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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

およびヘッドセットを Bluetooth®デバイスに接続するを参照してください。

•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を参照
してください。
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•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

ペアリングされたデバイスを削除する

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。

•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。
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• 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

Ciscoヘッドセットアプリで Bluetooth接続を管理する
ペアリングされたデバイスを削除する

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。

•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。
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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
USB-Cケーブルを使用する
3.5 mmのオーディオケーブルを使用する

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

Ciscoヘッドセットアプリで Bluetooth接続を管理する
有効な Bluetoothソース間で切り替える

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
USB-Cケーブルを使用する
3.5 mmのオーディオケーブルを使用する

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
シスコヘッドセット 730バッテリ残量を確認する

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

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
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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（8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（10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（10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。

トラブルシューティング
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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。

トラブルシューティング
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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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