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サポートされるアクセサリ
Cisco IP Phone 6800シリーズマルチプラットフォームフォンは、シスコ製アクセサリとサー
ドパーティ製アクセサリの両方をサポートします。

表 1 : Cisco IP Phone 6800シリーズマルチプラットフォームフォンのアクセサリサポート

68716861685168416821タイプ

（Type）
アクセサリ

シスコ製アクセサリ

サポート対

象外

サポート対

象外

サポートさ

れる

1つのキー
拡張モ

ジュールを

サポート

サポート対

象外

サポート対

象外

アドオンモ

ジュール

Cisco IP電
話 6800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

サポート対

象外

Cisco IP電
話 6800シ
リーズ壁面

取り付け

キット
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68716861685168416821タイプ

（Type）
アクセサリ

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

USBシスコヘッ

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

標準 RJ9シスコヘッ

ドセット

530シリーズ
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

USBアダプ
タ

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

標準 RJ9と
AUX

シスコヘッ

ドセット

560シリーズ
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

USB

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

USBアダプ
タ

シスコヘッ

ドセット

700シリー
ズ 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

USB-Cケー
ブル

サードパーティ製アクセサリ

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

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

アナログワ

イドバンド

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

USB

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

外部マイクロ

フォン

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

外部スピーカー

ヘッドセット
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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アクティブ通話中にヘッドセットを電話機に差し込むと、オーディオパスが自動的にヘッド

セットに切り替わります。

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
Cisco IP電話 6871マルチプラットフォームフォンと合わせて Ciscoヘッドセット 500シリーズ
を使うことができます。 Ciscoヘッドセット 500シリーズは、強化された次のような機能を提
供します。

•「通話中」インジケータ：イヤープレートの LED

•シンプル化されたコール制御

•カスタマイズされた音声

サポートされているヘッドセットは：

•シスコヘッドセット 520シリーズ

• Ciscoヘッドセット 531および 532

•シスコヘッドセット 560シリーズ（スタンダードベースとマルチベース）

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。
USBコネクタ付きインラインコントローラは、Cisco IP電話 6871マルチプラットフォーム
フォンでも使用できます。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

アクセサリ

3

アクセサリ

ヘッドセットの安全性に関する重要な情報



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。

Ciscoヘッドセット521および522には、マルチプラットフォームファームウェアリリース11.2
(3)以降のバージョンが必要です。これらのヘッドセットを使用する前に、電話機を最新の
ファームウェアにアップグレードしてください。

所有している電話機のモデルとファームウェアのバージョンをチェックするには、[アプリケー
ション（Applications）］を押して、[ステータス（Status）］ > [製品情報（Product
information）]を選択します。 [製品名（Product name）］フィールドに、電話機のモデルが表
示されます。ソフトウェアバージョンフィールドはファームウェアのバージョンを取得できる

インストール済みの負荷を示します。

Ciscoヘッドセット 561および 562のボタンと LED

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 1 : 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 2 : 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（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（Volume）]
ボタン（ および

）：

2
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説明名前番号（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、2秒間長押しします。

•着信コールを拒否するには、2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。

発信ボタン3

Ciscoヘッドセット 531および 532

シスコヘッドセット 530シリーズは、シスコ製品およびサービス向けに開発された 2つのヘッ
ドセットです。 1つのイヤホンを備えた 531ヘッドセットは軽量であるため、快適に使用でき
ます。 2つのイヤホンを備えた 532ヘッドセットは、騒音の多い環境や慌ただしいオフィスで
の使用に適しています。

Ciscoヘッドセット 531および 532では、Cisco IP電話 6871マルチプラットフォームフォンを
使って次の 2つのコネクタのうちのいずれか 1つを使用します。

• RJ9コネクタ：ヘッドセットポートを備えた Cisco IP電話で使用します。

• USBヘッドセットアダプタ-改良されたコール制御機能を提供します。

Ciscoヘッドセット USBアダプタは、Ciscoヘッドセット 531および 532で使用できます。ア
ダプタを使用すると、ヘッドセットをテストし、低音と高音、ゲインまたはマイクの音量、サ

イドトーンまたはフィードバック設定をカスタマイズできます。また、アダプタでは、電話機

を切り替えた場合に設定が保持されます。

シスコUSBアダプタは、Cisco IP電話 6871マルチプラットフォームフォンでサポートされて
います。電話機モデルを確認するには、[アプリケーション（Applications）] > [ステータ
ス（Status）] > [製品情報（Product information）]を押します。 [製品名（Product name）]
フィールドに、電話機のモデルが表示されます。

シスコヘッドセット 530シリーズでは、マルチプラットフォームファームウェアリリース
11.1(2)以降のバージョンが必要です。これらのヘッドセットを使用する前に、電話機を最新
のファームウェアにアップグレードしてください。

Ciscoヘッドセット 531および 532の LEDとボタン

シスコヘッドセット 530シリーズ用のCiscoヘッドセットUSBアダプタは基本的なコール機能
に使用されます。

アクセサリ
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図 2 : Ciscoヘッドセット USBアダプタ

次の表は、Ciscoヘッドセット 531および 532 USBアダプタのボタンについて説明しています。

表 3 : Ciscoヘッドセット USBアダプタのボタン

説明名前番号（Number）

マイクロフォンのオン/オフを切り替えます。USBアダプタのミュー
トが有効になっていると、USBアダプターのミュート ボタンが

点灯します。

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（Volume）]ボタン（ およ

び ）：

2
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説明名前番号（Number）

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つの通話：

•着信通話に応答するには 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回押します。

複数の通話:

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

•現在の通話を保留にするには 1回押し、通話を再開するには
もう一度押します。

•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、通話を再開するにはもう一度押します。

• 2秒間長押しすると、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、現在の通話に留まり、2番目の通話を拒否しま
す。

発信ボタン3

Ciscoヘッドセット 561および 562

シスコヘッドセット 560シリーズは、シスコ製品およびサービス向けに開発された 2つのワイ
ヤレスヘッドセットです。 1つのイヤホンを備えた Ciscoヘッドセット 561は軽量であるた
め、快適に使用できます。 2つのイヤホンを備えた Ciscoヘッドセット 562は、騒音の多い環
境や慌ただしいオフィスでの使用に適しています。

シスコヘッドセット 560シリーズはヘッドセットベースを使用して Cisco IP電話に接続し、
ヘッドセットを充電します。ベースに利用可能なオプションは、標準ベースとマルチベースで

す。シスコヘッドセット 560シリーズ(スタンダードベース付き)は電話またはコンピュータか
らの単一のソースとの接続をサポートします。シスコヘッドセット 560シリーズ (マルチベー
ス)は電話、コンピュータ、および Bluetooth対応機器からの複数のソースをサポートし、接続
されているソースを簡単に直感的に切り替えることができます。

シスコヘッドセット 560シリーズを次のいずれにも接続することができます：

• RJ9およびAUXコネクタ（Y字型ケーブル）：複数のプラットフォームを搭載した Cisco
IP電話 6871でサポートされています。

• USBコネクタ：複数のプラットフォームを搭載した Cisco IP電話 6871でサポート

アクセサリ
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シスコヘッドセット 560シリーズでは、マルチプラットフォームファームウェアリリース
11.2(3)以降が必要です。これらのヘッドセットを使用する前に、電話機を最新のファームウェ
アにアップグレードしてください。

所有している電話機のモデルとファームウェアのバージョンをチェックするには、[アプリケー

ション（Applications）］ を押して、[ステータス（Status）］ > [製品情報（Product
information）]を選択します。 [製品名（Product name）］フィールドに、電話機のモデルが表
示されます。ソフトウェアバージョンフィールドはファームウェアのバージョンを取得できる

インストール済みの負荷を示します。

Ciscoヘッドセット 561および 562ボタンおよび LED

ヘッドセットのボタンは、基本的な通話機能に使用されます。

図 3 : Ciscoヘッドセット 561および 562ヘッドセットのボタン
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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 4 : 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つの通話：

•着信通話に応答するには 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回押します。

複数の通話:

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

•現在の通話を保留にするには 1回押し、通話を再開するには
もう一度押します。

•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、通話を再開するにはもう一度押します。

• 2秒間長押しすると、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、現在の通話に留まり、2番目の通話を拒否しま
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：

•電話機が起動すると、ミュート ボタンが点灯します。

•ヘッドセットベースのミュート ボタンが点灯します。（マ

ルチベースのみ）

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（Volume）]ボタン（ およ

び ）：

3
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説明名前番号（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：着信通話。

•赤く点灯:アクティブコール。

• 6秒ごとに白く点滅 -ヘッドセットはペアリングされていてア
イドル状態です。

•白の点滅：ファームウェアのアップグレード中、またはヘッ
ドセットがベースステーションとペアリング中です。

LED4

Ciscoヘッドセット 561および 562の充電

ヘッドセットを充電するには、ヘッドセットベースを使用してください。

手順

ヘッドセットをベースのソケットに差し込みます。

ベースステーションのLEDは充電状態を示します。ヘッドセットが完全に充電されると、ベー
スの 5つの LEDは白色に点灯します。 LEDが点灯しない場合は、ベースからヘッドセットを
取り外してもう一度やり直してください。

ヘッドセット 500シリーズファームウェアのアップグレード

ヘッドセットを電話機に接続すると、電話機はヘッドセットのファームウェアバージョンを確

認します。新しいバージョンが利用可能な場合は、電話機からヘッドセットをアップグレード

するように求められます。ヘッドセットのアップグレードプロンプトは、アイドル状態の電話

機のホームスクリーンにいる場合にだけ表示されます。新しいバージョンのファームウェアが

検出されたときに電話機が使用中の場合は、アイドルモードでホーム画面に戻ったときにアッ

プグレードのプロンプトが表示されます。

アップグレードのプロンプトに応答しない場合は、カウントダウンが終了すると自動的にアッ

プグレードが開始されます。

（注）

始める前に

管理者は、電話管理Webページでヘッドセットのアップグレードルールを設定します。
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手順

ステップ 1 プロンプトが表示されたら電話でアップグレードを押します。

電話画面の右上隅にあるアップグレードアイコン は、ヘッドセットがアップグレード中であ

ることを示します。アップグレードプロセスにかかる時間は、ヘッドセットモデルによって異

なります（10〜15分）。

ステップ 2 （オプション）後でヘッドセットをアップグレードする場合は、延期を押します。

アップグレードを開始するまで 2時間ごとにプロンプトが表示されます。

Ciscoヘッドセット 500シリーズのセットアップ

スクリーンでは、ヘッドセットをテストしたり、低音および高音、ゲインやマイクの音量、側

音やフィードバックの設定をカスタマイズすることができます。

•シスコヘッドセット 520シリーズはインライン USBコントローラで電話機に接続されて
います。

• Ciscoヘッドセット 531および 532は、USBアダプタを使用して電話機に接続されていま
す。

•シスコヘッドセット 560シリーズ標準ベースまたはマルチベースは、Y字ケーブルまたは
USBケーブルで電話機に接続されています。

ヘッドセットを電話機に接続すると、ヘッドセットを設定するように求められます。ヘッド

セットのセットアッププロンプトを無視した場合は、次の場所からもアクセスできます。アプ

リケーション >ステータス >付属品。

設定は、ヘッドセットモデルとは異なり、インライン USBコントローラ、USBアダプタ、ま
たはヘッドセットベースに保存されます。電話機を初期設定にリセットしてもヘッドセットの

設定には影響しません。

（注）

ヘッドセットの低音と高音の調整

低音と高音を調整してヘッドセットをカスタマイズできます。ヘッドセットをより低音にする

には、暖色設定の方に調整します。高域が強い音がお好みの場合は、明るい設定の方に調節し

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。
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ステップ 2 [ステータス]を選択します。

ステップ 3 [アクセサリ]を選択します。

ステップ 4 [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 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。

ヘッドセットのマイク音量の調整

マイクの音量はゲインとも呼ばれます。大声や小声などの様々な声で通話しているときに、ゲ

インレベルを調整できます。この設定により、大きな声のときは音量が下げられ、小さな声の

ときは音量が上げられるため、イヤホンで聞こえる声が均等になります。

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 [ステータス]を選択します。

ステップ 3 [アクセサリ]を選択します。

ステップ 4 [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 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（および保持）します。

ヘッドセットのスピーカーフィードバックの調整

「フィードバック」（「側音」とも呼ばれる）は、ヘッドセットで自分の声を聞くことを指す

用語です。通話中に自分の声が聞こえにくくなった場合は、サイドトーンレベルを調整したり

オフにしたりできます。

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 [ステータス] > [アクセサリ] > [セットアップ] > [スピーカー] > [サイドトーン]に移動します。

ステップ 3 ナビゲーションクラスタを左または右に押して側音を調整します。

デフォルトでは側音が小さくなっています。

ステップ 4 [保存（Set）]を押して設定を適用（および保持）します。

アクセサリ
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ヘッドセットのマイクのテスト

通話を開始する前に、マイクが機能しているかどうかを確認できます。

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 [ステータス]を選択します。

ステップ 3 [アクセサリ]を選択します。

ステップ 4 [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 5 [レコード（Record）]を押し、マイクに向かって話します。

シスコヘッドセット 500シリーズイヤーパッドの交換

ヘッドセットのイヤーパッドは、ヘッドセットの性能を左右します。イヤーパッドによって

快適さ、グリップ力、および音質が向上します。イヤーパッドは長期間使用していると当然

摩耗してきますが、簡単に交換できます。

シスコヘッドセット 560シリーズイヤーパッドはシスコヘッドセット 520シリーズやシスコ
ヘッドセット 530シリーズと互換性がありません。

（注）

手順

ステップ 1 古いイヤーパッドを反時計回りに回します。

ステップ 2 古いイヤーパッドをスピーカーから引き離します。

ステップ 3 新しいイヤーパッドをスピーカーに押し付けます。

アクセサリ
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ステップ 4 新しいイヤーパッドを時計回りに回します。

Ciscoヘッドセット 700シリーズ
以下の Cisco IP電話マルチプラットフォームフォンでシスコヘッドセット 700シリーズを使
用できます。:

• Cisco IP電話 6871マルチプラットフォームフォン

シスコヘッドセット 700シリーズは、Bluetooth接続を使用して、Cisco IP電話マルチプラッ
トフォームフォンとペアリングしているワイヤレスヘッドセットです。次の機能を提供しま

す。

•クリアボイス技術で信頼性の高い音声を実現

•エンタープライズクラスのセキュリティ

•インテリジェントなヘッドセット管理

•カスタマイズ可能なオーディオ機能

シスコヘッドセット 700シリーズでサポートされているヘッドセットモデルは、次のとおり
です。

•シスコヘッドセット 730

ヘッドセットのファームウェアバージョンは、1-7-0-138以降である必要があります。

USBアダプタのファームウェアバージョンは、1-3-12以降である必要があります。

Ciscoヘッドセット 730

Ciscoヘッドセット 730は、Bluetooth接続を使用して、Cisco IP電話マルチプラットフォーム
フォン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USBアダプタを備えています。ヘッドセットは、搭載されている 3.5 mmケーブル
およびUSB-CからUSB-Aケーブルを介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機能し、USB電源アダプタに接続できます。

Ciscoヘッドセット 730は次の任意の接続が可能です。

アクセサリ
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• USBアダプタ

• USB-Cケーブル

• 3.5 mmのオーディオケーブル

次の通話制御機能は、Cisco IP電話マルチプラットフォームフォンで使用される Ciscoヘッド
セット 730に適用されます。

•コールに応答する

•コールを終了する

•ヘッドセットの音量調整

•コールの保留

•コールを復帰する

•コールを拒否する

•複数のコールの処理

•マイクのミュート

これらの通話制御機能を使用できるのは、ヘッドセットを USBアダプタまたは USB-Cケーブ
ルで電話機に接続している場合のみです。Bluetooth接続では、基本的な通話制御機能（通話の
応答や終了など）のみサポートされ、通話制御機能は今後のリリースで完全にサポートされま

す。

（注）

Ciscoヘッドセット 730の詳細については、Cisco Headset 730ユーザガイドを参照してくださ
い。

Ciscoヘッドセット 730では、マルチプラットフォームファームウェアリリース 11.3(5)以降
が必要です。ヘッドセットを使用する前に、電話機を最新のファームウェアにアップグレード

してください。

所有している電話機のモデルとファームウェアのバージョンをチェックするには、[アプリケー

ション（Applications）] を押して、[ステータス（Status）]> [製品情報（Product information）]
を選択します。[製品名（Product name）]フィールドに、電話機のモデルが表示されます。ソ
フトウェアバージョンフィールドはファームウェアのバージョンを取得できるインストール済

みの負荷を示します。

Ciscoヘッドセット 730ファームウェアのアップグレード

ヘッドセットを電話機に接続すると、電話機はヘッドセットのファームウェアバージョンを確

認します。新しいバージョンが利用可能な場合は、電話機からヘッドセットをアップグレード

するように求められます。ヘッドセットのアップグレードプロンプトは、アイドル状態の電話

機のホームスクリーンにいる場合にだけ表示されます。新しいバージョンのファームウェアが

アクセサリ
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検出されたときに電話機が使用中の場合は、アイドルモードでホーム画面に戻ったときにアッ

プグレードのプロンプトが表示されます。

アップグレードのプロンプトに応答しない場合は、カウントダウンが終了すると自動的にアッ

プグレードが開始されます。

（注）

始める前に

•管理者は、電話管理Webページでヘッドセットのアップグレードルールを設定します。

•電話機はアイドル状態です。

手順

ステップ 1 電話機のメイン画面に戻る、または入ります。

ステップ 2 USB-Cケーブルを使用してヘッドセットを電話機に接続します。

ヘッドセットは、USB-C接続でのみアップグレードできます。（注）

ステップ 3 プロンプトが表示されたら電話でアップグレードを押します。

電話画面の右上隅にあるアップグレードアイコン は、ヘッドセットがアップグレード中であ

ることを示します。アップグレードプロセスにかかる時間は、ヘッドセットモデルによって異

なります（10〜15分）。

ステップ 4 （オプション）後でヘッドセットをアップグレードする場合は、延期を押します。

アップグレードを開始するまで 2時間ごとにプロンプトが表示されます。

電話機でのヘッドセット 730の詳細検索

Ciscoヘッドセット 730の名前、モデル、シリアル番号、およびファームウェアバージョンに
関する情報を電話機で確認できます。

始める前に

•ヘッドセットのファームウェアバージョンが最新の 1-7-0-138以降になっているか確認し
てください。

ヘッドセットのファームウェアをアップグレードするには、Ciscoヘッドセット730ファー
ムウェアのアップグレード（15ページ）を参照してください。

•ヘッドセットの USBアダプタのファームウェアバージョンが 1〜3-12以降であることを
確認します。

アクセサリ

16

アクセサリ

電話機でのヘッドセット 730の詳細検索



アダプタのアップグレード方法の詳細については、ヘッドセットサポートにお問い合わせ

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 [ステータス（Status）] > [アクセサリ（Accessories）]を選択します。

メニューに、電話機に接続されているアクセサリが表示されます。

ステップ 3 [アクセサリ(Accessories)]メニューから Ciscoヘッドセット 730を強調表示します。

メニューに Cisco USB HDアダプタが表示される場合は、ヘッドセットが電話機にペアリング
されないという意味です。次の手順に進み、USBアダプタの詳細を確認します。

ステップ 4 [詳細（Details）]を押します。

ステップ 5 [戻る（Back）]を押して終了します。

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。

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に新しい側音設定を適用する場合は、設定がフラッシュに保存

されるよう、1分置いてから電話機を再起動してください。

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の使用を検討している場合、不要な無線周波数（RF）信号およ
び可聴周波数（AF）信号を遮蔽するヘッドセットなど、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、CiscoIP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。

（注）
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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。

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

標準ヘッドセット

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差し込みます。

標準ヘッドセットの接続

標準のヘッドセットを、電話機の背面に差し込みます。

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ジャックに接続し、ケーブルをケーブルチャネルに押し込

みます。

図 4 :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

USBヘッドセット
電話機に USBポートがある場合、通話に USBヘッドセットを使用できます。

サポートされるヘッドセットの一覧については、『Unified Communicationsエンドポイントと
クライアント用のアクセサリ』を参照してください。一覧に含まれない USBヘッドセットを
USBポートに接続しても正常に機能しない場合があります。詳細については、USBヘッドセッ
トの製造元が提供するマニュアルを参照してください。

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（Speakerphone）]ボタンを押すか、ハンドセットを持
ち上げる必要があります。

アクセサリ
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手順

USBヘッドセットのプラグを電話機の USBポートに差し込みます。

電子フックスイッチヘッドセット

電子フックスイッチのヘッドセットでは、ベースステーションおよびワイヤレスヘッドセット

を使用します。ベースステーションは電話機のヘッドセットジャックへ差し込まれます。ヘッ

ドセットを取り付けた後、管理者は電話機のWebページでそのヘッドセットを有効にします。

Cisco IP電話 6851、6861、および 6871マルチプラットフォームフォンは、電子フックスイッ
チヘッドセットをサポートしています。Cisco IP電話 6821および 6841マルチプラットフォー
ム電話は、これらのヘッドセットをサポートしていません。

通話中にヘッドセットを切り替える

アナログヘッドセットおよびUSBヘッドセットを電話機に同時に接続できます。ただし、一
度に使用できるヘッドセットは1台のみです。

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USBヘッドセットおよびアナログヘッドセットを電話機に接続している場合、
USBヘッドセットを優先オーディオデバイスにできます。

•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。

アクセサリ
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Cisco6800シリーズキー拡張モジュールセットアップの概
要

Cisco IP電話 6800キー拡張モジュールを設置すると、プログラム可能なボタンが電話機に追加
されます。プログラム可能なボタンは、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。

Cisco IP電話 6851マルチプラットフォームフォンがサポートするキー拡張モジュールは1つの
みです。キー拡張モジュールは、14の回線またはプログラマブルボタン、および 2ページを
提供します。各ページには、14の回線またはボタンが含まれます。

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。

LCD画面：電話番号、名前、およびアイコンが表示されます。アイコンは、回線
ステータスとその回線に割り当てられている電話サービスを示します。

1
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ライト付きボタン：14個のボタン。各ボタンは、（電話機の場合と同様に）1本
の回線に対応しています。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：ボタンが設定されていません。

• 緑色に点灯：回線が正常に設定されて登録され、アイドル状態になってい

ます。

• 赤色に点灯：回線が使用中で、その回線にアクティブコールがあるか1つ
のコールがパークされています。

• オレンジ色に点灯または点滅：この機能のセットアップ中に設定エラーが

発生しました。

2

ページボタン：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：ページを表示中。

• 消灯：ページが非表示。

• オレンジ色に点灯：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。

3

キー拡張モジュールの電源情報

電話機は、RJ9ジャックを使用してキー拡張モジュールに接続します。キー拡張モジュールで
は、Power over Ethernet（PoE）または Cisco IP電話 6800電源アダプタを使用する必要があり
ます。キー拡張モジュールは、電話機から DC 9V、5Wの電源を取得します。

表 5 :電源の互換性に関する一覧表

Cisco IP電話 6800電源アダプ
ター

802.3at PoE802.3af Power over Ethernet
（PoE）

設定

可可可6851に拡張モジュールを 1
台接続
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お使いの電話機のキー拡張モジュールに関する情報を検索

管理者は、ご使用の電話機に追加したキー拡張モジュールに関する情報を尋ねる場合がありま

す。この情報は、トラブルシューティングの目的でキー拡張モジュールを一意に識別するため

に使用されます。

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 [ステータス（Status）] > [アクセサリ（Accessories）]を選択します。

ステップ 3 [アテンダントコンソールユニット1（Attendant Console Unit1）]を選択します。

ステップ 4 [詳細（Detail）]を押します。

[アクセサリの詳細（Accessories details）]画面に、次の詳細が表示されます。

• [名前（Name）]：キー拡張モジュールに割り当てられた名前が表示されます。

• [有効なユニット（Unit enabled）]：接続されたキー拡張モジュールが有効か無効かが、そ
れぞれ[はい（Yes）]または [いいえ（No）]で表示されます。

• [オンラインのユニット（Unit online）]：接続されたキー拡張モジュールがオンラインかオ
フラインかが、それぞれ[はい（Yes）]または [いいえ（No）]で表示されます。

• [ハードウェアバージョン（Hardware version）]：キー拡張モジュールのハードウェアバー
ジョンが表示されます。

• [ソフトウェアバージョン（Software version）]：キー拡張モジュールにインストールされ
たソフトウェアバージョンが表示されます。

• [VID]：発信コールが送信される発信側電話機の内線が示されます。

• [シリアル番号（Serial number）]：キー拡張モジュールのシリアル番号が表示されます。

• [製品名（Product name）]：キー拡張モジュールに割り当てられた名前が表示されます。

• [説明（Description）]：キー拡張モジュールの説明が表示されます。たとえば、「Cisco IP
電話6800 Key Expansion Module（Cisco IP電話6800キー拡張モジュール）」などです。

キー拡張モジュールの UDI情報の表示
キー拡張モジュールのデバイス固有識別子 (UDI)情報が表示されます。UDI情報には、次のも
のが含まれます。

•製品名 (PID)

•製品バージョン ID (VID)
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•シリアル番号（SN）

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 [ステータス（Status）] > [アクセサリ（Accessories）] > [アテンダントコンソールユニット n
（Attendant console unit n）]を選択します。

キー拡張モジュールのコントラストの調整

キー拡張モジュールの画面のコントラストを調整して、読みやすくすることができます。

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 [ユーザ設定（User Preferences）] > [アテンダントコンソール設定（Attendant console
preferences）]を選択します。

ステップ 3 [コントラストレベル（Contrast level）]を選択します。

ステップ 4 ナビゲーションクラスタを上に押すとコントラストが高くなり、下に押すとコントラストが低
くなります。

ステップ 5 コントラストレベルを保存するには、[保存（Save）]を押します。

電話機からキー拡張モジュールの表示モードを変更する

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 [ユーザ設定（User Preferences）] > [アテンダントコンソール設定（Attendant console
preferences）]を選択します。

ステップ 3 [表示モード（Display mode）]を選択します。

ステップ 4 ナビゲーションクラスタの [選択（Select）]ボタンを押して、表示モードを選択します。

次のオプションがあります。

•両方
•名前
• Ext
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ステップ 5 表示モードを保存するには、[保存（Save）]を押します。

機能またはメニューショートカットをキー拡張モジュールのライン

キーに追加する

メニューショートカットまたは機能を使用してキー拡張モジュールのラインキーを設定した後

で、設定したラインキーを押してメニューを開くか、機能にアクセスすることができます。

始める前に

管理者が、お使いの電話機でこの機能を有効にする必要があります。

手順

ステップ 1 ラインキーを 2秒間押し続けます。利用可能な機能リストが表示されます。

ステップ 2 必要に応じて、次の操作を実行します。

•リストから機能を選択して、ラインキーに追加します。

•メニューショートカットリストからメニュー項目を選択して、ラインキーに追加します。

ステップ 3 [設定（Set）]を押します。

機能またはメニューショートカットをキー拡張モジュールのライン

キーから削除する

手順

ステップ 1 キー拡張モジュールでラインキーを 2秒間押し続けます。機能リストが表示されます。

ステップ 2 一覧からなしを選択し、設定を押します。

壁面取り付けキット

壁面取り付けキットのコンポーネント

電話機を壁面に取り付けることができます。
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• Cisco IP Phone 6821マルチプラットフォームフォンは、市販の壁面プレートを使用しま
す。

• Cisco IP電話 6841、6851、および 6861マルチプラットフォームフォンは Cisco IP電話
6800シリーズマルチプラットフォーム電話の壁面取り付けキットを使用します。

図 5 : Cisco IP電話 6800シリーズマルチプラットフォーム電話の壁掛け用マウントキット

キットは次のコンポーネントで構成されています。

•壁掛け用ブラケット

• M3-7Lネジ 2本

• M4-25Lネジ 4本

•乾式壁アンカー 4本

関連トピック

壁面への Cisco IP Phone 6821マルチプラットフォームフォンの取り付け（26ページ）
壁掛け用マウントキットを使用して Cisco IP電話 6841、6851、6861、または6871を設置
する（31ページ）

壁面への Cisco IP Phone 6821マルチプラットフォームフォンの取り付
け

始める前に

Cisco IP Phone 6821マルチプラットフォームフォンは、RJ-45コネクタ用の開口部がある標準
の電話用壁面プレートを使用して壁面に取り付けることができます。電話機を壁面に取り付け

るには、Leviton社製壁面取り付けプレート（Leviton型式番号：4108W-0SP）を使用すること
を推奨します。

次の図は、電話機を取り付けるために必要なアイテムを示しています。
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図 6 : Leviton社製壁面取り付けプレート

Leviton社製壁面取り付けプレート2RJ45コネクタ1

手順

ステップ 1 電源アダプタを使用する必要がある場合は、アダプタが電話機からコンセントまで届くことを
確認します。

ステップ 2 メーカーの手順に従って、壁面取り付けプレートを設置し、壁面取り付けプレートの RJ45コ
ネクタを LANに接続します。

ステップ 3 次の図のように、LANケーブル（RJ45コネクタ）を電話機のベースにある電話機のジャック
に差し込みます。
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図 7 :電話機のジャックへの RJ45コネクタの差し込み

電話機のネットワークポート1

RJ45コネクタ2

ステップ 4 次の図のように、RJ45コネクタを壁面取り付けプレートの電話機のジャックに差し込みます。
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図 8 :壁面取り付けプレートのジャックへの RJ45コネクタの差し込み

壁面取り付けプレート3電話機のネットワークポート1

壁面取り付けプレート上のネットワーク

ポート

4RJ45コネクタ2

ステップ 5 LANケーブルをケーブルチャネルの 1つに押し込みます。

ステップ 6 （任意）PoEを使用しない場合は、電源アダプタを電話機に装着してコンセントに差し込み、
電源ケーブルを別のケーブルチャネルに押し込みます。

ステップ 7 次の図のように、電話機の取り付け穴を壁面取り付けピンに差し込みます。
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図 9 :設置穴

電話機の取り付け穴1

壁面取り付けプレートの壁面取り付けピン2

ステップ 8 次の図のように、電話機をしっかりとはめ込みます。
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図 10 : IPフォンのはめ込み

関連トピック

ハンドセットレストの調整（35ページ）

壁掛け用マウントキットを使用して Cisco IP電話 6841、6851、6861、
または6871を設置する

壁面取り付けキットはコンクリート、れんが、または同様の硬い表面を含むほとんどの表面に

取り付けられます。コンクリート、れんが、または同様の硬い表面にキットを取り付けるに

は、壁の表面に合ったネジとアンカーを用意する必要があります。

始める前に

次の工具が必要です。

• #2プラスドライバ

•レベル

•鉛筆

現在、目的の位置に電話用のイーサネットジャックが存在しない場合は、イーサネットジャッ

クも設置します。このジャックは、イーサネット接続のために適切に配線されている必要があ

ります。通常の電話ジャックは使用できません。
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Cisco IP電話 6841または 6861の場合は、電話機の近くに電源コンセントが必要です。 Cisco
IP電話 6821、6851または 6871の場合は、電話機の近くの電源コンセント、または Power over
Ethernet（PoE）を提供するための LANが必要です。

手順

ステップ 1 ノッチが下にくるようにブラケットを壁面に付けて保持します。

ステップ 2 水準器を使用してブラケットが水平であることを確認します。

ステップ 3 鉛筆でネジ穴の位置に印を付けます。

ステップ 4 鉛筆で付けた印の中央にアンカーを合わせ、#2プラスドライバを使用してアンカーを壁面に
押し込みます。アンカーを時計回りの方向に回し、壁面と平らになるまで押し込みます。

ステップ 5 付属のM4-25Lネジと #2のプラスドライバを使用して、ブラケットを、アンカーを通して壁
面に取り付けます。

ブラケットが壁に保持されるが、滑らせることができる程度にネジを締めてください。

次の図は、手順 1～ 5を示しています。

ステップ 6 電話機を使用している間は、LANおよび電源ケーブルを電話機から取り外してください。

ハンドセットケーブルは、電話機に接続され、ケーブルチャネルに装着されている必要があ

ります。
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ステップ 7 壁から壁ブラケットを外し、ブラケットが電話の後ろのくぼみに収まるように、電話機の背面

に配置します。

次のように、ハンドセットケーブルが電話機とブラケットの間を通るようにします。

ステップ 8 付属のM3-7 Lネジで、ブラケットを電話機に取り付けます。

ステップ 9 電源アダプタを使用する場合は、アダプタを電話機に装着し、ブラケットの底面にある最も近

い切り込みにケーブルを通します。

ステップ 10 電話機に LANケーブルを接続し、ブラケット底部の切り込みにケーブルを通します。
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ステップ 11 ブラケットを壁掛けネジの上に合わせ、しっかりと固定されるまで電話機を下向きに引っ張り

ます。必要に応じて、電話機を取り外し、壁掛けネジを締めたり緩めたりして、電話機とブラ

ケットが安定するようにしてください。

ステップ 12 LANケーブルを LANジャックに接続します。

ステップ 13 外部電源を使用する場合は、電源コンセントに電源アダプタを差し込みます。
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次のタスク

ハンドセットがハンドセットレストから滑り落ちないように電話機を調整します。ハンドセッ

トレストの調整（35ページ）を参照してください。

関連トピック

ハンドセットレストの調整（35ページ）

ハンドセットレストの調整

電話機が壁に取り付けられている場合、またはハンドセットが受け台からすぐに滑り落ちる場

合には、受話器が受け台から滑り落ちないようにハンドセットレストを調整する必要がありま

す。

図 11 :ハンドセットレストの調整

手順

ステップ 1 ハンドセットをはずし、ハンドセット受け台からプラスチックのタブを引き出します。

ステップ 2 タブを 180度回します。

ステップ 3 コーナーのノッチを手前に向けて、2本の指でタブを持ちます。

ステップ 4 タブを受け台のスロットに合わせ、タブをスロット内に均等に押し込みます。回したタブの上
部から突起が出ている状態になります。

ステップ 5 ハンドセットを受け台に戻します。
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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。


