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ヘッドセット管理の概要
この章では、すでにシスコヘッドセット500をユーザに導入済みであることを前提としていま
す。ヘッドセットの展開の詳細については、『シスコヘッドセット500アドミニストレーショ
ンガイド』の「シスコヘッドセット 500」の章を参照してください。

Cisco Unified CMの管理では、以下のことが可能です。

•ワイヤレス電源範囲、オーディオ帯域幅、および Bluetoothのオン/オフをリモートで構成
します。

•ヘッドセットのファームウェアを定義および制御します。

•展開内のすべてのヘッドセットの詳細なインベントリを取得します。

• Remote PRT、CallManagement Records（CMR）のメトリクスおよびアラームを使用して、
ヘッドセットの診断およびトラブルシューティングを行います。

ヘッドセット管理機能の互換性
シスコヘッドセットの管理は、Unified Communications Managerの 12.5(1) SU1リリース以降、
互換性のあるバージョンのシスコヘッドセット、Cisco Jabber、および Cisco Expresswayのリ
リースによりサポートされます。次の表は、ヘッドセット、電話機、および Unified
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CommunicationsManagerの使用バージョンに対応した、利用可能なヘッドセット管理機能を示
しています。

表 1 : Cisco IP電話のヘッドセット有用性機能

Unified
CM
12.5(1)SU1
+電話機
ファーム

ウェア
12.5(1)SR3

Unified
CM 12.5(1)
以前 +電
話機

ファーム

ウェア
12.5(1)SR3

Unified
CM
12.5(1)SU1
+電話機
ファーム

ウェア
12.5(1)

Unified
CM 12.5(1)
以前 +電
話機

ファーム

ウェア
12.5(1)

Unified
CM
12.5(1)SU1
+電話機
ファーム

ウェア

12.1(1)以
前

Unified
CM 12.5(1)
以前 +電
話機

ファーム

ウェア

12.1(1)以
前

新しい有用性機能

—×××××COPファイルのインストール

—×該当なし×——手動リモート構成

×—————Unified CMのヘッドセット
ファームウェア管理

×—————Unified CMを介したリモート
ヘッドセット構成

X*—————Unified CMのヘッドセットイ
ンベントリ

××————電話機 UIでの構成リセット

X*—————ヘッドセットコール管理レ

コード（CMR）

• *この機能は、ヘッドセットファームウェア 1.5以降を搭載したヘッドセットでのみ使用
できます。

•該当なし以前のバージョンから Unified CM 12.5(1)SU1にアップグレードすると、ほとん
どの Cisco IP電話は自動的に Phoneファームウェア 12.5(1)SR3にアップグレードされま
す。
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表 2 : Cisco Jabberのヘッドセット有用性機能

Unified
CM
12.5(1)SU1
+ Jabber
バージョ

ン
12.6(1)MR

Unified
CM 12.5(1)
以前 +
Jabber
バージョ

ン
12.6(1)MR

Unified
CM
12.5(1)SU1
+ Jabber
バージョ

ン 12.6(1)

Unified
CM 12.5(1)
以前 +
Jabber
バージョ

ン 12.6(1)

Unified
CM
12.5(1)SU1
+ Jabber
バージョ

ン 12.5(1)
以前

Unified
CM 12.5(1)
以前 +
Jabber
バージョ

ン 12.5(1)
以前

新しい有用性機能

××××××COPファイルのインストール

×—————Unified CMを介したヘッド
セットファームウェアの管理

×—×———Unified CMを介したリモート
ヘッドセット構成

X*—X*———Unified CMのヘッドセットイ
ンベントリ

××————ローカル構成リセット

××××——ローカル UI構成

××————ローカルヘッドセットのバー

ジョン表示

*この機能では、ヘッドセットファームウェア 1.5以降を搭載したヘッドセットのみを検出で
きます。

ワークフロー：ヘッドセット有用性の構成
次のワークフローを使用して、シスコヘッドセット有用性機能の設定をガイドします。

このワークフローを完了すると、ヘッドセット設定の構成、ヘッドセット最新ファームウェア

ロードの保持、およびインベントリの保守を行うことができます。

手順

目的コマンドまたはアクション

Cisco Unified Serviceabilityで、シスコ
ヘッドセットサービスをオンにします。

シスコヘッドセットサービスを有効化

する（4ページ）
ステップ 1

COPファイルを使用して、最新のヘッ
ドセットファームウェアのインストー

ルとアップグレードを行ってください。

ヘッドセット COPファイルを準備する
（5ページ）

ステップ 2
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目的コマンドまたはアクション

エンドユーザとそれに関連付けられて

いるデバイスに関連付けるユーザプロ

ファイルを作成します。

ユーザのユーザプロファイルを構成す

る（6ページ）
ステップ 3

各エンドユーザ用に作成されたユーザ

プロファイルを、Cisco IP電話を使用し
て適用します。

エンドユーザにユーザプロファイルを

適用する（7ページ）
ステップ 4

シスコヘッドセットのデフォルト設定

をカスタマイズします。この手順は、

ヘッドセット構成テンプレートを設定す

る（14ページ）
ステップ 5

様々なシスコヘッドセットシリーズを

導入する場合に、特に重要です。

[Cisco Unified CM Administration]イン
ターフェイスを使用して、導入したヘッ

ヘッドセットインベントリの表示（18
ページ）

ステップ 6

ドセットインベントリが表示されるこ

とを確認します。

シスコヘッドセットサービスを有効化する

Cisco Unified CMの管理インターフェイスを使用してシスコヘッドセットを管理する前に、
Cisco Unified CommunicationsManager Serviceabilityでシスコヘッドセットサービスをオンにす
る必要があります。

Cisco CallManagerサービスが既に実行されている場合は、すべての Unified Communications
Managerノードでシスコヘッドセットサービスをアクティブにする必要があります。[Cisco
Unified CM Administration]インターフェイスを使用してヘッドセットを管理するには、Unified
Communications Managerノード上でシスコヘッドセットサービスをアクティブにしてくださ
い。CiscoCallManagerサービスは、シスコヘッドセットサービスを有効にすると自動的にアク
ティブになります。必要でない場合は、CiscoCallManagerサービスを非アクティブにします。

（注）

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM Administration]から[Cisco Unified Serviceability]へ移動して [移動（Go）]を
クリックします。

ステップ 2 [ツール（Tools）] > [サービスのアクティベーション（Service Activation）]を選択します。

ステップ 3 CMServicesセクションの [シスコヘッドセットヘッドセットサービス（CiscoHeadsetService）]
チェックボックスをオンにして、[保存（Save）]を選択します。
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次のタスク

ヘッドセット COPファイルを準備します。

ヘッドセット COPファイルを準備する
COPファイルを使用して、最新のヘッドセットファームウェアをインストールし、アップグ
レードすることができます。ヘッドセット COPファイルには、様々なヘッドセットモデルの
ファームウェアバージョンと構成データがすべて含まれています。

COPファイルをインストールする前に、シスコヘッドセットサービスが起動され、実行され
ていることを確認してください。

ヘッドセットCOPファイルが、UnifiedCommunicationsManagerのすべてのノードにインストー
ルされていることを確認します。

（注）

1. シスコヘッドセットの使用を開始する前に、COPファイルをUnifiedCommunicationsManager
システムにインストールまたはアップグレードします。

ヘッドセットをエンドポイントに接続すると、ヘッドセットテンプレートの構成の変更が適用

されます。Unified Communications Managerのヘッドセットテンプレート構成にアップデート
を行った場合、エンドポイントは、接続されたヘッドセットにこれらの構成の更新内容を適用

します。

すべての構成の更新は、COPファイルのヘッドセットテンプレートのバージョンによって異
なります。ヘッドセットテンプレートバージョンが最新の COPファイルの上位にある場合、
Unified Communications Managerの構成ファイルが更新されます。COPファイルの構成ファイ
ルがアップグレードされると、Unified Communications Managerのヘッドセットテンプレート
バージョンはそのバージョンに関係なく更新され、その逆も同様です。次の一覧は、COPファ
イルのアップグレード後の様々なテンプレートバージョンの更新シナリオを示しています。

• Unified Communications Managerが、ヘッドセットテンプレートバージョン 1-10でインス
トールされている場合は、ヘッドセットテンプレートバージョン 1-12の Unified
Communications Managerサーバをアップグレードすると、選択したヘッドセットテンプ
レートバージョンが 1-12になります。Unified Communications Managerは、より高いヘッ
ドセットテンプレートバージョンを選択します。

• Unified Communications Managerが、ヘッドセットテンプレートバージョン 1-10でインス
トールされている場合は、ヘッドセットテンプレートバージョン 1-9の Unified
Communications Managerサーバをアップグレードすると、選択したヘッドセットテンプ
レートバージョンが 1-10になります。Unified Communications Managerは、より高いヘッ
ドセットテンプレートバージョンを選択します。

• Unified Communications Managerが、ヘッドセットテンプレートバージョン 1-10でインス
トールされている場合は、ヘッドセットテンプレートバージョン 1-12の Unified
Communications Managerサーバをアップグレードすると、選択したヘッドセットテンプ
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レートバージョンが 1-12になります。COPファイルと一緒にインストールされるヘッド
セットテンプレートが推奨オプションです。

• Unified Communications Managerが、ヘッドセットテンプレートバージョン 1-10でインス
トールされている場合は、ヘッドセットテンプレートバージョン 1-12の Unified
Communications Managerサーバをアップグレードすると、選択したヘッドセットテンプ
レートバージョンが 1-12になります。COPファイルと一緒にインストールされるヘッド
セットテンプレートが推奨オプションです。

•ヘッドセットテンプレートバージョンが 1-12の COPファイルをインストールし、ヘッ
ドセットテンプレートバージョン 1-10のUnified CommunicationsManagerサーバを更新す
ると、選択したヘッドセットテンプレートバージョンは 1-12になります。Unified
Communications Managerは、より高いヘッドセットテンプレートバージョンを選択しま
す。

ユーザのユーザプロファイルを構成する

ユーザプロファイルを使用して、ユーザにヘッドセットテンプレートを割り当てます。導入

要件に応じて異なるユーザのグループに複数のユーザプロファイルを構成します。

手順

ステップ 1 [CiscoUnifiedCMAdministration]から、以下を選択します。 [ユーザ管理（UserManagement）]>
[ユーザ設定（User Settings）] > [ユーザプロファイル（User Profile）]。

ステップ 2 [新規追加（Add New）]をクリックします。

ステップ 3 ユーザプロファイルの [名前（Name）]および [説明（Description）]を入力します。

ステップ 4 [ユニバーサルデバイステンプレート（Universal Device Template）]を、ユーザの [デスクフォ
ン（Desk Phones）]、[モバイルおよびデスクトップデバイス（Mobile and Desktop Devices）]
、および [リモート接続先/デバイスプロファイル（Remote Destination/Device Profiles）]に割り
当てます。

ステップ 5 [ユニバーサル回線テンプレート（Universal Line Template）]をこのユーザプロファイルのユー
ザの電話回線に適用するために割り当てます。

ステップ 6 このユーザプロファイルのユーザに自分の電話をプロビジョニングするセルフプロビジョニン

グ機能の使用を許可するには、次の手順を実行します

a) [エンドユーザの電話機のプロビジョニングを許可（Allow End User to Provision their own
phones）]のチェックボックスをオンにします。

b) [エンドユーザのプロビジョニングする電話数を制限（Limit Provisioning once End User has
this many phones）]フィールドに、ユーザがプロビジョニングできる電話の最大数を入力
します。最大値は 20です。

ステップ 7 このユーザプロファイルに関連付けられた Cisco Jabberユーザがモバイルおよびリモートアク
セス（MRA）機能を使用するには、[モバイルおよびリモートアクセスの有効化（EnableMobile
and Remote Access）]チェックボックスをオンにします。
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デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。このチェックボック

スをオフにすると、[Jabberポリシー（Jabber Policies）]セクションが無効になり、
サービスクライアントポリシーオプションは、デフォルトで選択されません。

（注）

この設定は、Cisco Jabberユーザの場合にのみ必須です。非 Jabberユーザは、この設
定がなくてもMRAを使用できます。MRA機能は Jabber MRAユーザにのみ適用さ
れ、他のエンドポイントまたはクライアントには適用されません。

（注）

ステップ 8 このユーザプロファイルに Jabberポリシーを割り当てます。[Jabberデスクトップクライアン
トポリシー（JabberDesktopClientPolicy）]と [Jabberモバイルクライアントポリシー（Jabber
Mobile Client Policy）]のドロップダウンリストから、次のオプションのいずれかを選択しま
す。

• [サービスなし（No Service）]：このポリシーは、すべての Cisco Jabberサービスへのアク
セスを禁止します。

• [IM & Presenceのみ（IM & Presence only）]：このポリシーは、インスタントメッセージ
とプレゼンス機能だけを有効にします。

• [IMとプレゼンス、音声とビデオコール（IM & Presence, Voice and Video calls）]：このポ
リシーは音声やビデオデバイスを使うすべてのユーザに対して、インスタントメッセー

ジ、プレゼンス、ボイスメールと会議機能を有効化します。これがデフォルトのオプショ

ンです。

JabberデスクトップクライアントにはWindowsユーザ用Cisco JabberおよびMacユー
ザ用 Cisco Jabberが含まれています。Jabberモバイルクライアントには、iPadおよび
iPhoneユーザ用 Cisco JabberおよびAndroidユーザ用 Cisco Jabberが含まれています。

（注）

ステップ 9 このユーザプロファイルのユーザが Cisco Unified Communicationsセルフケアポータルで
Extension Mobilityまたは Extension Mobility Cross Clusterの最大ログイン時間を設定するには、
[エンドユーザにエクステンションモビリティの最大ログイン時間の設定を許可する（Allow
End User to set their Extension Mobility maximum login time）]チェックボックスをオンにしま
す。

デフォルトでは [エンドユーザにエクステンションモビリティの最大ログイン時間の
設定を許可する（AllowEndUser to set their ExtensionMobilitymaximum login time）]
チェックボックスはオフになっています。

（注）

ステップ 10 [保存 (Save)]をクリックします。

エンドユーザにユーザプロファイルを適用する

まだユーザプロファイルを構成していない場合は、そのユーザプロファイルを構成してコー

ルデバイスに関連付けます。このユーザプロファイルはエンドユーザに関連付けられている

必要があり、ヘッドセットテンプレート構成の変更を適用するには、デバイスのMACを制御
されたデバイスに追加する必要があります。
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手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Managerのデータベースに新しいエンドユーザを手動で追加する
には、次の手順を使用します。

a) [Cisco Unified CM Administration]で、[ユーザの管理（User Management）] > [エンドユー
ザ（End User）]の順に選択します。

b) [Add New]をクリックします。
c) ユーザのユーザIDと姓を入力します。
d) ドロップダウンリストから[ユーザランク（User Rank）]を選択します。
e) [エンドユーザ設定（End User Configuration）]ウィンドウのフィールドを設定します。
フィールドの説明については、オンラインヘルプを参照してください。

f) [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 2 デバイスにエンドユーザを関連付けるには、次の手順を実行します。

a) [Cisco Unified CM Administration]で、[デバイス（Device）] > [電話（Phone）]の順に選択
します。

b) Cisco IP電話またはデバイスを選択します。
c) [デバイス情報（Device Information）]で、[ユーザ（User）]を所有者として選択し、[所有
者ユーザ ID（Owner User ID）]を選択します。

d) 構成の変更を有効にするには、[保存（Save）]および [構成を適用（Apply Config）]をク
リックします。

ヘッドセットテンプレート管理
ユーザに対してデフォルトのヘッドセット設定を構成するには、Cisco Unified Communications
Managerで、ヘッドセットテンプレートをユーザプロファイルに割り当てます。ヘッドセッ
トテンプレートでは、ユーザプロファイルを関連付けるオプションが提供されています。

Unified Communications Managerは、次の 2種類のヘッドセットテンプレートをサポートして
います。

標準デフォルトヘッドセット構成テンプレート

これは、すべてのヘッドセットモデルシリーズのデフォルト設定が含まれるシステムデフォ

ルトテンプレートです。このテンプレートには、すべてのヘッドセットモデルシリーズに対

して、システムにインストールされている最新のヘッドセットファームウェアがサポートする

ヘッドセット設定が含まれています。デフォルト設定は編集できませんが、プロファイル構成

の設定を変更することはできます。
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標準デフォルトヘッドセット構成テンプレートが作成されるのは、シスコヘッドセットサー

ビスがCiscoUnified Serviceabilityユーザインターフェイスでアクティブになっている場合のみ
です。

（注）

デフォルトでは、管理者がカスタム定義のヘッドセットテンプレートのいずれかにユーザプ

ロファイルを関連付ける場合を除き、すべてのユーザプロファイルは標準ヘッドセットテン

プレートに関連付けられます。標準のデフォルトヘッドセットテンプレートのコピーを作成

して、ヘッドセットファームウェアバージョンを含むパラメータのカスタマイズ値を用いた

カスタムテンプレートを作成することができます。

システム生成のカスタムヘッドセットテンプレート

Cisco Unified Communications Manager管理バージョン 11.5(1)SU7を使用して、ヘッドセットを
管理し構成することができます。

（注）

リリース11.5(1)SU7をリリースする和えに、管理者は、CiscoTFTPサーバに手動でアップロー
ドされたハンドコード設定ファイル（defaultheadsetconfig.json file）を使用してヘッドセットを
制御していました。Unified CM Release 11.5(1)SU7または SU以降は、defaultheadsetconfig.json
ファイル（ヘッドセット設定とファームウェアバージョンを含む）は、カスタムヘッドセッ

トテンプレートに変換されます。このテンプレートは、[Cisco Unified CM Administration]イン
ターフェイスで、システム生成のカスタムヘッドセットテンプレートとして表示されます。

アップグレード後も、既存のすべてのユーザとデバイスがこのカスタムテンプレートに関連付

けられたままになります。

カスタムヘッドセット構成テンプレート

導入要件に従って、カスタマイズしたヘッドセットテンプレートを作成できます。同じテンプ

レートの別のモデルに異なる headsetパラメータを割り当てることができます。また、異なる
ファームウェアロードを別のヘッドセットモデルに割り当てることもできます。カスタムヘッ

ドセットの設定は、ユーザプロファイルをカスタムヘッドセットテンプレートに関連付ける

ことによって、特定のユーザに割り当てることができます。

表 3 :ヘッドセットテンプレート構成の設定

説明フィールド

ヘッドセットテンプレートの構成

一意の名前を入力して、ヘッドセットテンプ

レートを識別します。

名前

テンプレートの使用を識別できる説明を入力

します。

説明

ヘッドセット管理
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説明フィールド

モデルとファームウェアの設定

デバイスに信頼性が高く、高品質のサウンド

を提供するサポートされているヘッドセット

モデルを選択します。

モデルシリーズの選択

標準テンプレートの場合は、デフォルトの事

前定義済みファームウェアバージョンと、ヘッ

ドセットモデルの設定を表示することができ

ます。デフォルト値は編集できません。

カスタマイズされたテンプレートの場合、[追
加（Add）]をクリックして、新しいヘッド
セットモデルを対応する設定に追加します。

同じテンプレートに、別の既存のヘッドセッ

トモデルを追加することはできません。カス

タマイズされたテンプレートには、さまざま

なヘッドセットモデルを追加できます。ただ

し、ヘッドセットモデルごとに使用できる

ファームウェアは 1つだけです。headsetパラ
メータの詳細については、次の「Headset
Configurationパラメータ」の表を参照してく
ださい。

標準デフォルトヘッドセットテンプレート設

定では、ヘッドセットCOPファイルをインス
トールすることによって設定を編集できます。

Add

必要なファームウェアバージョンを選択しま

す。

• [現在のバージョンのまま（Remain on
current version）]：ヘッドセットを既存の
ファームウェアバージョンのままにする

場合、（つまり、システムでヘッドセッ

トファームウェアバージョンが最新の

ファームウェアバージョンにアップグ

レードされない場合）、このオプション

を選択します。

• [最新（Latest）]：ヘッドセットファーム
ウェアのバージョンをシステムの最新

ファームウェアバージョンにアップグ

レードするには、このオプションを選択

します。

ファームウェア

ヘッドセット管理
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説明フィールド

カスタマイズされたテンプレートの場合、[削
除（Delete）]をクリックしてヘッドセットテ
ンプレートからヘッドセットモデルを削除し

ます。

[Delete]

プロファイルの設定

このヘッドセットテンプレートで使用可能な

設定済みのユーザプロファイルを一覧表示し

ます。

このテンプレートにユーザプロファイルを関

連付けるには、プロファイルを選択し、下矢

印をクリックして、割り当てられているユー

ザプロファイルにテンプレートを移動します。

デフォルトでは、すべてのユーザプ

ロファイルが標準のデフォルトヘッ

ドセット構成テンプレートに割り当

てられます。ユーザプロファイルを

別のテンプレートに関連付けるに

は、新しいテンプレートを作成し

て、ユーザプロファイルを新しいテ

ンプレートに割り当てます。

（注）

利用可能なユーザプロファイル

このヘッドセット構成テンプレートを使用す

るユーザプロファイルの一覧が表示されます。

このプロファイルに割り当てられているユー

ザの場合、このヘッドセット構成テンプレー

ト内の設定は、登録中にシスコヘッドセット

に適用されます。

矢印をクリックして、利用可能なユーザプロ

ファイルリストから新しいユーザプロファイ

ルを追加します。

割り当てられているユーザプロファイル

次の表で、各ヘッドセットテンプレートのパラメータについて説明します。

ヘッドセット管理
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表 4 :シスコヘッドセット 500シリーズのパラメータ

注意デフォル

ト

範囲パラメータ

ヘッドセットのサウンドレベルを制御し

ます。0は低音量、15が大音量です。

オフィス環境での周囲騒音に基づいて、

この設定を構成します。

このパラメータは、 Ciscoヘッドセット
500シリーズのすべてのヘッドセットに
適用されます。

70 – 15スピーカーの音量

（Speaker Volume）

[ゲイン (利得)]は、ユーザがコールの他
の人に聞こえる音量を制御します。[ソフ
ト]にするとユーザの音声は小さくなり、
[ラウド]にすると大きくなります。

オフィス環境での周囲騒音に基づいて、

この設定を構成します。

このパラメータは、 Ciscoヘッドセット
500シリーズのすべてのヘッドセットに
適用されます。

デフォル

ト

ソフト –ラウドマイクゲイン

ヘッドセットを通してユーザが聞くこと

ができる自声の音量を制御します。[オ
フ]は側音をオフにし、[高]にするとヘッ
ドセットマイクからより多くの音が返っ

てくることを意味します。

このパラメータは、 Ciscoヘッドセット
500シリーズのすべてのヘッドセットに
適用されます。

Lowオフ –高側音

イコライザーの設定を制御します。[ワー
ム]に設定すると、ヘッドセット着用時
に低音が聞こえやすくなり、[ブライト]
設定にすると、高音が聞こえやすくなり

ます。

このパラメータは、 Ciscoヘッドセット
500シリーズのすべてのヘッドセットに
適用されます。

デフォル

ト

ワーム –ブライトイコライザ

ヘッドセット管理
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注意デフォル

ト

範囲パラメータ

Ciscoヘッドセット560シリーズのDigital
Enhanced cordless Telecommunications
（DECT）コーデックを制御します。

高密度DECT環境では、このフィールド
を [狭帯域]に設定して、シスコヘッド
セット 560を G.726コーデックに制限し
ます。

広帯域広帯域、狭帯域Audio Bandwidth

Ciscoヘッドセット 560シリーズ (マルチ
ベース)でBluetoothの使用を制御します。
このパラメータが [オフ]に設定されてい
る場合、ベースはペアリング済みのデバ

イスすべてを削除します。

情報セキュリティが重視されて

いる環境でユーザが操作してい

る場合、Bluetoothを無効にす
ることができます。

（注）

オン

（On）
オン、オフBluetooth

Ciscoヘッドセット 560シリーズでの会
議機能の使用を制御します。会議機能で

は、最大 3台のゲスト用ヘッドセットを
同一ベースに 1度にペアリングできま
す。

会議機能の詳細については、『シスコ

ヘッドセット 500ユーザガイド』を参照
してください。

消灯オン、オフ会議

ヘッドセットのファームウェアアップグ

レードソースを制御します。

デフォルトでは、ユーザは Unified
Communications Managerに接続された
Cisco IP電話またはWindowsまたはMac
版 Cisco Jabberを介してヘッドセットを
アップグレードできます。ヘッドセット

は、Unified Communications Managerの
ソースを使用して、ファームウェアの変

更のみを受け入れるように制限できま

す。

UCMま
たは
Cisco
Cloudか
ら許可す

る

UCMまたは Cisco
Cloudから許可する
（ファームウェアは

アップグレードの

み）、UCMのみに
制限する（ファーム

ウェアはアップグ

レードまたはダウン

グレード可能）

ファームウェア

ソース

ヘッドセット管理
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注意デフォル

ト

範囲パラメータ

Ciscoヘッドセット 560シリーズとその
ベースの最大距離を制御します。

デフォルトでは、理想的な条件が揃え

ば、ベースは 330フィート（100 m）以
上の DECT範囲になります。DECTラジ
オレンジを [中距離]または [短距離]に
構成すると、ヘッドセットベースの消費

電力は少なくなりますが、ユーザは通話

中、ベースから遠くへ離れることはでき

ません。DECTラジオレンジを高密度
ヘッドセット導入向けに、[短距離]に構
成してください。

DECT導入の詳細については、「シスコ
ヘッドセットの導入に関するホワイト

ペーパー」、「シスコヘッドセット 560
シリーズの職場でのDECTの導入方法」
を参照してください。

オートレ

ンジ

オートレンジ、中距

離、短距離

DECT無線の範囲

ヘッドセット構成テンプレートを設定する

シスコヘッドセット設定のテンプレートを作成するには、この手順を使用します。カスタマイ

ズしたテンプレートを作成するか、またはシステム定義の標準デフォルトヘッドセットテン

プレートを使用することができます。

標準デフォルトヘッドセット構成テンプレートは、システム定義のテンプレートです。標準デ

フォルトヘッドセットテンプレートに新しいユーザプロファイルを割り当てることはできま

すが、テンプレートを編集することはできません。デフォルトでは、すべてのユーザプロファ

イルがこのテンプレートに割り当てられています。このテンプレートからユーザプロファイル

の関連付けを外すには、プロファイルを新しいテンプレートに割り当てる必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 [CiscoUnified CMAdministration]から、[（Device）] > [ヘッドセット（Headset）] > [ヘッドセッ
トテンプレート（Headset Template）]の順に選択します。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

•既存のテンプレートを編集するには、そのテンプレートを選択します。
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•新しいテンプレートを作成するには、既存のテンプレートを選択し、[コピー（Copy）]を
クリックします。既存の設定が新しいテンプレートに適用されます。

ステップ 3 テンプレートの [名前（Name）]と [説明（Description）]を追加します。

ステップ 4 [モデルとファームウェアの設定（Model and Firmware Settings）]で、カスタマイズしたヘッ
ドセット設定をこのテンプレートに適用するように割り当てます。新しい設定を追加するに

は、[追加（Add）]ボタンをクリックして設定を構成します。

ステップ 5 上下矢印を使用してユーザをこのテンプレートに割り当て、そのプロファイルを[割当済みユー
ザプロファイル（Assigned User Profiles）]リストに移動します。

ステップ 6 [保存 (Save)]をクリックします。

ステップ 7 デフォルトのテンプレート設定に戻るには、[デフォルトに設定（Set to Default）]ボタンを使
用します。

ステップ 8 [設定の適用（Apply Config）]をクリックします。

標準デフォルトヘッドセット構成テンプレートの場合、[構成を適用（Apply Configuration）]
ボタンは次の場合有効になります。

•割当済みユーザプロファイルリストに追加したユーザが所有するデバイス

•匿名デバイス

カスタマイズされたヘッドセット構成テンプレートでは、[構成を適用（Apply Config）]ボタ
ンは、割当済みユーザプロファイルリストに追加したユーザが所有するデバイスでのみ有効

になります。

ファームウェア管理
UnifiedCommunicationsManagerに接続されているほとんどの電話機およびデバイスは、シスコ
ヘッドセット 500とシスコヘッドセット 700をサポートします。ヘッドセットを電話機に接続
する前に、最新の電話機のファームウェアリリースおよびデバイスパッケージをインストー

ルしてください。ヘッドセットが初めて接続すると、必要なファームウェアがダウンロードさ

れ、アップグレードプロセスが開始されます。

特定のヘッドセットモデルでは、次の2つのファームウェアオプションがサポートされます。

• [現在のバージョンのまま（Remainoncurrentversion）]：ヘッドセットを既存のファーム
ウェアバージョンのままにする場合、（つまり、ヘッドセットファームウェアバージョ

ンが最新のシステムファームウェアバージョンにアップグレードされない場合）、この

オプションを選択します。

• [最新（Latest）]：ヘッドセットファームウェアのバージョンをシステムの最新ファーム
ウェアバージョンと一致させるには、このオプションを選択します。

たとえば、次のようにアップグレードします。
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•最新の (1-5-1-9)ファームウェアオプションを選択した場合に、既存のヘッドセットファー
ムウェアが (1-5-1-9)だと、アップグレードが実行されます。

•最新の (1-5-1PA-10)をファームウェアオプションとして選択した場合に、既存のヘッド
セットファームウェアが (1-5-1-11)だと、アップグレード（この場合は、ダウングレー
ド）が実行されます。

•最新の (1-5-1-10)をファームウェアオプションとして選択した場合に、既存のヘッドセッ
トファームウェアが (1-5-1-11)だと、アップグレード（この場合は、ダウングレード）が
実行されます。

最新の 1-5-1-10をファームウェアオプションとして選択した場合に、既存のヘッドセット
ファームウェアが 1-5-1-11だと、ヘッドセットのバージョンより古いので、アップグレード
（この場合は、ダウングレード）が実行されます。これは既知の制限です。

（注）

ファームウェアに関する検討事項

•標準ヘッドセットテンプレートに割り当てられたユーザは、常に最新のヘッドセット
ファームウェアと設定を受信します。

•ヘッドセットテンプレート構成（標準とカスタムの両方）には、常にすべてのヘッドセッ
トモデルシリーズの最新ファームウェアが設定されます。

ヘッドセットインベントリの管理
Cisco IP電話は、ヘッドセットが接続済みまたは切断状態になったときに、ヘッドセットイン
ベントリデータを Unified Communications Managerに送信します。このサーバに導入されてい
るすべてのヘッドセットのインベントリ要約レポートまたはカスタムインベントリレポート

を生成できるよう、Unified Communications Managerにはこのインベントリデータが保存され
ます。

レポート情報には、ヘッドセットのシリアル番号とモデル番号、ドッキングステーションの詳

細情報、ファームウェア、使用している構成テンプレート、ベンダーの詳細情報、デバイスと

のヘッドセット接続ステータスが含まれます。

ヘッドセットインベントリの設定

サーバには、すべての導入済みヘッドセットを一覧表示できます。この情報を使用して、導入

済みのすべてのヘッドセットのレポートを生成できます。デバイスのシリアル番号をクリック

すると、個々のヘッドセットの詳細がポップアップウィンドウに表示されます。

ヘッドセット管理
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表 5 :ヘッドセットインベントリの設定

説明フィールド

ヘッドセットのシリアル番号。この番号は、

個々のヘッドセットごとに固有です。

シスコ以外のヘッドセットの場合、

デバイス名がシリアル番号として使

用されます。複数の電話機で同じシ

スコ以外のヘッドセットを使用する

と、ヘッドセットレコードの複製が

作成されます。

（注）

シリアル番号（Serial Number）

ヘッドセットのモデル番号です。Model

ベンダーの詳細を表示します。ベンダー

ヘッドセットを USB、RJ-3.5 mm、DECT、お
よびBluetooth接続のデバイスに接続できるよ
う、様々なオプションタイプが表示されます。

タイプ

ヘッドセットの最新ファームウェアロードを

表示します。

ファームウェア

電話機またはデバイスを使用してエンドユー

ザの情報を表示します。

ユーザ

ヘッドセット構成テンプレートの名前を表示

します。

Template

ヘッドセットのアクティビティステータスが

表示されます。接続されているか、または切

断されているかを示します。

ステータス（以降）

ドッキングモデルステーションのタイプを表

示します。

ドックモデル

ヘッドセットが接続されているデバイスの名

前。

デバイス名（Device Name）

Cisco IP電話または Cisco Jabberモデル番号が
表示されます。たとえば、CP-8865はCisco IP
電話モデルです。CSFは、Mac版Cisco Jabber
またはWindows版 Cisco Jabberのデバイスタ
イプのいずれかです。

デバイスモデル
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説明フィールド

使用しているソフトウェアの最新バージョン

が表示されます。電話機ファームウェアまた

は Jabberソフトウェアバージョンである場合
があります。

Software Version

Unified Communications Managerサーバに接続
すると、ヘッドセットの使用年数が表示され

ます。レコードが削除された場合は、ヘッド

セットの使用年数がリセットされます。

ヘッドセットの使用年数（日数）

ヘッドセットインベントリの表示

サーバには、すべての導入済みヘッドセットを一覧表示できます。この情報を使用して、導入

済みのすべてのヘッドセットのレポートを生成できます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM Administration]から、[デバイス（Device）] > [ヘッドセット（Headset）] >
[ヘッドセットインベントリHeadset Inventory）]。

ステップ 2 次のいずれかを実行します。

• [検索（Find）]を選択すると、サーバに導入済みのヘッドセットの完全なリストが表示さ
れます。

•検索ボックスに 1つまたは複数の検索条件を入力し、[検索（Find）]を選択します。

ヘッドセットインベントリの概要

[ヘッドセットインベントリの概要（Headset Inventory Summary）]ウィンドウでは、導入済み
のヘッドセットの集約概要を表示できます。

モデルごとのヘッドセットインベントリ

説明フィールド

ヘッドセットのモデル番号。ヘッドセットモデル
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説明フィールド

導入環境内のモデルタイプごとのヘッドセッ

ト数を示します。

数量列にあるリンクをクリックし

て、モデルタイプ別にフィルタを適

用した詳細な [ヘッドセットインベ
ントリ（Headset Inventory）]ページ
に移動します。

（注）

数量（Quantity）

ステータス別ヘッドセットインベントリ

ヘッドセットモデル、アクティブ、非アクティブ、または未割り当て列にあるハイパーリンク

をクリックすると、各ステータスの詳細 [ヘッドセットインベントリ（Headset Inventory）]
ページに移動します。

（注）

説明フィールド

ヘッドセットのモデル番号。ヘッドセットモデル

ヘッドセットが過去30日間に接続されたこと
を示します。

Active

ヘッドセットは過去30日間、接続されていな
いことを示します。

非アクティブ

ユーザ IDがシステムに存在しないか、または
インベントリレコードにユーザ IDマッピン
グがありません。

未割り当て

導入済みヘッドセットの集約概要を入手する

[ヘッドセットインベントリの概要（Headset Inventory Summary）]ウィンドウでは、導入済
みのヘッドセットの集約概要を表示できます。

手順

[Cisco Unified CM Administration]で [デバイス（Device）] > [ヘッドセット（Headset）] > [ヘッ
ドセットインベントリの概要（Headset Inventory Summary）]。
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ヘッドセットインベントリの詳細をモデル別またはヘッドセットステータス別に表示できま

す。

ヘッドセットトラブルシューティングと診断
Unified Communications Managerまたは Cisco Unified Real-TimeMonitoring Tool（RTMT）を設定
すると、Cisco IP電話に接続されているヘッドセットの問題レポートツール（PRT）ログを収
集できます。PRTには、通話品質、使用するコーデック、音声設定、ワイヤレス設定、および
アラートログに関するデータが含まれています。

Unified Communications Managerには、ヘッドセットの通話診断の詳細が保存されています。
Cisco IP電話は、BYEメッセージまたは BYEメッセージへの 200 OK応答のいずれかでヘッド
セット統計ヘッダーのヘッドセット診断データを送信して、UnifiedCommunicationsManagerの
CMRを更新します。

Cisco IP電話は、Unified Communications Managerとヘッドセット診断データを共有し、この情
報は CMRレコードに次の 2つの新しいフィールドとして保存されます。

• headsetSN：ヘッドセットのシリアル番号。

• headsetMetrics：RSSIフレームエラー、切断の理由、ビーコンの移動、音声の設定、DECT
帯域幅などのヘッドセットメトリック。

新規 CMRレコードの詳細については、「Cisco Unified Communications Managerのコール詳細
レコードアドミニストレーションガイド、リリース 12.5(1)SU1」を参照してください。

Unified CMでエンドポイントの PRTを生成する
この手順を使用して、エンドポイントの問題レポートツール（PRT）をトリガーします。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM Administration]から、[デバイス（Device）] > [電話機（Phone）]の順に選択
します。

ステップ 2 [検索（Find）]をクリックして、ヘッドセットを接続する 1つまたは複数の電話機を選択しま
す。

ステップ 3 選択した電話機で使用するヘッドセットの PRTログを収集するには、[選択対象のPRTを生成
する（Generate PRT for Selected）]をクリックします。

ステップ 4 [保存 (Save)]をクリックします。
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CiscoUnifiedCommunicationsManagerは、SIPNotifyメッセージを送信して、電話機のログ収集
をリモートでトリガーし、「Customer support upload URL」パラメータで構成されているログ
サーバにアップロードします。

RTMTでエンドポイントの PRTを生成する
デバイスまたはエンドポイントは、診断およびトラブルシューティングの重大イベントごとに

アラームを生成します。これらのアラームは、Trace Collection Cisco Unifiedリアルタイム監視
ツール（RTMT）ユーザインターフェイスの [トレースコレクション（Trace Collection）]また
は [デバイス監視（Device Monitoring）]メニューで利用可能な問題レポートツール（PRT）を
使用して生成できます。

手順

ステップ 1 [Trace & Log Central]オプションを展開します。

ステップ 2 Trace & Log Centralツリー階層で、[PRT生成（Generate PRT）]を選択します。
[PRTの生成（Generate PRT）]ウィザードが表示されます。

ステップ 3 [Cisco Unified CM Administration]ユーザインターフェイスの [電話の検索と電話一覧（Find and
List Phones）]ページで設定したデバイス名を入力します。

ステップ 4 [PRTの生成（Generate PRT）]をクリックします。

生成されたレポートは、Customer support upload URLにアップロードされます。ダウンロー
ドオプションは、Customer support uploadURLパラメータが、[CiscoUnifiedCMAdministration]
のユーザインターフェイスで、[エンタープライズ（Enterprise）]、[プロファイル（Profile）]、
または[デバイス（Device）]レベルで構成されている場合にのみ利用できます。

[エンタープライズ、プロファイル、デバイスレベル構成（Enterprise, Profile, orDevice
level configuration）]ページ設定で、Customer support upload URL パラメータを確認
します。それ以外の場合、PRTの生成は失敗します。

（注）
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