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第 1 章

はじめに

• Cisco Jabber, 1 ページ

• 設定, 3 ページ

• アップグレード, 8 ページ

• サインイン, 8 ページ

• 操作, 9 ページ

• サインアウト, 9 ページ

• 終了, 10 ページ

Cisco Jabber

製品の概要

Cisco Jabber for Androidを使用すると、あらゆる場所から仕事用の連絡先に連絡することができま
す。Cisco Jabberを使用して、チャット、ビデオ通話や音声通話の発信、連絡先が応答可能かどう
かの確認、自分が応答可能かどうかの表示、ディレクトリの検索、仕事用のボイスメッセージの

再生を行います。このアプリは、サポートされている Androidデバイスで使用できます。

サポートされているデバイスとオペレーティングシステムのリストについては、Cisco Jabber for
Androidリリースノートを参照してください。

公式にはサポートされていませんが、Cisco Jabber for Androidは、Androidバージョン 4.0および
4.1を使用する数多くのデバイス上で動作します。ただし、デバイスによってさまざまな制限があ
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ります。サポートされていないデバイス上でのCisco Jabber forAndroidの実行の詳細については、
シスコサポートフォーラムを参照してください。

機能

本書で説明されている機能の一部が社内でサポートされていない場合もあります。詳細につ

いては、システム管理者にお問い合わせください。

（注）

Cisco Jabberを使用して、次の操作を実行できます。

•仕事用の電話番号を使用して、Wi-Fiまたはモバイルデータネットワークでビデオ通話と音
声通話を発信および受信します。

通話の音声および映像品質は、Wi-Fiまたはモバイルデータネットワーク接
続によって異なります。 Cisco Technical Assistance Center（TAC）は、モバイ
ルデータネットワークまたは社外のWi-Fiネットワークを使用している場合
の音声および映像品質についてはトラブルシューティングできません。

（注）

•仕事用の電話番号とモバイルボイスネットワークを使用して、Dial via Office（DVO）によ
り通話を発信します。 DVOコールは音声のみです。

• Voice over Internet Protocol（VoIP）通話用の高度な通話機能を使用して、次の操作を実行で
きます。

◦通話の保留と再開

◦アクティブな通話の切り替え

◦アクティブな通話 2件のマージ

◦電話会議の開始

◦別の電話番号への通話の転送

◦ Wi-Fiカバレッジ領域から出た場合のモバイルボイスネットワークへの通話ハンドオ
フ

•仕事用のボイスメールシステムにアクセスします。ボイスメッセージ機能を有効にすると、
メッセージのリストを表示してリストからメッセージを再生できます。

•社内ディレクトリを検索します。

•連絡先を連絡先リストとお気に入りリストに追加します。

•連絡先とチャットします。

•連絡先の在席情報のステータスを表示して、個人のステータスを設定します。

• Cisco Jabberを使用して管理対象通話の履歴を表示します。
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•インスタントCiscoWebExミーティングに参加するか、このミーティングを開始します。こ
れらの操作を実行すると、Cisco Jabberによって Cisco WebExミーティングアプリが開かれ
ます。

関連トピック

Cisco Support Forums
リリースノート

設定
Cisco Jabberの設定手順は、システム管理者が行ったアカウントの設定方法によって異なります。

管理者は、次のサインイン方法のうちどれを使用するかユーザに通知する必要があります。

•設定 URL

•通常のサインイン

• Cisco WebEx Messengerへの手動サインイン

• Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceへの手動サインイン

設定の準備

Google Playから Cisco Jabber for Androidをダウンロードしたあとで、設定の準備のために次の手
順を実行します。

1 設定情報を取得します。

システム管理者からサインインの方法とアカウント情報を取得します。

Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceの旧称は Cisco Unified Presenceです。（注）

表 1：設定情報

アカウント情報サインインの方法

• URL（設定手順を開始するために使用）

•ユーザ名

•パスワード

URL
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アカウント情報サインインの方法

•ユーザ名とドメイン（例：
username@example.com）

•パスワード

通常

•ユーザ名とドメイン（例：
username@example.com）

•パスワード

Cisco WebEx Messengerへの手動サインイン

•ユーザ名

•パスワード

•サーバアドレス

Cisco Unified Communications Manager IM and
Presenceへの手動サインイン

2 他の Voice over Internet Protocol（VoIP）呼び出しアプリを停止します。

予期しない動作を引き起こす可能性がある競合を回避するには、同時に実行する VoIP呼び出
しアプリは 1つだけにします。

3 社内ネットワークに接続します。

システム管理者によって [電話サービス]アカウントまたはCiscoUnifiedCommunicationsManager
IM and Presenceを使用する [インスタントメッセージ]アカウントのどちらかに設定されている
場合は、Cisco Jabberを使用する前に社内ネットワークに接続する必要があります。

•社内ネットワークの内部：社内のWi-Fiネットワークと直接接続するようにデバイスを設
定します。

•社内ネットワークの外側で：次の方法のいずれかを使用します。

◦ Expressway Mobile and Remote Access：システム管理者が Cisco Expresswayコラボレー
ションゲートウェイからリモートアクセスによってアカウントを設定している場

合、社内ファイアーウォールの外側にいる際に Cisco Jabberは自動的にコラボレー
ションツールに接続します。

◦ VPN：システム管理者がコラボレーションゲートウェイからリモートアクセスに
よってアカウントを設定していない場合、システム管理者の指示に沿ってVPN接続
を設定する必要があります。サポートが必要な場合は、システム管理者にお問い合

わせください。
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証明書の検証

Cisco Jabberを設定および使用する際に、サービスに接続するためのサーバ証明書を検証するよう
求められます。

アカウント設定に応じて、次のサービスのサーバ証明書を検証する必要があります。

•インスタントメッセージ

•電話サービス

•ボイスメール

•ディレクトリ

• Expressway Mobile and Remote Access

管理者によるサーバの設定方法に応じて、インスタントメッセージおよび電話サービスの複

数の証明書を検証する必要があります。

（注）

証明書を拒否した場合、次が発生します。

インスタントメッセージ

Cisco Jabberにサインインできません。

電話サービス

•システムにサーバが 1つしかない場合、Cisco Jabberにサインインできません。

•システムにサーバが 2台存在しそのうち 1台の証明書を拒否した場合、2台めの証明書
を承認して該当のサーバにサインインすることができます。

ボイスメール

Cisco Jabberにサインインできますが、ボイスメールサービスにアクセスできません。Cisco
Jabberから一旦サインアウトし、証明書の検証メッセージを再度確認するためにサインイン
する必要があります。
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URL からの設定

手順

ステップ 1 お使いの Androidデバイスで、管理者から提供された設定 URLをタップします。

ステップ 2 Cisco Jabberが開いたら、エンドユーザライセンス契約書とサービス利用規約を読んで、[承認]を
タップします。

ステップ 3 [Cisco Jabber]画面を確認して、[今すぐ開始]をタップします。

ステップ 4 ユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 5 [サインイン]をタップします。

ステップ 6 サーバ証明書を検証するよう求められたら、管理者に連絡して、証明書を承認する必要があるこ

とを確認します。

サインインすると、Cisco Jabberが開きます。

通常のサインインでの設定

手順

ステップ 1 Cisco Jabberを開きます。

ステップ 2 エンドユーザライセンス契約書とサービス利用規約を読んで、[承認]をタップします。

ステップ 3 [Cisco Jabber]画面を確認して、[今すぐ開始]をタップします。

ステップ 4 ユーザ名とドメインを username@example.comの形式で入力します。
ステップ 5 [続行]をタップします。

ステップ 6 サーバ証明書を検証するよう求められたら、管理者に連絡して、証明書を承認する必要があるこ

とを確認します。

ステップ 7 指示された場合は、パスワードを入力します。

ステップ 8 [サインイン]をタップします。

ステップ 9 ダイアログが表示されたら、電話サービスのユーザ名とパスワードを入力します。

ステップ 10 サーバ証明書を検証するよう求められたら、管理者に連絡して、証明書を承認する必要があるこ

とを確認します。

サインインすると、Cisco Jabberが開きます。
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Cisco WebEx Messenger の手動設定

手順

ステップ 1 Cisco Jabberを開きます。

ステップ 2 エンドユーザライセンス契約書とサービス利用規約を読んで、[承認]をタップします。

ステップ 3 [Cisco Jabber]画面を確認して、[今すぐ開始]をタップします。

ステップ 4 ユーザ名とドメインを username@example.comの形式で入力します。
ステップ 5 [続行]をタップします。

ステップ 6 [手動設定とサインイン]をタップします。

ステップ 7 [WebEx Messenger]をタップします。

ステップ 8 ユーザ名とドメインを username@example.comの形式で入力します。
ステップ 9 [続行]をタップします。

ステップ 10 あらかじめフィールドに表示されていない場合、パスワードを入力します。

ステップ 11 [サインイン]をタップします。
サインインすると、Cisco Jabberが開きます。

Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceの手動設定

手順

ステップ 1 Cisco Jabberを開きます。

ステップ 2 エンドユーザライセンス契約書とサービス利用規約を読んで、[承認]をタップします。

ステップ 3 [Cisco Jabber]画面を確認して、[今すぐ開始]をタップします。

ステップ 4 ユーザ名とドメインを username@example.comの形式で入力します。
ステップ 5 [続行]をタップします。

ステップ 6 [手動設定とサインイン]をタップします。

ステップ 7 [CUCM IM and Presence]をタップします。

ステップ 8 ユーザ名をシステム管理者が指定した形式で入力します。

ステップ 9 パスワードを入力します。

ステップ 10 プレゼンスサーバアドレスを入力します。

ステップ 11 [サインイン]をタップします。

ステップ 12 サーバ証明書を検証するよう求められたら、管理者に連絡して、証明書を承認する必要があるこ

とを確認します。
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サインインすると、Cisco Jabberが開きます。

アップグレード
Cisco Jabber for Androidリリース 9.6は、インターフェイスと操作環境が再設計されています。ア
プリはユニファイドコミュニケーション機能を 1つのアプリケーションに統合し、あらゆる場所
から仕事用の連絡先に連絡することができます。

はじめる前に

Cisco Jabber for Androidリリース 9.6にアップグレードするには、組織でCisco Jabber IM for Android
のチャットおよびプレゼンスをサポートする必要があります。組織で Cisco Jabber IM for Android
のチャットおよびプレゼンスをサポートしていない場合、Cisco Jabber Voice for Androidを継続し
て使用する必要があります。

手順

ステップ 1 デバイスから Cisco Jabber Voice for Androidの以前のバージョンをアンインストールします。

ステップ 2 Cisco Jabber for Androidリリース 9.6をダウンロードおよびインストールします。
Cisco Jabber for Androidリリース 9.6が、デバイス上で Cisco Jabber IM for Androidの以前のバー
ジョンを置き換えます。

サインイン
アプリの初期設定後、次の手順に従ってサインインします。

手順

ステップ 1 Cisco Jabberを開きます。

ステップ 2 アカウントにシングルサインオンが設定されていない場合は、以前の資格情報を使用して自動的

にサインインされます。

ステップ 3 シングルサインオンが設定されている場合は、資格情報を入力して [サインイン]をタップしま
す。

サインインすると、Cisco Jabberで [連絡先]画面が開きます。
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8

はじめに

アップグレード



操作
操作するには、次のいずれかの手順を実行します。

•ほとんどの画面では右にスワイプします。

•
使用可能な場合は をタップします。

ナビゲーションドロワーから、

次の操作を実行できます。

1 連絡先を検索するか通話を

発信します。

2 プレゼンスステータスを表

示および編集します。

3 機能にアクセスします。

4 設定を編集します。

5 アカウント情報を表示した

り、アカウントからサイン

アウトしたりします。

サインアウト

手順

ステップ 1 ナビゲーションドロワーを開きます。

ステップ 2 [サインアウト]をタップします。

Cisco Jabber for Android 9.6 ユーザガイド
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終了

手順

ステップ 1 Androidの [設定]アプリケーションをタップします。

ステップ 2 お使いのオペレーティングシステムに応じて、[アプリ]または [アプリケーションマネージャ]の
どちらかをタップします。

ステップ 3 [Cisco Jabber]をタップします。

ステップ 4 [強制停止]をタップします。
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第 2 章

プロフィールとステータス

• ステータスの設定, 11 ページ

• プロフィールの表示, 13 ページ

ステータスの設定
[ステータス]画面を開くには、ナビゲーションドロワーのステータス領域をタップします。
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[ステータス]画面では、次の操
作を実行できます。

1 プロフィールの詳細を表示

するには、ユーザアイコン

またはアバターをタップし

ます。

2 プレゼンスステータスを選

択します。

3 カスタムプレゼンスステー

タスを作成します。

ステータスアイコン

デフォルトで、Cisco Jabberは標準的なステータスアイコンを使用します。ステータスを表す記
号を用いた白黒のマーク表示ステータスアイコンを使用するように、アプリケーションを設定す

ることもできます。

表 2：ステータスアイコン

説明マーク表示アイコ

ン

標準的なアイコン

応答可能

退席中

応答不可

応対不可

マーク表示のステータスアイコンを使用するには、[設定] > [表示]を選択して [アクセシビリティ
アイコン]スイッチをオンにします。
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プロフィールの表示
[自分のプロフィール]画面では、次のようなプロフィールの詳細を表示できます。

•会社名と役職

•勤務先番号、携帯電話番号およびビデオアドレス

•メールアドレス

手順

ステップ 1 ナビゲーションドロワーでステータス領域をタップします。

ステップ 2 [ステータス]画面で、ユーザアイコンまたはアバターをタップしてプロフィールを表示します。
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第 3 章

通話

• 電話サービスアカウント, 15 ページ

• アクティブな通話画面, 17 ページ

• キーパッドからの通話の発信, 19 ページ

• 応答, 20 ページ

• Cisco Jabber VoIP通話中のモバイル通話の処理, 20 ページ

• 通話中の機能, 21 ページ

• ビデオ通話でのセルフビューの管理, 22 ページ

電話サービスアカウント
Cisco Jabberで通話を発信するとき、アプリは仕事用の電話番号を使用して、その番号を通話相手
に表示します。

システム管理者によるアカウントの設定に応じて、さまざまな方法で通話を発信できます。

基本的な電話サービスアカウントでは、Voice over Internet Protocol（VoIP）を使用して音声通話
を発信できます。システム管理者は、アカウントに対して次の機能を有効にすることも可能で

す。

•ビデオ：ビデオ通話を発信できます。

• Dial via Office（DVO）：仕事用の電話番号とモバイルボイスネットワークを使用して通話
を発信できます。

次の表に、VoIP通話と DVO通話の動作の比較を示します。
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表 3：VoIP 通話と DVO 通話の動作比較

DVOVoIP

モバイルボイスネットワークWi-Fiまたはモバイルデータ
ネットワーク

使用するネットワーク

12
同時にアクティブにできる通話

は 1件のみです。もう 1件は自
動的に保留になります。

最大同時通話数

応対不可応答可能通話中の機能

（保留、会議など）

ネイティブの電話アプリで開くCisco Jabberで開く着信通話

入力した番号をダイヤルする前

に Cisco Jabberによってコール
バックされる

入力した番号が Cisco Jabberに
よってただちにダイヤルされる

発信通話

次の表に、電話サービスアカウントの設定に基づいて Cisco Jabberの [設定]メニューで設定可能
な、通話設定のリストを示します。

表 4：通話の設定

Cisco Jabber の設定アカウントの設定

[自動的に送信]：この設定を使用して、通話のビデオのオン/オ
フを自動的に切り替えます。

[モバイルデータネットワーク]：この設定を使用して、モバイ
ルデータネットワーク使用時のビデオを自動的にオンまたはオ

フにします。

低帯域幅モードをオンにしている場合は、CiscoJabber
にこれらのビデオの設定が表示されません。

（注）

ビデオが有効

[低帯域幅モード]：この設定を使用すると、低帯域幅ネットワー
クに接続されている間に VoIP通話を発信するとき、音声が最
適化されます。

DVOが無効
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Cisco Jabber の設定アカウントの設定

[通話オプション]：Cisco Jabberで常にVoIP通話を発信するか、
常にモバイルボイスネットワークを使用して通話するか、ネッ

トワーク接続に基づいて通話方法を自動的に選択するかを指定

します。

[低帯域幅モード]：VoIPを使用する通話オプションを選択した
場合は、CiscoJabberに [低帯域幅モード]設定が表示されます。
この設定を使用すると、低帯域幅ネットワークに接続されてい

る間に VoIP通話を発信するとき、音声が最適化されます。

DVOが有効

関連トピック

低帯域幅モードの設定, （33ページ）
通話オプションの設定, （34ページ）
代替 DVOコールバック番号の追加, （35ページ）
代替 DVOコールバック番号の変更, （36ページ）

アクティブな通話画面
Cisco Jabber通話の発信または応答時には、アクティブな通話画面が表示されます。
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アクティブな通話画面では、次

の操作を実行できます。

1 セルフビューを非表示にし

ます（ビデオが有効になっ

ている場合）。

2 オーディオデバイスを変更

します。

3 セルフビューを表示します

（ビデオが有効になってい

る場合）。

4 カメラを変更します（ビデ

オが有効になっている場

合）。

5 通話コントロールを使用し

ます。

ビデオ通話中に Cisco Jabberがバックグラウンドになった場合、その通話はビデオなしで継続
します。通話に戻ったあとで、コントロールバーで [ビデオ]ボタンをタップして再度ビデオ
の送信を開始できます。

（注）

通話コントロールとアイコン

表 5：通話コントロール

説明ボタン

音声が聞こえないようにします。

ビデオの送信を停止します。

キーパッドを開きます。
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説明ボタン

その他のオプションを表示します。状況に応じて表示されるメニューのオプショ

ンを使用して、次の操作を実行できます。

• [保留]：通話を保留にします。

• [通話のマージ]：既存の通話 2件をマージして電話会議にします。

• [転送]：通話を転送します。

• [会議]：電話会議を開始します。

• [携帯電話に移動]：通話を携帯電話番号に移動します。

通話の転送を完了します。

通話をマージして電話会議にします。

通話を終了します。

前面と背面のカメラを切り替えます。

セルフビューを非表示にします。

会議参加者のリストを表示します。

表 6：オーディオアイコン

説明アイコン

イヤフォンを使用します。

スピーカーフォンを使用します。

Bluetoothヘッドセットを使用します。

有線ヘッドセットを使用します。

キーパッドからの通話の発信
次の手順を使用して、キーパッドから通話を発信します。
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手順

ステップ 1 [キーパッド]画面で、番号をダイヤルして [通話]をタップします。

ステップ 2 Dial via Officeを使用する場合は、次の手順を実行します。
a) [応答]をタップして通話を受け入れます。
b) 指示されたら、キーパッドで番号を押します。

通話の受け入れ後、社内通話システムはダイヤルされた番号に発信します。Dial via Officeコール
は、ネイティブの電話アプリケーションで受信できます。

応答
Cisco Jabberの着信は、シスコの独自の着信音を使用するため、他の着信と区別することができま
す。

着信通話を受信するには、次の項目を確認してください。

•デバイスは社内ネットワークに（直接、またはコラボレーションゲートウェイまたは VPN
アプリケーションを使用してリモートで）接続する必要があります。

• Cisco Jabberがデバイスのバックグラウンドまたはフォアグラウンドで実行されている必要が
あります。

手順

通話中の表示で [応答]をタップします。
Cisco Jabber VoIP通話中に別の Cisco Jabber VoIP通話に応答すると、アプリによって最
初の通話が保留にされます。

（注）

[拒否]をタップすると、発信者は仕事用のボイスメールサービスに転送されます。また、仕事用
のボイスメールサービスが使用できない場合、発信者はモバイルボイスメールサービスに転送

されます。

Cisco Jabber VoIP 通話中のモバイル通話の処理
Androidデバイスで新しくモバイル通話を受信したとき、すでに Cisco Jabber VoIPで通話中の場合
は、[拒否]をタップしてその新しい通話を拒否することを推奨します。
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Cisco Jabberの着信は、シスコの独自の着信音を使用するため、他のモバイル着信と区別する
ことができます。

Androidデバイスで着信通話を受信すると、ネイティブの電話アプリが、Cisco Jabberを含む他
のすべてのアプリのマイクを自動的に無効にします。

マイクが無効になる前に、別の通話に応答する必要があることを現在の通話相手に知らせる時

間はありません。

新しい通話を拒否して Cisco Jabber通話を再開すると、現在の通話相手に再び音声が聞こえる
ようになります。

新しい通話を受け入れた場合は、ネイティブのAndroidの通話が終了するまでCisco JabberVoIP
通話に戻ることはできません。

（注）

通話中の機能

通話の保留と再開

1
通話中の表示で をタップします。

2 [保留]をタップします。

3 通話を再開するには [再開]をタップします。

通話の切り替え

2件のインターネット通話に接続されているときにアクティブにできる通話は 1件のみです。も
う 1件の通話は自動的に保留になります。 2件の通話を切り替えるには、赤いバーをタップしま
す。

通話の転送

1
通話中の表示で をタップします。

2 [転送]をタップします。

3 次のいずれかの手順を実行します。

a 電話番号を入力し、[発信]を選択します。
b 名前またはビデオアドレスを入力し、検索結果の項目をタップします。

会議コール

1
通話中の表示で をタップします。

2 [会議]をタップします。
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3 次のいずれかの手順を実行します。

a 電話番号を入力し、[発信]を選択します。

b 名前またはビデオアドレスを入力し、検索結果の項目をタップします。

Cisco Jabberでは、最初の通話が自動的に保留にされて、両方の通話のステータスが表示され
ます。

4 コントロールバーで、[マージ]をタップします。

通話のマージ

マージ機能を使用して、既存の通話 2件をマージして電話会議にします。

次の手順は、Cisco Jabber VoIP通話にのみ適用されます。マージ機能はDVO通話では使用できま
せん。

1
通話中の表示で をタップします。

2 [マージ]をタップします。
3 [OK]をタップします。
4
（オプション） をタップして、会議参加者のリストを表示します。

モバイルネットワークへの通話の移動

次の手順は、Cisco Jabber VoIP通話にのみ適用されます。この機能はDVO通話では使用できませ
ん。

1
通話中の表示で をタップします。

2 [携帯電話に移動]をタップします。
3 [OK]をタップします。
4 デバイスの呼び出し音が鳴ったら、[応答]をタップします。

ビデオ通話でのセルフビューの管理
セルフビューは、画面の左上、右上、左下、右下の 4つのうち、いずれかの固定された位置に移
動することができます。

通話中の表示で、セルフビュー領域を画面上の目的の位置にドラッグします。

セルフビューを非表示にするには、 をタップします。
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第 4 章

ボイスメッセージ

• ボイスメールアカウント, 23 ページ

• [ボイスメッセージ]画面, 23 ページ

• ボイスメッセージの [詳細]画面, 25 ページ

• [ボイスメッセージ]から連絡先へのコールバック, 25 ページ

• ボイスメールシステムへの直接発信, 26 ページ

• ごみ箱内のボイスメッセージの管理, 26 ページ

• ボイスメッセージの [詳細]からの連絡, 26 ページ

ボイスメールアカウント
基本的なボイスメールアカウントでは、ボイスメールボックスにダイヤルインして、次に音声

指示に対応します。

システム管理者は、アカウントのビジュアルボイスメール機能を有効にすることも可能です。ビ

ジュアルボイスメールでは、音声指示に対応する代わりに、デバイスの画面を使用してメッセー

ジを操作します。ボイスメールボックスにダイヤルインしなくても、メッセージのリストを表

示できます。

[ボイスメッセージ] 画面
Cisco Jabberの [ボイスメッセージ]画面には、システム管理者によるボイスメールアカウントの
設定に応じて異なるオプションが表示されます。
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•ダイヤルインボイスメールの場合は、Cisco Jabberに表示される [ボイスメールに発信]ボタ
ンを使用して、ボイスメールシステムに直接発信することができます。

•ビジュアルボイスメールの場合は、Cisco Jabberにボイスメッセージのリストが表示されま
す。

ビジュアルボイスメールを使

用すると、次の操作を実行でき

ます。

1 ボイスメッセージの詳細を

開きます。

2 ボイスメールシステムに直

接発信します。

3 オーディオデバイスを変更

します。

4 メッセージを再生または一

時停止します。

ボイスメッセージアイコン

表 7：ボイスメッセージアイコン

説明アイコン

未開封メッセージ

重要なメッセージ

セキュアメッセージ

プライベートメッセージ
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ボイスメッセージの [詳細] 画面
ボイスメッセージの [詳細]画面には、ボイスメッセージの詳細とそのメッセージを残した相手の
詳細が表示されます。この画面は、ボイスメールアカウントでビジュアルボイスメールが有効

になっている場合に限り表示されます。

[詳細]画面では、次の操作を実
行できます。

1 メッセージを再生または一

時停止します。

2 メッセージを開封済みまた

は未開封としてマークしま

す。

3 テキストメッセージを送信

します。

4 メッセージをごみ箱に移動

します。

5 チャットを開始します。

6 連絡先にコールバックしま

す。

[ボイスメッセージ] から連絡先へのコールバック
次の手順は、ボイスメールアカウントにビジュアルボイスメール機能が設定されている場合に使

用します。

手順

ステップ 1 [ボイスメッセージ]画面から、ボイスメッセージのユーザ名をタップしてメッセージの詳細を表
示します。

ステップ 2
をタップします。

ステップ 3 Dial via Officeを使用する場合は、次の手順を実行します。
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a) [応答]をタップして通話を受け入れます。
b) 指示されたら、キーパッドで番号を押します。

通話の受け入れ後、社内通話システムはダイヤルされた番号に発信します。Dial via Officeコール
は、ネイティブの電話アプリケーションで受信できます。

ボイスメールシステムへの直接発信

手順

ステップ 1 [ボイスメッセージ]画面で [ボイスメールに発信]をタップします。

ステップ 2 Dial via Officeを使用する場合は、次の手順を実行します。
a) [応答]をタップして通話を受け入れます。
b) 指示されたら、キーパッドで番号を押します。

通話の受け入れ後、社内通話システムはダイヤルされた番号に発信します。Dial via Officeコール
は、ネイティブの電話アプリケーションで受信できます。

ごみ箱内のボイスメッセージの管理
次の手順は、ボイスメールアカウントにビジュアルボイスメール機能が設定されている場合に使

用します。

1 [ボイスメッセージ]画面で、タイトルバーの をタップして [ごみ箱]を選択します。
2 次のようにボイスメッセージを管理します。

•
削除：メッセージをタップし、 をタップして、[OK]をタップします。

•
元に戻す：メッセージをタップし、 をタップして、[OK]をタップします。

ボイスメッセージの [詳細] からの連絡

連絡先へのコールバック

次の手順は、ボイスメールアカウントにビジュアルボイスメール機能が設定されている場合に使

用します。
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1 [ボイスメッセージ]画面から、ボイスメッセージをタップしてメッセージの詳細を表示しま
す。

2
ボイスメッセージの [詳細]画面で をタップします。

3 Dial via Officeを使用する場合は、次の手順を実行します。

a [応答]をタップして通話を受け入れます。
b 指示されたら、キーパッドで番号を押します。

通話の受け入れ後、社内通話システムはダイヤルされた番号に発信します。Dial viaOfficeコー
ルは、ネイティブの電話アプリケーションで受信できます。

テキストメッセージの送信

次の手順は、ボイスメールアカウントにビジュアルボイスメール機能が設定されている場合に使

用します。

1 [ボイスメッセージ]画面から、ボイスメッセージのユーザ名をタップしてメッセージの詳細を
表示します。

2 ボイスメッセージの [詳細]画面で [テキストメッセージ]をタップして、メニューボタン > [テ
キストメッセージ]をタップします。

チャットの開始

次の手順は、ボイスメールアカウントにビジュアルボイスメール機能が設定されている場合に使

用します。

1 [ボイスメッセージ]画面から、ボイスメッセージのユーザ名をタップしてメッセージの詳細を
表示します。

2
ボイスメッセージの [詳細]画面で をタップします。
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第 5 章

チャット

• アクティブなチャット画面, 29 ページ

• [連絡先]からのチャットの開始, 31 ページ

• チャットの会話の切り替え, 31 ページ

• チャットの削除, 31 ページ

• チャットからの通話の発信, 31 ページ

• チャットからの Cisco WebExミーティングの開始, 32 ページ

• チャット履歴の表示, 32 ページ

アクティブなチャット画面
アクティブなチャット画面は、チャットの会話を開始するか、チャットに参加したときに表示さ

れます。
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アクティブなチャットの会話で

は、次の操作を実行できます。

1 会話に顔文字を追加しま

す。

2 チャットの会話を切り替え

ます。

3 通話を開始します。

4 Cisco WebExミーティング
を開始します。

チャットコントロール

表 8：チャットコントロール

説明ボタン

絵文字を表示します。

通話を開始します。

Cisco WebExミーティングを開始します。

グループチャットの参加者リストを表示します。
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[連絡先] からのチャットの開始

手順

[連絡先]画面で連絡先の名前をタップして、チャットを開始します。

チャットの会話の切り替え

手順

チャットの会話でタイトルバーの をタップして、チャットを選択します。

チャットの削除

手順

アクティブなチャットの会話で、メニューボタン > [チャットを閉じる]をタップします。

チャットからの通話の発信

手順

ステップ 1 チャットの会話内で、 をタップします。

ステップ 2 電話をかける番号をタップします。

ステップ 3 Dial via Officeを使用する場合は、次の手順を実行します。
a) [応答]をタップして通話を受け入れます。
b) 指示されたら、キーパッドで番号を押します。

通話の受け入れ後、社内通話システムはダイヤルされた番号に発信します。Dial via Officeコール
は、ネイティブの電話アプリケーションで受信できます。
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チャットからの Cisco WebEx ミーティングの開始

手順

ステップ 1 チャットの会話内で、 をタップします。

Cisco WebExミーティングアプリケーションが開きます。

ステップ 2 電子メールアドレスを入力して [次へ]をタップします。

ステップ 3 パスワードを入力して、[サインイン]をタップします。
インスタントミーティングが作成されて、受信者に通知が送信されます。

ステップ 4 指示に沿ってミーティングに接続および参加します。

チャット履歴の表示
システム管理者がCisco Jabberでローカルチャット履歴の保存を有効にしている場合、この手順を
使用して連絡先との以前のチャットメッセージを表示できます。

手順

ステップ 1 アクティブなチャット会話で、今までのメッセージをロードするには、スワイプダウンします。

ステップ 2 今までのメッセージが多い場合は、再度スワイプダウンしてメッセージ全体をスクロールしま

す。
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第 6 章

設定

• 設定へのアクセス, 33 ページ

• 低帯域幅モードの設定, 33 ページ

• 通話オプションの設定, 34 ページ

• 代替 DVOコールバック番号の追加, 35 ページ

• 代替 DVOコールバック番号の変更, 36 ページ

• ボイスメールアカウントの設定, 36 ページ

• 通知と免責条項の表示, 36 ページ

• シスコへのフィードバックの送信, 37 ページ

• ユーザガイドの表示, 37 ページ

• 問題レポートの送信, 38 ページ

設定へのアクセス
Cisco Jabberで [設定]画面にアクセスするには、右にスワイプするか、 をタップし、ナビゲー

ションドロアーを開いて [設定]をタップします。

低帯域幅モードの設定
Cisco Jabber for Androidは低帯域幅モードを使用して、低帯域幅ネットワークの音声を最適化し、
VoIP通話の品質を改善することができます。
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低帯域幅モードを使用するには、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。

•管理者が、異なるコーデックを使用するデバイス間の通話を処理するようにシステムを設定
している

•使用しているデバイスと通話相手のデバイスの両方が同じ低帯域幅コーデック（G.729aまた
は G.729b）をサポートしている

発信先のデバイスが同じ低帯域幅コーデックをサポートしておらず、なおかつ、コーデックの

不一致に対応するようにシステムが設定されていない場合は、次のいずれかの問題が発生する

ことがあります。

（注）

•音声が聴こえない

•通話がすぐに切断される

システムセットアップの詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

手順

ステップ 1 [設定]画面の [発信]で [オーディオとビデオ]をタップします。

ステップ 2 [低帯域幅モード]設定をオンまたはオフにします。

通話オプションの設定
次の手順は、Dial via Office（DVO）機能が有効になっている電話サービスアカウントにのみ適用
されます。 DVO機能が有効になっていない場合は、Cisco Jabberにこれらの設定は表示されませ
ん。

手順

ステップ 1 [設定]画面の [発信]で [通話オプション]をタップします。

ステップ 2 オプションを選択します。

説明オプション

常にモバイルデータネットワークまたはWi-Fiネットワーク経由で
VoIP通話を発信します。

[Voice over IP]
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説明オプション

常にデバイスのモバイルボイスネットワーク経由でDVOコールを発
信します。

DVOを使用している場合、すべての通話は社内通話システムにより
コールバックされて開始されます。

[モバイルボイスネット
ワーク]

ネットワーク接続に基づいて、Cisco Jabberが自動的に VoIPまたはモ
バイルボイスネットワークを選択します。

DVOを使用している場合、すべての通話は社内通話システムにより
コールバックされて開始されます。

[自動選択]

ステップ 3 [モバイルボイスネットワーク]または [自動選択]を選んだ場合は、[DVOコールバック番号]セク
ションに正しいコールバック番号（通常は携帯電話番号）が入力されていることを確認します。

設定されていない場合は、次の手順を実行します。

a) DVOコールバック番号をタップします。
b) [代替番号を使用]を選択します。
c) 代替 DVOコールバック番号を入力します。
d) [保存]をタップします。

関連トピック

電話サービスアカウント, （15ページ）

代替 DVO コールバック番号の追加
DVOを使用している場合、すべての通話は社内通話システムによりコールバックされて開始され
ます。 DVOコールバック番号は、通常、ユーザの携帯電話の電話番号です。

手順

ステップ 1 [設定]画面の [発信]で [通話オプション]をタップします。

ステップ 2 [DVOコールバック番号]セクションで [代替番号を使用]をタップします。

ステップ 3 代替 DVOコールバック番号を入力します。

ステップ 4 [保存]をタップします。
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代替 DVO コールバック番号の変更

手順

ステップ 1 [設定]画面の [発信]で [通話オプション]をタップします。

ステップ 2 代替 DVOコールバック番号をタップします。

ステップ 3 新しい代替 DVOコールバック番号を入力します。

ステップ 4 [保存]をタップします。

ボイスメールアカウントの設定

はじめる前に

システム管理者からアカウント情報を取得します。ボイスメールアカウントの場合は、ユーザ

名、パスワード、サーバアドレス、（場合によっては）ポートが必要です。

手順

ステップ 1 [設定]画面の [アカウント]で [ボイスメール]をタップします。

ステップ 2 システム管理者によって提供されたアカウント情報を入力します。

ステップ 3 [保存]をタップします。

通知と免責条項の表示

手順

ステップ 1 [設定]画面の [ヘルプ]で [バージョン情報]をタップします。

ステップ 2 [通知と免責条項]をタップします。

ステップ 3 次のいずれかのオプションをタップして、内容を表示します。

• [緊急電話番号に関する通知]

• [オープンソースに関する通知]

• [問題レポートツールに関する通知]
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• [暗号化に関する通知]

• [データ使用およびエラー追跡]

シスコへのフィードバックの送信

はじめる前に

•お使いのデバイスのメールアプリを設定します。

•システム管理者から問題レポート用のメールアドレスを取得します。

手順

ステップ 1 [設定]画面の [ヘルプ]で [バージョン情報]をタップします。

ステップ 2 [シスコにフィードバックを送信する]をタップします。
5つのアンケート調査が表示されます。アンケートに回答します。

ステップ 3 [アンケートの送信]をタップします。

ユーザガイドの表示

手順

ステップ 1 [設定]画面の [ヘルプ]で [ユーザガイド]をタップします。

ステップ 2 次のいずれかのオプションをタップして、内容を表示します。

説明オプション

Cisco Jabberの機能と利点を紹介するビデオツアー。[クイックスタートビデオ]

Cisco Jabberに初めてサインインしていくつかの主要な機
能を使用するための手順。

[クイックスタートガイド]

Cisco Jabberを使用するための詳細な手順。[ユーザガイド]
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問題レポートの送信
Cisco Jabber設定を使用して問題のレポートを送信するには、次の手順を実行します。

エラーメッセージ中の [問題レポートを送信]リンクをタップすることでも、レポートを送信
できます。

ヒント

はじめる前に

•お使いのデバイスのメールアプリを設定します。

•システム管理者から問題レポート用のメールアドレスを取得します。

手順

ステップ 1 [設定]画面の [ヘルプ]の下で、[問題レポートツール]をタップします。

ステップ 2 問題を再現できる場合は、[詳細ログ]スイッチをタップしてオンにします。

ステップ 3 [問題レポートを送信]をタップします。
Cisco Jabberによってメールアプリが起動し、件名が自動入力された新しいメッセージが作成され
て、ログファイルが添付されます。

ステップ 4 問題の概要を Eメール本文に入力して、システム管理者に送信します。
問題が発生した時刻も含めます。 [履歴]リストを確認して該当する時刻を見つけてくだ
さい。

ヒント

次の作業

バッテリ電力と記憶域の消費を抑えるために、不要になった場合は [詳細ログ]スイッチをオフ
にします。

重要
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第 7 章

トラブルシューティング

• サインインの問題, 39 ページ

• 接続の問題, 40 ページ

• 連絡先の問題, 41 ページ

• 通話の問題, 41 ページ

• ボイスメールの問題, 46 ページ

• バッテリの問題, 47 ページ

• Bluetoothの問題, 47 ページ

• VPNの問題, 48 ページ

サインインの問題
サインインできない場合は、次のトラブルシューティングのヒントを試してみてください。

手順

ステップ 1 サポートされているデバイスとオペレーティングシステムを使用しているか確認します。サポー

トされているデバイスとオペレーティングシステムの詳細については、ご使用のリリースのCisco
Jabber for Androidリリースノートを参照してください。

ステップ 2 Cisco Jabber for Androidの正しいリリースを使用しているか確認します。
Cisco Jabber for Androidの最新リリースは、Google Playストアからダウンロードできます。

ステップ 3 VPNが接続されているか確認します（VPNが必要な場合）。 VPNが接続されていない場合は、
システム管理者にお問い合わせください。

ステップ 4 電話サービスを使用している場合は、次の手順に従ってデバイスと社内ネットワークの間のネッ

トワーク接続を確認します。

a) インターネットブラウザを開きます。
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b) インターネットブラウザに http://<Cisco Unified Communications Managerサーバ名または IPア
ドレス>/ucmuserの形式で URLを入力して、社内通話システムの管理ページにアクセスしま
す。

例：

• http://xyzhostname/ucmuser

• http://209.165.200.224/ucmuser

社内の Cisco Unified Communications Managerサーバのアドレスがわからない場合は、システム
管理者にお問い合わせください。

c) 社内通話システムの管理ページにアクセスできない場合は、別のネットワークアクセスポイ
ントからアクセスします。それでも社内通話システムの管理ページにアクセスできない場合

は、ネットワークの問題がないかシステム管理者にお問い合わせください。

ステップ 5 Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Serviceを使用している場合は、次の手順に
従ってデバイスとサーバの間のネットワーク接続を確認します。

a) pingユーティリティを開いて、Cisco Unified Communications Manager IM and Presenceサーバを
pingします。

b) サーバの完全修飾ドメイン名または IPアドレスを次のいずれかの形式で入力します。

• <プレゼンスサーバ名>.<ドメイン>.com

• <IPアドレス>.<ドメイン>.com

サーバを pingできない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

ステップ 6 それでもCisco Jabber forAndroidを設定できない場合は、システム管理者に問題レポートを送信し
ます。

関連トピック

リリースノート

接続の問題

接続が切断される

問題 社内サーバへのデバイスの接続が切断され、自動的に再接続できません。

解決法 同じデバイス IDを使用して、複数の Cisco Jabber for Androidアプリにサインインしてい
ないかどうか確認します。 1つのデバイス IDは 1つの Cisco Jabber for Androidアプリケーション
にのみ登録できます。この問題を解消するには、同じデバイス IDを使用している他のアプリか
らサインアウトします。
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電話サービスが自動的に接続されない

問題 Cisco Jabber for Androidへのサインイン後に、電話サービスが自動的に接続されません。

解決法 あるデバイスで Cisco Jabber for Androidにサインして、その後別のデバイスから Cisco
Jabber for Androidにサインインした場合、電話サービスは自動的には接続されません。この問題
を回避するには、次のように手動で電話サービスにサインインします。

1 ナビゲーションドロワーを開きます。

2 [電話サービス]をタップし、資格情報を確認します。

3 [保存]をタップします。

連絡先の問題

連絡先の写真が表示されない

問題 Cisco Jabberの連絡先の写真が表示されません。

解決法 次の手順を試してみてください。

1 Cisco Jabberで [設定] > [表示]をタップし、[連絡先の写真を表示]スイッチがオンになっている
ことを確認します。オンになっていない場合は、このスイッチをタップしてオンにします。

2 プロフィールの写真が有効であることをシステム管理者に確認します。

通話の問題

モバイルネットワークに通話を送信できない

問題 Cisco Jabber VoIP通話をモバイルボイスネットワークに送信できません。

解決法 次の項目を確認してください。

•信号強度が十分なことを確認します。

•電話で [発信者番号通知]設定が有効になっていることを確認します。Androidフォンアプリ
ケーションから、メニューボタン > [通話設定] > [追加設定] > [発信者 ID]をタップし、[発
信者 ID]スイッチがオンになっていることを確認します。

発信できない

問題 Wi-Fiネットワーク経由で VPNを使用して Cisco Jabber通話を発信できません。
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解決法 VPNクライアントがサポートがれているかどうか確認します。サポートされる VPNク
ライアントについては、Cisco Jabber for Androidリリースノートを参照してください。

関連トピック

リリースノート

ビデオ会議を開始できない

問題 Cisco Jabberからビデオ会議通話を開始できません。

解決法 使用している電話サービスアカウントのMCUが正しく設定されていることを、システ
ム管理者に確認します。

DVO コールの問題
問題 Dial Via Office（DVO）コールを発信すると、呼び出し先がボイスメールシステムまたは異
なる番号から通話を受信します。

解決法 次の場合は、DVOコールを発信したときに、呼び出し先がボイスメールシステムまたは
異なる番号からコールを受信します。

•モバイルボイスネットワークの接続状態が悪い。この問題を防ぐには、DVOコールを発信
する前に、状態の良好なモバイルボイスネットワーク接続があることを確認します。

• [DVOコールバック番号]に携帯電話番号とは異なる電話番号を設定した。この問題を防ぐに
は、[DVOコールバック番号]を Cisco Jabber設定に指定した携帯電話番号に変更します。

•時間内にコールバックに応答せず、デバイスにボイスメールが設定されている。

関連トピック

代替 DVOコールバック番号の追加, （35ページ）
代替 DVOコールバック番号の変更, （36ページ）

通話でビデオが表示されない

問題 Wi-Fiネットワーク経由でVPNを使用して Cisco Jabberビデオ通話を行う際に、ビデオを受
信できません。

解決法 VPNクライアントがサポートされていることを確認します。

問題 Cisco Jabberがビデオコール中にバックグラウンドになります。通話に戻ったときに、ビ
デオを表示できません。

解決法 ビデオ通話中に Cisco Jabberがバックグラウンドになった場合、その通話はビデオなしで
継続します。再度ビデオを送信するには、コントロールバーで [ビデオ]をタップします。
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関連トピック

リリースノート

通話オプションが表示されない

問題 Cisco Jabberの [設定]メニューに通話オプションが表示されません。

解決法 管理者が Dial via Office機能を有効にしている必要があります。有効でない場合は、[設
定]メニューに通話オプションが表示されません。詳細については、管理者に連絡してください。

通話機能の問題

問題 通話機能が正しく動作していません。

解決法 デフォルトでネイティブの電話アプリケーションが起動するよう設定されている場合、

Cisco Jabber for Androidの通話機能で問題が発生する可能性があります。

これらの問題を回避するには、次の手順を実行します。

1 Androidのホーム画面から、[設定]をタップします。

2 お使いのオペレーティングシステムに応じて、[アプリ]または [アプリケーションマネージャ]
のどちらかをタップします。

3 右にスワイプしてインストール済みアプリのリストを表示します。

4 スクロールダウンして [電話]アプリアイコンをタップします。

5 [初期状態で起動]オプションがオフに設定されていることを確認します。

Android フォンアプリケーションから Cisco Jabber 通話を発信できな
い

問題 ネイティブの Androidフォンアプリケーションから Cisco Jabberを選択するためのポップ
アップウィンドウが表示されなくなりました。

解決法 一部のデバイスの Android OS 4.1.2以降の制限により、次の手順を実行すると問題が発生
する可能性があります。

1 ネイティブの Androidフォンアプリケーションから通話を発信します。

2 ポップアップウィンドウから [Jabber]（またはその他の音声アプリケーション）を選択します。

3 [常時]を選択して Cisco Jabber（またはその他の音声アプリケーション）を常に使用するよう
指定します。

これらの手順が完了すると、ネイティブのAndroidフォンアプリケーションが他の音声アプリケー
ションを選択するためのポップアップウィンドウを表示しなくなります。代わりに、ネイティブ
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の Androidフォンアプリケーションからのみ通話を発信することができます。この問題の回避策
はありません。

音質が低い、よく聞こえない

問題 音質が低かったり、突然音が聞こえなくなったり、音声がよく聞こえなくなったりします。

解決法 次の項目を確認してください。

•ワイヤレス信号が弱い：Androidデバイスのアンテナバーを確認して、Wi-Fi接続の信号強度
が十分であることを確認します。信号が弱い場合は、モバイルネットワークに通話を移動

することを検討してください。通話中に をタップし、[携帯電話に移動]をタップしま
す。次に [OK]をタップして[応答]をタップします。

• BluetoothとWi-Fiの干渉：最適に設計されたWi-Fiネットワークでも、Bluetoothヘッドセッ
トなどの他のデバイスによる干渉が発生することがあります。この干渉が Cisco Jabberでの
通話の切断や低音質の原因となっていることがあります。Bluetoothヘッドセットをオフにし
て、問題が解消するかどうかを確認します。

• Wi-Fiアクセスポイント間でのハンドオフ：職場内を移動すると、Wi-Fi接続が異なるアク
セスポイント間で転送されることがあります。接続がアクセスポイント間で転送される間

に通話に応答すると、音声が数秒間不明瞭になったり、聞こえなくなったりする場合があり

ます。ハンドオフが完了すると、この問題は自動的に解決します。

•電話サービスへの接続の切断：一般的な原因として、ネットワークに問題が発生したか、
サーバが一時的に停止した可能性が考えられます。問題が解決しない場合は、システム管理

者にお問い合わせください。

•ネットワークの帯域幅の低下：低帯域幅のネットワークを介して通話を行う場合は、低帯域
幅ネットワーク用に接続を最適化してから、もう一度試してください。Cisco Jabberで [設定]
> [オーディオとビデオ]をタップします。 [低帯域幅モード]スイッチをタップしてオンにし
ます。

•ヘッドセット：デバイスに同梱されていないヘッドセットを使用することで、音量が小さい
または片通話などの音声の問題を引き起こす可能性があります。

関連トピック

低帯域幅モードの設定, （33ページ）

片通話

問題 Wi-Fiネットワーク経由でVPNを使用して Cisco Jabber通話を発信するときに、通話の音声
が一方向にしか聞こえません。

解決法 次の項目を確認してください。

• VPNクライアントがサポートされていることを確認します。サポートされる VPNクライア
ントについては、Cisco Jabber for Androidリリースノートを参照してください。
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•ヘッドセットを確認します。デバイスに同梱されていないヘッドセットを使用することで、
音量が小さいまたは片通話などの音声の問題を引き起こす可能性があります。

関連トピック

リリースノート

ヘッドセットで音声が聞こえない

問題 ヘッドセットを使用した通話中に、ヘッドセットの音量を上げても相手の声が聞こえませ

ん。

解決法 ヘッドセットの音量と Cisco Jabberの音量は、それぞれ別のものです。 Cisco Jabberの音
量設定を上げる必要があります。

それには、Cisco Jabberを起動し、ヘッドセットを接続した状態で、デバイスの音量ボタンを使用
して音量設定を調整します。

ネイティブの電話アプリで通話を受信したときに音声が聞こえない

問題 ネイティブの電話アプリで通話を受信したときに、Cisco Jabber VoIP通話の音声が聞こえま
せん。

解決法 ネイティブの電話アプリで新しくモバイル通話を受信したとき、すでに Cisco Jabber VoIP
で通話中の場合は、[拒否]をタップしてその新しい通話を拒否することを推奨します。

ネイティブの電話アプリで着信通話を受信した場合は、そのアプリがCisco Jabberを含む他のすべ
てのアプリケーションのマイクを自動的に無効にします。

マイクが無効になる前に、別の通話に応答する必要があることを現在の通話相手に知らせる時間

はありません。

新しい通話を拒否して Cisco Jabber VoIP通話を再開すると、現在の通話相手に再び音声が聞こえ
るようになります。

新しい通話を受け入れた場合は、ネイティブの電話アプリの通話が終了するまでCisco JabberVoIP
通話に戻ることはできません。

バックグラウンドミュージックが一時停止または再開されない

問題 サードパーティアプリケーションを使用して音楽を再生する場合に、音楽が一時停止また

は再開されず、Cisco Jabber for Androidビデオ通話が発信または受信されます。

解決法 この問題を回避するには、音楽を一時停止または再開する際にサードパーティアプリケー

ションを開きます。
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通知が表示されない

問題 Cisco Jabberの不在着信通知が表示できません。

解決法 通知設定を確認するには、次の手順を実行します。

1 Androidのホーム画面で、[設定]をタップします。
2 お使いのオペレーティングシステムに応じて、[アプリ]または [アプリケーションマネージャ]
のどちらかをタップします。

3 [Cisco Jabber]をタップします。
4 [通知を表示]チェックボックスがオンになっていることを確認します。

共有回線の使用時に保留中の通話が表示されない

問題 共有回線からビデオアプリケーションに発信し、その後 Cisco Jabberデスクトップアプリ
ケーションを使用してその通話を保留にする場合、Cisco Jabber for Androidに保留中の通話が表示
されません。

解決法 Cisco Jabber for Androidは、共有回線を使用してビデオアプリケーションに発信する場
合、保留機能をサポートしていません。この問題を回避するには、Cisco Jabberデスクトップア
プリケーション（Cisco Jabber for Windowsまたは Cisco Jabber for Mac）を使用して通話を再開す
る必要があります。

ボイスメールの問題

ボイスメールの資格情報の問題

問題 ユーザ名またはパスワードが間違っているエラーのために、ボイスメッセージへアクセス

できません。

解決法 この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1 ボイスメールアカウント画面を開きます。

ボイスメールアカウント画面を開くには、ナビゲーションドロワーでボイスメールアカウン

トをタップするか、または関連するエラーメッセージでリンクをタップします。

2 ユーザ名またはパスワードを再入力します。

3 [適用]をタップします。
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一部のボイスメッセージを表示できない

問題 社内ネットワークに接続されていないときに、一部のビジュアルボイスメッセージを表示

できません。

解決法 ボイスメッセージの更新、および安全なボイスメッセージの再生を行うには、CiscoJabber
を社内ネットワークに接続する必要があります。保存済みボイスメッセージは、社内ネットワー

クに接続していなくても再生できます。

バッテリの問題

バッテリが急速に消耗する

問題 Cisco Jabberを使用すると、デバイスのバッテリが急速に消耗します。

解決法 バッテリの消耗を緩和するには、次の項目を確認してください。

• [詳細ログ]：このオプションは、CiscoJabberの使用上の問題を解決するためのトラブルシュー
ティングに必要な詳細情報を収集する場合にのみ有効にします。それ以外のときは無効にし

ます。Cisco Jabberで、[設定] > [問題レポートツール]をタップします。 [詳細ログ]スイッチ
をタップしてオフにします。

• 3GまたはWi-Fiの接続状態が悪いと、バッテリ寿命に影響を与えることがあります。ネッ
トワーク信号が強い場所に移動してください。

Bluetooth の問題

Bluetooth と Wi-Fi の干渉
問題 Bluetoothオーディオデバイスを使用すると、音質が低かったり、突然音が聞こえなくなっ
たり、音声がよく聞こえなくなったりします。

解決法 最適に設計されたWi-Fiネットワークでも、Bluetoothオーディオデバイスなどの他のデ
バイスによる干渉が発生することがあります。この干渉がCisco Jabberでの通話の切断や低音質の
原因となっていることがあります。Bluetoothオーディオデバイスをオフにして、問題が解消する
かどうかを確認します。
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Bluetooth オーディオデバイスを使用した着信の応答または通話の終了
ができない

問題 Bluetoothオーディオデバイスを使用して Cisco Jabber for Android通話の応答または終了が
できません。

解決法 Cisco Jabber for Androidは、Bluetoothオーディオデバイスの [通話]ボタンを使用した着
信の応答または通話の終了をサポートしていません。この問題を回避するには、Cisco Jabberユー
ザインターフェイスを使用して Cisco Jabber for Android通話に応答または終了します。

Bluetooth オーディオデバイスで着信コールの呼出音が聞こえない
問題 Cisco Jabber for Androidで着信コールがあった場合、Bluetoothオーディオデバイスで呼出音
が聞こえません。

解決法 Android OS 4.2.2よりも前のオペレーティングシステムで Bluetoothオーディオデバイス
を使用する場合、この問題が発生する可能性があります。Bluetoothオーディオデバイスとデバイ
スのスピーカー、イヤホン、ヘッドセットなど他のオーディオデバイス間の切り替えは、Android
OS 4.2.2以降でのみサポートされています。着信コールの呼出音は、デバイスのスピーカーと
Bluetoothオーディオデバイスの両方では再生できません。この問題を解決するには、最新の
Android OSにアップグレードします。

呼び出し音が鳴るとオーディオデバイス間の切り替えができない

問題 着信コールの呼出音が聞こえると、Bluetoothオーディオデバイスと他のオーディオデバイ
ス間の切り替えができません。

解決法 Android OSの制限により、呼出音が鳴ると Bluetoothオーディオデバイスと他のオーディ
オデバイス間の切り替えができません。この問題を回避するには、着信コールに応答した後に

オーディオデバイスを切り替えてください。

VPN の問題

通話の問題

問題 Wi-Fiネットワーク経由で VPNを使用して通話を発信できません。

解決法 サポートされるVPNクライアントを使用しているかどうか確認します。サポートされる
VPNクライアントについては、Cisco Jabber for Androidリリースノートを参照してください。

関連トピック

リリースノート
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通話の切断の問題

問題 Wi-Fiネットワーク経由で VPNを使用して通話を発信する場合、数秒後に通話が切断され
ます。

解決法 サポートされるVPNクライアントを使用しているかどうか確認します。サポートされる
VPNクライアントについては、Cisco Jabber for Androidリリースノートを参照してください。

関連トピック

リリースノート

ビデオ受信の問題

問題 Wi-Fiネットワーク経由で VPNを使用してビデオ通話を受信する際、ビデオが受信されま
せん。

解決法 サポートされるVPNクライアントを使用しているかどうか確認します。サポートされる
VPNクライアントについては、Cisco Jabber for Androidリリースノートを参照してください。

関連トピック

リリースノート

音声の問題

問題 Wi-Fiネットワーク経由で VPNを使用して通話を発信するときに、通話の音声が一方向に
しか聞こえません。

解決法 サポートされるVPNクライアントを使用しているかどうか確認します。サポートされる
VPNクライアントについては、Cisco Jabber for Androidリリースノートを参照してください。

関連トピック

リリースノート
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