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Cisco IP Phone 7800 または 7800 シリーズ
Multiplatform 電話のプライマリ 音声出力 デバイ
スを設定して下さい 

目標
 

Cisco IP Phone 7800 および 8800 シリーズ Multiplatform 電話は IPネットワーク上の音声通
信を提供するフル装備 Voice over Internet Protocol （VoIP）電話でセットを構成します。
電話は従来のビジネス電話のすべての機能を、リダイアルし、短縮ダイヤル、着信転送、会
議呼出すことコール転送のような提供します。 Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform
電話はサード パーティ セッション開始プロトコル（SIP）ベースの IP 構内交換機
（PBX）に集中するソリューションがターゲットとなっています。
 
Cisco IP Phone 7800 および 8800 シリーズ Multiplatform 電話は電話にアナログ ヘッドセッ
ト、Bluetooth ヘッドセットおよび USB ヘッドセットを同時に接続することを可能にしま
す。 ただし、1 つのヘッドセットだけ一度に使用できます。 電話に複数のヘッドセットを
接続するとき、コールのために使用するためにプライマリ可聴周波デバイスを選択できます
。 コールのためのプライマリ 音声経路は設定に基づいています優先 する可聴周波デバイス
のために選択する。
 
この記事は方法で指示を Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話のプライマリ 音
声出力 デバイスを設定する提供します。
  

適当なデバイス
 

7800 シリーズ
8800 シリーズ
  

[Software Version]
 

11.0
  

設定 プライマリ 音声出力 デバイス
 
コールのための音声経路のダイナミック選択
 

電話に複数のヘッドセットを接続するとき、コール変更の間に使用する音声経路は接続され
る可聴周波デバイスに基づいていました。 コールのための音声経路を規定 しない場合、音
声経路は接続するか、または切るヘッドセットによって変更します。 順序は下記にありま
す:
 

コールで使用されるヘッドセット 接続される他のヘッドセット アクション 動作

アナログ ヘッドセット Bluetooth ヘッドセット USB ヘッドセットのプラグを差し込んで下
さい。

USB ヘッドセットへの
コール スイッチ。

USB ヘッドセット Bluetooth ヘッドセット USB ヘッドセットのプラグを抜いて下さい
。

Bluetooth ヘッドセット
へのコール スイッチ。

USB ヘッドセット なし USB ヘッドセットのプラグを抜いて下さい スピーカーへのコール



コールのためのプライマリ 音声経路を設定して下さい
 

ステップ 1. （オプションの）接続応答 コールのためのプライマリ 音声出力 デバイスで設
定したいと思う可聴周波デバイス。
 

 
注: この例では、VXI X100 V1.1 ヘッドセットは接続されます。
 
ステップ 2. IP Phone の Settings ボタンを押して下さい。
 

。 スイッチ。

Bluetooth ヘッドセット アナログ ヘッドセット ディセーブル Bluetooth か接続解除
Bluetooth ヘッドセット。

アナログ ヘッドセット
へのコール スイッチ。

Bluetooth ヘッドセット アナログ ヘッドセット Bluetooth を無効に し、USB ヘッドセット
を差し込んで下さい。

USB ヘッドセットへの
コール スイッチ。

アナログ ヘッドセット USB ヘッドセット 接続応答 Bluetooth ヘッドセット。 Bluetooth ヘッドセット
へのコール スイッチ。



 
ステップ 3.範囲ナビゲーション ボタンを使用して『User Preferences』 を選択 して下さい 

。
 

 
ステップ 4.可聴周波ユーザー設定を選択して下さい。
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ステップ 5.優先 する可聴周波デバイスを選択するために ナビゲーション ボタンの左
右どちらか矢印を押して下さい。
 
次のオプションがあります。
 

なし—最後に使用される可聴周波デバイスを選択します。
スピーカー—可聴周波デバイスとしてスピーカーフォンを選択します。
ヘッドセット—可聴周波デバイスとしてヘッドセットを選択します。 ヘッドセット優先順位
は USB （最も高く）、Bluetooth （メディア）、およびヘッドセットです（最も低く）。
Bluetooth —可聴周波デバイスとして Bluetooth を選択します。 優先順位は Bluetooth （最も
高く）、USB （メディア）、およびアナログ ヘッドセットです（最も低く）。
 



 
注: この例では、ヘッドセットは選択されます。
 
ステップ 6.優先 する可聴周波デバイス 設定を保存するために一定ソフトキーを押して下さ
い。
 

 
今うまく Cisco IP Phone 8800 シリーズ Multiplatform 電話のプライマリ 音声出力 デバイス
を設定する必要があります。
  

プライマリ 音声出力 デバイスを確認して下さい



注: これらのステップは IP Phone の可聴周波デバイスを接続する場合その時だけ適当です
。 優先 する可聴周波デバイスが接続されない場合、アナログ ヘッドセットはプライマリ
音声出力 デバイスになります。
 
ステップ 1. IP Phone の Settings ボタンを押して下さい。
 

 

ステップ 2.範囲ナビゲーション ボタンを使用して『Status』 を選択 して下さい 。
 

 
ステップ 3.アクセサリを選択して下さい。



 
イメージは下記の IP Phone でプラグを差し込まれる VXI X100 V1.1 ヘッドセットのチェッ
ク アイコンを表示する。
 

 
ステップ 4. （オプションの）は可聴周波デバイスを選択しましたりそして可聴周波デバイ
スの詳細を表示するために提示詳細 ソフトキーを押します。
 



 
イメージは下記のプライマリ 音声出力 デバイスの詳細を表示する。
 

 
今正常に Cisco IP Phone 7800 または 7800 シリーズ Multiplatform 電話のプライマリ 音声
出力 デバイスを確認する必要があります。
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