
アクセサリ

•サポートされるアクセサリ（1ページ）
•電話機モデルの確認（4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（40ページ）
•シリコンカバー（45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シスコ製アクセサリを説明しています。

表 1 :シスコ製アクセサリ Cisco IP電話 8800シリーズ
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8865NR886588618851NR8851884588418811タイプアクセサリ
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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

対象

サポート対

象

サポート

対象

サポート

対象

サポート

対象

サポート対

象

サポート

対象

サポートありアナログヘッドセッ

ト

サポート

対象

サポート対

象

サポート

対象

サポート

対象

サポート

対象

サポート対

象

サポート

対象

サポートありアナログ

ワイドバ

ンド

ヘッドセッ

ト

非対応サポート対

象

サポート

対象

サポート

対象外

サポート

対象

サポート対

象

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

対象

サポート対

象

サポート

対象

サポート

対象

サポート

対象

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

対象

サポート対

象

サポート

対象

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

サポート

対象

サポート対

象

サポート

対象

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

アクセサリ

3

アクセサリ

サポートされるアクセサリ



電話機モデルの確認
各電話機は異なるアクセサリのセットをサポートしているため、電話機モデルを知っておくこ

とが重要です。

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 [電話情報（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ポートを使って外部ハードウェアを電話機に
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 アプリケーションボタン 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）][詳細（Details）]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）

アクセサリ
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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

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コントローラに付属しているヘッドセット。

• Ciscoヘッドセットの 522:インライン USBコントローラに付属しているデュアル装備の
ヘッドセット。

• Ciscoヘッドセット 531:標準ヘッドセットまたは USBアダプタ付きの USBヘッドセット
のいずれかとして使用できるヘッドセット。

• Ciscoヘッドセット 532:標準のヘッドセットで、標準ヘッドセットまたはUSBアダプタ付
きの USBヘッドセットのいずれかとして使用できる標準のヘッドセット。

• Ciscoヘッドセット 561:ベースに付属している単一のワイヤレスヘッドセット。

• Ciscoヘッドセット 562:ベースに付属しているデュアル装備の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電話と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は、拡張された磨耗と快適さのために
1つのイヤーピースを備えています。Ciscoヘッドセット 522は、雑音の多い職場で使用でき
る 2つのイヤーピースを備えています。

両方のヘッドセットは、ラップトップおよびモバイルデバイスで使用するための 3.5-mmコネ
クタを備えています。インラインUSBコントローラは、 Cisco IP電話 8851、8851NR、8861、
8885および8865NRでも使用できます。コントローラは、コールに応答したり、保留、復帰、
ミュート、音量制御などの基本的な電話機の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を正しく機能させるには、電話機のファームウェアリリース 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ヘッドセット 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アダプターは、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。コールを処理したり、マイクをテストしたり、低

音、高音、ゲイン、側音の設定をカスタマイズしたりするための便利な方法が用意されていま

す。

ヘッドセットを正しく機能させるには、電話機のファームウェアリリース 12.1 (1)以降が必要
です。

アクセサリ
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図 3 : Ciscoヘッドセット 531

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は、拡張された磨耗と快適さのために 1
つのイヤーピースを備えています。Ciscoヘッドセット 562は、雑音の多い職場で使用できる
2つのイヤーピースを備えています。

両方のヘッドセットには、ヘッドセットを充電するための標準ベースやマルチベース、または

LEDディスプレイを使用してヘッドセットの電力レベルをモニタするためのものが付属してい
ます。両方のベースには、着信コール、アクティブコール、ミュート時のコールなどのコール

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、

LEDにアップグレードの進行状況が表示されます。

基本は、電話機のモデルと個人の好みに応じて、USBコネクタまたは Y字型ケーブルを使用
して電話機に接続します。Yケーブルは、電話機の AUXおよびヘッドセットポートに接続し
ます。

ACプラグは、電源コンセントにベースを接続するために用意されています。電源アダプタを
差し込む前に、お使いの地域の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アクションを実行するときに警告します。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遠すぎる場合など、ヘッ

ドセットに注意が必要であることを警告します。

アクセサリ
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電話機のファームウェアリリース 12.5 (1)以降および Ciscoヘッドセット 561および 562の
defaultheadsetconfig. jsonファイルが Cisco Unified Communications Manager 12.5 (1)以前で正常に
機能するようになりました。

図 5 : Ciscoヘッドセット 561

図 6 : Ciscoヘッドセット 562

Ciscoヘッドセット 500シリーズのサポート

Cisco IP電話 8800シリーズには、ヘッドセットに接続するための RJスタイルコネクタと USB
ポートの両方が搭載されており、電話機に基づいています。ただし、接続のタイプは電話機の

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について説明します。

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

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

サポート対象

(USBインラインコントローラの使用)

サポート対象外Ciscoヘッドセット521

Ciscoヘッドセット522

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

サポート対象

(RJコネクタまたは USBアダプタ付属)

サポート対象

(RJコネクタ)

Ciscoヘッドセット531

Ciscoヘッドセット532

サポート対象

(Y字ケーブルまたは USBケーブル)

サポート対象

（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（30ページ）
ヘッドセットの電話機への接続（24ページ）
電話でのヘッドセットの設定（27ページ）

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

コントローラボタンは、基本コール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

次の表に、Ciscoヘッドセット 521および 522コントローラボタンについて説明します。

表 4 : Ciscoヘッドセット 521および 522コントローラボタン

説明名前番号

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

アクセサリ
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説明名前番号

ヘッドセットの音量を調整します。[音量ボタン
（Volume
button）]

2

コールの管理に使用:

•着信コールに応答するには 1回押します。

•コールを終了するには、押し続けます。

•着信コールを拒否するには、二度押します。

•アクティブコールを保留にするには、1回押しま
す。もう一度押して、保留中のコールを取得しま

す。

• 1回押すとアクティブなコールが保留され、2回目
の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、基本的なコール機能に使用されます。

図 8 : Ciscoヘッドセット USBアダプター

次の表に、Ciscoヘッドセット USBアダプタボタンについて説明します。

表 5 : Cisco USBアダプタのボタン

説明名前番号

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

アクセサリ
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説明名前番号

ヘッドセットの音量を調整します。[音量ボタン
（Volume
button）]

2

コールの発信、応答および管理のために使用します。

•押して、コールを発信します。

•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、二度押します。

• 1回押すとアクティブなコールが保留され、2回目
の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回押しま
す。

•コールを終了するには、押し続けます。

コールボタン3

Ciscoヘッドセット 561および 562ボタンおよび LED

ヘッドセットボタンは、基本コール機能に使用されます。

図 9 : Ciscoヘッドセット 561および 562ヘッドセットボタン

アクセサリ
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次の表で、 Ciscoヘッドセット 561および 562ヘッドセットボタンについて説明します。

表 6 : Ciscoヘッドセット 561および 562ヘッドセットボタン

説明名前番号

ヘッドセットのオン/オフの切り替えに使用します。

4秒間押したままにして、ヘッドセットの電源をオン/オフ
にします。

着信コールとアクティブコールの管理は、1つのコールま
たは複数のコールがあるかどうかに依存します。

1回のコール:

• 1回押して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回押します。
もう一度押して、保留中のコールを取得します。

•着信コールを拒否するには、二度押します。

•アクティブコールを終了するには、押し続けます。

複数のコール：

• 1回押すとアクティブなコールが保留され、2回目の
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回押します。
2秒間押したままにして現在のコールを終了し、もう
一度押して保留中のコールを再開します。

• 2秒間押したままにすると、アクティブコールが終了
し、別の着信コールに応答します。

• 2回押して、現在のコールを維持し、2回目の着信コー
ルを拒否します。

電源と通話ボタン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（Volume button）]3

アクセサリ
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説明名前番号

ヘッドセットのステータスを示します。

•赤の高速点滅：着信コール。

•赤色に点灯:アクティブコール。

•白色の点滅:ファームウェアのアップグレードが進行
中です。

LED4

Ciscoヘッドセット 561と 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標準ベースが付属し
ています。基本の LEDディスプレイには、現在のバッテリレベルとコール状態が表示されま
す。ヘッドセットのコール制御ボタンに加えて、ベースのヘッドセットを持ち上げたり、設定

したりするときにコールに応答して終了することもできます。

基本とヘッドセット間の接続は、デジタルEnhancedコードレス通信 (DECT)を使用して行われ
ます。

図 10 : Cisco 561および 562ヘッドセットの標準ベースでの LEDの表示

次の表では、Cisco 561および 562ヘッドセットの標準ベースについて説明します。

表 7 : Ciscoヘッドセット 561と 562の標準ベース

説明名前番号

ヘッドセットのバッテリ充電を示します。バッテリのステータス
LED

1
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説明名前番号

コール状態についてアラートを出します。

•「緑の点滅」：コール着信。

•アクティブコール:緑色に点灯します。

•ミュートされたコール:赤色に点灯します。

コールステータス LED2

Ciscoヘッドセット560シリーズのマルチベース

マルチベースは、Bluetooth®、USBコネクタ、または Y字ケーブルを介して最大 3つのコール
ソースに接続できます。マルチベースは最大 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、コールソースを切り替えることができます。コールに応答して

コールを終了するには、ヘッドセットの [コール制御 (call control)]ボタンを使用します。ヘッ
ドセットがベースになっている場合は、ヘッドセットをベースから取り外したときに自動的に

コールに応答します。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から USBへのケーブル： USB接続を備えた Cisco IP Phone用

• USB Y字ケーブル：USBポートなしの Cisco IP Phone用

•ミニ USBケーブル： PCまたはMac用。

•ミニ USBから USB-Cケーブル：PCまたはMacデバイスで個別に使用できます。

Ciscoヘッドセット560シリーズのマルチベースは、Power over Ethernet（PoE）を使用す
る Cisco IP電話 7800シリーズ電話と互換性がありません。マルチベースを接続する場合
は、外部電源をご使用ください。

（注）
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図 11 :マルチベース Led

次の表に、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を示します。

表 8 :マルチベース Led

説明名前番号

ヘッドセットのバッテリ充電と基本ステータスを示

します。

•ヘッドセットのバッテリ強度：LEDが点滅し、
バッテリの充電に応じて点灯します

•ヘッドセットの更新が進行中：LEDが左から右
に順番に点滅します

•ヘッドセットとベースがペアリングされていな
い:すべての LEDが点滅します

•省電力モード：中央のLEDが点灯していること
を示します

10分後にコールソースの接続がない場合、ベースは
省電力モードに入ります。

バッテリステータスLED1

アクセサリ
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説明名前番号

各ソースのコール状態についてアラートを出します。

•アクティブな送信元:白色の点灯

•選択したソースの着信コール:緑色で点滅

•選択されていないソースでの着信コール：緑色
に点滅

•アクティブコール：緑色に点灯

•非アクティブな発信元へのコール：緑色に明滅

呼び出しステータス LED2

ヘッドセットがミュートされている場合にアラート

を出します。

ミュートステータス LED3

Bluetoothのステータスについてアラートを発出しま
す。

•コールソースとのペア:白色の点灯

•ペアリングモード:白で点滅

•コールソースの検索:白色で明滅

• Bluetoothが消灯: LEDが消灯しています。

Bluetoothステータス LED4

アクティブなソースを管理するには、ベースのソース管理ボタンを使用します。各ソースボタ

ンは、マルチベースの特定の接続に対応しています。

ソースに接続している場合でも、LEDが点灯しないことがあります。ソース LEDは、ソース
が選択されている場合、またはアクティブコールがある場合にのみ点灯します。たとえば、

Bluetoothを介して、Cisco IP Phone、PC、携帯電話に正しく接続されている場合があります。
ただし、それぞれのソース LEDは、選択されている場合、アクティブコールがある場合、ま
たは着信コールがある場合にのみ点灯します。ソースボタンを押して、ソースが正しく接続さ

れているかどうかを確認します。接続されていない場合は、電源 LEDが 3回点滅します。

アクティブコールソース間で切り替えることができます。

別のコールソースに変更する前に、アクティブコールを保留にしておきます。別のコー

ルソースに切り替えると、1つのコールソースのコールが自動的に保留になることはあ
りません。

（注）
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次の表に、マルチベースソースのアイコンとそれに対応する接続を示します。

表 9 :マルチベースソースコンソール

接続基本アイコンソース

USBからUSBへのコードまた
は Y字ケーブル

デスクフォンのアイコンは、

マルチベースの背面にある中

央のUSBポートに対応してい
ます。これは、Cisco IP Phone
に接続することを想定してい

ますが、互換性のあるあらゆ

るコールデバイスで正常に機

能します。

デスクフォン

マイクロ USBコード

ラップトップのアイコンは、

マルチベースの背面にあるマ

イクロUSBポートに対応して
います。マイクロUSBポート
は、ラップトップまたはデス

クトップコンピュータとの接

続用です。

ラップトップ

アクセサリ
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接続基本アイコンソース

携帯電話のアイコンは、ベー

スの背面にあるBluetooth接続
に対応しています。アイコン

が携帯電話の場合、ベースは

互換性のあるBluetoothコール
デバイスに接続されます。

マルチベースは、最大 4つの
Bluetoothコールデバイスを保
存し、記憶することができま

す。

Bluetoothソースを介して音楽
を聞いている場合、ヘッド

セットをベースに配置する

と、音楽は一時停止します。

Mobile

Ciscoヘッドセット 700シリーズ
Ciscoヘッドセット 730は、Bluetooth接続で Ciscoソフトクライアントと Cisco IP電話とペア
リングするワイヤレスヘッドセットです。ヘッドセットには、雑音の多いオフィス環境で使用

するための強力なノイズキャンセレーションおよび周辺オーディオ拡張システムに加えて、完

全な呼制御と音楽再生機能が備わっています。

Ciscoヘッドセット 730には、信頼性の高い 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アダプタが付属しています。付属のUSB-CからUSB-Aへのケー
ブルでヘッドセットを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
としても機能し、電源が供給されている USBアダプタに接続できます。USB-Cケーブルを電
話機のUSBポートに差し込むと、コール制御、ローカルチューニングとセットアップ、ファー
ムウェアのアップグレードなど、すべての機能を使用できるようになります。

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

ヘッドセットボタンは多くの機能に使用されます。各カップにはさまざまなボタンと機能があ

ります。

アクセサリ
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図 12 :左側と右側： Ciscoヘッドセット 730

表 10 : Ciscoヘッドセット 730ボタン

説明名前コールア

ウト番号

音楽トラックを前方向または後方向にスキッ

プします。音楽を再生できるデバイスとヘッ

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

これは右カップ外面の左右にある

ボタンです。

1

このスイッチには 3つの切り替え位置があり
ます。

• AMB：周辺モードを有効にするには、こ
のスイッチを上にスライドします。

•周辺モードまたはノイズキャンセレー
ションなし：中央の位置。

• NC：ノイズキャンセレーションを有効に
するには、このスイッチを下にスライド

します。

AMBと NCボタン

このボタンは右カップの後ろ側に

あります。

2
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説明名前コールア

ウト番号

このボタンを押して音楽を再生または一時停

止します。音楽を再生できるデバイスとヘッ

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、

ドットで表されています。

3

通話中の場合、または通話中でないときにヘッ

ドセットの [ミュート（Mute）]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は右カップと左カップの
外面にあります。

4

上のボタンまたは下のボタンを押して、音量

を上げたり下げたりします。

音量

これは右カップ外面の上下にある

ボタンです。

5
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説明名前コールア

ウト番号

コールの状態に基づいてコールの機能を制御

します。

•着信コール

•コールへの応答：1回押します。

•コールの拒否：2回押します。

•アクティブコール

•通話保留：一度押します。

•通話終了：トーンが聞こえるまで押
し続けます。

コールボタン

これは左カップの中央にあり、

ドットで表されています。

6

マイクのオン/オフを切り替えます。

ミュートされている場合は、プレゼンス LED

が赤色に点灯し、電話機のミュート ボタ

ンが点灯します。

ミュート

これは左カップの前側にあるボタ

ンです。

7

このスイッチには 3つの切り替え位置があり
ます。

• Bluetooth：ヘッドセットを電話機にペア
リングするには、このスイッチを上にス

ライドします。

•電源：ヘッドセットをオンにするには、
このスイッチを中央の位置にスライドし

ます。ヘッドセットをオフにするには、

このスイッチを下にスライドします。

Bluetoothと電源ボタン

これは左カップの後ろ側にあるボ

タンです。

8

サードパーティ製ヘッドセット

Cisco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。ヘッドセットの製造元に問い合わせて、ご使用の Cisco電話機
で使用できるかどうかを確認してください。
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ヘッドセットは、USBポートまたは補助ポートを使用して電話機に接続します。ヘッドセット
のモデルに応じて、ヘッドセットの側音の設定を含め、最適な音声エクスペリエンスのための

電話機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、新しい側音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、全

体的な音声品質を向上させるには、ノイズキャンセルヘッドセットを使用することができま

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。ハム音または
バズ音は、さまざまな外的な要因、たとえば、電灯、電気モーター、大型の PCモニタなどに
よって引き起こされる場合があります。

場合によっては、ハム音は、ローカルパワーキューブやパワーインジェクタの使用によって、

軽減または解消されることがあります。

Cisco IP電話が展開される場所によって環境およびハードウェアが異なるため、すべての環境
において最適な唯一のヘッドセットは存在しません。

ヘッドセットの購入を決定して大規模な展開を実施する前に、使用を想定している環境でテス

トし、パフォーマンスを測定することを推奨します。

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。

推奨されるヘッドセットとその他のオーディオアクセサリのリストについては、

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は、Bluetoothヘッドセットをコールに使用できます。

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。

アクセサリ
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•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。

•コールへの応答

•コールの終了（End a call）

•ヘッドセットのコールの音量を変更する

•番号をリダイヤルする

•発信者 IDを表示する

•コールを拒否する

•コールを即転送する

•着信コールに応答してコールを保留にする

•着信コールに応答してコールを終了する

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

電話でのヘッドセットの設定（27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、シスコではどのサード

パーティのヘッドセットのパフォーマンスも保証することはできません。ただし、主要なヘッ

ドセット製造業者製のさまざまなヘッドセットは、Cisco IP電話で使用した場合のパフォーマ
ンスが優れていることが報告されています。

シスコは、自社製品のサードパーティヘッドセットを推奨またはテストすることはできませ

ん。シスコ製品のサードパーティ製ヘッドセットサポートについては、製造元のWebサイト
を参照してください。

シスコは、Cisco IP電話を使用してシスコヘッドセットをテストします。シスコヘッドセット
と Cisco IP電話のサポート詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/headsets/index.htmlを参照してください。

有線ヘッドセット

有線ヘッドセットでは、[音量（Volume）]ボタンおよび [ミュート（Mute）]ボタンを含むす
べてのCisco IP電話機能を使用できます。これらのボタンは、受話口の音量の調節と、ヘッド
セットのマイクからの音声の消音に使用されます。

有線ヘッドセットを設置する場合は、ケーブルが電話機の溝に押し込まれていることを確認し

ます。
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ケーブルが電話機の溝に押し込まれていないと、ケーブルが損傷する可能性があります。注意

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。

ヘッドセットの電話機への接続

有線ヘッドセット、アダプタ、またはベースの各タイプは、別のポートと別のタイプのコネク

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、Y字型ケーブルなどがあります。

標準ヘッドセットの接続

デスクフォン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のヘッドセットジャックに差し込みます。

図 13 :標準的な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、コネクタやプリント回路

基板への負荷が軽減されます。

注意

アクセサリ
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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。

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。[スピーカーフォン（Speaker電話）]ボタンを押すか、ハンドセットを取り
上げます。

ご使用の電話機には、ご使用のモデルに応じて複数のUSBポートがある場合があります。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。

USBポート側にアクセスする場合に、プラスチックカバーを取り外せます。

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。

Y字ケーブルを使用した Ciscoの標準ベースの接続

付属のY字の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2つの RJ型コネクタがあります。1つは補助ポートまたは AUXポート用、もう 1つ
はヘッドセットポート用です。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少
し大きくなるため、2つのコネクタのサイズを区別できます。

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、コネクタやプリント回路

基板への負荷が軽減されます。

注意

手順

ステップ 1 小型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。
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ステップ 2 大規模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。

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シリーズのマルチベースは、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。ヘッドセットのベースは、Ciscoヘッドセットとしてコールデバイ
スに表示され、ヘッドセットのシリアル番号の最後の 3桁が続きます。

ヘッドセットのシリアル番号は、底の下側の右下にあります。（注）

マルチベースは、最大 4つの異なるペアリングされた Bluetoothデバイスを保存できます。す
でに4つのペアリングされたデバイスがある場合、ベースは最も長い時間使用されていないデ
バイスを交換します。

手順

ステップ 1 ペアリングを開始するには、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 )]メニューから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デバイスからのマルチベースの切断

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取り外すことができます。

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が消灯するまで少し時間がかか
る場合があります。

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

すべての Bluetoothのペアリングを消去する

保存されているすべての Bluetooth®デバイスのペアリングを消去できます。
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手順

マルチベースの背面にある [Bluetooth]ボタンを 4秒間押したままにして、メモリをクリアし
ます。

電話でのヘッドセットの設定

ヘッドセットを接続したら、電話機で設定を行う必要がある場合があります。

USBアダプタ付きの Ciscoヘッドセットがある場合は、以下の手順に従います。Ciscoヘッド
セットのカスタマイズ（30ページ）

電話から Cisco Headset設定をリセットする

Ciscoの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。このアクショ
ンは、管理者によって設定された元の設定にヘッドセットを戻します。

この機能を使用するには、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取り付けます。

• Ciscoヘッドセット520シリーズ： USBアダプターで接続する

• Ciscoヘッドセット530シリーズ： USBケーブルで接続する

• 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規格のベースま
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）] > [セットアップ（Setup）] > [設定のリセット（Reset settings）]
を選択します。

ステップ 3 警告ウィンドウで、[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。
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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）]の順に選択します。

ステップ 3 特定の設定を選択します。

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 が電話機画面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デバイスの追加（Add Bluetooth device）]を選択します。
電話機が検出可能なアクセサリを検索します。

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）プロンプトが表示されたら、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、先に接続を切断してください。

手順

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

Bluetoothヘッドセットの削除

電話機で以後 Bluetoothヘッドセットを使用しない場合は、ヘッドセットを削除します。

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セットアップ

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（Applications）] 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）] キーを押します。

電話機で電子フックスイッチ制御を有効にする

管理者が Cisco IP電話で [管理者設定（Admin settings）]を有効にしている場合は、Ciscoヘッ
ドセット560シリーズベースに接続する電子フックスイッチ制御を有効または無効にすること
ができます。電子フックスイッチ制御はデフォルトで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）
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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（Admin settings）] > [Auxポート（Aux port）]に移動します。

ステップ 3 電子フックスイッチ制御を有効にするには、[eフックヘッドセットの接続（Connect e-hook
headset）]を選択します。

Ciscoヘッドセットのカスタマイズ
一部の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アダプタで使用で
きます。ヘッドセットは、電話機を切り替えるときに設定を保持します。

Ciscoヘッドセット 730のヘッドセット設定をカスタマイズできます。ヘッドセットは、電話
機を切り替えるときに設定を保持します。現在、USB-Cケーブルを使用して電話機に接続され
ているヘッドセットがある場合にのみ、設定をカスタマイズできます。

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

ヘッドセットのサウンドをカスタマイズするには、低音と高音を調整します。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）] ボタンを押します。

ステップ 2 アクセサリと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。
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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。

スピーカー側音の調整

側音は、ヘッドセットで自分の声が聞こえるときの用語です。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）] ボタンを押します。

ステップ 2 アクセサリと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、側音を調整します。

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、この設定により、コールの他の人に対してどの程度の大き

さかが決まります。

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 アクセサリと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。

ヘッドセットの着信呼び出し音の設定を変更する

電話機ファームウェア 14.0以降の Cisco IP Phoneで、ヘッドセットの着信音の動作を変更でき
ます。設定は電話機に保存され、接続されている Ciscoヘッドセット500シリーズに適用され
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 [基本設定（Preferences）] > [ヘッドセットの呼び出し音（Headset ringer）]を選択します。

ステップ 3 呼び出し音の設定を選択します。
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デフォルトでは、電話機は呼出音の設定に従って動作します。着信コールの受信時に常に電話

の呼び出し音を聞こえるようにするには、[オン（On）]を選択します。[オフ（Off）]を選択
すると、着信コールを受信していてもヘッドセットを通して呼び出し音は聞こえません。

ステップ 4 [設定（Set）]を選択して設定を適用します。

Ciscoヘッドセット 700シリーズのカスタマイズ

Ciscoヘッドセット 730ノイズキャンセレーションレベルの設定

ヘッドセットでノイズキャンセレーションを使用して周囲の音を遮断できます。

手順

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

ステップ 2 アクセサリとヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [オーディオ（Audio）] > [ノイズキャンセレーション（Noise
cancellation）]に移動します。

ステップ 4 目的の設定を選択し、[設定（Set）]を押します。

Ciscoヘッドセット 730側音レベルの設定

側音は、ヘッドセットで自分の声が聞こえるときの用語です。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）] ボタンを押します。

ステップ 2 アクセサリとヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [オーディオ（Audio）] > [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）]を押します。

Ciscoヘッドセット 730イコライザの設定

ヘッドセット音声の低音と高音の混合をカスタマイズすることができます。音声、音楽、映画

など、多数のプリセット音声設定から選択します。
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Procedure

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

ステップ 2 アクセサリとヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）]> [オーディオ（Audio）]> [イコライザ（Equalizer）]に移動します。

ステップ 4 目的の設定を選択し、[設定（Set）]を押します。

Ciscoヘッドセット 730音声通知の設定

ヘッドセットで再生する音声通知をカスタマイズすることができます。デフォルトでは、ヘッ

ドセットは音声による通知を再生し、着信、バッテリ充電、および Bluetooth接続ステータス
などのイベントについてのアラートが送信されます。音声通知を 12の言語のいずれかに変更
することもできます。

音声通知言語を変更するときには、ヘッドセットに関連するファームウェアファイルを

ダウンロードしてインストールする必要があります。ファームウェアの変更が完了する

まで 7～ 10分かかります。

Note

Procedure

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

ステップ 2 アクセサリとヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [オーディオ（Audio）] > [オーディオ通知（Audio Notifications）]
に移動します。

ステップ 4 目的の設定を選択し、[設定（Set）]を押します。

Ciscoヘッドセット 730一般設定

Cisco IP電話のメニューを使用して、Ciscoヘッドセット 730で設定をカスタマイズできます。

手順

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

ステップ 2 アクセサリとヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [一般（General）]を選択します。

ステップ 4 設定項目を設定します。
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説明選択パラメータ

自動ミュートが有効になって

いる場合は、ヘッドセットを

取り外して、通話中のマイク

をミュートすることができま

す。ヘッドセットを再度装着

すると、ヘッドセットの

ミュートは自動解除されま

す。

オン、オフ

デフォルトは Onです。

自動ミュート（Auto-mute）

自動応答コールが有効になっ

ている場合は、ヘッドセット

を装着して着信コールに応答

できます。ヘッドセットを取

り外して、通話を終了するこ

ともできます。

オン、オフ

デフォルトは Onです。

自動応答（Auto-answer call）

自動再生/一時停止が有効に
なっている場合は、ヘッド

セットを取り外すときと装着

するときに、音楽の一時停止

と再生が自動で行われます。

オン、オフ

デフォルトは Onです。

自動再生/一時停止
（Auto-play/pause）

[DNDステータスの同期（Sync
DND status）]が有効になって
いる場合は、通話中でないと

きに [ミュート（ ）]ボタン
を押してプレゼンス LEDを点
灯または消灯できます。

オン、オフ

デフォルト：[オフ（Off）]

DNDステータスの同期（Sync
DND status）

Ciscoヘッドセット 730設定のリセット

ヘッドセットを工場出荷時のデフォルト設定にリセットすることができます。

手順

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

ステップ 2 アクセサリとヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [セットアップ（Setup）] > [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、操作を確定します。
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Ciscoヘッドセット 730詳細の表示

ヘッドセットに関する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）] ボタンを押します。

ステップ 2 アクセサリとヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [詳細の表示（Show Details）]を押します。

ヘッドセットの着信呼び出し音の設定を変更する

電話機ファームウェア 14.0以降の Cisco IP Phoneで、ヘッドセットの着信音の動作を変更でき
ます。設定は電話機に保存され、接続されている Ciscoヘッドセット500シリーズに適用され
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 [基本設定（Preferences）] > [ヘッドセットの呼び出し音（Headset ringer）]を選択します。

ステップ 3 呼び出し音の設定を選択します。

デフォルトでは、電話機は呼出音の設定に従って動作します。着信コールの受信時に常に電話

の呼び出し音を聞こえるようにするには、[オン（On）]を選択します。[オフ（Off）]を選択
すると、着信コールを受信していてもヘッドセットを通して呼び出し音は聞こえません。

ステップ 4 [設定（Set）]を選択して設定を適用します。

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）] ボタンを押します。

ステップ 2 アクセサリと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。
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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。

Cisco IP Phoneでシスコヘッドセットのファームウェアを更新する

サポートされているCisco IPPhone上でヘッドセットソフトウェアを更新できます。ヘッドセッ
トのファームウェアアップグレード中に、電話機の画面に進行状況を表示できます。

更新中は、Ciscoヘッドセット560シリーズベースの LEDが左から右へ順番に点滅します。ソ
フトウェアのアップグレードが正常に完了すると、LEDはアイドル状態に戻ります。

手順

ステップ 1 Cisco IP Phoneにヘッドセットを接続します。

USBケーブルを使用して、IP電話のCiscoヘッドセット 730のみをアップグレードで
きます。

（注）

ステップ 2 ヘッドセットが自動的に更新されない場合は、電話機を再起動してください。電話機が再起動
すると、ダウンロードされた最新バージョンのヘッドセットファイルがヘッドセットにアップ

ロードされます。

コール中のヘッドセットの切り替え

複数のヘッドセットを電話機に接続したときは、電話機のヘッドセットキーを押して通話中に

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次の優先順位で特定のヘッドセットが選択されます。

•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、アナログヘッドセットを優先
オーディオデバイスにできます。

手順

ステップ 1 コールの発信または応答の前に、[ヘッドセット（Headset）]を押します。

ステップ 2 （任意）発信する場合は、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の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。
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•すべてのコードが正しく接続され、正常に機能していることを確認してください。

•お使いのワイヤレスヘッドセットまたはデバイスに問題があるかどうかを判断するには、
デバイスで別のヘッドセットをテストしてください。

•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ます。

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ます。

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

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

ヘッドセットで音が聞こえない

問題

ヘッドセットから音がほとんど、またはまったく聞こえません。

解決策

音量コントロールを押して音量レベルを調節し、ヘッドセットの音量レベルを確認します。問

題が解決しない場合は、次の作業フローを使用して問題のトラブルシューティングを行ってく

ださい。

図 14 :音声が聞こえない場合のワークフロー
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低音質

問題

ヘッドセットは機能していますが、音質は良くありません。

解決策

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 :低音質

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時に、相手に自分の声が聞こえていません。

解決策

•マイクがミュートになっていないことを確認します。ヘッドセットの [ミュート (mute)]ボ
タンを押して、マイクのミュートとミュート解除を行います。

•マイクの音量が下げられていることを確認してください。最適な音を得るには、ヘッド
セットのマイクを、前面の 1インチまたは 2.5 cm以上にしておきます。

•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ます。

• Ciscoヘッドセット560シリーズでは、ヘッドセットが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 m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が、ベースに配置されている場合に充電されません。
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解決策

•ベースが信頼性の高い電源に接続されていることを確認します。

•ヘッドセットがベースに適切に装着されていることを確認します。ヘッドセットが適切に
装着されている場合は、LEDが白色で点灯します。充電すると、ベースの LEDが左から
右に順番に点灯します。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はすべて白色で点灯します。

図 16 : Ciscoヘッドセット 561および 562ヘッドセットの配置

ヘッドセットバッテリが充電されない

問題

ワイヤレスヘッドセットが完全に充電されません。

解決策

Ciscoヘッドセット561および562には、最大8時間の連続使用を対象とした料金があります。
ヘッドセットバッテリが損傷しているか、故障しているように思われる場合は、Ciscoサポー
トにお問い合わせください。
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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。

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が機能するためには、ファームウェアリリース
12.0(1)以降およびCiscoUnified CommunicationsManager 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、すべてのモジュールが同じタイプである必要があ

ります。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。

次の表に、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
示します。

表 11 :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 LCDキー
拡張モジュール

Cisco IP電話モデル

2つ、56の回線またはボタン
を提供

2つ、72の回線またはボタン
を提供

Cisco IP電話 8851および
8851NR

3つ、84の回線またはボタン
を提供

3つ、108の回線またはボタン
を提供

Cisco IP電話 8861
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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 LCDキー
拡張モジュール

Cisco IP電話モデル

3つ、84の回線またはボタン
を提供

3つ、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。

•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
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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、電力要件について管理者に確認してください。

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 12 :キー拡張モジュールのボタンとハードウェア

LCD画面：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、または各ボタンに割り当てられた電話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。
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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。

• 緑色のLEDが点灯：回線が使用中、コールが保留中、またはコールが転送
中。

• 赤色LEDの点灯：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LEDが点灯:回線が鳴っています。

1

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。

• 緑色に点灯した LED:ページが表示されます。

• 消灯：ページが非表示です。

• オレンジ色のLEDが点灯：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。
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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、2列モードでモジュールをセット
アップできます。

2列モードでは、画面の左右の各ボタンに異なる電話番号、短縮ダイヤル番号（または名
前などのテキストラベル）、電話サービス、または電話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でページ 1に最大 18個、ページ 2に最大 18個の項目が表示
されます。

図 21 :キー拡張モジュール（2列の場合）
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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（Save）]を押します。

シリコンカバー
Cisco IP電話のシリコンカバーを使用することで、デスクフォンとハンドセットを保護するこ
とができます。

このケースには次の利点があります。

•低刺激性

•さまざまな洗浄剤による摩耗に強い。

洗浄力の低い洗浄剤を使用することで、ケースの耐用年数と

外観を長く保ちます。

（注）

•ハンドセットを落としたときの損傷の軽減。

部品番号およびその他の追加情報については、該当する電話機モデルのデータシートを参照し

てください。Cisco IP電話8800シリーズのデータシートは、https://www.cisco.com/c/en/us/products/
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collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.htmlにあります。Cisco IP電話
7800シリーズのデータシートについては、https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.htmlを参照してください。

所有している電話機のモデルをチェックするには、[アプリケーション（Applications）] を

押して、[電話情報（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。

表 13 :シリコンカバー

注意事項Cisco IP電話のシリコンカバーCisco IP電話

• 7821デスクフォンシリーズ用のシ
リコンカバー 10個入り

（CP-7821-COVER=）

• 7821デスクフォンシリーズおよび
ハンドセット用のシリコンカバー

10個入り

（CP-7821-COVER-BUN=）

Cisco IP電話 7821

• 7841デスクフォンシリーズ用のシ
リコンカバー 10個入り

（CP-7841-COVER=）

• 7841デスクフォンシリーズおよび
ハンドセット用のシリコンカバー

10個入り

（CP-7841-COVER-BUN=）

Cisco IP電話 7841

このシリコンカ

バーはキー拡張

モジュールを保

護するものでは

ありません。

（注）• 88X1デスクフォンシリーズ用の
シリコンカバー 10個入り

（CP-88X1-COVER=）

• 88X1デスクフォンシリーズおよび
ハンドセット用のシリコンカバー

10個入り

（CP-88X1-COVER-BUN=）

Cisco IP電話 8811、
8841、8851、8851NR、
8861および 8861NR
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注意事項Cisco IP電話のシリコンカバーCisco IP電話

このシリコンカ

バーはキー拡張

モジュールを保

護するものでは

ありません。

（注）• 88X5デスクフォンシリーズ用の
シリコンカバー 10個入り

（CP-88X5-COVER=）

• 88X5デスクフォンシリーズおよび
ハンドセット用のシリコンカバー

10個入り

（CP-88X5-COVER-BUN=）

Cisco IP電話 8845、
8865、および 8865NR

•デスクフォンハンドセット用のシ
リコンカバー 10個入り

（CP-HS-COVER=）

Cisco IP電話ハンドセッ
ト

Cisco IP電話シリコンカバーの取り付け
このシリコンカバーは、Cisco IP電話の長時間使用を容易にし、ボタンと番号パッドを清潔に
保ちます。

手順

ステップ 1 電話機を自分に向けて設置します。
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ステップ 2 クレードルからハンドセットを取り外します。

ステップ 3 カバーの位置をハンドセットを左側にして電話機に配置してください。

ステップ 4 電話機の隅と側面でカバーを固定します。カバーは、あまり負荷のかからないように電話機に
しっかりはめ込む必要があります。

ステップ 5 ハンドセットを受け台の上に戻します。

Cisco IP電話ハンドセットカバーの取り付け
シリコンカバーは、ハンドセットを損傷から保護し、細菌の広がりを抑えるのに役立ちます。

手順

ステップ 1 ハンドセットを電話機の受け台から取り外します。

ステップ 2 ハンドセットからケーブルを取り外します。

ステップ 3 イヤーカップがカバーの中に完全に入るまで、ハンドセットにシリコンカバーをスライドさ
せます。

ステップ 4 ハンドセットのもう一方の端にカバーを引っ張ります。

ステップ 5 カバーがハンドセットにぴったりとくっついていること、また、ケーブルポートが塞がれてい
ないことを確認します。

ステップ 6 ハンドセットを電話機に再接続し、受け台に戻します。
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シリコンカバーの清掃

汚れや手垢が気になる場合は、カバーの清掃を行ってください。定期的な清掃を行うことで、

バクテリアや細菌の広がりを防ぐことができます。

手順

ステップ 1 シリコンカバーを外します。

ステップ 2 カバーを清掃します。

洗浄力の低い洗浄剤を使用することで、ケースの耐用年数と外観を長く保ちます。（注）

ステップ 3 カバーをしっかり乾かします。完全に乾くまで、ケースに電話機を戻さないでください。

ステップ 4 電話機にカバーを取り付けます。
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


