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概要

この技術情報は Cisco 8821 ワイヤレス電話の異なるコンポーネントの機能性を確認する方法を記
述します。

マイクロフォン オーディオ

（CSCve15706 ）

ある特定の電話送付によりかケースは Cisco 8821 電話を持つマイクロフォン失敗に引き起こすか
、または貢献するためにありました。 電話送付かケースをマイクロフォンへの被害を防ぐのに用
いることを中断して下さい。  外部ドキュメントはここに見つけることができます-サード パーテ
ィ ケースおよび送付のための Cisco Wireless IP Phone 8821 サポート。

方法 1 つか方法オーディオ状況を調査していない間 Cisco 8821 ワイヤレス電話マイクロフォン
の機能性を確認する必要があるかもしれません。

手順

ファームウェア バージョン 11.0(5) および それ 以降を実行する電話に関しては

11.0(5) リリースはトリアージ現在のハードウェアがマイクロフォン、受話器 スピーカー、また
はハンズフリー スピーカーが不良またはないだったかどうか確認するのを助けるように可聴周波
診断サポートが含まれています。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve15706
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/technical_bulletin/Cisco_Technical_Bulletin_for_Wireless_IP_Phone_8821_RC3.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/technical_bulletin/Cisco_Technical_Bulletin_for_Wireless_IP_Phone_8821_RC3.pdf


ステップ 1.可聴周波診断は設定 > Admin 設定 > 診断 > オーディオでアクセスすることができま
す。

ステップ 2.ハンズフリー スピーカー、受話器 スピーカー、先祖などの間で切り替わるために音
声経路 ボタン（電話の左側）を押して下さい

ステップ 3.マイクロフォンに話せばオーディオはステップ 2.で選択される出力から聞くはずです
。

ファームウェア バージョンを前に実行する電話に関しては 11.0(5)

Cisco 8821 ワイヤレス電話にマイクロフォンの機能性を確認するのに使用できる設定可能なサイ
ドトーンがあります。  側音は受話口またはヘッドセット ポートから遊ばれるマイクロフォンか
ら届く音です。  これは話している間か彼らが言っていることを人の耳が聞く正常なスピーチをま
ねるためにされます。  これは話されていた音量レベルを調節するために役立ちます。

8821 電話の側音機能を使用するために次の手順に従って下さい:

ステップ 1：  8821 IP 電話、設定 > 電話設定 > Sounds> ヘッドセット側音への移動。

ステップ 2.最高に値を設定 して下さい。

ステップ 3：  スピーカーフォンをあります確認して下さい（ワイヤレス場合インジケータの隣の
スピーカー アイコン無し）。 

注: このプロシージャは 8821 IP 電話受話口と共にしか使用することができません。 ヘッド
セットのスピーカーフォンか使用はサポートされません。

ステップ 4.コールを 8821 電話に/から送信し、答え、マイクロフォン 機能性のためにテストされ
ていない電話を消音して下さい。

ステップ 5. 8821 のマイクロフォンの近くでエリアを叩いて下さいおよび/または擦って下さい。 
マイクロフォンは充満プレートの左側に下部のにあります。  マイクロフォン場所を示している小
さいホールがあります。

ステップ 6  タップ音が電話の受話口から聞かれる場合があるかどうか確認して下さい。

確認

音がテストの間に受話口で聞かれる場合があればマイクロフォンは機能です。 ●

音が聞かれなければマイクロフォンは機能でし、RMA によって取り替えられる必要がありま
す。 RMA 失敗コード マイクロフォン失敗を使用して下さい。

●

電話は動力を与えません（ブート）

（CSCvg06985 ）。 で 11.0(4) 10/30/2018 で固定される。

動力を与えなかったりおよび/または起動する 8821 のワイヤレス電話のバッテリの機能性を確認
する必要があるかもしれません。

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg06985
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg06985


手順

ステップ 1.別の既知作業および満たされたバッテリと動力を与えなかったりし、かどうか電話電
源見る電話のバッテリを交換して下さい。

ステップ 2.バッテリは機能であるかどうか見るためにもう 8821 電話で動力を与えない電話から
のバッテリをテストして下さい。

ステップ 3. 8821 AC電源に、コンピュータの USB ケーブル、またはデスクトップチャージャー
を接続し、かどうか 8821 の電源参照して下さい。

ステップ 4  電源の示す値がのような（白い画面、Cisco ブート ロゴ、LED）既知はたらくバッテ
リの電源投入を試みている間あれば注。

ステップ 5：  電話によってがあったりまたは Cisco Unified Communications Manager
（CUCM）から使用する必要があるファームウェア負荷に注意して下さい。

確認

8821 の非動力からの既知よいバッテリおよびオリジナル バッテリの電話電源がもう 8821 電
話ではたらかない場合、バッテリは機能ではないです。  新しいバッテリは部品番号 CP-
BATT-8821= を使用して発注することができます。 RMA 失敗コード HW 失敗を-電源使用し
て下さい。

●

電力源に接続された場合電話電源がのそれ以上のトラブルシューティングのための Cisco
Technical Assistance Center （TAC）とのサービス リクエストを開けば。 

●

電話の下部のの金属充満プレートが落ちる場合、電話は RMA によって取り替えられる必要
があります（次の CSCve17188 を 参照して下さい）。 RMA 障害 Code フィールド注意アラ
ート（FN70135）を使用して下さい。

●

電話が既知よいバッテリを使用してまたは接続されられている間電力源に動力を与えない場
合電話は機能でし、RMA によって取り替えられる必要があります。 RMA 失敗コード HW 失
敗を-電源使用して下さい。

●

電話は満たしません

（CSCve17188 ）。 問題は 2016 年 6 月から 2017 年 4 月間の製造にありました。 修正は
FCH2203DFZP の SN のあらゆる電話のためにか以降きちんと整っています。

変更しない 8821 電話の原因を特定する必要があるかもしれません。

手順

ステップ 1.同じ電力源（AC電源、USB ケーブル、またはコンピュータのデスクトップチャージ
ャー）を使用してもう 8821 電話を満たすことを試みて下さい。

ステップ 2.別の AC電源のために電力源を、別の USBポートまたはケーブル、または別のもの交
換して下さい

ステップ 3.磁気電源コードが 8821 電話に接続される接続する電話の下部のの金属充満プレート
を確認して下さい（CSCve17188）。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve17188
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_407A1FF8B5446BE7E511BC0500478223
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_B8936C165B01DC80410685BBB78C100D
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8821/english/accessories/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory/w88x_b_wireless-ip-phone-882x-accessory_chapter_01.html#task_7506238DF6D9A8FBEE26C1DD0B3588D6
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCve17188


ステップ 4.バッテリを既知よいバッテリのために交換し、chage に電力源にそれを接続すること
によって電話を試みて下さい。

ステップ 5：  電話の上または電話のディスプレイ自体の LEDステータスの変更に注意して下さ
い。

確認

に接続されたとき満たさなければ同じ電力源を使用してもう 8821 台の電話充電および非充
満 8821 が既知よいバッテリのためのバッテリを変更した後同じ電力源は、電話 RMA によっ
て取り替えられる必要があります。 RMA 失敗コード HW 失敗を-電源使用して下さい。

●

特定の電力源に接続されられてと電話が満たさないが、別の電力源に接続されたとき、電力
源です多分不良満たします。 

●

バッテリが既知よいバッテリと変更される時だけ 8821 の電話充電が、バッテリ多分悪い状
態で、取り替えられる必要があれば（部品番号 CP-BATT-8821=）。 RMA 失敗コード HW 失
敗を-電源使用して下さい。

●

金属充満プレートが抜けている場合、電話は変更することができないし、電話は RMA によ
って取り替えられる必要があります。 RMA 障害 Code フィールド注意アラート
（FN70135）を使用して下さい。

●

インストールされない MIC （製造業者インストール済み証明書
）

（CSCvc65418 ）

8821 のワイヤレス電話は電話の画面のおよび/または電話のステータスメッセージ ログの「MIC
インストール済み」メッセージを表示するかもしれません。  製造業者インストール済み証明書
（MIC）は次に使用することができます:

Extensible Authentication Protocol（EAP）のワイヤレス認証- Transport Layer Security
（TLS）

●

Cisco Unified Communications Manager （CUCM）は暗号化しましたり/認証されたデバイス
セキュリティモード

●

電話の Webページへの HTTPS アクセス●

電話へのセキュア シェル（SSH）●

手順

 ステップ 1：  「インストールされないつく電話の最初の 10 秒の間に」を MIC またはあくまで
表示されて言うメッセージがあるようにディスプレイの下部のを確認して下さい。

 ステップ 2：  「インストールされない」を MIC 言う行があるように電話のステータスメッセー
ジ（設定 > Admin 設定 > ステータス > ステータスメッセージ）を確認して下さい。

確認

」はインストールされないメッセージ「MIC 電話の画面で見られますおよび/またはステータスメ
ッセージで、電話は MIC を失いました。  MIC が上記リストに記載されている機能の 1 つのため

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvc65418


に必要である場合電話は RMA によって取り替えられる必要があります。  MIC の EAP-TLS を使
用してワイヤレス認証以外のすべての機能はローカルでインストール済み証明書（LSC）のイン
ストールによってはたらくことができます。  LSC が使用することができれば MIC の代わりに
LSC と電話を取り替える必要がそれ普通機能しますありません。

/content/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
/content/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/200934-Install-an-LSC-on-a-Phone-with-CUCM-Clus.html
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