
ヘッドセット設定

•オンプレミス電話機ヘッドセットのカスタマイズ（1ページ）
•マルチプラットフォーム電話機ヘッドセットのカスタマイズ（4ページ）
• Cisco Webexデスクシリーズヘッドセットのカスタマイズ（6ページ）
• Jabberヘッドセットのカスタマイズ（6ページ）
• Webexヘッドセットのカスタマイズ（8ページ）
• Webex Meetingsヘッドセットのカスタマイズ（8ページ）

オンプレミス電話機ヘッドセットのカスタマイズ
ヘッドセット設定をパーソナライズした後に、設定が保存され、他のCiscoヘッドセットモデ
ルに適用されます。

低音と高音の調節

ヘッドセットから聞こえる低音または高音の量を調整できます。

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）] > [Ciscoヘッドセット]を選択します。

ステップ 3 設定を押して、スピーカー >イコライザを選択します。

ステップ 4 ナビゲーションクラスタを左または右に押して調整します。

スピーカーフィードバックの調節

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。
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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 [アクセサリ（Accessories）] > [Ciscoヘッドセット]を選択します。

ステップ 3 [スピーカー（Speaker）] > [サイドトーン（Sidetone）]を選択します。

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

ヘッドセットのマイクから聞こえる音量を調整できます。周囲の騒音レベルに応じてこの設定

を調整できます。

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）] > [Ciscoヘッドセット]を選択します。

ステップ 3 [設定（Setup）]を押して、[マイクロフォン（Microphone）] > [ゲイン（Gain）]を選択しま
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。

マイクのテスト

Cisco IP電話で、マイクをテストしてヘッドセットからの音声を確認できます。

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）] > [Ciscoヘッドセット]を選択します。

ステップ 3 [設定（Setup）]を押して、[マイク（Microphone）] > [テスト（Test）]を選択します。

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。

ヘッドセット設定

2

ヘッドセット設定

マイクボリュームの調節



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。

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。

ヘッドセットの呼び出し音設定の変更

電話機ファームウェア 14.0以降の Cisco IP電話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、接続されているシスコヘッドセット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 [初期設定（Preferences）] > [ヘッドセットの呼出音（Headset ringer）]の順に選択します。

ステップ 3 呼出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います。着信コールがあるときに常に電話の呼び

出し音を聞く場合は、オンを選択します。オフを選択すると、着信コールがあるときにヘッド

セットから呼出音は鳴りません。

ステップ 4 [設定（Set）]を選択して設定を適用します。

お使いの電話機からシスコヘッドセットの設定をリセットする

シスコ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。
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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。

•シスコヘッドセット 520シリーズ: USBアダプタによる接続

•シスコヘッドセット 530シリーズ: USBケーブルによる接続

•シスコヘッドセット 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。

マルチプラットフォーム電話機ヘッドセットのカスタマ

イズ
ヘッドセット設定をパーソナライズした後に、選択した調整内容が保存され、将来のシスコ

ヘッドセットモデルに適用されます。

低音と高音の調整（USBのみ）
USB接続を使用すると、ヘッドセットから聞こえる低音または高音の量を調整できます。

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 [ステータス（Status）] > [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、[設定（Setup）]を押します。

ステップ 4 [スピーカー（Speaker）] > [チューニング（Tuning）]を選択します。

ステップ 5 ナビゲーションクラスタを左または右に押して調整します。

ステップ 6 [保存（Save）]を押して設定を適用（および保持）します。
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スピーカーフィードバックの調節（USBのみ）
USB接続を使用しているときに、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 [ステータス（Status）] > [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、[設定（Setup）]を押します。

ステップ 4 [スピーカー（Speaker）] > [サイドトーン（Sidetone）]を選択します。

ステップ 5 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 6 [保存（Save）]を押して設定を適用します。

マイクボリュームの調節（USBのみ）
USB接続を使用しているときにヘッドセットのマイクから聞こえる音量を調整できます。周囲
の騒音レベルに応じてこの設定を調整できます。

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 [ステータス（Status）] > [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、[設定（Setup）]を押します。

ステップ 4 [マイク（Microphone）] > [ゲイン（Gain）]を選択します。

ステップ 5 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。

ステップ 6 [保存（Save）]を押して設定を適用します。

マイクのテスト（USBのみ）
USB接続を使用しているときに、マイクをテストしてヘッドセットからの音声を確認できま
す。

手順

ステップ 1 [アプリケーション（Applications）] を押します。
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ステップ 2 [ステータス（Status）] > [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、[設定（Setup）]を押します。

ステップ 4 [マイク（Microphone）] > [テスト（Test）]を選択します。

ステップ 5 [レコード（Record）]を押し、マイクに向かって話します。

ステップ 6 話し終えたら [再生（Play）]を押してテスト録音を聞きます。最長 20秒間録音できます。

Cisco Webexデスクシリーズヘッドセットのカスタマイ
ズ

Cisco Webexデスクシリーズのオーディオソースを変更する
Webexデスクシリーズのデバイスは複数のオーディオデバイスに接続できます。

手順

ステップ 1 Webexデスクシリーズのデバイスの右上隅にあるアイコンを選択して、使用可能なオーディオ
デバイスから選択します。ステータスバー上のアイコンに、デバイスが現在使用しているオー

ディオ出力が表示されます。

ステップ 2 [Ciscoヘッドセット]を選択します。

Jabberヘッドセットのカスタマイズ

Windows版 Cisco Jabberでのオーディオデバイスの変更
Windows版 Cisco Jabberで使用するオーディオデバイスを指定できます。

手順

ステップ 1 ヘッドセットまたは他のオーディオデバイスを適切な USBポートに差し込みます。

ステップ 2 電話機制御メニュー をクリックして、[通話にコンピュータを使用（Use my computer
for calls）]を選択します。現在使用しているオーディオデバイスも表示されます。
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ステップ 3 オーディオデバイスを変更するには、オーディオオプションをクリックし、スピーカーおよ
びマイクのカテゴリでお使いのヘッドセットを選択してOKをクリックします。

Mac版 Cisco Jabberでのオーディオデバイスの変更
Mac版 Cisco Jabberで使用するオーディオデバイスを指定できます。

手順

ステップ 1 ヘッドセットまたは他のオーディオデバイスを適切な USBポートに差し込みます。

ステップ 2 電話機制御メニュー をクリックして、[通話にコンピュータを使用（Use my computer
for calls）]を選択します。現在使用しているオーディオデバイスも表示されます。

ステップ 3 オーディオデバイスを変更するには、音声/ビデオの設定をクリックし、スピーカーおよびマ
イクのカテゴリでお使いのヘッドセットを選択してOKをクリックします。

Cisco Jabberのイコライザ設定の調節
Mac版またはWindows版 Cisco Jabberでは、イコライザ設定を調整することができます。暖か
いの設定にすると、ヘッドセットで低音がよく聞こえます。明るい音の設定にすると、ヘッ

ドセットで高音がよく聞こえます。

手順

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

ステップ 2 以下のいずれかの操作を行います。

• Cisco Jabberバージョン12.6またはそれ以前のバージョンで、ヘッドセットを選択します。
• Cisco Jabberバージョン 12.7以降では、詳細設定を選択します。

ステップ 3 以下のいずれかの操作を行います。

• Csico Jabberバージョン12.6またはそれ以前のバージョンで、音声の調節スライダを左右
に移動させて、イコライザ設定を調節します。

• Cisco Jabberバージョン 12.7以降では、イコライザを左または右に調整します。

Cisco Jabberでの側音の調整
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。
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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 >音声を選択します。

ステップ 2 次のいずれかの操作を実行します。

• Cisco Jabberバージョン12.6またはそれ以前のバージョンで、ヘッドセットを選択します。
• Cisco Jabberバージョン 12.7以降では、詳細設定を選択します。

ステップ 3 側音プルダウンメニューで、「オフ」、「低」、「中」、「高」から選択します。

Webexヘッドセットのカスタマイズ

WindowsおよびMac用の Cisco Webexでオーディオデバイスを変更
する

手順

ステップ 1 プロファイル画像をクリックして、設定を選択します。

ステップ 2 [オーディオ]をクリックし、各オーディオフィールドでシスコヘッドセットを選択します。

ステップ 3 [OK]をクリックします。

Webex Meetingsヘッドセットのカスタマイズ

WindowsおよびMac用の Cisco Webex Meetingsデスクトップアプリ
ケーションでオーディオデバイスを変更する

コール前とコール中の両方で、オーディオデバイスの設定を選択できます。

手順

ステップ 1 会議室内で、オーディオフィールドごとに [コンピュータを使って電話をかける（Call Using
Computer）]および [シスコヘッドセット]を選択します。

ステップ 2 オプション：メニューバーで [オーディオ（Audio）]を選択してから、[コンピュータのオー
ディオ設定（Computer Audio Settings）]を選択します。
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ステップ 3 オーディオフィールドごとに [シスコヘッドセット]を選択します。

ステップ 4 オプション： [テスト（Test）]をクリックして、現在の音量設定を確認します。

音量とマイク感度のスライダを使用すると、スピーカーの音量とマイク感度を調整できます。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
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