
Blackwire
™

 C510-

M/C520-M
USB有線ヘッドセット

ユーザーガイド

TM



目次

ようこそ 3
システム要件 3
サポートが必要な場合 3

パッケージ内容 4

基本操作 5

ヘッドセットの装着 6
ヘッドセットの装着 6

通常の使用方法 7
PC 接続と通話 7
着信/発信通話 7
ヘッドセットの音量調整 8
Mute a Call 8

Plantronics Spokes ソフトウェア（オプション） 9
Plantronics Control Panel（Plantronics コントロールパネル） 9
［Applications］（アプリケーション）タブ 9
［プリファレンス］タブ 10
［バージョン情報...］タブ 10

Plantronics Update Manager 11

トラブルシューティング 12
ヘッドセット 12
Microsoft Lync/Office Communicator の使用 13
Smart Sensors 14

2



Plantronics 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 このガイドでは、
Blackwire C510-M/C520-M ヘッドセット。の設定方法と使用方法を説明します。

製品を設置および使用する前に、クイックスタートガイドに記載されている安全に関す
る注意事項をお読みください。

コンピュータ

• サポートされるオペレーティングシステム： Windows® 7、 Windows® 8、 Windows XP®
、

Windows Vista®

• プロセッサ：400 MHz の Pentium®
プロセッサまたは同等のプロセッサ（最小）、1 GHz の

Pentium プロセッサまたは同等のプロセッサ（推奨）

• RAM：96 MB（最小）、256 MB（推奨）

• ハードディスク：280 MB（最小）、500 MB 以上（推奨）

• Microsoft Windows XP-Service Pack 3（SP3）以降（推奨） Microsoft Windows Vista-Service
Pack 1（SP1）以降（推奨）

ディスプレイ

• 最小：800×600、256 色

• 1024×768、ハイカラー、32 ビット（推奨）

ブラウザ

• システム上に Internet Explorer® V6 以上が搭載されている必要があります（必須）

よく寄せられる質問、互換性、アクセシビリティなどの技術的な情報は、弊社 Web サ
イト（ www.plantronics.com/support ）の「サポート」セクションをご覧ください。

ようこそ

システム要件

サポートが必要な場合
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インライン型コントローラを搭載した

Blackwire C510M ヘッドセット（片耳タイ

プ）

インライン型コントローラを搭載した

Blackwire C520M ヘッドセット（ステレ

オ）

キャリングケース

パッケージ内容
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ヘッドセットのインライン型コントロール
アイコン

機能

着信応答/通話終了ボタン
電話に応答または通話を終了

着信中 
緑で点滅

通話中 
緑で点灯

音量を上げるボタン

受話音量を増大

音量を下げるボタン

受話音量を低下

ミュート/ミュート解除ボタン
ヘッドセットのマイクをミュート/
ミュート解除

ミュート中は赤で点灯

Smart Sensor™テクノロジー
センサーは、ヘッドセットを装着しているかどうかを検出します。 センサーは、マイ

クブームの側にあるスピーカーカプセルの中にあります。

Smart Sensor 機能 機能

自動着信応答
ヘッドセットを装着していないときに PC で着信を受
けた際、ヘッドセットを装着すると、自動的に着信に
応答します。 着信応答/通話終了ボタンを押す必要は
ありません。

着信中 
緑で点滅

基本操作
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1 ヘッドバンドをスライドさせて、両耳に快適にフィットするよう長さを調整します。

2 それでもきつすぎる場合は、より快適なつけ心地になるようヘッドバンドを引き伸ば
します。

3 最適な音質を得るためには、ブームを曲げてマイクを口元に近づけます。

 

ヘッドセットの装着

ヘッドセットの装着
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1 Microsoft LyncがPC上で動作していることを確認します。

2 ヘッドセットをコンピュータのUSBポートに接続します。 ヘッドセットに自動的に電
源が入ります。
 

 

3 オーディオ設定を確認します。 PCソフトフォンのスピーカーとマイクの設定が
Plantronics C510/C520に設定されていることを確認します。

• Windows 7およびWindows 8でのPCオーディオのセットアップ

［コントロールパネル］＞［サウンド］＞［再生］タブで、Plantronics C510/C520デバ
イスを既定の通信デバイスに設定します。

• Windows XPでのPCオーディオのセットアップ

［コントロールパネル］＞［サウンドとオーディオデバイス］＞［オーディオ］タブ
で、Plantronics C510/C520デバイスを［音声再生］に設定します。

4 Microsoft Lyncソフトウェアを使用して電話をかけます。

1 電話をかけるには
Microsoft Lync/Office Communicatorを使用して番号をダイヤルします。

2 電話に応答するには
• ヘッドセットを装着すると、Smart Sensorテクノロジーにより着信に応答します。

• すでにヘッドセットを装着している場合は、着信応答/通話終了ボタンを押します。

3 通話を終了するには
着信応答/通話終了ボタンを短く押します。

通常の使用方法

PC接続と通話

着信/発信通話
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受話音量
1 受話音量を上げるには、ヘッドセットのコード搭載のコントロールで音量を上げる

（ ）ボタンを押します。

2 受話音量を下げるには、ヘッドセットのコード搭載のコントロールで音量を下げる
（ ）ボタンを押します。

1 During a call, press the mute button on the headset inline control to mute the microphone.
When mute is on, the mute LED is solid red (you will still be able to hear the caller).

2 To turn mute off, press the mute button again.

ヘッドセットの音量調
整

Mute a Call
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Plantronics Control Panel（Plantronics コントロールパネル）にアクセ

スするには、Plantronics Spokes ソフトウェア（オプション）をダウン

ロードする必要があります。 にアクセスし、ダウンロードボタンを

クリックして、Spokes ソフトウェアをインストールします。

このユーティリティを開始するには、［スタート］＞［すべてのプログラム］＞
［Plantronics］＞［Plantronics Control Panel］（Plantronics コントロールパネル）をクリッ
クします。

［Applications］（アプリケーション）タブには、ソフトフォンやメディアプレイヤーなど
のさまざまなアプリケーションに対応する Plantronics によるサポートのステータスが
表示されます。

Plantronics Spokes ソフトウェア（オプション）

Plantronics Control Panel
（Plantronicsコントロ

ールパネル）

［Applications］（アプ
リケーション）タブ
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以下の設定が可能です。

• メディアプレイヤー 通話操作の変更：一時停止、再生、ミュートまたは無操作

• 一般的な使用

• 装着状態（装着/非装着）に基づく Lync プレゼンス ヘッドセットを装着した際、または
外した際のプレゼンスを次のいずれかに設定：［使用可能］、［取り込み中］、［応答不可］、
［一時退席中］、［オフライン］

ユーザーガイドおよびサポートにオンラインアクセスしたり、ヘッドセットシステムの
情報を表示したりします。

［プリファレンス］タ
ブ

［バージョン情報...］
タブ
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Plantronics Update Managerを使用すると、新しいソフトウェアやファームウェアが利用
可能になったときにダウンロードできます。 更新プログラムの確認を自動または手動
のどちらで行うかなどの設定を変更したり、新しい更新プログラムをインストールす
るには、［スタート］メニュー＞［プログラム］＞［Plantronics］＞［Plantronics
Update Manager］を選択します。

更新の有無を自動的にチェック
［更新の有無を自動的にチェック］チェックボックスをオンにすると、新しいソフトウ

ェアやファームウェアの更新プログラムが利用可能になったときに自動的に通知され

ます。

更新の有無を手動でチェック
［Check for Updates Now］（更新の有無を今すぐチェック）ボタンをクリックすると、い

つでも利用可能なソフトウェアやファームウェアをチェックできます。

更新プログラムのインストール
自動または手動でチェックした後に新しい更新プログラムが利用可能な場合、［Install
Checked Updates］（確認された更新プログラムをインストールする）をクリックすると、

インストールが開始されます。

Plantronics Update Manager
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通話相手の声が聞こえない。 音量が小さすぎる場合、 ヘッドセットの音量を上げるボタ
ンを押してください

USB ヘッドセットがデフォルトのオーディオデバイスとし
て設定されていない可能性があります。 ヘッドセットをデ
フォルトのオーディオデバイスとして選択するには、サウン
ドコントロールパネル/環境設定のオーディオセッティング
を使用します。

Windows XP システムの場合

•［コントロールパネル］＞［サウンドとオーディオデバイス］
＞［オーディオ］タブに移動します。

• ヘッドセットを［音声再生］のデフォルトのデバイスとして
選択します。

Windows Vista および Windows 7 システムの場合

•［コントロールパネル］＞［サウンド］を開きます。

• ヘッドセットをハイライト表示して［既定に設定］を選択
し、ドロップダウンリストから［既定の通信デバイス］を選
択して、［OK］をクリックします。

Mac OS X の場合

• アップルメニュー＞［システム環境設定］＞［サウンド］＞
［出力］タブを選択します。

•［Select a device for sound output］（サウンド出力用デバイス
を選択）ウィンドウでヘッドセットを選択します。

通話相手に自分の声が聞こえな
い。

ヘッドセットのミュートがオンになっている可能性があり
ます。 ミュートボタンを押してマイクのミュートを解除し
てください。

ヘッドセットのマイクブームが正しく調整されていない。
口の位置に合わせてマイクを調整してください。

USB ヘッドセットがデフォルトの音声デバイスとして設定
されていない可能性があります。 入力デバイスを変更する
には、サウンドコントロールパネル/環境設定のオーディオ
セッティングを使用します。

Windows XP システムの場合

•［コントロールパネル］＞［サウンドとオーディオデバイス］
＞［オーディオ］タブに移動します。

• ヘッドセットを［音声録音］のデフォルトのデバイスとして
選択します。

Windows Vista および Windows 7 システムの場合

•［コントロールパネル］＞［サウンド］＞［録音］タブを開
きます。

• ヘッドセットをハイライト表示し、［既定に設定］ボタンを
選択して［OK］をクリックします。

Mac OS X の場合

• アップルメニュー＞［システム環境設定］＞［サウンド］＞
［入力］タブを選択します。

•［Select a device for sound input］（サウンド入力用デバイスを
選択）ウィンドウでヘッドセットを選択します。

トラブルシューティング

ヘッドセット

12



ヘッドセットから聞こえる音に
ひずみがある。

ヘッドセットからエコーが聞こ
える。

ひずみがなくなるまでソフトフォンの受話音量を下げてく
ださい。

ヘッドセットの音量を調節してください

音楽を聴くのに使用していた他
のヘッドセットが機能しなくな
った。

USB ヘッドセットは自動的に Windows の規定のオーディオ
デバイスとして設定されます。 オーディオデバイスを変更
するには、サウンドコントロールパネル/環境設定のオーデ
ィオセッティングを使用します。

Windows XP システムの場合

•［コントロールパネル］＞［サウンドとオーディオデバイス］
＞［オーディオ］タブに移動します。

•［音声再生］で、デフォルト設定をヘッドセットから目的の
デバイスに変更します。

Windows Vista および Windows 7 システムの場合

•［コントロールパネル］＞［サウンド］＞［録音］タブを開
きます。

• 目的のデバイスをハイライト表示し、［既定に設定］ボタン
を選択して、［OK］をクリックします。

Mac OS X の場合

• アップルメニュー＞［システム環境設定］を選択して、［サ
ウンド］をクリックします。

•［出力］をクリックして、［内蔵スピーカー］または目的のデ
バイスを選択します。

ボタンを押してもヘッドセット
が応答しない。

コンピュータがスタンバイ（スリープ）状態になると、USB
ヘッドセットの電源も切れます。 コンピュータがアクティ
ブな状態であることを確認してください。

音声が聞こえません。 Blackwire C510/C520 が Windows でデフォルトの再生デバイ
スとして設定されていることを確認します。

Blackwire C510/C520 が Microsoft Lync/Office Communicator
でオーディオデバイスとして設定されていることを確認し
ます。

Microsoft Lync/Office Communicator で、Windows とオーディ
オデバイス設定の音量の設定が低すぎないことを確認しま
す。

相手にこちらの声が聞こえませ
ん。

Blackwire C510/C520 が Windows でデフォルトの録音デバイ
スとして設定されていることを確認します。

Blackwire C510/C520 が Microsoft Lync/Office Communicator
でオーディオデバイスとして設定されていることを確認し
ます。

Microsoft Lync/Office Communicator で、Windows とオーディ
オデバイス設定の音量の設定が低すぎないことを確認しま
す。

Microsoft Lync/Office
Communicatorの使用
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Microsoft Lync/Office
Communicator でヘッドセットを
使用できない。

ヘッドセットが接続されていることを確認してください。

インライン型コントローラの着信応答/通話終了ボタンを押
します。

インライン型コントローラの音量バーで受話音量を調節し
ます。

音量が低すぎる場合は、Microsoft Lync/Office Communicator
を使用して、PC での受話音量を調節してください。

音声にひずみがある、またはヘッ
ドセットでエコーが聞こえる。

Microsoft Lync/Office Communicator を使用して、PC での送話
音量を小さくしてください。

マイクを顎の方に向けてください。

それでもひずみがある場合は、音量［-］ボタンを使用して
音量を下げてください。

「自動着信応答」機能が機能しま
せん。

スピーカーカプセルを耳に当て、イヤーカップが耳にしっか
り接触するよう装着します。

Smart Sensors
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サポートが必要な場合
www.plantronics.com/support

Plantronics, Inc. Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2013 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics、Plantronics のロゴ、および Blackwire は、Plantronics, Inc.の商標または登録商標です。
その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。 Apple、iTunes および Mac は、Apple Inc.の米国 およびその他の国におけ
る商標または登録商標です。 Microsoft、Vista、Windows および XP は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。 Pentium は、Intel Corporation の米国 およびその他の国における商標または登録商標です。 Skype は、Skype Limited の商標
であり、Skype Limited の許可により使用されています。

200219-16（03.13）

http://www.plantronics.com/support
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