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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
代替 DVOコールバック番号の変更

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

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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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

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11678/prod_release_notes_list.html


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

Cisco Jabber for Android 9.6 ユーザガイド
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通話の切断の問題

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11678/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11678/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11678/prod_release_notes_list.html
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音声の問題
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