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概要

この資料は Cisco 730 ヘッドセットの設計および使用を記述したものです。

前提条件

BT - Bluetooth。

CUCM - Cisco Unified Call Manager。

NC - ノイズ Cancelation。

ANC – 適応性があるノイズ Cancelation。

AMB - 包囲されたモード。

USB - ユニバーサル シリアル バス（USB）カード。

LED - 発光ダイオード。

FCS - 最初出荷日[ment。



DND - 妨げないで下さい。

IT - Information Technology。

TAC - Technical Assistance Center（TAC）

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco Unified Communications Manager●

Cisco IP 電話。●

Cisco ヘッドセット。●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco 730 ヘッドセット。●

CUCM リリース 12.X およびより高く。●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
ト内で使用されているデバイスはすべて、クリアな設定（デフォルト）から作業を始めています
。 対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影
響について確実に理解しておく必要があります。

設定

機能

Cisco ヘッドセット 700 シリーズはビジネス、個人的、および旅行のためにその間構築される報
酬 Bluetooth ヘッドセットです。 優秀なオーディオとのあらゆる環境の生産性のモービルか内勤
者のために、適応性があるノイズ キャンセル設計されている、ヘッドセットはエンタープライズ
グレード セキュリティ、および設計を滑らかにします。 Cisco コラボレーション アプリケーシ
ョンおよびデバイスとの深い統合は直観的なエクスペリエンスおよびインテリジェント な IT ヘ
ッドセット 管理を可能にします。

500 シリーズ vs Cisco ヘッドセット 700 は比較を特色にします



Cisco ヘッドセット 730 機能

Cisco ヘッドセット 730 実装

Cisco ヘッドセット 730 はハードなケースの USB-C ケーブル、Bluetooth USB アダプタおよび
3.5 mm ケーブルに USB-A の黒かプラチナ、入って来ます。



互換性のある Cisco コール デバイス

Cisco ヘッドセット 730 は魔法使いが含まれている Cisco 普及したエンドポイントの多数と互換
性があります:

Cisco IP フォン●

Cisco Jabber●

Cisco Webex Teams●

設計および設定

ヘッドセット ボタン レイアウト



ヘッドセットを身に着ける適切な方法

ヘッドセット電源-入/切



電源/Bluetooth スイッチは左耳コップの背部にあります。1.
電源/Bluetooth スイッチを始動させますまでヘッドセットを滑らせて下さい。2.
ヘッドセットを消す電源/Bluetooth スイッチを滑らせて下さい。 3.

ヘッドセットを満たす方法。

ヘッドセットを満たすのに USB-C ケーブルを使用して下さい。 約十分にヘッドセットを満
たすために 2.5 時間かかります。

1.

左耳コップの下部ので USB-C 充満ポートに USB-C ケーブルを挿入して下さい。 あらゆる
動力を与えられた USBポートにケーブルの USB-A 終わりをプラグインして下さい。

2.



バッテリ LED およびオーディオプロンプト

オーディオプロンプトはトーク タイムの何時間の電源に残しなさいか示します。1.
電源 LED はバッテリ レベルを示すために点滅します。2.

ヘッドセットの Bluetooth

ヘッドセットは Bluetooth 2 つまでのデバイスを一度に接続できます。 ミュージック再生は
休止し、出典を変更するときアクティブ コールは自動的に保留の状態で送信されます。
Bluetooth 出典、演劇ミュージックを変更するかまたは別の接続された出典のコールに応答
するため。

1.

Bluetooth LED は電源/Bluetooth スイッチの上の左耳コップの背部にあり、ヘッドセット 接
続ステータスを表示します。

2.



Bluetooth 上のヘッドセット 接続応答

Cisco ヘッドセット 730 は Bluetooth 8 つまでの異なるデバイスを保存し、2 つまでのデバ
イスとの同時接続をすぐに維持できます。

1.

滑らせ、ペア モードにヘッドセットを合わせるために他のデバイスに検出可能にするため
に Bluetooth LED が点滅するまで 2 秒のための電源/Bluetooth スイッチを保持して下さい。

2.

デバイス設定のホスト/ソースデバイスの Bluetooth を有効に して下さい。3.
デバイス・リストからの選定されたヘッドセットは Cisco ヘッドセット 730 としてデバイ
ス・リストに、ヘッドセット現われます

4.

Bluetooth レコードが消すまで、9 秒のための電源/Bluetooth スイッチを滑らせ、保持して下
さい。 ヘッドセットからの Bluetooth 保存されたデバイスを消すのを聞かれます。

5.

ヘッドセットの Bluetooth

Cisco ヘッドセット モービル アプリケーションはヘッドセット Bluetooth 接続を管理できま
す。 ヘッドセットは Bluetooth 8 つまでのデバイスを保存し、2 のアクティブな接続を同時
に維持できます。

1.

ヘッドセットはヘッドセットへの Bluetooth 別のデバイスが保存することができる前に 1 BT2.



切断される必要があります Bluetooth 2 つのアクティブな出典がある場合があります。
USB 上のヘッドセット 接続応答

ラップトップ、Cisco IP 電話、または Cisco WebEx DX デバイスによってヘッドセットを接
続するのに USB-C ケーブルを使用して下さい。

1.

左耳コップの下部のでポートに USB-C ケーブルをプラグインして下さい。 意図されていた
出典/ホスト デバイスにケーブルのもう一方の端を接続して下さい。

2.

電源/Bluetooth スイッチを始動させますまでヘッドセットを滑らせて下さい。3.

3.5 mm 可聴周波ケーブル上のヘッドセット 接続応答

ラップトップかモバイル デバイスによってヘッドセットを接続するのに 3.5mm 可聴周波ケ
ーブルを使用して下さい。 ヘッドセット バッテリが低い場合可聴周波ケーブルがまたは非
無線 デバイスに接続するのに使用することができます。

1.

左耳コップの下部ので 3.5 mm ジャッキで 3.5mm ケーブルを差し込んで下さい。 意図され
ていた出典/ホスト デバイスにケーブルのもう一方の端を接続して下さい。

2.

電源/Bluetooth スイッチを始動させますまでヘッドセットを滑らせて下さい。3.
3.5mm ケーブルはソースデバイスからのミュージックをすることです。4.



音声 アシスタント オプション

モバイル デバイスかラップトップが Wi-Fi か細胞データネットワークに接続される場合、
Cisco ヘッドセット 730 は音声アシスタントおよび Google アシスタントをサポートします
Apple Siri。

1.

Cisco ヘッドセット モービル アプリケーションによって音声アシスタント サポートをカス
タマイズするか、または無効に して下さい。

2.



ヘッドセット ファームウェアをアップデートして下さい

Cisco IP 電話の、Cisco Jabber （バージョン 12.8 または それ 以降）による、または Cisco
ヘッドセット モービル app が付いているヘッドセット ファームウェアをアップグレードし
て下さい。 ヘッドセット アップグレードは完了するために約 7 – 10 分かかります。

1.

アップグレードを始めるため:2.
Cisco IP 電話に USB-C ケーブルによってヘッドセットを接続して下さい。3.
Cisco Jabber を実行するコンピュータに USB-C ケーブルによってヘッドセットを接続して
下さい。

4.

ヘッドセットをスマートフォンに組み合わせ、ダウンロードし、Cisco ヘッドセット モービ
ル アプリケーションを開いて下さい。 画面上の手順に従って下さい。

5.

ヘッドセット Bluetooth アダプタ（Dongle）

Cisco ヘッドセット 730 は Bluetooth オプションがないコール デバイスと併用するための
Bluetooth USB アダプタが付いています。 Bluetooth USB アダプタはヘッドセットに前組み合わ
せられるボックスから出ます。 アダプタが動力を与えられた USBポートに、ラップトップまた
は Cisco WebEx DX デバイスのようなプラグを差し込まれるとき、アダプタはヘッドセットに自
動的に接続します。

接続応答 Bluetooth アダプタ

優先ソース デバイスに Bluetooth USB アダプタのプラグを差し込んで下さい。1.
ヘッドセット 730 を on Cisco 回して下さい。2.
ソースデバイス Bluetooth リストからのヘッドセット USB アダプタを『Cisco』 を選択 し
て下さい。

3.



ヘッドセットに Bluetooth USB アダプタを組み合わせて下さい

ヘッドセットを切りたいと思うときコール デバイスからのアダプタの単にプラグを抜いて
下さい。 USB アダプタを切った後ヘッドセットのための約 Bluetooth 別のアクティブな接
続を許可するために 10 分かかります。

1.

ことができます Bluetooth USB アダプタをヘッドセットの Bluetooth ペアで修理する消され
たらまたはアダプタを取り替える必要がある。

2.

ソースデバイスに Bluetooth USB アダプタを接続して下さい。3.
USB アダプタを『Source』 を選択 されるに接続し、4 秒の USB アダプタのペア ボタンを
押し下げるのにペンかペーパー クリップを使用して下さい。 アダプタの上のブルー LED は
組み合わせると点滅します。

4.

ヘッドセットで、2 秒のための電源/Bluetooth スイッチを滑らせ、保持して下さい。 アダプ
タおよびヘッドセットは自動的に組み合わせます。 アダプタの上の LED は接続するとき固
体ブルーを示します。

5.

アダプタは動作を導きました



Dongle 使用制限

ヘッドセット アップグレード。1.
Dongle アップグレード。2.
クライアントアプリケーションの統合された存在同期化。3.
ヘッドセット 管理。4.

ヘッドセット コールおよびミュージック オプション

*The Call ボタンは左耳コップの表面にあります。



消音ボタンは左耳コップの先頭で見つけられます。 コールで、マイクロフォンを消すため
に消音ボタンを押して下さい時。 マイクロフォンを再び入れるためにボタンを再度押して
下さい。 消音されたとき存在 LED はつきます。

1.

忙しいときヘッドセットの存在 LED は他に知らせました。 存在 LED は自動的に固体レッ
ドを時コールで示します。 ないコールで、存在 LED をつけるのに手動で消音ボタンを使用
できます時。

2.

POST FCS MUTE/DND: 単一のヘッドセット消音は消音ボタンの押し、長い使用中軽いオン
/オフのための消音ボタンを押して下さい。

3.



*ミュージック再生制御は右の耳コップのフェイスにあります。

ノイズ キャンセル



ノイズ キャンセル スイッチは右の耳コップの背部にあります。 デフォルトで、ヘッドセッ
トは周囲騒音レベルに自動的に適応します。 Cisco ヘッドセット モービル アプリケーショ
ンは適応性があるノイズ キャンセルおよびカスタマイズ ノイズ キャンセルを無効に するこ
とができます。

1.

ノイズ キャンセルをつけるためにノイズ キャンセル スイッチを滑らせて下さい。2.
ノイズ キャンセルを消すために中間位置にノイズ キャンセル スイッチを滑らせて下さい。3.

包囲されたモード

包囲されたモードはヘッドセットで環境を高めるのにマイクロフォンを使用します。 この機能は
状況対応を高めるか、またはヘッドセットとのメッセージ交換があります。

右の耳コップのノイズ キャンセル スイッチをつけますまで包囲されたモードを滑らせて下
さい。

1.

包囲されたモードを消すために中間位置にノイズ キャンセル スイッチを滑らせて下さい。2.

Cisco ヘッドセット アプリケーション（コンパニオン アプリケ
ーション）

モバイル デバイスの Cisco ヘッドセット アプリケーション

Cisco ヘッドセット コンパニオン アプリケーションはモービル アプリケーションです、モバイ
ル デバイスからのヘッドセットを設定し、調整することを可能にする Android プラットフォーム



および iOS で動作しますその。

それは解決を助けるように容易なのボックス エクスペリエンスを提供し、追加機能およびカスタ
マイズを提供します。

アプリケーション メイン スクリーン

Cisco ヘッドセット コンパニオン アプリケーションのメイン スクリーンは迅速 アクセスをに与
えます:

バッテリ 情報●

イコライザ設定●

現在接続装置●

他のページへのナビゲーション バー●

ヘッドセット ファームウェア アップグレードが利用できればさらに、オプションがファームウェ
ア アップグレードを始めるために表示されます。

コンパニオン アプリケーション イメージ



コンパニオン アプリケーション設定ページ

それはこれらの設定へのアクセスを提供します:

オーディオ●

聞こえる通知●

一般●

Bluetooth 接続装置●

デバイス（ヘッドセット）情報●

および空年期へのアプリケーション 情報およびリンク●

デフォルト値へのリセット設定●

ヘッドセットを忘れて下さい●

注: 設定のどれもコンパニオン アプリケーションにローカルで保存されません。  コンパニ
オン アプリケーションを実行するたびに、すべての設定はヘッドセットから読まれます。

可聴周波設定

イコライザ
Cisco ヘッドセット モービル アプリケーションのヘッドセット オーディオの低音および三重
のブレンドをカスタマイズできます。 音声、ミュージックおよび映画館のような複数のプリ
セットする可聴周波設定から選択できます。 Cisco ヘッドセット アプリケーションでは、可
聴周波プリセットの間で切り替えるためにイコライザを叩いて下さい。

●

注: これはまた app のホームページから容易に設定 することができます。

ノイズ キャンセル 適応性があるノイズ キャンセルをつけるか、またはノイズ キャンセルの
レベルを設定 するのにスライダを使用するように選択できます。

●

下部のは Cisco ヘッドセット 730 の音声機能、動的にヘッドセット側音を間、アクティブ コ
ールで調節します。 コールでたくさんのノイズを作り始める場合ヘッドセット可聴周波フィ
ードバックは償うために直観的に音声を調節できるように増加します。 Cisco ヘッドセット
を開き、『Settings』 を選択 して下さいオーディオを押し、下部のをオン/オフ音声切り替え
て下さい

●

下部のの代りの Cisco ヘッドセット アプリケーションから、音声機能は、音声 フィードバッ●



ク 手動で調節されなければなりません。
Cisco ヘッドセット アプリケーションでは、> オーディオ『Settings』 を押して下さいメニ
ューから側音レベルを選択して下さい

聞こえる通知および全般設定

設定で > 聞こえる通知画面、聞こえる通知（トーン、音声、または通知無し）のさまざまな型を
に選択できます:

低いバッテリ1.
ヘッドセット2.
ヘッドセット3.
コール4.
消音5.
使用中光6.

> General ページ設定の Cisco 730 ヘッドセットの音声アシスタント ボタンを有効に するか、ま
たは無効に することを選択できます。

Bluetooth 設定

以前に設定 > Bluetooth ページの接続装置の接続装置およびリストを現在表示できます。

注: 、ないコンパニオン アプリケーション自体 Cisco 730 ヘッドセットがに気づいているも
のですここにリストされているデバイスは。 また、このページにここにリストされている
接続は Bluetooth 標準的な接続だけ（Bluetooth 上のオーディオ）およびない Bluetooth 低負
荷（BLE）接続です。 Bluetooth クラシックが対 BLE 詳細については区分するのを参照し
て下さい。

接続されたセクションでは、現在 Cisco 730 ヘッドセットへの Bluetooth 標準的な接続を備えて
いるデバイスを見ます。  により左にヘッドセットはデバイスから切り離しますスイッチを滑らせ
ることができます。 そのデバイスは History セクションにそれから降ろします。

History セクションでは、8 つまでのデバイスが Cisco 730 ヘッドセット 以前にに接続されたこと
を見ます。  デバイス名で許可するメニューを開くために叩くことができます:

ヘッドセットをまたはデバイスを再接続するために引き起こして下さい●

ヘッドセットをそのデバイスを忘れるために引き起こして下さい●

これは Cisco 730 ヘッドセットに接続されるデバイスの接続ステータス コンパニオン アプリケー
ションによってがオンになっているないモバイル デバイスです。

このページにリストされているデバイスは Cisco 730 ヘッドセットへの Bluetooth 標準的な接続
だけ、およびない Bluetooth 低エネルギー接続を反映します。

設定をリセットし、ヘッドセットを忘れて下さい

主要な Settings ページでまた見つけることができます:

リセット Settings ボタンはヘッドセットにデフォルト値に可聴周波の、可聴周波通知および
一般の設定をリセットするためにコマンドを送信 します。

●

忘れヘッドセット ボタンはアプリケーションから保存されたヘッドセット 情報を取除きます●



。

アプリケーションが Cisco 最後の既知 730 ヘッドセットに自動的に再接続するので、忘れボ
タンはコンパニオン アプリケーションが新しいヘッドセットに変更するように要求するとき
使用されます。  忘れヘッドセット オペレーションを行う場合、モバイル デバイスに再度接
続するためにヘッドセットを修理しなければなりません。  iOS デバイスでモバイル デバイ
スの設定のヘッドセットを忘れるために、- > Bluetooth メニュー必要となります。

コンパニオン アプリケーション サポートページ

サポートページはフィードバックを送信 するか、または問題を報告するためにログを送信
することを可能にします。

1.

送信フィードバックおよび送信は両方オプションを送ります事前に読み込まれた電子メール
メッセージをに記録 します: メールからのアドレス（headset-app-logs@cisco.com）。

2.

送信ログが使用されるとき、アプリケーションはアプリケーションログおよびヘッドセット
ログを両方キャプチャし、メールへの添付ファイルとしてそれらのログが含まれています。

3.

ログはバイナリにショートメッセージを送るために書かれ、変換される必要があります
（TAC によってされるこれ）

4.

Bluetooth クラシック対 BLE （コンパニオン アプリケーション）

クラシック対低エネルギー（BLE）

低エネルギー Cisco 730 ヘッドセット、クラシックおよび Bluetooth によって使用される
Bluetooth 通信には 2 つの型があります（BLE）。

1.

可聴周波ソースデバイス、同様なモバイル デバイスおよびコンピュータに組み合わせるの
に 730 ヘッドセットによって Bluetooth クラシックが使用されています。

2.

低エネルギー Bluetooth が 730 ヘッドセットによってコンパニオン アプリケーションに接
続するのに使用されています。

3.

これらは 2 つの全く異なる通信チャネルで、同時にアクティブである場合もあります。4.
iOS バージョン 12 および下部ので、iPhone 設定 > Bluetooth メニューで、クラシックおよ
び BLE 接続は別々にリストされ、別々に接続され、切られ、忘れていることができます。 
iOS 13 に関してはおよびより新しい、クラシックおよび BLE 接続は単一リストに結合され
ます。

5.

モバイル デバイスの設定 > Bluetooth ページで検知 するとき、接続されるように示されてい
る Cisco 730 ヘッドセットを見るそれを識別する方法があります標準的な接続か、BLE 接続
、またはその両方がありませんのでこれにより混合を引き起こす場合があります。

6.

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

第一歩を解決して下さい

ヘッドセットが十分に満たされることを確かめて下さい。●

ヘッドセットが動力を与えられることを確かめて下さい。●

デバイス サポート Bluetooth 可聴周波接続を確かめて下さい。●



Bluetooth 他のアクティブなデバイスを切って下さい。●

ヘッドセットまたはコール デバイスの音量を増加して下さい。●

Cisco ヘッドセットをモバイル デバイスにダウンロードし、利用可能なソフトウェア アップ
デートを実行して下さい。

●

異なるソース デバイスに接続して下さい。●

望ましいソースデバイスに近い方のおよび無線 妨害または妨害のあらゆる潜在源からのヘッ
ドセットを移動して下さい

●

ヘッドセット ファームウェアをチェックして下さい

Cisco ヘッドセット アプリケーションのヘッドセット ファームウェアをチェックして下さい

モバイル デバイスで、Cisco ヘッドセットを開いて下さい。●

選択した設定 > デバイス 情報。●

オンプレミス Cisco IP フォンのヘッドセット ファームウェアをチェックして下さい

『Applications』 を押して下さい。●

アクセサリを選択して下さい。●

Cisco ヘッドセットを強調表示し、示します詳細を押して下さい。●

ヘッドセット ファームウェア Jabber を on Cisco チェックして下さい

Cisco Jabber バージョン 12.8 または それ 以降を持たなければなりません。●

Cisco Jabber で、ギヤ アイコンおよび選択した設定 > オーディオをクリックして下さい。●

スピーカー プルダウン メニューからのヘッドセットを『Cisco』 を選択 して下さい。●

スピーカー スライダの下で、ウィンドウの上で設定、ヘッドセット モデル、シリアル番号お
よび現在のファームウェア ディスプレイを『Advanced』 をクリック して下さい。

●

コンパニオン アプリケーションからのヘッドセット ファームウェアをアップデー
トして下さい

Cisco ヘッドセット コンパニオン アプリケーションが Cisco 730 ヘッドセットのファームウェア
をアップグレードするのに使用することができます。 ヘッドセット アップグレードは完了するた
めに約 7 – 10 分かかります。

友達 App がヘッドセットに起動し、接続されれば、ヘッドセットのためのファームウェアの新し
いバージョンが利用できる場合、ホームページのバナーで知らせられて得ます。  それが
Upgrade ページに連れて行くバナーを選択する時、アップグレードを開始するため。

注: モバイル デバイスはアクティブなインターネット接続が利用可能なファームウェア ア
ップグレードがあるかどうか検出することを必要とします。

検索 Cisco ヘッドセット 730 シリアル番号

シリアル番号場所場所:

ボックスの外部でヘッドセットは提供された。●

左ヘッドバンドの内部。●

Cisco ヘッドセット モービル アプリケーション。●



モービル アプリケーションのシリアル番号を見つけるため:

モバイル デバイスで、Cisco ヘッドセットを開いて下さい。●

選択した設定 > デバイス 情報。●

アップデート ヘッドセット ファームウェア

Cisco ヘッドセット モービル app、Cisco IP 電話、または on Cisco Jabber （バージョン 12.8 ま
たは それ 以降）によってヘッドセット ファームウェアをアップデートして下さい。 ヘッドセッ
ト アップグレードは完了するために約 7 – 10 分かかります。

ヘッドセットをスマートフォンに組み合わせ、Cisco ヘッドセット モービル アプリケーショ
ンを開いて下さい。

●

Cisco IP 電話に USB-C ケーブルとヘッドセットを接続して下さい。●

Cisco Jabber のコンピュータに USB-C ケーブルとヘッドセットを接続して下さい。●

画面上の手順に従って下さい。●

それからヘッドセット ファームウェアをチェックして下さい●

ヘッドセット ログ

ヘッドセットによって関連付けられるログには 2 つの型があります:

不揮発性フラッシュするでヘッドセットで保存されるヘッドセット ログ。●

モバイル デバイスでコンパニオン アプリケーションによって保存されるアプリケーションロ
グ。

●

コンパニオン アプリケーション サポートページの送信ログ ボタンはすべてのログをつかみ、ヘ
ッドセット アプリケーション ログ郵便利用者に電子メールで送ります。

ヘッドセット ログは圧縮されたバイナリ形式で保存され、人が読み取り可能なテキストフォーマ
ットに分析します前にデコードする必要があります。 （TAC はログを分析します）

現在コンパニオン アプリケーションだけヘッドセット ログを集めることができます（ない IP 電
話または PRTs を早口に喋るため）。
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