
アクセサリ

•サポートされるアクセサリ（1ページ）
•お使いの電話モデルをチェックする（3ページ）
•電話機に関連付けられたアクセサリの表示（4ページ）
•ヘッドセット（4ページ）
• Cisco IP電話 8800キー拡張モジュール（34ページ）

サポートされるアクセサリ
ヘッドセット、マイク、スピーカーなど、さまざまな種類のアクセサリと一緒に電話機を使用

できます。このセクションの表は、お使いの電話機でサポートされているアクセサリを示して

います。

次の表では、Cisco IP電話 8800シリーズで使用できる Ciscoアクセサリを説明しています。

表 1 : Cisco製アクセサリ Cisco IP電話 8800シリーズ

8865NR886588618851NR8851884588418811タイプアクセサリ

33322未サポート未サポー

ト

未サポートアドオン

モジュー

ル

Cisco IP電
話 8800キー
拡張モ

ジュール

未サポート未サポートサポート

される

最大 3つ
の同じタ

イプの拡

張モ

ジュール

をサポー

ト。

サポート

される

最大 3つ
の同じタ

イプの拡

張モ

ジュール

をサポー

ト。

サポート

される

最大 2つ
の同じタ

イプの拡

張モ

ジュール

をサポー

ト。

未サポート未サポー

ト

未サポートアドオン

モジュー

ル

Cisco IP電
話
8851/8861
キー拡張モ

ジュール

アクセサリ
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8865NR886588618851NR8851884588418811タイプアクセサリ

サポートさ

れる

最大 3つの
同じタイプ

の拡張モ

ジュールを

サポート。

サポートさ

れる

最大 3つの
同じタイプ

の拡張モ

ジュールを

サポート。

未サポー

ト

未サポー

ト

未サポー

ト

未サポート未サポー

ト

未サポートアドオン

モジュー

ル

Cisco IP電
話 8865
キー拡張モ

ジュール

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポートさ

れる

アドオン

モジュー

ル

壁面取り付

けキット

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポートさ

れる

アドオン

モジュー

ル

ケーブル

ロック

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポートさ

れる

アドオン

モジュー

ル

フットスタ

ンド

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

未サポート未サポー

ト

未サポートUSBCiscoヘッ
ドセット

520シリー
ズ

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポートさ

れる

スタン

ダード

Ciscoヘッ
ドセット

530シリー
ズ

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

未サポート未サポー

ト

未サポートUSBアダ
プタ

Ciscoヘッ
ドセット

530シリー
ズ

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポートさ

れる

スタン

ダード

Ciscoヘッ
ドセット

560シリー
ズ

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

対象外

サポート対

象外

USBアダ
プタ

Ciscoヘッ
ドセット

560シリー
ズ

アクセサリ
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8865NR886588618851NR8851884588418811タイプアクセサリ

サポートさ

れる

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポート対

象外

サポート

対象外

サポート対

象外

USBCiscoヘッ
ドセット
730

サポート対

象外

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

対象外

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

対象外

サポート対

象外

BluetoothCiscoヘッ
ドセット
730

次の表では、Cisco IP電話 8800シリーズで使用できるサードパーティアクセサリを説明しています。

表 2 :サードパーティ製アクセサリ Cisco IP電話 8800シリーズ

8865NR886588618851NR8851884588418811タイプアクセサリ

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポートされ

る

アナログヘッドセッ

ト

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポートされ

る

アナログ

ワイドバ

ンド

ヘッドセッ

ト

サポート

対象外

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

対象外

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

対象外

サポート対象

外

Bluetoothヘッドセッ

ト

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

される

サポート

される

サポート対

象外

サポート

対象外

サポート対象

外

USBヘッドセッ

ト

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

対象外

サポート

対象外

サポート対

象外

サポート

対象外

サポート対象

外

外部 PCマイクロ

フォン

サポート

される

サポートさ

れる

サポート

される

サポート

対象外

サポート

対象外

サポート対

象外

サポート

対象外

サポート対象

外

外部 PCスピーカー

お使いの電話モデルをチェックする
各電話機が異なるアクセサリセットをサポートしているため、お使いの電話機のモデルを知る

ことは重要です。

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

アクセサリ
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ステップ 2 [電話の情報（Phone information）]を選択します[モデル番号（Model number）]フィールドに、
電話機のモデルが表示されます。

電話機に関連付けられたアクセサリの表示
ヘッドセットジャック、Bluetooth、または USBポートを使用して、電話機に外部ハードウェ
アを接続できます。アクセサリリストには、アナログヘッドセットがデフォルトで含まれて

います。このヘッドセットは、ワイドバンドを有効にするように設定できます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 次のオプションのいずれかを選択します。

•アクセサリ
• Bluetooth

ステップ 3 （任意）アクセサリを選択して、[詳細の表示（Show detail）]を押します。

ステップ 4 [終了（Exit）]を押します。

ヘッドセット
Cisco IP電話およびデバイスで使用できる Ciscoおよびサードパーティ製ヘッドセットが多数
用意されています。Ciscoヘッドセットのその他の詳細については、https://www.cisco.com/c/en/
us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.htmlを参照してください。

関連トピック

サポートされるアクセサリ（1ページ）

ヘッドセットの安全性に関する重要な情報

高音圧：聴覚の障害を防ぐため、長時間大音量で聴き続けることは避けてくだ

さい。

ヘッドセットを接続する際は、ヘッドセットのスピーカーの音量を下げてからヘッドセットを

着用してください。ヘッドセットを外す前に音量を下げるようにすれば、再度ヘッドセットを

接続する際に音量は最初から低い状態になります。

周りに注意してください。ヘッドセットを使用すると、特に緊急事態や騒音の多い環境で、外

部の重要な音が遮断される可能性があります。運転中にヘッドセットを使用しないでくださ

アクセサリ
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い。人やペットが横切る可能性がある場所にヘッドセットまたはヘッドセットケーブルを放置

しないでください。ヘッドセットまたはヘッドセットケーブルの近くに子供がいる場合は、常

に目を離さないようにしてください。

Ciscoヘッドセット 500シリーズ
次の Ciscoヘッドセットを使用できます。

• Ciscoヘッドセット 521 -インライン USBコントローラが付いた単一のイヤピースを備え
たヘッドセット。

• Ciscoヘッドセット 522 -インライン USBコントローラが付いたデュアルイヤピースを備
えたヘッドセット。

• Ciscoヘッドセット 531 -標準のヘッドセットまたは USBアダプタを使用した USBヘッド
セットとして使用できる単一のイヤピースを備えたヘッドセット。

• Ciscoヘッドセット 532 -標準のヘッドセットまたは USBアダプタを使用した USBヘッド
セットのいずれかとして使用できるデュアルイヤピースを備えた標準のヘッドセット。

• Ciscoヘッドセット 561 -ベースに付属の単一のイヤホンを備えたワイヤレスヘッドセッ
ト。

• Ciscoヘッドセット562 -ベースに付属のデュアルイヤホンを備えたワイヤレスヘッドセッ
ト。

Ciscoヘッドセット 521および 522

Ciscoヘッドセット 521および 522は、Cisco IP電話およびデバイスで使用するために開発さ
れた 2つの有線ヘッドセットです。Ciscoヘッドセット 521には、着用と快適性を向上させる
ための単一のイヤピースが装備されています。Ciscoヘッドセット 522には、騒々しい職場で
使用するための 2つのイヤピースが装備されています。

両方のヘッドセットには、ラップトップやモバイル機器用の3.5mmコネクタが付いています。
インライン USBコントローラは、Cisco IP電話 8851、8851NR、8861、8865、および 8865NR
でも使用できます。このコントローラーは、通話に簡単に応答し、ホールドやレジューム、

ミュート、ボリュームコントロールなどの基本的な電話機能にアクセスするための簡単な方法

です。

これらのヘッドセットが正しく機能するには、電話機ファームウェアのリリース 12.1(1)以降
が必要です。

アクセサリ
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図 1 : Ciscoヘッドセット 521

図 2 : Ciscoヘッドセット 522

Ciscoヘッドセット 531および 532

Cisco Headset 531および 532は、電話機の標準ヘッドセットとして使用できます。RJコネクタ
を使用して、ヘッドセットポートにヘッドセットを接続します。

CiscoヘッドセットUSBアダプタは、Cisco IP電話 8851、8851NR、8861、8865、および 8865NR
でも使用できます。アダプタは、Ciscoヘッドセット 531および 532を USBヘッドセットに変
換し、いくつかの追加機能を提供します。通話を処理したり、マイクをテストしたり、低音や

高音、ゲイン、サイドトーンの設定をカスタマイズする便利な方法を提供します。

ヘッドセットが正しく機能するには、電話機ファームウェアのリリース 12.1(1)以降が必要で
す。

図 3 : Ciscoヘッドセット 531

アクセサリ
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図 4 : Ciscoヘッドセット 532

Ciscoヘッドセット 561および 562

Ciscoヘッドセット 561および 562は、今日のオフィスで使用するために開発された 2つのワ
イヤレスヘッドセットです。Ciscoヘッドセット 561には、着用と快適性を向上させるための
単一のイヤピースが装備されています。Ciscoヘッドセット 562には、騒々しい職場で使用す
るための 2つのイヤピースが装備されています。

両方のヘッドセットには、ヘッドセットを充電したり、LEDディスプレイでヘッドセットの電
力レベルを監視するための標準ベースまたはマルチベースが付属しています。両方のベースに

は、着信コール、アクティブコール、ミュート時の通話など、通話ステータスも表示されま

す。ヘッドセットがファームウェアをアップグレードしている場合には、LEDにアップグレー
ドの進捗状況が表示されます。

ベースは、お使いの携帯電話のモデルと個人の好みに応じて、USBコネクタまたは Yケーブ
ルのいずれかを使用して電話機に接続します。Yケーブルは電話機のAUXポートとヘッドセッ
トポートに差し込まれます。

ベースをコンセントに接続するためのACプラグが付属しています。電源アダプタを接続する
前に、地域で使用する電源クリップを取り付ける必要があります。

場合によっては、Ciscoヘッドセット 561または 562でトーンが再生されることがあります。
これらのトーンの一部は、ボタンを押すなどの操作を実行すると警告します。他のトーンは、

バッテリの充電が必要な場合や、ベースステーションから離れすぎている場合など、ヘッド

セットに注意が必要であることを警告します。

Ciscoヘッドセット 561および 562が Cisco Unified Communications Manager 12.5(1)以前と正し
く機能するための電話機ファームウェアのリリース 12.5(1)以降および defaultheadsetconfig.json
ファイル。

アクセサリ
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図 5 : Ciscoヘッドセット 561

図 6 : Ciscoヘッドセット 562

Cisco Headset 500シリーズのサポート

Cisco IP電話 8800シリーズには、ヘッドセットとベースを電話機に接続するための RJ形式の
コネクタと USBポートの両方があります。ただし、接続のタイプはお使いの電話機モデルに
よって異なります。次の表では、Cisco IP電話8800シリーズのヘッドセット接続と電話機モデ
ルのサポートを説明しています。

表 3 : Cisco IP電話 8800シリーズでのヘッドセットのサポート。

Cisco IP電話 8851

Cisco IP電話 8851NR

Cisco IP電話 8861

Cisco IP電話 8865

Cisco IP電話 8865NR

Cisco IP電話 8811

Cisco IP電話 8841

Cisco IP電話 8845

Ciscoヘッドセット 500
シリーズ

サポートされる

（USBインラインコントローラ付）

未サポートCiscoヘッドセット521

Ciscoヘッドセット522

サポートされる

（RJコネクタまたは USBアダプタ付）

サポートされる

(RJコネクタ )

Ciscoヘッドセット531

Ciscoヘッドセット532

アクセサリ
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Cisco IP電話 8851

Cisco IP電話 8851NR

Cisco IP電話 8861

Cisco IP電話 8865

Cisco IP電話 8865NR

Cisco IP電話 8811

Cisco IP電話 8841

Cisco IP電話 8845

Ciscoヘッドセット 500
シリーズ

サポートされる

（Y字型ケーブルまたは USBケーブル）

サポートされる

(Y字型ケーブル)

Ciscoヘッドセット561

Ciscoヘッドセット562

関連トピック

Ciscoヘッドセットのカスタマイズ（28ページ）
ヘッドセットを電話機に接続する（22ページ）
電話機でのヘッドセットの設定（25ページ）

Ciscoヘッドセット 521および 522コントローラのボタンとハードウェア

コントローラのボタンは、基本的な通話機能に使用されます。

図 7 : Ciscoヘッドセット 521および 522コントローラ

次の表は、Ciscoヘッドセット521および522コントローラのボタンについて説明しています。

表 4 : Ciscoヘッドセット 521および 522コントローラのボタン

説明[名前（Name）]番号（Number）

マイクロフォンのオン/オフを切り替えます。ミュートボタン1

ヘッドセットの音量を調整します。音量ボタン2

アクセサリ
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説明[名前（Name）]番号（Number）

次は通話の管理に使用します。

•着信コールに応答するには 1回押します。

•電話を終了するには、長押しします。

•着信コールを拒否するには、2回を押します。

•アクティブコールを保留にするには、1回を押しま
す。もう一度押すと、保留中の通話を取得します。

• 1回押すと、アクティブな通話を保留にし、着信
コールに応答します。

コール3

Ciscoヘッドセット 531および 532 USBアダプタのボタンとハードウェア

アダプタは基本的な通話機能に使用されます。

図 8 : Ciscoヘッドセット USBアダプタ

次の表は、Ciscoヘッドセット USBアダプタのボタンについて説明しています。

表 5 : Cisco USBアダプタのボタン

説明[名前（Name）]番号（Number）

マイクロフォンのオン/オフを切り替えます。ミュートボタン1

ヘッドセットの音量を調整します。音量ボタン2

アクセサリ
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説明[名前（Name）]番号（Number）

次はコールの発信、応答、および管理に使用します。

•コールを発信するには 1回を押します。

•着信コールに応答するには1回押します。着信コー
ルを拒否するには、2回を押します。

• 1回押すと、アクティブな通話を保留にし、着信
コールに応答します。

•アクティブコールを保留にするには、1回を押し
ます。

•電話を終了するには、長押しします。

発信ボタン3

Ciscoヘッドセット 561および 562のボタンと LED

ヘッドセットのボタンは、基本的な通話機能に使用されます。

図 9 : Ciscoヘッドセット 561および 562ヘッドセットのボタン

アクセサリ
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次の表は、Ciscoヘッドセット 561および 562ヘッドセットのボタンについて説明しています。

表 6 : Ciscoヘッドセット 561および 562ヘッドセットのボタン

説明[名前（Name）]番号

（Number）

ヘッドセットの電源のオン/オフに使用します。

ヘッドセットの電源を入れたり切ったりするには4秒間押
し続けます。

着信およびアクティブコールの管理は1回の通話か複数の
通話かによって異なります。

1つのコール：

•着信コールに応答するには 1回押します。

•アクティブコールを保留にするには、1回を押しま
す。もう一度押すと、保留中の通話を取得します。

•着信コールを拒否するには、2回を押します。

•アクティブコールを終了するには、長押しします。

複数のコール:

• 1回押すと、アクティブコールを保留にし、2番目の
着信コールに応答します。

•現在のコールを保留にするには1回押します。もう一
度押すとコールが再開され、現在の通話を終了して保

留中の通話を再開するには 2秒間押し続けます。

•長押しすると、アクティブコールを終了し、別の着
信コールに応答します。

• 2回押すと、現在のコールに留まり、2番目のコール
を拒否します。

電源および通話ボタン1

マイクロフォンのオン/オフを切り替えます。ヘッドセッ
トのミュートが有効になっている場合には、電話機の

ミュート が点灯します。

ミュートボタン2

ヘッドセットの音量を調整します。音量ボタン3

アクセサリ
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説明[名前（Name）]番号

（Number）

次のようにヘッドセットのステータスを表示します。

•赤の高速点滅：着信コール。

•赤く点灯:アクティブコール。

•白く点滅:ファームウェアのアップグレードが進行中
です。

LED4

Cisco 561および 562の標準ベース

Ciscoヘッドセット 561および 562には、ヘッドセットを充電するためのスタンダードベース
が付属しています。ベースの LEDディスプレイには、現在のバッテリ残量と通話状態が表示
されます。ヘッドセットのコール制御ボタンを使用することに加えて、ヘッドセットを持ち上

げたり、ベースに置いたりしても、コールに応答したり終了したりできます。

ベースとヘッドセットの接続は、DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）を使用
して行われます。

図 10 : Cisco 561および 562ヘッドセット用スタンダードベースの LEDディスプレイ

次の表は、Cisco561および562ヘッドセットのスタンダードベースについて説明しています。

表 7 : Ciscoヘッドセット 561および 562のスタンダードベース

説明[名前（Name）]番号

（Number）

ヘッドセットのバッテリ充電量を示します。バッテリのステータス
LED

1
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説明[名前（Name）]番号

（Number）

次のように通話状態を通知します。

•コール着信：緑の点滅。

•アクティブコール:緑色で点灯。

•ミュートコール -赤色で点灯。

コールステータス LED2

Ciscoヘッドセット 560シリーズマルチベース

マルチベースは、Bluetooth、USBコネクタ、または Y字型ケーブルを介して最大 3つの発信
元に接続できます。マルチベースでは、最大 4つの Bluetoothデバイスを保存できます。マル
チベースのボタンを使用して発信元を切り替えることができます。ヘッドセットのコール制御

ボタンを使用して、コールの応答と終了を行います。ヘッドセットがベースにある場合、ヘッ

ドセットをベースから取り外すと、自動的に通話に応答します。ヘッドセットをベースに戻し

てコールを終了することができます。

マルチベースには、次のコネクタケーブルが付属しています。

• USB - USBケーブル：USB接続のある Cisco IP電話用

• USB Y字型ケーブル：USBポートのない Cisco IP電話用

•ミニ USBケーブル：PCまたはMac用。

• PCまたはMacデバイスで個別に使用できる小型 USBを USB-Cケーブルに接続していま
す。

図 11 :マルチベース LED

次の表で、Ciscoヘッドセット 560シリーズマルチベースマルチベース LEDについて説明しま
す。
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表 8 : Ciscoヘッドセット 560シリーズマルチベースマルチベース LED

説明[名前（Name）]番号

（Number）

ヘッドセットのバッテリ充電量およびベースのステー

タスを示します。

•ヘッドセットのバッテリ強度 -バッテリが充電
されるにつれ、LEDが点滅から点灯に変化しま
す。

•更新中のヘッドセット - LEDが左から右へ順番
に点滅します。

•ヘッドセットとベースがペアになっていない -
すべての LEDが点滅します

•省電力モード -中央の LEDが点灯します。

10分間発信元に接続できないと、ベースは省電力モー
ドに入ります。

バッテリのステータス
LED

1

次のように各ソースの通話状態を通知します。

•アクティブな発信元 -白色に点灯

•選択したソースでの着信コール -緑で点滅

•選択されていないソースでの着信コール -緑で
点滅

•選択したソース上のアクティブコール -緑色に
点灯

•選択されていないソースでのアクティブコール
-緑色に点灯

コールステータス LED2

ヘッドセットがミュートになったときに通知します。ミュートステータス LED3

Bluetoothのステータスを通知します。

•発信元とペアリング済み -白色に点灯

•ペアリングモード -白色の点滅

•発信元を検索中 -白色の明滅

• Bluetoothがオフ - LEDがオフ

Bluetoothステータス LED4

マルチベースの発信元制御で使用する発信元を選択します。ソースを選択すると選択された各

ソースの横の LEDが点灯します。

アクセサリ
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ソースに接続していても、LEDが点灯しないことがあります。ソース LEDが点灯するのは、
ソースが選択されているか、ソースにアクティブなコールがある場合だけです。たとえば、

Bluetooth経由で Cisco IP電話、PC、および携帯電話に正しく接続されているとします。ただ
し、それぞれのソース LEDが点灯するのは、それが選択されている、アクティブなコールが
ある、または着信中のときだけです。ソースボタンを押して、ソースが正しく接続されている

か確認してください。接続されていない場合は、ソース LEDが 3回点滅します。

アクティブなコールソースを切り替えることができます。

別の発信元に切り替える前に、アクティブなコールを保留にします。ある発信元との通話は、

別の通話元に切り替えても自動的に保留にはなりません。

（注）

Ciscoヘッドセット 700シリーズ
Ciscoヘッドセット 730は、Bluetooth接続を使用して、Cisco softクライアントおよび Cisco IP
電話とペアリングしているワイヤレスヘッドセットです。ヘッドセットには、完全なコール制

御と音楽の再生機能に加えて、にぎやかなオフィス環境での使用に備えた強力なノイズキャン

セレーション機能および周囲音声強化システムが搭載されています。

Ciscoヘッドセット 730は、信頼できる bluetoothソリューションを提供しないデバイスで使用
するためのUSBBluetoothアダプタを備えています。ヘッドセットは、同梱のUSB-C to USB-A
ケーブルを使用してデバイスに接続することもできます。USB-Cケーブルは、充電ケーブルと
しても動作し、電力を供給しているすべての USBアダプタに接続できます。USB-Cケーブル
を電話機の USBポートにプラグインして、コール制御、ローカルの調整とセットアップ、
ファームウェアのアップグレードなどのすべての機能を使用することもできます。

詳細については、次の付録および項を参照してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/headset-700-series/index.html

Ciscoヘッドセット 730ボタンとハードウェア

ヘッドセットのボタンは、基本的な通話機能に使用されます。各カップは、それぞれ異なるボ

タンと機能を備えています。
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図 12 :の左側と右側 Ciscoヘッドセット 730

表 9 : Ciscoヘッドセット 730のボタン

説明[名前（Name）]コールア

ウト番号

音楽トラック内の前方または後方にスキップ

します。音楽を再生できるデバイスにヘッド

セットがペアリングされている場合にのみ使

用できます。

音楽トラックのスキップ

これは、右のカップフェースの左

右です。

1

3方向切換スイッチ:

• AMB:上にスライドして、周囲モードを
有効にします。

•アンビエントモードやノイズのキャンセ
ル:中間位置。

• NC:下にスライドを移動し、ノイズのキャ
ンセルを有効にします。

AMBと NCボタン

このボタンは、右のカップの裏側

にあります。

2
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説明[名前（Name）]コールア

ウト番号

音楽を再生または一時停止するためにを押し

ます。音楽を再生できるデバイスにヘッドセッ

トがペアリングされている場合にのみ使用で

きます。

一時停止と再生

これは、右カップの中央にあり、

点でマークされています。

3

通話中、または通話中でないときにヘッドセッ

トのミュートボタンを押した場合は、赤色で

表示されます。

プレゼンス LED

このLEDは、右と左の2つのカッ
プ上にあるカップの表面に配置さ

れています。

4

音量を上げる、または下げるには、上部また

は下部を押します。

音量

これは、右のカップフェースの上

面と底面になります。

5
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説明[名前（Name）]コールア

ウト番号

コールの状態に基づいて、コール機能を制御

します。

•着信通話

•コールに応答する: 1回押します。

•電話を拒否する: 2回押します。

•アクティブコール

•通話を保留にする: 1回押します。

•通話の終了:トーンが聞こえるまで押
し続けます。

発信ボタン

これは左のカップの中心であり、

点でマークされています。

6

マイクロフォンのオン/オフを切り替えます。

ミュート時には、プレゼンスLEDが赤色に点

灯し、電話機のライトにミュート ボタン

が点灯します。

ミュート

これは左のカップの前面にあるボ

タンです。

7

3方向切換スイッチ:

• [Bluetooth]:上部にスライドし、押したま
まヘッドセットを電話機にペアリングし

ます。

•電源:ヘッドセットをオンにするには、中
央の位置までスライドします。ヘッドセッ

トをオフにするには、下にスライドしま

す。

Bluetoothと電源ボタン

これは左側のカップの裏側にあり

ます。

8

サードパーティ製ヘッドセット

シスコでは、Cisco IP電話で使用するサードパーティ製ヘッドセットについて社内でテストを
実施しています。しかし、ヘッドセットやハンドセットのベンダーの製品については動作の保

証やサポートはしていません。ご使用のシスコ電話機で使用可能かどうかを確認するには、

ヘッドセットの製造者に問い合わせてください。
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ヘッドセットは、USBまたは補助（AUX）ポートのいずれかを使用して電話機に接続されま
す。ヘッドセットのモデルに応じて、最良の音声のエクスペリエンスを得られるように、ヘッ

ドセットの側音設定などの電話の音声設定を調整する必要があります。

サードパーティ製ヘッドセットがある場合、新しいサイドトーン設定を適用した後で 1分間
待ってから電話機を再起動すると、フラッシュに設定が格納されます。

ヘッドセットのマイクが検出する背景雑音が一部軽減されます。背景雑音をさらに軽減して全

体的な音声品質を改善するため、ノイズキャンセリングヘッドセットを使用できます。

サードパーティ製ヘッドセットを検討している場合、不要な無線周波数（RF）および可聴周
波数（AF）が遮蔽されたヘッドセットなどの高品質な外部デバイスの使用を推奨します。ヘッ
ドセットの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、雑音

やエコーが入ることもあります。可聴ハム雑音などのノイズは、相手方だけに聞こえる場合も

あれば、Cisco IP電話のユーザおよび相手方の両方に聞こえる場合もあります。ハム音やバズ
音は、電灯、電気モーター、大型の PCモニタなど、さまざまな外部ソースが原因で生じるこ
ともあります。

場合によっては、ローカル電源キューブやパワーインジェクタを使用することにより、ハム雑

音を軽減または除去できることがあります。

Cisco IP電話を配置する場所で環境とハードウェアが適合しない場合があるため、すべての環
境に対してオールマイティなヘッドセットを見出すことは不可能です。

大規模導入を計画しているヘッドセットの購入を決定する前に、実際に使用する環境でテスト

することをお勧めします。

同時に使用できるヘッドセットは1台のみです。最後に接続されたヘッドセットがアクティブ
ヘッドセットとなります。

推奨ヘッドセットやその他のオーディオアクセサリの一覧については、http://www.cisco.com/c/
en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.htmlを参照してください。

Bluetoothヘッドセット

電話機がBluetoothに対応している場合、Bluetoothヘッドセットを使用して通話できます。

電話機で Bluetoothヘッドセットを使用するときには、次の点に注意してください。

• Bluetoothヘッドセットと標準ヘッドセットの両方が電話機に接続されている場合、動作す
るのは常に一方のタイプのヘッドセットだけです。一方のヘッドセットを有効にすると、

他方は自動的に無効になります。

• USBヘッドセットを使用する場合、Bluetoothおよびアナログヘッドセットはどちらも無
効になります。USBヘッドセットを取り外した場合、Bluetoothヘッドセットまたは標準
ヘッドセットを有効にする必要があります。

•ヘッドセットの最適なカバレッジを確保するには、Bluetoothヘッドセットを電話機から 3
m（10フィート）以内の範囲で使用してください。

•電話機は、Bluetoothハンズフリープロファイルをサポートしています。Bluetoothヘッド
セットでサポートされている場合、次の機能をBluetoothヘッドセットから実行できます。
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•コールに応答する

•コールを終了する

•ヘッドセットのコールの音量を変更する

•リダイヤルする

•発信者IDを表示する

•コールを拒否する

•コールを転送する

•コールを保留にして着信コールに対応する

•コールを終了して着信コールに対応する

詳細については、Bluetoothヘッドセットの製造元から提供されたマニュアルを参照してくださ
い。

関連トピック

電話機でのヘッドセットの設定（25ページ）

音質

物理的、機械的、および技術的な性能以上に、ヘッドセットの音質がユーザと通話相手の双方

にとって良質である必要があります。音質の判断は主観によるため、シスコではヘッドセット

のパフォーマンスを保証することはできません。しかし、大手メーカーのさまざまなヘッド

セットについて、Cisco IP電話で良好に作動することが報告されています。

詳細は、https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html
を参照してください。

有線ヘッドセット

有線ヘッドセットでは、音量ボタンやミュートボタンも含めて、Cisco IP電話のすべての機能
を使用できます。これらのボタンを使用して、ヘッドセットの音量を調整したり、ヘッドセッ

トマイクからの音声をミュートしたりできます。

有線ヘッドセットを接続するときは、ケーブルを電話機のチャネルにしっかりと押し込んでく

ださい。

電話機のチャネルにケーブルをきちんと押し込まない場合、ケーブルが損傷を受ける可能性が

あります。

注意

アクセサリ
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ワイヤレスヘッドセット

電話機でほとんどのワイヤレスヘッドセットを使用できます。サポートされるワイヤレスヘッ

ドセットの一覧については、次を参照してください。 http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

ヘッドセットの接続および機能の使用については、ワイヤレスヘッドセットのマニュアルを参

照してください。

ヘッドセットを電話機に接続する

有線ヘッドセット、アダプタ、またはベースの各タイプは、異なるポートと異なるタイプのコ

ネクタとケーブルを使用して電話機に接続します。一般的なタイプには、RJコネクタ、USB
コネクタ、および Y字型ケーブルが含まれます。

標準ヘッドセットの接続

デスクの電話機では標準のヘッドセットを使用できます。標準のヘッドセットは、RJタイプ
のコネクタで電話機の背面にあるヘッドセットジャックに差し込みます。

図 13 :標準ヘッドセットの接続

電話機のチャネルにケーブルを押し込むことに失敗すると、電話機内部のプリント回路基板が

損傷する可能性があります。ケーブルチャネルにより、コネクタとプリント回路ボードにかか

る負担が軽減されます。

注意

手順

ヘッドセットを電話機の背面にあるヘッドセットジャックに差し込みます。ケーブルをケーブ

ルチャネルに差し込みます。
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USBヘッドセットの接続

電話機で USBヘッドセットを使用するときには、次の点に注意してください。

•同時に使用できるヘッドセットは 1台のみです。最後に接続されたヘッドセットがアク
ティブヘッドセットとなります。

•アクティブコール中にUSBヘッドセットを取り外しても、オーディオパスは自動的に変
更されません。Press theスピーカーフォン（Speakerphone）ボタンを押すか、ハンドセッ
トを持ち上げてオーディオを変更します。

モデルに応じて、携帯電話に複数の USBポートがある可能性があります。Cisco IP電話 8851
および 8851NRには、電話機の側面にUSBポートが 1つあります。Cisco IP電話 8861、8865、
および 8865NRには、電話機の側面と背面に USBポートが 1つずつあります。

側面の USBポートにアクセスするには、プラスチックカバーを取り外す必要がある場合があ
ります。

手順

USBヘッドセットのコネクタを電話機の USBポートに差し込みます。

Cisco標準ベースと Y字型ケーブルの接続

付属のY字型ケーブルを使用して、標準ベースを電話機に接続できます。ただし、Y字型ケー
ブルには、補助または AUXポート用とヘッドセットポート用の 2つの RJタイプコネクタが
あります。AUXポートコネクタはヘッドセットポートコネクタよりもわずかに大きいため、
2つのコネクタをサイズで区別することができます。

電話機のチャネルにケーブルを押し込むことに失敗すると、電話機内部のプリント回路基板が

損傷する可能性があります。ケーブルチャネルにより、コネクタとプリント回路ボードにかか

る負担が軽減されます。

注意

手順

ステップ 1 小さい方のコネクタを電話機の背面にあるヘッドセットジャックに差し込みます。ケーブルを
ケーブルチャネルに差し込みます。

ステップ 2 大きなケーブルをヘッドセットポートの横にある AUXポートに差し込みます。
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マルチベースを Bluetoothデバイスに接続する

Ciscoヘッドセット 560シリーズマルチベースは、携帯電話やタブレットなどのBluetoothデバ
イスに接続できます。お使いの通話デバイスには、ヘッドセットベースは [Ciscoヘッドセッ
ト]とそれに続くヘッドセットのシリアル番号の最後の 3桁で示されます。

ヘッドセットのシリアル番号は、ベースの底面の右下隅にあります。（注）

マルチベースでは、最大 4つの Bluetoothデバイスを保存できます。すでにペアリング済みデ
バイスが4つある場合、最も長い間使用されていないデバイスはベースで置き換えられます。

手順

ステップ 1 ペアリングを開始するには、マルチベースの背面にある [Bluetooth]ボタンを 2回押します。

ステップ 2 デバイスの [設定（Settings）]メニューで、ヘッドセットを選択します。

ペアリングが成功すると、Bluetooth LEDが白色に点灯します。

Bluetoothデバイスからマルチベースを切断する

ペアリングされた Bluetoothコールデバイスからマルチベースを切断することができます。

手順

ステップ 1 ベースの背面にある [Bluetooth]ボタンを 1回押します。LEDがオフになるまでしばらく時間
がかかる場合があります。

ステップ 2 もう一度Bluetoothボタンを押して、同じコールデバイスに再接続します。

すべての Bluetoothペアリングの削除

保存された Bluetoothデバイスペアリングをすべて消去することができます。

手順

マルチベースの背面にある [Bluetooth]ボタンを 4秒間長押しして、メモリを消去します。
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電話機でのヘッドセットの設定

ヘッドセットを接続したら、電話機で設定する必要があります。

CiscoヘッドセットにUSBアダプタを使用している場合には、次の手順に従います。Ciscoヘッ
ドセットのカスタマイズ（28ページ）

お使いの電話機から Ciscoヘッドセットの設定をリセットする

Ciscoヘッドセットをリセットして、カスタム設定を削除することができます。この操作によ
り、ヘッドセットは管理者の設定した元の設定に戻ります。

この機能を動作させるには、電話機がファームウェアリリース 12.5 (1) SR3以降を実行してい
る必要があります。

始める前に

ヘッドセットを電話機に接続します。

• Ciscoヘッドセット 520シリーズ: USBアダプタによる接続

• Ciscoヘッドセット 530シリーズ: USBケーブルによる接続

• Ciscoヘッドセット 560シリーズ: USBまたは Y-ケーブルを使用して、標準ベースまたは
マルチベースを接続します。

手順

ステップ 1 電話機で、[アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ (Accessories)] > [設定 (Setup)] > [リセットの設定 (Reset settings)]を選択します。

ステップ 3 [警告 (warning)]ウィンドウで、[リセット (Reset)]を選択します。

ヘッドセットフィードバックの調整

ヘッドセットを使用するときには、自分の声がイヤホンから聞こえます。これをヘッドセット

側音またはヘッドセットフィードバックといいます。電話機のヘッドセット側音のボリューム

を制御できます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [ヘッドセットの側音（Headset sidetone）]を選択します。

ステップ 3 特定の設定を選択します。

アクセサリ

25

アクセサリ

電話機でのヘッドセットの設定



Bluetoothをオンまたはオフにする

Bluetoothがアクティブの場合、Bluetoothアイコン が電話スクリーンのヘッダーに表示され

ます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]を押します。

ステップ 2 [Bluetooth]を選択します。

ステップ 3 [オン（On）]または [オフ（Off）]を押します。

Bluetoothヘッドセットの追加

手順

ステップ 1 Bluetoothヘッドセットを検出可能にします。

ステップ 2 [アプリケーション（Applications）]を押します。

ステップ 3 [Bluetooth] > [Bluetoothデバイスを追加（Add Bluetooth device）]を選択します。
お使いの電話機により、検出可能なアクセサリの検索が行われます。

ステップ 4 ヘッドセットを選択し、[接続（Connect）]を押します。

ステップ 5 （任意）要求された場合には、ヘッドセットのPINを入力します。

Bluetoothヘッドセットの切断

Bluetoothヘッドセットを別のデバイスで使用するには、いったん接続を解除する必要がありま
す。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]を押します。

ステップ 2 [Bluetooth]を選択します。

ステップ 3 Bluetoothヘッドセットを選択します。

ステップ 4 [切断（Disconnect）]を押します。
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Bluetoothヘッドセットの削除

Bluetoothヘッドセットを電話機で再度使用する予定がない場合は、削除します。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）]を押します。

ステップ 2 [Bluetooth]を選択します。

ステップ 3 Bluetoothヘッドセットを選択して、[削除（Delete）]を押します。

ワイドバンド標準ヘッドセットの設定

広帯域オーディオに対応するヘッドセットを使用できます。広帯域オーディオでは、ヘッド

セットから聞こえる音声の質が向上します。

手順

ステップ 1 アプリケーション を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）] > [アナログヘッドセット（Analog headset）] > [セットアップ
（Setup）]を選択します。

ステップ 3 [オン（On）]または [オフ（Off）]を押してアナログヘッドセットのワイドバンドを有効また
は無効にします。

ステップ 4 [戻る（Return）] を押します。

電話機の電子フックスイッチコントロールを有効にする

管理者がCisco IP電話の管理者設定を有効にしている場合は、電子フックスイッチ制御を有効
または無効にしてCiscoヘッドセット560シリーズベースに接続することができます。電子フッ
クスイッチ制御がデフォルトでは有効になっています。

この機能は、Cisco IP電話ファームウェア 12.7 (1)以降で利用できます。（注）

手順

ステップ 1 電話機で、[アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [管理設定 > AUXポート]に移動します。
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ステップ 3 [電子フックヘッドセットに接続]を選択し、電子フックスイッチ制御を有効にします。

Ciscoヘッドセットのカスタマイズ
一部Ciscoヘッドセット 500シリーズは、設定をカスタマイズできるUSBアダプタが付属して
います。電話機を切り替える場合、ヘッドセットでは設定が保持されます。

Ciscoヘッドセット 730ヘッドセットの設定をカスタマイズできます。電話機を切り替える場
合、ヘッドセットでは設定が保持されます。現時点では、電話機に USB-Cケーブルを使用し
てヘッドセットを接続している場合にのみ、設定をカスタマイズすることができます。

次の Ciscoヘッドセットのいずれかを使用している場合は、ヘッドセットの設定をカスタマイ
ズできます。

• Ciscoヘッドセット 521および 522

• Ciscoヘッドセット 531および 532

• Ciscoヘッドセット 561および 562

• Ciscoヘッドセット 730

関連トピック

Ciscoヘッドセット 500シリーズ（5ページ）

Ciscoヘッドセット 500シリーズのカスタマイズ

低音と高音の調節

低音と高音を調整して、ヘッドセットのサウンドをカスタマイズできます。低域が強い音の

ヘッドセットがお好みの場合、暖かみのある設定の方向に調節します。高域が強い音がお好み

の場合は、ブライトな設定の方向に調節します。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]を選択してからヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [スピーカー（Speaker）] > [チューニング（Tuning）]に移動しま
す。

ステップ 4 ナビゲーションクラスタの左右を押して、チューニングを調整します。
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スピーカーのサイドトーンを調整する

サイドトーンとは、自分のヘッドセットで自分の声が聞こえるときの言い方です。通話中に自

分の声が聞こえることに不快感を覚えるユーザもいれば、ヘッドセットが動作していることを

確認したいユーザもいます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]を選択してからヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [スピーカー（Speaker）] > [側音（Sidetone）]に移動します。

ステップ 4 ナビゲーションクラスタの上または下を押し、サイドドーンを調整します。

ステップ 5 [設定（Set）]を選択して設定を適用します。

マイクボリュームの調節

マイクの音量はゲインとも呼ばれ、この設定で通話中の他の人に対する自分の声の大きさが制

御されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]を選択してからヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [マイク（Microphone）] > [ゲイン（Gain）]に移動します。

ステップ 4 ナビゲーションクラスタを左右に押して、ゲインを調整します。

Ciscoヘッドセット 700シリーズのカスタマイズ

ノイズキャンセレーションレベルCiscoヘッドセット 730の設定

ヘッドセットは、ノイズキャンセレーションのすべてのバックグラウンドサウンドをフィルタ

リングできます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]を選択してからヘッドセットを選択します。

ステップ 3 セットアップ >ノイズキャンセレーションに移動します。
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ステップ 4 目的の設定を選択し、設定 (Set)を押下します。

Ciscoヘッドセット 730側音レベルの設定

サイドトーンとは、自分のヘッドセットで自分の声が聞こえるときの言い方です。通話中に自

分の声を聴くと気が散る人もいれば、ヘッドセットが動作していることを確認したい人もいま

す。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]を選択してからヘッドセットを選択します。

ステップ 3 セットアップ（Setup） >側音（Sidetone）に移動します。

ステップ 4 目的の設定を選択し、設定 (Set)を押下します。

Ciscoヘッドセット 730設定のリセット

工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]を選択してからヘッドセットを選択します。

ステップ 3 設定（Settings） >設定のリセット（Reset settings）の順に選択します。

ステップ 4 リセット (Reset)を押して操作を確認します。

Ciscoヘッドセット 730詳細の表示

ヘッドセットについての情報を表示できます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]を選択してからヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [詳細表示 (Show details)]を押します。
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マイクのテスト

マイクを取り付け、通話を開始する前にマイクを確認してください。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]を選択してからヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [マイク（Microphone）] > [テスト（Test）]に移動します。

ステップ 4 [レコード（Record）]を押し、マイクに向かって話します。

ステップ 5 話し終えたら [レコード停止（Stop rec）]を押します。

ステップ 6 [再生（Play）]を押してテストレコードを確認します。

通話中にヘッドセットを切り替える

複数のヘッドセットを電話機に接続すると、電話機の [ヘッドセット（Headset）]キーを押す
ことによって、通話中にヘッドセットを切り替えることができます。電話機は複数のデバイス

に接続されていますが、優先されるオーディオデバイスとして特定のヘッドセットが次の優先

順位で選択されます。

•電話機にアナログヘッドセットだけを接続している場合は、アナログヘッドセットを優
先オーディオデバイスにします。

手順

ステップ 1 発信または応答する前に、[ヘッドセット（Headset）]を押します。

ステップ 2 （任意）発信する場合、番号をダイヤルします。

Ciscoヘッドセットのトラブルシューティング
Ciscoヘッドセットに問題がある場合は、次の基本的なトラブルシューティング手順を実行し
てください。

•ヘッドセットを再起動します。

•すべてのコードが正しく差し込まれ、正しく機能していることを確認してください。

•デバイスで別のヘッドセットをテストし、問題がワイヤレスヘッドセットにあるか、また
はデバイスにあるかを判断します。

•お使いの電話機のファームウェアが最新のリリースであることを確認してください。
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ヘッドセットが登録されていることを確認する

手順

ヘッドセットが電話機に登録されているかどうかを確認してください。

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [アクセサリ（Accessories）]に移動します。[詳細の表示（Show detai）]を選択します。

ヘッドセットで音がしない

問題

ヘッドセットからほとんど音が聞こえません。

ソリューション

ヘッドセットの音量を確認するには、音量コントロールを押してヘッドセットの音量を確認し

ます。問題が解決しない場合は、次のワークフローを使用して問題のトラブルシューティング

を行います。

図 14 :オーディオワークフローなし

オーディオ不良

問題

ヘッドセットは機能していますが、音質が不十分です。
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ソリューション

次のワークフローを使用して問題のトラブルシューティングを行います。

図 15 :オーディオ不良

マイクが音を拾わない

問題

ヘッドセットを使用しているときには聞こえません。

ソリューション

•マイクがミュートされていないことを確認してください。マイクのミュートとミュート解
除をするには、ヘッドセットのミュートボタンを押します。

•マイクブームが下がっていることを確認してください。最適なサウンドを得るには、ヘッ
ドセットマイクを顔から 1インチまたは 2.5cm以上離さないでください。

•ヘッドセットがデバイスに正しく接続されていることを確認してください。

• Ciscoヘッドセット 560シリーズの場合、ヘッドセットをヘッドセットベースからあまり
離れていないことを確認します。ヘッドセットの有効範囲は約100フィートまたは30メー
トルです。

ヘッドセットが充電されない

問題

Ciscoヘッドセット 561および 562は、ベースに置かれても充電されません。

ソリューション

•ベースが確実な電源に接続されていることを確認してください。

•ヘッドセットがベースに正しく取り付けられていることを確認します。ヘッドセットが正
しく装着されると、LEDは白色で点灯します。充電すると、ベースの LEDが左から右へ
順に点灯します。ヘッドセットが完全に充電されると、5つのバッテリインジケータLED
がすべて白く点灯します。
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図 16 : Cisco Headset 561および 562のヘッドセット配置

ヘッドセットのバッテリが充電しない

問題

ワイヤレスヘッドセットが十分に充電しません。

ソリューション

Ciscoヘッドセット 561および 562を充電すると、最大 8時間の連続使用が可能です。ヘッド
セットのバッテリが壊れているか不良品である場合は、シスコのサポートに連絡してくださ

い。

Cisco IP電話 8800キー拡張モジュール
キー拡張モジュールを使用すると、電話機にラインアピアランスまたはプログラム可能ボタン

を追加できます。[プログラム可能な機能ボタン（Programmable feature buttons）]は、電話回線
ボタン、短縮ダイヤルボタンまたは電話機能ボタンとして設定できます。

拡張モジュールでは簡易ダイヤリングがサポートされません。

.
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使用可能な拡張モジュールが 3つあります。

• Cisco IP電話 8800キー拡張モジュール：シングル LCD画面モジュール、18回線キー、2
ページ、1列表示または 2列表示の設定。

• Cisco IP電話 8851/8861キー拡張モジュール：音声電話用のデュアル LCD画面モジュー
ル、14回線キー、2ページ、1列表示のみの設定。拡張回線モードでは、キー拡張回線で
コールを受信すると電話機に着信通知が表示され、拡張モジュール回線には発信者 IDが
表示されます。

• Cisco IP電話 8865キー拡張モジュール：ビデオ電話用のデュアル LCD画面モジュール、
14回線キー、2ページ、1列表示のみの設定。拡張回線モードでは、キー拡張回線でコー
ルを受信すると電話機に着信通知が表示され、拡張モジュール回線には発信者 IDが表示
されます。

Cisco IP電話8851/8861キー拡張モジュールを機能させるには、ファームウェアリリース12.0(1)
以降と、CiscoUnifiedCommunicationsManager 10.5(2)以降が必要です。拡張回線モード（ELM）
は、Cisco IP電話 8851/8861キー拡張モジュールおよび Cisco IP電話 8865キー拡張モジュール
でのみサポートされています。ELMは、単一の LCD拡張モジュールではサポートされていま
せん。

複数の拡張モジュールを使用している場合は、すべてのモジュールが同じタイプでなければな

りません。電話機で異なる拡張モジュールを組み合わせることはできません。

Cisco IP電話 8800シリーズデバイスで壁紙を設定すると、デュアル LCDキー拡張モジュール
にも表示されます。この機能は単一 LCD拡張モジュールではサポートされていません。バッ
クグラウンドイメージのカスタマイズはサポートされていません。

次の表では、Cisco IP電話8800シリーズの各モデルがサポートするキー拡張モジュールの台数
を説明しています。

表 10 :キー拡張モジュールサポート

サポートされるデュアル LCD
キー拡張モジュール

サポートされる単一の LCD
キー拡張モジュール

Cisco IP電話モデル

2。56の回線またはボタンを提
供

2、72の回線またはボタンを提
供

Cisco IP電話 8851および
8851NR

3。84の回線またはボタンを提
供

3、108の回線またはボタンを
提供

Cisco IP電話 8861

3。84の回線またはボタンを提
供

3、108の回線またはボタンを
提供

Cisco IP電話 8865および
8865NR

複数のキー拡張モジュールを電話機に取り付けた場合、電話機に取り付けられた順序に従って

それらに番号が割り当てられます。次に例を示します。

•キー拡張モジュール 1は電話機の最も近くにある装置です。

•キー拡張モジュール 2は中央にある装置です。
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•キー拡張モジュール 3は電話機から最も遠い装置です。

図 17 : Cisco IP電話 8861および 3つの Cisco IP電話 8800キー拡張モジュール

図 18 : Cisco IP電話 8865および 3つの Cisco IP電話 8865キー拡張モジュール

電話機の側面にあるスロットは、キー拡張モジュールのスパインコネクタ専用です。その他の

物を挿入すると、電話機が損傷して回復不能になります。

注意

キー拡張モジュールを使用する場合は、電源要件について管理者に確認してください。
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キー拡張モジュールのボタンとハードウェア
図 19 : Cisco IP電話キー拡張モジュールのボタンとハードウェア

次の表では、キー拡張モジュールの機能について説明します。

表 11 :キー拡張モジュールのボタンとハードウェア

LCDスクリーン：電話番号、短縮ダイヤル番号（または名前などのテキストラベ
ル）、電話機サービス、各ボタンに割り当てられた電話機の機能が表示されます。

回線ステータスを示すアイコン（外観と機能）は、キー拡張モジュールが接続され

ている電話機のアイコンと似ています。

ライト付きボタン：18個の回線ボタン。モードに応じて、各ボタンまたはボタン
ペアが1つの回線に対応します（電話機の場合と同じです）。詳しくは、この表の
後にある 1列および 2列モードの説明を参照してください。各ボタンの下のライト
は、対応する回線の状態を次のように示します。

• 消灯：回線が使用可能、または非アクティブページでコールが鳴っていま

す。

• 緑色に LED点灯：このユーザが回線を使用中、または保留中のコールあ
り、またはコールを転送中。

• 赤色に LED点灯：他のユーザが回線を使用しているか、または他のユー
ザが共有回線でコールを保留しています。

• オレンジ色に LED点灯:回線がなっています。

1
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シフトボタン：2つのボタンがあります。最初のページのボタンには1、第2ページ
のボタンには2のラベルが付きます。各ボタンのライトは、ページの状態を次のよ
うに示します。

• 緑に LED点灯:ページが表示されます。

• 消灯：ページが非表示です。

• オレンジ色に LED点灯：ページが非表示で、ページ上にアラート状態
のコールが 1つ以上あります。

2

1列または 2列モードでキー拡張モジュールを表示するよう、管理者が設定します。

1列モード

1列モードでは、表示されている各行が 1つの回線に対応します。この回線には、左側ま
たは右側のどちらのボタンからでもアクセスできます。この設定では、キー拡張モジュー

ルのページ 1に 9回線、ページ 2に 9回線が表示されます。

図 20 :キー拡張モジュール（1列の場合）

2列モード

単一LCD画面の拡張モジュールを使用している場合、モジュールを2列モードで設定でき
ます。

2列モードでは、画面左右の各ボタンに、異なる電話番号、スピードダイヤル番号（また
は名前その他のテキストラベル）、電話機サービス、または電話機の機能が割り当てられ

ます。この設定では、キー拡張モジュールのページ 1に最大 18項目、ページ 2に最大 18
項目が表示されます
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図 21 :キー拡張モジュール（2列の場合）

キー拡張モジュールでのコールの発信

手順

ステップ 1 キー拡張モジュールで、回線ボタンを押します。

ステップ 2 電話番号をダイヤルします。

ステップ 3 ハンドセットを取り上げます。

キー拡張モジュール画面の明るさの調整

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。

ステップ 2 [設定（Settings）] > [明るさ（Brightness）] > [明るさ -キー拡張モジュール x（Brightness - Key
expansion module x）]を選択します（xはキー拡張モジュールの番号）。

ステップ 3 明るくするにはナビゲーションパッドの右矢印を押します。暗くするにはナビゲーションパッ
ドの左矢印を押します。

ステップ 4 [保存]を押します。
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