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第 1 章

ヘッドセット

•製品内容（1ページ）
•ヘッドセットの装着方法（3ページ）
•シスコヘッドセットアプリをダウンロードして設定する（3ページ）
•ヘッドセットの電源のオンとオフを切り替える（4ページ）
•ヘッドセットの接続（5ページ）
•ヘッドセット電源（10ページ）
•音声アシスタント（14ページ）
•音声通知について（15ページ）

製品内容
シスコヘッドセット 730には、次のアクセサリが付属しています。

•シスコヘッドセット 730
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•ハードケース

•シスコヘッドセット USB HDアダプタ

• USB-Aから USB-Cへのケーブル

• 3.5 mmケーブル
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ヘッドセットの装着方法
ヘッドセットがしっかりと装着されるようにヘッドバンドを調整します。ヘッドセットマイク

が手前になっていることを確認します。

シスコヘッドセットアプリをダウンロードして設定する
シスコヘッドセットは、iPhoneや Androidのモバイルデバイスからヘッドセットを更新、制
御、およびカスタマイズすることができるモバイルアプリです。ヘッドセットのアップグレー

ド、ノイズキャンセレーションレベルの調整、均等化設定の変更、およびアプリインターフェ

イスからのヘッドセットの通知の管理を行うこともできます。
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手順

ステップ 1 モバイルデバイスで、希望するアプリストアを開きシスコヘッドセットをダウンロードしま
す。

ステップ 2 シスコヘッドセットを開き、アプリの設定手順に従います。

ヘッドセットの電源のオンとオフを切り替える
電源/Bluetoothスイッチは左のイヤーカップの背面にあります。

手順

ステップ 1 電源/Bluetoothスイッチを上にスライドしてヘッドセットをオンにします。

ステップ 2 電源/Bluetoothスイッチを下に動かすと、ヘッドセットはオフになります。
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ヘッドセットの接続

ヘッドセットを Bluetooth®デバイスに接続する

ヘッドセットをペアリングモードにして、他のデバイスで検出できるようにします。ヘッド

セットを最大限に活用するには、モバイルデバイスにシスコヘッドセットアプリをダウンロー

ドして設定します。

シスコヘッドセット 730は、最大 8個の異なる Bluetoothデバイスを保存でき、最大 2台のデ
バイスと同時に同時接続を維持することができます。

すでに 2つのアクティブな Bluetoothソースがある場合は、一方の Bluetoothデバイスを切断し
てから、別のBluetoothデバイスをヘッドセットに保存する必要があります。

（注）

手順

ステップ 1 Bluetooth LEDが点滅するまで、電源/Bluetoothスイッチを 2秒間スライドさせて置いておきま
す。

ステップ 2 デバイスで Bluetoothを有効にします。

ほとんどのコールデバイスの [設定]メニューから、Bluetoothの有効化と無効化を行うことが
できます。

ステップ 3 [デバイス]リストからヘッドセットを選択します。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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ヘッドセットは、デバイスリストに Ciscoヘッドセット 730、それに続いてヘッドセットのシ
リアル番号の最後の 3桁として表示されます。

関連トピック

ヘッドセットのシリアル番号（41ページ）

Bluetooth LED

Bluetooth LEDは、電源/Bluetoothスイッチ上部にある左のイヤーカップの背面にあり、ヘッド
セットの接続ステータスを示しています。

表 1 : Bluetooth LEDステータス

システムの状態ライトのステータス

Bluetoothが正常に接続

青色に点灯してから消灯

ペアリングモードのヘッドセット

青色に点滅

Ciscoヘッドセットアプリで Bluetooth接続を管理する

シスコヘッドセットモバイルアプリを使用して、ヘッドセット Bluetooth接続を管理すること
ができます。ヘッドセットでは、最大 8台の Bluetoothデバイスを保存して、同時に 2台のア
クティブな接続を維持できます。

手順

ステップ 1 モバイルデバイスで、シスコヘッドセットアプリを開きます。

ステップ 2 ホーム画面の下部にある [接続先（Connected to）]をタップします。

ステップ 3 接続または切断するデバイスを選択します。

使用シスコヘッドセット USB HDアダプタ
シスコヘッドセット 730には Bluetoothオプションを備えていないコールデバイスで使用する
ための USBアダプタが同梱されています。USB HDアダプタは、事前にヘッドセットにペア
リングされた状態で使用されます。電力が供給された USBポートに装着すると、アダプタが
自動的にヘッドセットに接続します。
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ヘッドセットの接続を解除する場合は、コールデバイスからアダプタを取り外します。USB
HDアダプタを取り外した後に、ヘッドセットが別のアクティブなBluetooth接続を受け付ける
のに約 10分かかります。また、ヘッドセットをオフにしてからもう一度オンにすると、新し
いデバイスをすばやくペアリングすることができます。

USB HDアダプタを使用してヘッドセットにファームウェアのアップデートをインストールす
ることはできません。

（注）

手順

ステップ 1 USB HDアダプタをお使いのデバイスに接続します。

ステップ 2 シスコヘッドセット 730をオンにします。

ステップ 3 Bluetoothデバイスリストから [Cisco HS USBアダプタ（Cisco HS USB Adapter）]を選択しま
す。

USB HDアダプタをヘッドセットにペアリングする

ヘッドセットの Bluetoothペアリングを消去したか、またはアダプタを交換する必要がある場
合は、USB HDアダプタを再度ペアリングすることができます。

手順

ステップ 1 選択したデバイスに USB HDアダプタを接続します。

ステップ 2 ペンまたはペーパークリップを使用して、USB HDアダプタのペアリングボタンを 4秒間押し
ます。ペアリングモードに入ると、アダプタの上にある青色の LEDが点滅します。

ステップ 3 ヘッドセット上で、スライドし、電源/Bluetoothスイッチを 2秒間押したままにします。アダ
プタとヘッドセットが自動的にペアリングされます。
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有効な Bluetoothソース間で切り替える
同時に最大 2つまでの Bluetoothデバイスをヘッドセットに接続できます。別のソースのコー
ルに応答すると、アクティブコールは、自動的に保留中になります。

手順

Bluetoothのソースを変更するには、音楽を再生するか、別の接続されたソースのコールに応答
します。

別の音楽ソースに切り替える前に、音楽の再生を一時停止します。（注）

ペアリングされたデバイスを削除する

ペアリングされているすべての Bluetoothデバイスをヘッドセットから消去できます。

これにより、ヘッドセットのメモリからシスコヘッドセット USB HDアダプタも消去されま
す。アダプタをヘッドセットに再ペアリングするには、USB HDアダプタをヘッドセットにペ
アリングする（7ページ）を参照してください。

（注）

手順

電源/Bluetoothスイッチをスライドし、9秒間長押しします。音声通知が有効になっている場
合、ヘッドセットはすべての Bluetoothデバイスを消去するときに音声プロンプトを再生しま
す。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
8

ヘッドセット

有効な Bluetoothソース間で切り替える



USB-Cケーブルを使用する
付属のUSB-Cケーブルを使用して、ヘッドセットをラップトップ、Cisco IP電話、またはCisco
Webex Deskデバイスに接続します。

手順

ステップ 1 USB-Cケーブルを左のイヤーカップの下部にあるポートに差し込みます。

ステップ 2 ケーブルのもう一方の端を目的のデバイスに接続します。

ステップ 3 電源/Bluetoothスライダーを上にスライドしてヘッドセットをオンにします。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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3.5 mmのオーディオケーブルを使用する
同梱されている 3.5 mm音声ケーブルを使用して、お使いのラップトップまたはモバイルデバ
イスにヘッドセットを接続します。音声ケーブルは、非ワイヤレスデバイスに接続する場合、

またはヘッドセットのバッテリー残量が低下している場合に使用できます。

3.5 mmケーブルを使用した場合、通話または音楽の再生を制御することはできません。接続
されている Bluetoothソースは、3.5 mmの音声接続よりも優先されます。

（注）

手順

ステップ 1 3.5 mm音声ケーブルを左のイヤーカップの下部にあるポートに差し込みます。

ステップ 2 ケーブルのもう一方の端をデバイスの 3.5 mmジャックに挿入します。

ヘッドセット電源

シスコヘッドセット 730バッテリ残量を確認する
ヘッドセットの電源をオンにすると、音声での通知によってバッテリ残量がアナウンスされま

す。通話時間が 1時間未満の場合は、ヘッドセットによって通知されます。

音声通知は、デフォルトでオンになっています。ヘッドセットの音声通知は、シスコヘッド

セットモバイルアプリで切り替えることができます。

（注）
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ファームウェアバージョンが1-7-0-138以降の場合、6時間操作しないと、バッテリ電力を節約
するためにヘッドセットが自動的にシャットダウンします。

手順

次のいずれかの操作を実行します。

•電源/Bluetoothスイッチを上へスライドさせて移動します。

ヘッドセットを装着している場合は、バッテリの残量が通知されます。

• Ciscoヘッドセットモバイルアプリを開きます。バッテリ残量がホーム画面に表示されま
す。

• Windows 10、Android、および iOSデバイスでは、Bluetoothデバイスリストでバッテリの
残量を確認できます。

電源/Bluetoothスイッチの下の LEDは、ヘッドセットのバッテリ残量を示します。

表 2 : LEDステータス

音声プロンプトバッテリの充電電源 LED

「バッテリ充電：高」通話時間が残り15時間以上。

「通話時間は残り [X]時間です。」通話時間が残り 15 ~ 5時間。

「通話時間は残り [X]時間です。」通話時間が残り 5時間未満。
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11

ヘッドセット

シスコヘッドセット 730バッテリ残量を確認する



USB-Cケーブルを使用して Ciscoヘッドセット 730を充電する
ヘッドセットを充電するには、同梱の USB-Cケーブルを使用します。ヘッドセットを完全に
充電するのに約2.5時間かかります。ヘッドセットが充電されると、電源LEDが点滅してバッ
テリのステータスが表示されます。ヘッドセットが完全に充電されると、電源 LEDが緑の点
滅から緑の点灯に変わります。

表 3 :ヘッドセットの充電ステータス

充電ステータス電源 LED

フル充電

高

中

低

手順

ステップ 1 USB-Cケーブルを左のイヤーカップの下部にある USB-C充電ポートに挿入します。

ステップ 2 ケーブルの USB-Aの端を電力が供給されている USBポートに接続します。

Ciscoヘッドセット 730充電スタンドを組み立てる
シスコヘッドセット 730充電用スタンドは、ヘッドセット用の便利な充電とストレージオプ
ションを提供します。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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手順

ステップ 1 シスコのロゴを外側に向けて、クレードルを底部に取り付けます。充電用スタンドの部品は完
全に固定されます。

ステップ 2 同梱されている USBケーブルを充電スタンドの背面にあるポートに差し込みます。ケーブル
のもう一方の端を、電源が入っている USBポートに接続します。

ステップ 3 Ciscoヘッドセット 730を充電スタンドに置きます。ヘッドセットを正しく置くと、スタンド
の前面にある LEDが白色で点灯します。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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音声アシスタント
シスコヘッドセット 730から、モバイルデバイスやラップトップの Apple Siri、Googleアシス
タント、または Cortanaに簡単にアクセスできます。

一度に複数の音声アシスタントにアクセスするようにヘッドセットを設定することはできませ

ん。

（注）

シスコヘッドセット 730でモバイル音声アシスタントを有効にする
デフォルトでは、シスコヘッドセット 730は、Windows 10で音声アシスタント、Apple Siri、
Googleアシスタント、および Cortanaをサポートしています。シスコヘッドセットモバイル
アプリを使用して、音声アシスタントのサポートを有効または無効にすることができます。

始める前に

モバイルデバイスまたはラップトップが、Wi-Fiまたは携帯データネットワークに接続されて
いることを確認してください。

手順

右イヤーカップで、再生ボタンを 2回押します。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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Ciscoヘッドセットアプリで音声アシスタントを有効にする
シスコヘッドセットモバイルアプリを使用してシスコヘッドセット 730で音声アシスタント
機能を有効または無効にすることができます。

手順

ステップ 1 モバイルデバイスで、シスコヘッドセットを開いて、[設定（Settings）] > [全般（General）]
をタップします

ステップ 2 [音声アシスタントを有効にする（Enable voice assistant）]のオンとオフを切り替えます。

音声通知について
デフォルトでは、ヘッドセットはいくつかのアクティビティとシナリオの音声通知を再生しま

す。次の表に、関連付けられている音声メッセージの状況を示します。

表 4 :ヘッドセットの音声通知

音声プロンプトAction

「バッテリ充電：高」ヘッドセットのバッテリの通話時間は 15時間以
上です。

「通話時間は残り [X]時間です。」ヘッドセットのバッテリの通話時間は 15時間未
満です。

「着信があります。」着信があります。

「ミュート中です。」通話中にミュートボタンを押します。

「ミュート解除されました。」通話中にヘッドセットのミュートを解除します。

「ミュート中です。」通話中で自分がしゃべっていても、ヘッドセット

をミュートにできます。

「接続済みです。」ヘッドセットが、Bluetoothソースと接続されて
いる

「切断されました。」ヘッドセットが最初の Bluetoothソースから切断
される

「ビジーライトがオン。」アクティブなコールがないときに再生ボタンを長

押しします。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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音声プロンプトAction

「ビジーライトがオフ。」再生ボタンを押したままにすると、プレゼンス

LEDライトが非アクティブになります。

「コールが拒否されました。」コールボタンでコールを拒否できます。

「ペアリングモードです。Bluetoothデバイ
スの一覧から Ciscoヘッドセット 730を探
します。」

ヘッドセットはペアリングモードです。

「ヘッドセットはオンです。」ヘッドセットをオンにします。

「ヘッドセットはオフです。」ヘッドセットをオフにします。

「すべての Bluetoothデバイスレコードを
消去するには、[Bluetooth]ボタンを長押し
します。」

すべての Bluetoothデバイスを消去しています。

「Bluetoothレコードが消去されました。」ヘッドセットの Bluetoothメモリを消去します。

「デスクフォンが接続されました」ヘッドセットが Cisco IP電話に接続します

「デスクフォンが切断されました。」ヘッドセットが Cisco IP電話から切断されます

「Cisco USBアダプタが接続されました」ヘッドセットが USBアダプタに接続されます

「Cisco USBアダプタが切断されました」ヘッドセットが USBアダプタから切断されます

「コンピューターに接続されました」ヘッドセットがコンピュータに接続されます

「コンピュータが切断されました」ヘッドセットがコンピュータから切断されます

「携帯電話に接続されました」ヘッドセットが携帯電話に接続します

「携帯電話が切断されました」ヘッドセットが携帯電話から切断されます

「デバイスに接続されました」ヘッドセットが不明なデバイスに接続します

「デバイスが切断されました」ヘッドセットが不明なデバイスから切断されます

ヘッドセット通知をカスタマイズする

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。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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手順

ステップ 1 Ciscoヘッドセットアプリで、ヘッドセットを選択し、[設定（Settings）] > [Audible Notification
（オーディオ通知）]を押します。

ステップ 2 変更する通知設定を選択します。変更内容は自動的に保存されます。

関連トピック

音声通知について（15ページ）

通知言語を変更する

Ciscoヘッドセットモバイルアプリから音声通知言語を変更できます。利用可能な言語として
は、中国語（北京語）、英語（米国）、英語（英国）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、

日本語、韓国語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語、スペイン語が含まれます。

新しい言語を選択すると、ヘッドセットがリセットされます。リセットが完了する前に、ヘッ

ドセットを範囲外に移動したり、オーディオソースを変更したり、USB-Cまたは 3.5 mmケー
ブルを接続したりしないでください。

手順

ステップ 1 Ciscoヘッドセットアプリで、ヘッドセットを選択し、[設定（Settings）] > [音声通知（Audio
Notification） > [言語（Language）]を押します。

アプリに [言語（Language）]メニューが表示されない場合は、ヘッドセットの管理
者にお問い合わせください。

（注）

ステップ 2 ヘッドセットで聴きたい言語を選択します。

ステップ 3 [続行（Continue）]を選択します。
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第 2 章

コールの発信

• [コール機能（Call Functions）]（19ページ）
•プレゼンス LEDライト（23ページ）
•ヘッドセットでの音声フィードバックの再生量を調整する（25ページ）

[コール機能（Call Functions）]

コールに応答する

コールボタンは、左のイヤーカップの前面にあります。

手順

コールボタンを 1回押してコールに応答します。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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コールを終了する

ヘッドセットのコールボタンを使用してコールを終了できます。コールを終了すると、ヘッド

セットはトーンを再生します。コールボタンは、左のイヤーカップの前面にあります。

手順

コールボタンを押したまま 2秒待ちます。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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着信を拒否する

コールボタンは、左のイヤーカップの前面にあります。

手順

着信を拒否するには、コールボタンを 2回押します。

コールを保留にする

コールボタンは、左のイヤーカップの前面にあります。

手順

アクティブなコールを保留にするには、コールボタンを 1回押します。
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ヘッドセットをミュートする

ミュート ボタンは、左のイヤーカップの前面にあります。

手順

ステップ 1 アクティブコール中にマイクをオフにするには、ミュート を 1回押します。
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ステップ 2 ミュート をもう一度押して、マイクを再度オンにします。

着信コール通知を消す

Ciscoヘッドセット 730の音量コントロールを使用して、着信コール通知を消すことができま
す。

手順

右側のイヤーカップの を押します。

プレゼンス LEDライト
ヘッドセットのプレゼンス LEDライトが点灯している場合は、他のユーザが話中であること
を確認できます。コール中に、プレゼンス LEDライトが自動的に赤色に点灯します。コール
中でない場合、再生ボタンを使用して手動で LEDをオンにすることができます。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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表 5 :プレゼンス LEDライトのステータス

ヘッドセットの状態ライトのステータ

ス

アクティブコール/ビジー

着信コール

プレゼンス LEDライトのオンとオフを切り替える
通話利用中でないときは、プレゼンスLEDライトを手動でアクティブにできます。通話中に、
プレゼンス LEDライトが自動的に赤色に点灯します。

手順

ステップ 1 再生を長押しすると、プレゼンス LEDライトがオンになります。

ステップ 2 再生をもう一度長押しすると、ライトがオフになります。

Ciscoヘッドセット 730ユーザガイド
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ヘッドセットでの音声フィードバックの再生量を調整す

る
シスコヘッドセットアプリで、通話中にヘッドセットのスピーカーから聞こえる自分の声の

音量を調整することができます。

手順

ステップ 1 シスコヘッドセットアプリで、ヘッドセットを選択して、[設定（Settings）]> [音声（Audio）]
を押します。

ステップ 2 [側音（Sidetone）]をタップし、希望のレベルを選択します。

音声音量を下げる

シスコヘッドセット 730の [音声音量を下げる（Lower Your Voice）]機能は、アクティブコー
ル中にヘッドセットの側音を動的に調整します。通話中に雑音が多すぎる場合は、ヘッドセッ

トの音声フィードバックが向上するため、音声が直観的に調整されて補正されます。シスコ

ヘッドセットアプリを使用して、[音声音量を下げる（Lower Your Voice）]のオンとオフを切
り替えることができます。
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手順

ステップ 1 シスコヘッドセットを開いて、[設定（Settings）]を選択します。

ステップ 2 [音声（Audio）]を押して、[音声音量を下げる（Lower Your Voice）]をオンまたはオフに切
り替えます。
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第 3 章

音楽の再生と音声の設定

•音楽のコントロール（27ページ）
•ノイズキャンセレーションのオンとオフを切り替える（29ページ）
•周囲モードのオンとオフを切り替える（30ページ）
•ヘッドセット均等化設定をカスタマイズする（31ページ）
•スマートセンサー（31ページ）
•ヘッドセットの設定をリセットする（32ページ）

音楽のコントロール

音楽を再生および一時停止する

右のイヤーカップの前面で、音楽の再生を制御することができます。音楽の再生は、着信があ

ると自動的に一時停止し、通話が終了した後に再開します。

手順

ヘッドセットを使用して音楽を一時停止および再生するには、右イヤーカップの中央にある再

生ボタンを押します。
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トラックをスキップする

ヘッドセットのミュージックコントロールは、右のイヤーカップの表面にあります。

手順

トラックをスキップするには、または を押します。

ヘッドセットの音量を調整する

音量ボタンは、右のイヤーカップの前面にあります。
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手順

ヘッドセットの音量を調整するには、 および を押します。

ノイズキャンセレーションのオンとオフを切り替える
ノイズキャンセレーションスイッチは、右のイヤーカップの背面にあります。デフォルトで

は、ヘッドセットは周囲のノイズレベルに自動的に適応します。アダプティブノイズキャンセ

レーションを無効にして、シスコヘッドセットモバイルアプリの独自のノイズキャンセレー

ションレベルをカスタマイズすることができます。

手順

ステップ 1 ノイズキャンセレーションスイッチをNCにスライドさせると、ノイズキャンセレーションを
オンにできます。
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ステップ 2 ノイズキャンセレーションスイッチをオフにスライドさせると、ノイズキャンセレーションを
オフにできます。

シスコヘッドセットアプリでノイズキャンセレーションレベルをカ

スタマイズする

デフォルトでは、ヘッドセットノイズキャンセレーションの強度は 100%に設定されていま
す。Ciscoヘッドセットアプリを使用して、ヘッドセット内で聞こえるノイズキャンセレーショ
ンの量を手動で調整することができます。適応型ノイズキャンセレーションを有効にすると、

使用している周囲の環境に応じて、ヘッドセットノイズキャンセレーションレベルが自動的に

調整されます。

手順

ステップ 1 シスコヘッドセットモバイルアプリで、ヘッドセットを選択し、[設定（Settings）] > [音声
（Audio）]を押します。

ステップ 2 [ノイズキャンセレーション（Noise Cancellation）]スライダーを左右にスライドさせると、ノ
イズキャンセレーションレベルが調整されます。

周囲モードのオンとオフを切り替える
周囲モードでは、お使いの環境を向上させるために、ヘッドセット内のマイクを使用します。

この機能を使用すると、周囲の音声を聞いたり、ヘッドセットを使用して話したりすることが

できます。
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手順

ステップ 1 右のイヤーカップのノイズキャンセレーションスイッチをAMBにスライドして、周囲モード
をオンにします。

ステップ 2 ノイズキャンセレーションスイッチをオフにスライドして、周囲モードをオフにします。

ヘッドセット均等化設定をカスタマイズする
シスコヘッドセットモバイルアプリで、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。

手順

シスコヘッドセットアプリで、[均等化（Equalizer）]をタップして音声プリセットを切り替
えます。

スマートセンサー
シスコヘッドセット 730スマートセンサーは、ヘッドセットのオン/オフを切り替えるときに
検出されます。スマートセンサーが有効になっている場合は、ヘッドセットをオフにしたとき

に音楽の再生を一時停止したり、通話をミュートしたりすることができます。ヘッドセット持

ち上げると、着信に応答することもできます。

次の場所で、これらの設定の一部またはすべてを切り替えることができます。
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•シスコヘッドセットモバイルアプリ

•互換性のある Cisco IP電話（電話機ファームウェア 12.8（1）以降）

• Windows版またはMac版 Cisco Jabber（バージョン 12.9以降）

スマートセンサーは、Cisco IP電話および Cisco Jabberでデフォルトでオンになっています。
シスコヘッドセットアプリでは、スマートセンサーはデフォルトでオフになっています。

（注）

スマートセンサーをカスタマイズする

シスコヘッドセットアプリでヘッドセットのスマートセンサーの動作をカスタマイズできま

す。

手順

ステップ 1 シスコヘッドセットアプリで、[設定（Settings）] > [全般（General）]に移動します。

ステップ 2 オンまたはオフにするスマートセンサーの機能を選択します。

ヘッドセットの設定をリセットする
既定のヘッドセットの設定をシスコヘッドセットモバイルアプリで復元できます。

手順

ステップ 1 シスコヘッドセットで、[設定（Settings）] > [設定のリセット（Reset Settings）]を選択しま
す。

ステップ 2 電源/Bluetoothスイッチを下にスライドさせてから、元に戻してヘッドセットを再起動します。
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第 4 章

トラブルシューティング

•最初のステップ（33ページ）
•対象のトラブルシューティングの解決策（34ページ）
•シスコヘッドセット 730ファームウェアをアップグレードする（40ページ）
•ヘッドセットのファームウェアを確認する（40ページ）
•ヘッドセットのシリアル番号（41ページ）
• Ciscoヘッドセットアプリを使用してログを送信（43ページ）
• Ciscoヘッドセットをクリーニングする（43ページ）

最初のステップ
シスコヘッドセット730で問題が発生した場合は、最初に次のソリューションを試してくださ
い。

•ヘッドセットが完全に充電されていることを確認します。ヘッドセット電源（10ページ）
を参照してください。

•ヘッドセットの電源が入っていることを確認します。ヘッドセットの電源のオンとオフを
切り替える（4ページ）を参照してください。

•他のアクティブな Bluetoothデバイスを切断します。

•ヘッドセットまたはコールデバイスの音量を上げます。ヘッドセットの音量を調整する（
28ページ）を参照してください。

•シスコヘッドセットをモバイルデバイスにダウンロードし、利用可能なソフトウェア更
新プログラムを実行します。シスコヘッドセットアプリをダウンロードして設定する（

3ページ）を参照してください。

•すべての Bluetooth接続を消去し、ヘッドセットを再接続します。ペアリングされたデバ
イスを削除する（8ページ）

およびヘッドセットを Bluetooth®デバイスに接続する（5ページ）を参照してくださ
い。
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•別のコールデバイスに接続します。ヘッドセットを Bluetooth®デバイスに接続する（5
ページ）を参照してください。

•ヘッドセットを目的のコールデバイスに近づけて、電波干渉や障害物の発生源から遠ざけ
ます。

• WindowsまたはMacデバイスの Bluetoothドライバが最新であることを確認します。

対象のトラブルシューティングの解決策
上記の手順を実行しても問題が解決しない場合は、以下のトラブルシューティングシナリオの

リストを参照して、現象と一般的な問題の解決策を確認してください。問題を解決できない場

合、シスコのサポートにご連絡ください。

Bluetoothデバイスでヘッドセットが検出されない
ヘッドセットが Bluetoothデバイスと接続しない場合は、次の手順を試してください。

•コールデバイスで、次の手順を実行します。

• Bluetoothをオフにしてから再度オンにします。

• Bluetoothデバイスのリストからヘッドセットを削除し、もう一度ヘッドセットをペア
リングします。

•ヘッドセットを再起動します。

•目的のデバイスの 1 m以内にヘッドセットがあることを確認します。

•ヘッドセットからすべてのペアリングされたデバイスをクリアし、ペアリングプロセスを
最初から開始します。

• WindowsまたはMacデバイスの Bluetoothドライバが最新であることを確認します。

関連トピック

ヘッドセットの電源のオンとオフを切り替える（4ページ）
ペアリングされたデバイスを削除する（8ページ）

ヘッドセットに新しいデバイスを接続できない

ヘッドセットが目的のコールデバイスと接続できない場合は、次の手順を試してください。

•ヘッドセットを再起動します。

•ヘッドセットから他のペアリングされた Bluetoothデバイスを切断します。

•ヘッドセットとペアリングする Bluetoothデバイスを再起動します。
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•ヘッドセットからすべてのペアリングされたデバイスをクリアします。

•使用しているデバイスのヘッドセットの距離が 1 m以内であることを確認します。

• WindowsまたはMacデバイスの Bluetoothドライバが最新であることを確認します。

関連トピック

ヘッドセットの電源のオンとオフを切り替える（4ページ）
Ciscoヘッドセットアプリで Bluetooth接続を管理する（6ページ）
ペアリングされたデバイスを削除する（8ページ）

Ciscoヘッドセット 730が Bluetoothデバイスリストに 2回表示される
シスコヘッドセット 730は、Bluetooth®デバイスリストに Cisco HS 730、それに続いてヘッド
セットのシリアル番号の最後の 3桁として表示されます。

ヘッドセットがWindows10デバイスとペアリングしたら、ステレオおよびハンズフリー（HFP）
の Bluetooth接続を選択できます。ニーズに最適な Bluetoothプロファイルを選択してくださ
い。ステレオの Bluetooth接続は、より豊富なサウンドを備え、音楽やビデオの再生に最適で
す。ハンズフリーは、音声コールを目的としています。使用している通話アプリケーションに

よっては、[ステレオ（Stereo）]を選択したときに音声が聞こえないことがあります。

まれに、ヘッドセットを初めてペアリングすると、Windows 10 Bluetoothデバイスリストにシ
スコヘッドセット730が2回表示されることがあります。ヘッドセット名の下に [音声（Audio）]
と表示されているシスコヘッドセット 730とペアリングします。他のシスコヘッドセット
730エントリを選択すると、ヘッドセットが Ciscoヘッドセットモバイルアプリと正しくペア

リングされない場合があります。通常、このアイコン の横に誤った Bluetoothエントリが
表示されます。

誤ったシスコヘッドセット 730エントリを間違って選択した場合は、ヘッドセットを再度ペ
アリングする前に [デバイス（Devices）]メニューから接続を削除してください。

（注）

ヘッドセットの音声品質が悪い

ヘッドセットの音質が悪い場合は、次の手順を試してください。

•別の音源を試して、問題が解決しないかどうかを確認します。

•ヘッドセットから他のペアリングされたデバイスを取り外します。

• USBまたは3.5mmケーブルを使用して、ヘッドセットをオーディオソースに接続します。

•デバイスまたは音楽アプリの音声エンハンスメント機能をオフにします。

•デバイスで次の手順を実行します。

• Bluetoothをオフにしてから再度オンにします。
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•接続されている Bluetoothデバイスのリストからヘッドセットを削除し、ヘッドセッ
トを再接続します。

関連トピック

Ciscoヘッドセットアプリで Bluetooth接続を管理する（6ページ）
USB-Cケーブルを使用する（9ページ）
3.5 mmのオーディオケーブルを使用する（10ページ）

ヘッドセットがオンになっているが音が出ない

ヘッドセットに音声が再生されない場合は、次の手順を試してください。

•ヘッドセットの音量レベルを確認します。

•デバイスのオーディオ出力が [Cisco HS 730]に設定されていることを確認します。

•音楽をオフにするか、他のアクティブなソースでコールを保留にします。

•ヘッドセットを再起動します。

•音楽鑑賞している場合：

•デバイスの再生を押して、音声が再生されていることを確認します。

•デバイスに直接保存されているコンテンツから音声を再生します。

•目的のデバイスの 9 m以内にヘッドセットがあることを確認します。

•使用されていない場合は、USBアダプタを取り外します。

関連トピック

ヘッドセットの電源のオンとオフを切り替える（4ページ）
Ciscoヘッドセットアプリで Bluetooth接続を管理する（6ページ）
有効な Bluetoothソース間で切り替える（8ページ）

相手がうまく聞きとれない

シスコヘッドセット 730のマイクが音声を拾わない場合は、次の手順を試してください。

•ヘッドセットが正面を向いていることを確認します。ヘッドセットを逆に装着すると、マ
イクが正しく動作しません。
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•ヘッドセットから他の Bluetoothデバイスを取り外します。

•別のデバイスでコールを発信してみてください。

• USB-Cまたは 3.5 mmのケーブルを使用してデバイスに接続します。

•マイクがミュートになっていないことを確認します。

•デバイスで次の手順を実行します。

• Bluetoothをオフにしてから再度オンにします。

•接続されている Bluetoothデバイスのリストからヘッドセットを削除し、ヘッドセッ
トを再接続します。

関連トピック

Ciscoヘッドセットアプリで Bluetooth接続を管理する（6ページ）
USB-Cケーブルを使用する（9ページ）
3.5 mmのオーディオケーブルを使用する（10ページ）

ヘッドセットが充電されない

ヘッドセットが充電されない場合は、次の手順を試してください。

• USB-Cケーブルがヘッドセットの USB-Cポートに接続されていることを確認してくださ
い。ヘッドセットが充電されると、電源/Bluetoothスイッチの下にある電源LEDが点灯し
ます。
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• USBケーブルの両端が固定されていることを確認します。

•ヘッドセットが極端に高い温度または低い温度に露出している場合は、ヘッドセットを充
電する前にヘッドセットをを室温に戻します。

•別の USB-A壁面チャージャーまたは AC電源を使用してみます。

• Ciscoヘッドセット 730充電スタンドを使用している場合は、ヘッドセットが正しく装着
さ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、スタンドの前面にあ

る LEDが白色で点灯します。

関連トピック

USB-Cケーブルを使用して Ciscoヘッドセット 730を充電する（12ページ）
シスコヘッドセット 730バッテリ残量を確認する（10ページ）

USBアダプタを Ciscoヘッドセット 730にペアリングできない
ヘッドセットを USBアダプタに接続できない場合は、次の手順をお試しください。

•コールデバイスからアダプタを切断し、再接続します。

•ヘッドセットから他のペアリングされた Bluetoothデバイスを切断します。

• USBアダプタをペアリングモードにして、ヘッドセットに再接続します。

Ciscoヘッドセットアプリがモバイルデバイスで動作しない
お使いのモバイルデバイスで Ciscoヘッドセットアプリに問題がある場合は、次の手順を試し
てください。

•モバイルデバイスがシスコヘッドセットアプリと互換性があり、最低限のシステム要件
を満たしていることを確認してください。詳細については、お使いのモバイルデバイスの

アプリストアを参照してください。
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•モバイルデバイスでシスコヘッドセットをアンインストールしてから、アプリを再イン
ストールします。

•アプリを開いてヘッドセットを検索し、Bluetooth/電源スイッチを上にスライドさせます。

Googleアシスタントが応答しない
シスコヘッドセット 730で Googleアシスタントに問題が発生した場合は、次の手順を試して
ください。

•モバイルデバイスで Googleアシスタントを直接アクティブにします。

•音声アシスタント機能がシスコヘッドセットアプリから有効になっていることを確認し
ます。

•モバイルデバイスをWi-Fiまたは携帯データネットワークに接続します。

• Google Assistantを使用できる国にいることを確認します。

• Googleアシスタントアプリのバージョンが最新であることを確認します。

•ご使用のモバイルデバイスが Googleアシスタントと互換性があることを確認します。

•その他のサポートについては、 https://support.google.com/headphonesを参照してください。

関連トピック

Ciscoヘッドセットアプリで音声アシスタントを有効にする（15ページ）

Siriが応答しない
シスコヘッドセット 730でSiriをアクティブにできない場合は、次の手順を試してください。

•モバイルデバイス上で直接、Siriにアクセスしてみてください。

•シスコヘッドセットアプリから音声アシスタント機能が有効になっていることを確認し
てください。

•モバイルデバイスをWi-Fiまたは携帯データネットワークに接続します。

•モバイルデバイスに互換性があることを確認します。

関連トピック

Ciscoヘッドセットアプリで音声アシスタントを有効にする（15ページ）
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シスコヘッドセット 730ファームウェアをアップグレー
ドする

シスコヘッドセットモバイルアプリ、Cisco Accessory Hub、Cisco Webex、Cisco IP電話（電話
ファームウェア 12.7 (1)以降)、または Cisco Jabber（バージョン 12.8以降）で、ヘッドセット
ファームウェアをアップグレードできます。ヘッドセットのアップグレードの完了には、約 7
~ 10分かかります。

手順

ステップ 1 アップグレードを開始するには、次のいずれかの操作を実行します。

•お使いのヘッドセットをスマートフォンにペアリングしてから、シスコヘッドセットモ
バイルアプリを開きます。

ヘッドセットの電池残量が少なくなると、シスコヘッドセットアプリはヘッド

セットをアップグレードしません。アップグレードする前に、ヘッドセットが充

電されていることを確認してください。

（注）

•ヘッドセットを USB-Cケーブルから Cisco IP電話に接続します。
• USB-Cケーブルで Cisco Jabberを実行しているコンピュータにヘッドセットを接続しま
す。

• USB-CケーブルでWebexを実行しているコンピュータにヘッドセットを接続します。
• USB-Cケーブルでコンピュータにヘッドセットを接続し、https://upgrade.cisco.com/accessories
に移動します。

ステップ 2 画面の指示に従います。

関連トピック

ヘッドセットのファームウェアを確認する（40ページ）

ヘッドセットのファームウェアを確認する

Ciscoヘッドセットアプリのヘッドセットファームウェアを確認する
Ciscoヘッドセットアプリのファームウェアの現在の負荷を確認できます。

新しいファームウェアバージョンが利用可能になったときに、アプリからプロンプトが送信さ

れます。

（注）
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手順

ステップ 1 モバイルデバイスでシスコヘッドセットを開きます。

ステップ 2 [設定] > [デバイス情報]を選択します。

オンプレミスフォンでヘッドセットのファームウェアを確認する

サポートされている Cisco IP電話でヘッドセットソフトウェアを確認できます。

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）]を選択します。

ステップ 3 [シスコヘッドセット]を強調表示して、[詳細を表示（Show detail）]を押します。

Cisco Jabberでヘッドセットファームウェアを確認する
Cisco Jabberバージョン 12.8以降のシスコヘッドセットファームウェアを確認できます。

手順

ステップ 1 Cisco Jabberで、歯車のアイコン をクリックして、オプション >設定を選択します。

ステップ 2 スピーカースライドの下にある [詳細設定]をクリックします。

このウィンドウの上部にお使いのヘッドセットモデル、シリアル番号、および現在のファーム

ウェアバージョンが表示されます。

ヘッドセットのシリアル番号
シスコヘッドセット 730シリアル番号は、次の場所で検索できます。

•ヘッドセットが梱包されていた箱の外側

•左のヘッドバンドの内側

•シスコヘッドセットモバイルアプリ。

シスコヘッドセットアプリでのシリアル番号の検索（42ページ）を参照してください
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•接続されている Cisco IP電話。

Cisco IP電話で使用しているヘッドセットのシリアル番号を確認する（42ページ）を参
照してください

• Windows版またはMac版 Cisco Jabber。

詳細に関しては、Cisco Jabberで使用しているヘッドセットのシリアル番号を確認するを
参照してください。

シスコヘッドセットアプリでのシリアル番号の検索

シスコヘッドセット 730シリアル番号シスコヘッドセットは、モバイルアプリで見つけるこ
とができます。

手順

ステップ 1 モバイルデバイスでシスコヘッドセットを開きます。

ステップ 2 [設定] > [デバイス情報]を選択します。

Cisco IP電話で使用しているヘッドセットのシリアル番号を確認する
お使いのヘッドセットのシリアル番号は、どの Cisco IP電話でも確認できます。

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）]を選択します。

ステップ 3 [シスコヘッドセット]を強調表示して、[詳細を表示（Show detail）]を押します。

Cisco Jabberで使用しているヘッドセットのシリアル番号を確認する
12.8移行のバージョンのWindows版およびMac版 Cisco Jabberで Ciscoヘッドセットのシリア
ル番号を見つけることができます。

手順

ステップ 1 Cisco Jabberで、歯車のアイコン をクリックして、オプション >設定を選択します。

ステップ 2 スピーカースライドの下にある [詳細設定]をクリックします。
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このウィンドウの上部にお使いのヘッドセットモデル、シリアル番号、および現在のファーム

ウェアバージョンが表示されます。

Ciscoヘッドセットアプリを使用してログを送信
ヘッドセットのログを使用すると、ciscoのエンジニアに対して、Ciscoヘッド 730セットの品
質向上に役立つ貴重な診断情報が提供されます。

手順

ステップ 1 Ciscoヘッドセットモバイルアプリを開きます。

ステップ 2 サポートを選択し、 [ログの送信]をタップします。

Ciscoヘッドセットアプリでは、入力済みの件名とログファイルが添付された新しいメッセー
ジの含まれるお好みのメールアプリが開きます。

ステップ 3 問題を電子メールで説明し、任意の添付ファイルを追加して、送信をタップします。

Ciscoヘッドセットをクリーニングする
定期的にヘッドセットをクリーニングする必要がある場合があります。

手順

ステップ 1 柔らかい乾いた布で、ヘッドセットのヘッドバンドおよびイヤーカップを拭きます。

ステップ 2 オプション：ヘッドセットのクリーニングがさらに必要な場合は、少量のノンアルコールベー
スのクリーニング剤を柔らかい、清潔で、糸くずの出ない布につけて、ヘッドセットをそっと

拭きます。70%イソプロピルアルコール液を使用しないでください。表面が変色したり、曇っ
たり、時間の経過によりデバイスの整合性が劣化する可能性があります。

ヘッドセットの消毒が必要な場合は、自己責任で 70％ のイソプロピルアルコール液を使用で
きます。

交換用のイヤーパッドは、ヘッドセットで注文できます。
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イヤーカップ、USB Cポート、または 3.5 mmジャックの内側に湿気が入らないよう
にしてください。

クリーニングおよび消毒の結果、Cisco製品に損傷が生じた場合、弊社の保証および
製品保証の対象ではありません。

注目
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第 5 章

製品の安全性

•ヘッドセットの安全性に関する重要な情報（45ページ）
•適合宣言（45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。

イヤーカップ、USB-Cポート、または 3.5 mmジャック内での水分の使用を禁止します。

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。

適合宣言

適合宣言（米国）

RF被曝に関する適合宣言（全般）

このデバイスは、RF被曝の人体暴露に関する ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）の制限
に従って評価され、準拠が確認されています。
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Part 15無線デバイス

本機器は、FCCルールPart 15に準拠しています。動作は次の2つの条件を前提としています。

1. このデバイスによって、有害な干渉が発生することはない。

2. このデバイスは、予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉も含め、すべての干渉を受
け入れなければならない。

Part 15に適合した無線デバイスは、当該周波数で動作する他のデバイスと干渉のない状態で動
作します。Ciscoによる明確な許可なしに製品への変更を行った場合（Ciscoが生産していない
アンテナの使用を含む）、ユーザはこのデバイスの使用を禁止される可能性があります。

注意

適合宣言（カナダ）

このデバイスは、カナダ政府産業省のライセンス適用免除 RSS規格に適合しています。次の
2つの条件に従って動作するものとします。（1）本製品が干渉の原因となることはありませ
ん。また、（2）本製品はデバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、
すべての干渉を受け入れる必要があります。この電話機を使用する場合、通信のプライバシー

を確保できない可能性があります。

本製品は、該当する技術革新、科学および経済開発に関するカナダの技術仕様を満たしていま

す。

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2)
ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement
non souhaitable de l'appareil.La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation
de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

カナダの RF被曝に関する声明

このデバイスは、電波の被曝に関する ISED RSS-102 R5で参照されている制限事項を満たして
います。

お使いの装置には、無線送信機と受信機が含まれています。装置は、カナダ保健省安全規則 6
を参照するRSS-102で参照されている電波（無線周波電磁界）への暴露に関する一般大衆（非
制御）の制限を超えないように設計され、年齢や健康に関係なく、すべての人の安全を確保す

るための十分な安全マージンが確保されています。

このため、システムは、エンドユーザが直接アンテナに触れずに操作できるように設計されて

います。ユーザまたはオペレータの全体的な暴露を減らすように設計されている規制のガイド
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ラインに従って、指定されているユーザからの最低距離を確保できるようにアンテナを設置で

きる場所にシステムを配置することを推奨します。

デバイスには、無線認証プロセスの一部としてテストが実施され、該当する規制への準拠が確

認されています。

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5
D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des
ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui
sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité
importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes、 quels que soient leur âge et état de
santé.

En tant que tels、 les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par
l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer
à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur、 conformément aux instructions des
réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

EUへの適合宣言

CEマーク

機器および包装に次の CEマークが貼付されています。

EUへの RF被曝に関する宣言

このデバイスはEU EMF指令2014/53/EUの制限に従って評価され、準拠が確認されています。

適合宣言（アルゼンチン）

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser
peligroso.
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適合情報（ブラジル）

Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para
avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados,
incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos
e eletromagnéticos de radiofrequência. O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente
à exposição localizada na cabeça foi de 0,000194 W/kg. Para maiores informações, consulte o site da
ANATEL: http://www.anatel.gov.br.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência
em sistemas devidamente autorizados.

適合情報（日本）

クラス B機器の VCCIコンプライアンス

日本 JATE無線コンプライアンスWL-730、HS-WL-700-BA

適合情報（中国）

クラス A警告宣言

この宣言は、Cisco IP会議用電話 8832NRに適用されます。
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適合情報（韓国）

適合情報（メキシコ）

承認: NYC-XXXXX

適合情報（ロシア）

ユーラシア税関同盟マーク（ロシア、ベラルーシ、カザフスタン）

適合宣言（シンガポール）
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適合宣言（台湾）

省電力およびビジュアル警告通知
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