節します。

コールの切断または拒否
赤色の切断ボタンを押すと、コールを終了したり、
着信コールを拒否したりできます。

ディレクトリからのコールの発信
ディレクトリ ボタンを押すと、ディレクトリ一覧を表
示できます。ローカルで作成されたすべてのディレク
トリ エントリは、[My Contacts] に保存されていま
す。追加のディレクトリ エントリは、それらのエントリにアクセスで
きるネットワーク上にシステムが設定されていれば、使用できます。
（注）社内ディレクトリへのアクセスは、システム管理者の許可が
必要です。

コール先のディレクトリ エントリを検索し、選択する
にはナビゲーション ボタンを使用します。
コールを発信するには、OK ボタンか緑色の通話ボ
タンを押します。

通話の追加
コール中に、参加者を追加で選択するには、ディレクトリ ボタン
を押して目的の参加者を選択するか、英数字キーパッドを使用し
て番号または URI を入力し、OK ボタンまたは緑色の通話ボタン
を押して、コールを発信します。
システムで MultiSite が有効になっている場合、VX Tactical で
は最大で 3 人の参加者と、1 人の音声のみコールをテレプレゼン
ス セッションに接続できます。
着信コールの追加
コール中に、コール要求が表示された場合は、緑色
の通話ボタンを押して着信コールに応答します。
着信コールを拒否するには、赤色の切断ボタンを押
します。

コンテンツの共有
プレゼンテーション ボタンを押すと、接続された PC
のコンテンツが共有されます。ボタンをもう一度押す
と、メイン カメラ ソースの表示に戻ります。

アドホック コールの発信
ホーム ボタンまたは OK ボタンを押して画面メニュー
を表示し、[Call] を選択します。
英数字キーパッドを使用して番号または URI を入力
し、緑色の通話ボタンを押してコールを発信します。
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システムのクリーニング
一般的に、ユニットの部品は、低刺激性の家庭用洗剤を使用して
簡単にクリーニングできます。ケースはプラスチック製です。表面
が傷つかないよう、固いブラシを使用してクリーニングしないでく
ださい。
（注）ケースの表面が傷ついても、性能には影響はありません。

1.

システムをオフにする：すべての電源コードとアダプタを、電
源コンセントから抜きます。

2.

ユニットを、低刺激性の洗剤を希釈した水で湿らせた、清潔
な柔らかい布で拭き取ります。
布はよく絞ってください。

汚染された装置の取り扱いと洗浄については、組織のガイドライン
または手順に従ってください。

3.

きれいな水で湿らせた、清潔な柔らかい布でもう一度拭き、
清潔な柔らかい布で乾拭きします。

（注）洗剤によっては、ラベルやプラスチック部品が劣化すること
があります。本製品に対して使用しても問題がないかを確認するに
は、洗剤のメーカーにお問い合わせください。

（注）液体がディスプレイの中に入らないように注意してください。
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