
電話機

• Ciscoワイヤレス IP電話 8821および8821-EX（1ページ）
•新規および変更情報（4ページ）
•はじめに（7ページ）
•セルフケアポータル（10ページ）
•ボタンとハードウェア（12ページ）
•電話機の手入れ（22ページ）
•追加のヘルプと情報（26ページ）

Ciscoワイヤレス IP電話 8821および8821-EX
Ciscoワイヤレス IP電話 8821および8821-EXは、民間企業の通信ネットワーク上でCiscoUnified
Communications Manager、Cisco Aironetアクセスポイント（AP）、および Cisco Merakiアクセ
スポイントを組み合わせて包括的な音声通信を提供する 802.11デュアルバンドワイヤレスデ
バイスです。

電話機は、コンピュータで使用されているものと同じワイヤレス LAN上で音声通信を提供す
るため、コールを発着信したり、保留にしたり、転送したり、電話会議を行ったりできます。

Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXは、爆発性雰囲気の ATEXゾーン 2 IP54（保留中）、および
北米の Class I部門 2/Zone 2に認定されています。電話機は、可燃性ガス、蒸気、または液体
が短期間または異常な状況下で存在する、爆発の可能性がある（危険な）環境での使用が許可

されています。電話機には、異常事態が発生した場合にすばやく認識できるように、業界標準

の黄色のスタイルが使用されています。

次の図は左側がCiscoワイヤレス IP電話 8821で、右側が Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXで
す。
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図 1 : Ciscoワイヤレス IP電話 8821および8821-EX

これらの電話機は、他のネットワークデバイスと同様に、設定して管理する必要があります。

電話機は G.711a、G.711u、G.722、G.729a、G.729ab、iLBC、iSAC、および OPUSコーデック
をサポートしています。圧縮されていないワイドバンド（16ビット、16kHz）の音声もサポー
トします。

電話機は補聴器対応（HAC）ですが、TTY機能は備えていません。触覚識別子として 5つの
キーの側面に突起が付いています。

物理的な特性は、次のとおりです。

•電話機の落下による破損に対する耐性

•抗菌物質およびアルコールによる拭き取りに対する耐性

•ラテックスおよび鉛の不使用

•耐衝撃性および耐振動性

• USB On-the-Go（OTG）2.0インターフェイス

• Ciscoワイヤレス IP電話 8821：IP54保護は防水および防塵機器であることを意味します
（下記参照）

• Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXのみ：

•通常の場所での IP67保護

•爆発性雰囲気内での使用が許可されています。

• ATEXゾーン 2 IP54 (保留中)

• METLABS認定は、クラス Iと II、除算 2およびクラス III、部門 1および 2、グ
ループ A、B、C、および Dで認定されています。
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•緊急事態に見つけやすいように業界標準の黄色のスタイルになっています。

• 1台の電話機用のデスクトップチャージャ、または最大6台の電話機用のマルチチャージャ
を使用して充電します。詳細については、サポートされるアクセサリを参照してくださ

い。

この電話機を使用すると、基本的なコール処理機能に加えて、コール処理機能を拡張し生産性

を高めることができます。

設定に応じて、次がサポートされます。

•ハンズフリーコール機能を含む、Bluetoothワイヤレスヘッドセットの使用

•電話番号と社内ディレクトリへの無線アクセス

•ネットワークデータ、XMLアプリケーション、およびWebベースのサービスへのアクセ
ス

•セルフケアポータルからの電話機能とサービスのオンラインカスタマイズ

•最初の登録時の位置情報レポートの生成。位置情報が変更されると、その位置情報が報告
されます。たとえば、建物を歩き回るときなどです。また、電話機が移動していない場合

は、その場所も 24時間ごとに報告されます。

詳細については、CiscoUnifiedCommunicationsManagerのマニュアルを参照してください。

デバイスの損傷を防ぐには、次のようにします。

•電話機を持ったまま入浴または水泳しない。

•シャワー、清掃、手洗い中など、圧力がかかった勢いのある水に電話機を晒さない。

•サウナや蒸し風呂で電話機を使用しない。

•意図的に電話機を水に浸さない。

•推奨温度範囲外でまたは極端な湿度、高温、または低温の状態で電話機を使用しない。

•推奨温度範囲外でまたは極端な湿度、高温、または低温の状態で電話機、バッテリ、およ
びアクセサリを保管しない。

•電話機を落としたり、他の衝撃を加えたりしない。

•電話機を分解したり、ネジを外したりしない。

•漂白剤その他の化学薬品などの強力な洗浄剤を使って電話機の外装を掃除しないでくださ
い。

•破損したバッテリの蓋や変形したバッテリの蓋を使用しない。

石鹸、洗剤、酸または酸性食品、および液体（塩水、石鹸水、プール用水、香水、防虫剤、

ローション、日焼け止め、オイル、粘着性の剥離剤、毛髪染料、清涼飲料、溶剤など）と電話

機の接触を最小限に抑える。詳細については、電話機の手入れ（22ページ）を参照してくだ
さい。
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IP54および IP67

Ciscoワイヤレス IP電話 8821および8821-EXは、IEC標準 60529を使用して、管理された実験
室条件下でテストされています。通常の場所ではCiscoワイヤレス IP電話 8821は IP54と評価
され、Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXはIP67と評価されています。保護等級 54（IP54）およ
び保護等級67（IP67）は、防水および防塵機器であることを意味します。しぶき、水、および
ほこりに対する耐性は、永続的条件ではなく、通常使用の結果として劣化する可能性がありま

す。ユーザは、電話機を注意して使用し、ほこり、しぶき、または水が入り込むような好まし

くない環境では使用しないようにする必要があります。

関連トピック

危険な環境

機能のサポート

このドキュメントでは、デバイスがサポートするすべての機能について説明します。ただし、

すべての機能が現在お使いの構成でサポートされているとは限りません。サポート対象機能に

ついては、管理者に連絡してください。

新規および変更情報

ファームウェアリリース 11.0(6)の新規および変更情報
次の表で、ファームウェアリリース 11.0(6)をサポートするために実施されたこのマニュアル
への変更について説明します。

アップデート機能名

ボイスメールにアクセスする（9ページ）

ローカル連絡先へのアクセス

設定可能な左ソフトキー

シリコンケースCiscoワイヤレス IP電話 8821シリコン
ケース

Ciscoワイヤレス IP電話 8821および8821-EX（1
ページ）

位置情報レポート

Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXサポートの新規および変更情報
このマニュアルに対して、次の更新が行われました。

電話機

4

電話機

機能のサポート

w88x_b_wireless-8821-8821ex-user-guide_chapter10.pdf#nameddest=unique_6
w88x_b_wireless-8821-8821ex-user-guide_chapter4.pdf#nameddest=unique_11
w88x_b_wireless-8821-8821ex-user-guide_chapter8.pdf#nameddest=unique_12


説明機能

Ciscoワイヤレス IP電話 8821および8821-EX
（1ページ）

電話バッテリー（20ページ）

Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXのバッテリ
の取り付け

Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXのバッテリ
の交換

サポートされるアクセサリ

デスクトップチャージャ

マルチチャージャ

Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXのサポート

電話バッテリー（20ページ）

損傷したバッテリの識別

Ciscoワイヤレス IP電話 8821のバッテリの交
換

Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXのバッテリ
の交換

バッテリ情報の更新

ファームウェアリリース 11.0(5)SR1の新規および変更情報
このマニュアルに対して、次の更新が行われました。

説明機能

電話バッテリー（20ページ）マイナーアップデート

ファームウェアリリース 11.0(5)の新規および変更情報
次の表で、ファームウェアリリース 11.0(5)をサポートするために実施されたこのマニュアル
への変更について説明します。

Ciscoワイヤレス IP電話 8821ファームウェアリリース 11.0(5)は保留されています。本リリー
スの機能は、以降のファームウェアリリースで使用できるようになる予定です。

（注）
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アップデート機能名

電話バッテリー（20ページ）

デスクトップチャージャ

マルチチャージャ

用の新しい充電器 Ciscoワイヤレス IP
電話 8821

ヘッダーアイコン（17ページ）

アプリケーション画面でお気に入りの番号に発信す

る

コールの拒否

での変更されたセクションお気に入り

での変更されたセクションローカル連絡先

最近の通話からの新しいローカル連絡先の作成

オーディオ診断の実行

電池残量の表示の設定

ユーザインターフェイスの強化

Ciscoワイヤレス IP電話 8821および8821-EX（1
ページ）

Ciscoワイヤレス IP電話 8821のバッテリの取り付け

Ciscoワイヤレス IP電話 8821のバッテリの交換

ハードウェアに最近変更が加えられた結

果、Ciscoワイヤレス IP電話 8821は現
在、保護等級 IP54の認証を受け、保護
等級IP67の認証はなくなりました。

ファームウェアリリース 11.0(4)の新規および変更情報
次の表で、ファームウェアリリース 11.0(4)をサポートするために実施されたこのマニュアル
への変更について説明します。

アップデート機能名

ボタンとハードウェア（12ページ）がナビゲーショ
ンについて説明するために更新されました。

電話画面の機能（16ページ）が更新されました。

[ホーム（Home）]画面（18ページ）がホーム画面
オプションについて説明するために追加されました。

アプリケーションアクセスのプロシージャの多くが

更新されました。

設定可能なホーム画面
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アップデート機能名

マイクに対して圧縮空気を吹きかけたり使用したり

すると電話機が破損するおそれがあるため、次の箇

所に付加的な警告文が追加されました。

•電話機の手入れ（22ページ）

•電話外装のクリーニング（23ページ）

•電話機を水の中に落としたら（24ページ）

クリーニング手順の改善

お気に入りおよびローカル連絡先とそのサブセク

ションが「連絡先」の章に追加されました。

ローカル連絡先

電話機から問題レポートを作成するで電話機の問題

を報告する方法について説明しています。

問題レポートツール

壁紙の変更は新しい壁紙に関連して更新されまし

た。

壁紙のサイズ変更

スクリーンの明るさの調整および画面表示タイムア

ウトの変更はデフォルトの設定情報に関して更新さ

れました。

ユーザインターフェイスの強化

ヘッドセットの安全性に関する重要な情報が追加さ

れました。

一般的な更新

ファームウェアリリース 11.0(3)の新規および変更情報
次の表に、このファームウェアリリースのこのマニュアルで追加または変更された情報を示し

ます。

アップデート機能

背景雑音フィルタ

ヘッドセットのヒント

バックグラウンドノイズフィルタ

電話バッテリー（20ページ）省電力の強化

はじめに
バッテリの取り付けまたは充電を行う前に、必ず製品の安全性とセキュリティをお読みくださ

い。
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電話機にはリチウムイオンバッテリによって電力が供給されます。電話機を使用するには、

まず電話機にバッテリを取り付け、充電する必要があります。

電話機は社内ワイヤレスネットワークおよび IPテレフォニーネットワークに接続する必要が
あります。管理者が新しいワイヤレス電話機を設定したり、設定が必要な場合があります。

電話の設定後、電話を使用することができます。

関連トピック

電話機のセットアップ

電話バッテリー（20ページ）

電話機の電源を入れる

バッテリ電力を節約するために、電話機を使用してないときには電源が自動的にオフになりま

す。電話機を使用するには、電源を再びオンにする必要があります。

電源を入れると、ユーザ名とパスワードを入力して無線ネットワークにアクセスする必要があ

る場合があります。コール制御システムでの電話機の認証および登録が完了すると、メイン画

面が表示され、コールの発信または受信ができるようになります。

手順

LEDが赤く点灯するまで、電源/通話終了 を押し続けます。

電話機へのサインイン

電話機をオンにしたときにサインイン画面が表示されたら、電話機能にアクセスするための

ユーザ名およびパスワードを入力します。ワイヤレスセキュリティ要件に応じて他の情報の入

力が必要になることもあります。サポートが必要な場合は、管理者に問い合わせてください。

手順

ステップ 1 ユーザ IDを入力します。

ステップ 2 パスワードを入力します。

電話機をオフにする

コールを発信または受信する必要がない時には電話機の電源をオフにすると、バッテリの節約

となります。

電話機
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手順

ステップ 1 電源/通話終了 を 4秒間押し続けます。

ステップ 2 電源オフを押します。

関連トピック

画面表示タイムアウトの変更

電話機のキーパッドをロックする

キーパッドをロックして、キーを誤って押さないようにすることができます。

手順

キーパッドがロックされたというメッセージが表示されるまで 0 を押したままにします。

関連トピック

キーパッドの自動ロック

電話機のキーパッドのロックを解除する

キーパッドをロックした場合、電話機を使用するにはロックを解除する必要があります。

手順

ステップ 1 解除を押します。

ステップ 2 0 を押します。

ボイスメールにアクセスする

ボイスメールシステムの電話番号に発信して、ボイスメールにアクセスすることができます。

ただし、管理者がクイックアクセスを有効にしている場合は、ボタン1つでボイスメールにア
クセスすることができます。このボタンを使用すると、ボイスメールシステムに自動でダイヤ

ルされます。

ボイスメールシステムは、電話機とは別です。内線および外線アクセス用のボイスメールシ

ステムの電話番号など、ボイスメールシステムに関する情報については、管理者にお問い合わ

せください。

管理者は、アプリケーションビューの左側のソフトキーをボイスメールとして設定できます。

電話機
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手順

ステップ 1 キーパッドで 1 またはボイスメールを押したままにします。

ステップ 2 指示に従います。

セルフケアポータル
コンピュータからアクセス可能なセルフケアポータルWebサイトで、いくつかの電話機設定
をカスタマイズできます。セルフケアポータルは、組織のCiscoUnifiedCommunicationsManager
の一部です。

セルフケアポータルにアクセスするためのURL、およびユーザー IDとパスワードが管理者か
ら通知されます。

セルフケアポータルでは、電話機の機能、回線設定、電話サービスを制御できます。

•電話機の機能には短縮ダイヤル、サイレント機能、個人用アドレス帳などがあります。

•回線の設定は、電話機の特定の電話回線（電話番号）に影響します。回線設定には、不在
転送、ビジュアルおよびオーディオメッセージインジケータ、呼出音のパターン、その

他の回線固有の設定が含まれます。

•電話機サービスには、特別な電話機の機能、ネットワークデータ、Webベースの情報（株
式相場、映画情報など）が含まれます。電話サービスを電話機で利用するには、その前に

セルフケアポータルを使って電話サービスを登録する必要があります。

セルフケアポータルを使用して設定できるいくつかの機能を次の表に示します。詳細につい

ては、ご使用のコール制御システムに関するセルフケアポータルのマニュアルを参照してく

ださい。

表 1 :自己管理ポータルで利用できる機能

説明機能

電話で自動転送が有効になっているときに着信を受ける番号を使用しま

す。セルフケアポータルを使用すると、より複雑なコール転送機能（回

線がビジー状態の場合の動作など）をセットアップすることができます。

コール転送

電話機
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説明機能

固定電話と同じ電話番号で電話を発信/受信するために使用する、携帯電話
などの追加の電話を指定します。また、特定の番号からのコールが携帯電

話に送信されるのを制限または許可するために、連絡先のブロックや選好

を定義することもできます。さらに、追加の電話機をセットアップすると

きには、次の機能も設定できます。

•シングルナンバーリーチ：自分のデスクフォンに着信したとき、追
加の電話機の着信音を鳴らすかどうかを指定します。

•モバイルコール：追加の電話機が携帯電話である場合、モバイルコー
ルからデスクフォンに、またはデスクフォンのコールから携帯電話

に転送されるようセットアップできます。

追加の電話機

短縮ダイヤル番号に電話番号を割り当てると、その相手にすばやく電話を

かけることができます。

短縮ダイヤル

短縮ダイヤル番号

電話機で番号をダイヤルする際には、一連の数字（ディジット）を入力します。短縮ダイヤル

番号を設定する際には、コールで必要なすべてのディジットを短縮ダイヤル番号に含める必要

があります。たとえば、外線に接続するために9をダイヤルする必要がある場合は、9番を押し
てからダイヤルしたい番号を押してください。

また、ダイヤルする他のディジットを番号に追加することもできます。追加のディジットの例

として、会議アクセスコード、内線、ボイスメールパスワード、承認コード、課金コードな

どがあります。

ダイヤル文字列に含めることができる文字はつぎのとおりです。

• 0～9

•シャープ（#）

•アスタリスク (*)

•コンマ（,）：一時停止記号であり、ダイヤリング中に2秒の遅延を挿入します。複数のカ
ンマを連続させることができます。たとえば、2つのカンマ（,,）は、4秒間のポーズを表
します。

ダイヤル文字列の規則は次のとおりです。

•ダイヤル文字列の各部分を分離するには、カンマを使用します。

•短縮ダイヤル文字列では、常に課金コードの前に承認コードを含める必要があります。

•文字列内の承認コードと課金情報コードの間に1つのコンマが必要です。

電話機
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•承認コードおよび追加のディジットを含む短縮ダイヤルには、短縮ダイヤルラベルが必要
です。

短縮ダイヤルを設定する前に、ディジットシーケンスを手動で少なくとも1回ダイヤルしてみ
て、内容が正しいことを確認してください。

短縮ダイヤルの承認コード、課金コード、および追加のディジットは、電話機の通話履歴に保

存されません。短縮ダイヤルを使って宛先に接続した後に [リダイヤル（Redial）]を押すと、
電話機に必要な承認コード、課金情報コード、または追加の数字を手動で入力するよう求めら

れます。

例

承認コードと課金コードが必要な状況で、特定の内線の相手に電話するために短縮ダイヤル番

号をセットアップするには、次の要件を考慮してください。

•外線の 9をダイヤルする必要があります。

•通話先の番号は 5556543です。

•承認コード 1234を入力する必要があります。

•課金コード 9876を入力する必要があります。

• 4秒ほど待機します。

•電話がつながった後、内線 56789#をダイヤルする必要があります。

このシナリオでは、短縮ダイヤル番号は95556543,1234,9876,,56789#となります。

関連トピック

課金コードまたは承認コードを必要とするコール

ボタンとハードウェア
ワイヤレスフォンは、ユーザが定期的に使用する多くのボタンとハードウェア機能を備えてい

ます。次の図と表を使用して、重要なボタンとハードウェア機能を確認してください。次の図

は Ciscoワイヤレス IP電話 8821を示していますが、Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXと外観
が似ています。

電話機
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図 2 : Ciscoワイヤレス IP電話 8821ボタンとハードウェア

次の表に、電話機のキーの機能を示します。

説明名前またはグループ品目

インジケータライト：状態を識別するために使用します。

•赤色に点灯：電話機が AC電源に接続され、バッテリが充電
中です。

•緑色に点灯：電話機が AC電源に接続され、バッテリがフル
充電されています。

•オレンジ色に高速点滅：コールの着信中です。電話機は充電
中または充電が完了した状態です。

•緑色に高速点滅：ボイスメッセージが届いています。電話機
を AC電源に接続している場合は、バッテリのみを使用して
いる場合に比べて緑色のライトがより長く点灯します。

•緑色に低速点滅（2秒間隔）：電話機がバッテリ電源のみを
使用しています。電話機は、ワイヤレスネットワークに登録

され、サービス対象エリア内に存在します。

カバー付きのヘッドセットポート 保護カバーを外して、ヘッド

セットまたはイヤホンを差し込みます。

インジケータライト

（LED）

ヘッドセットポート

1

スピーカー 電話機のスピーカーモードのオン/オフを切り替え
ます。

スピーカーボタン2

電話機
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説明名前またはグループ品目

ソフトキー

• [More] ソフトキーはメニューまたは機能のリストにアク

セスします。

•ソフトキーは、画面上に表示されたオプションをアクティブ
にします。

ナビゲーションクラスタ ナビゲーションリングと [選択
（Select）]ボタン：

ナビゲーションリング（外側のリング）：

•アプリケーションビューで上、下、左、右に移動して、これ
らのアプリケーションを選択します。

•通話履歴

•連絡先

•アプリ

•設定

•オプションを強調表示したり、電話番号とテキストエントリ
を左右に移動したりするためのスクロールアップおよびダウ

ンメニュー。

•回線ビューで、ナビゲーションリングの左側を押してアプリ
ケーションビューに移動します。

[Select] ボタン（クラスタの中央）：

•メイン画面からコールを発信します。

•メニュー項目、ソフトキー、コール、またはアクションを選
択します。

[Answer/Send] 着信コールに応答するか、番号をダイヤルして

からコールを発信します。

[応答/送信（Answer/Send）] 電話機のオン/オフを切り替える
か、通話を終了します。メニューやアプリの使用中に、メイン画

面に戻るためのショートカットとして機能します。

ソフトキーボタン

ナビゲーションクラ

スタ

コール制御ボタン

3

電話機
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説明名前またはグループ品目

番号をダイヤルしたり、文字を入力したり、番号でメニュー項目

を選択したりします。

1

•番号をダイヤルするときに「1」を入力します。

•ボイスメールにアクセスします。押したままにすると、自動
的にボイスメールシステムにダイヤルします。

•次の特殊テキスト文字を入力します: /。@ : ; = ? - _ & %

アスタリスク（*）

•国際電話番号を入力する前に、数秒間押したままにすると、
電話番号にプラス（+）記号が追加されます。

•次の特殊テキスト文字を入力します：+ * ~ ` < >

ゼロ（0）

•番号をダイヤルするときに「0」を入力します。

•キーパッドをロックします。

•スペースまたは次の特殊テキスト文字を入力します：0、 ! ^
' " |

シャープ（#）

•押すと、電話機の呼出音が鳴らなくなります。これを設定す
ると、代わりに電話機が振動します。

•次の特殊テキスト文字を入力します：# $ £ ¤ ( ) { } [ ]

キーパッド4

電話機
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説明名前またはグループ品目

アプリケーション プッシュツートークなどの XMLアプリ
ケーションで使用します。

音量

•電話機がアイドル状態のときに、呼出音の音量を変更する
か、呼出音をオフにします。

•コールが着信中（呼び出し中）に、このボタンを 1回押す
と、呼出音が鳴らなくなります。

•通話中は、アクティブなハンドセット、ヘッドセット、また
はスピーカーの話者音量を制御します。

•電話機がデスクトップチャージャーに取り付けられている場
合は、チャージャースピーカーの音量を制御します。

ミュート ミュート機能のオン/オフを切り替えます。

左側面のボタン5

ナビゲーション

ナビゲーションクラスタの外側のリングを使用して、メニューをスクロールし、フィールド間

を移動します。ナビゲーションクラスタの内側の [選択（Select）]ボタンを使用してメニュー
項目を選択します。

メニュー項目にインデックス番号がある場合は、キーパッドでインデックス番号を入力して項

目を選択できます。

電話画面の機能

電話画面には、電話番号、アクティブコールと回線のステータス、ソフトキー、短縮ダイヤ

ル、発信履歴など、その電話機に関する情報が表示されます。画面は、次のセクションで構成

されています。

•ヘッダーセクション：電話番号、Wi-Fi強度、バッテリ充電、および多数の機能アイコン
が表示されます。機能アイコンは、該当する機能がアクティブである際に表示されます。

電話機
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•中間セクション：ホーム画面が表示されます。

•フッターセクション：現在の日時またはソフトキーのラベルが表示されます。各ソフト
キーラベルは、スクリーンの下にあるソフトキーボタンのアクションを示しています。

関連トピック

[ホーム（Home）]画面（18ページ）

ヘッダーアイコン

画面ヘッダーには多くのアイコンが表示されます。次の表では、画面ヘッダーのアイコンを説

明します。

表 2 :オーディオパスアイコン

説明アイコン

スピーカーフォンまたはデスクトップチャージャースピーカーが使用さ

れています。

ワイヤードヘッドセットまたはBluetoothヘッドセットが使用されていま
す。

電話機がミュートになっています。

電話機がサイレントモードになっています。設定メニューで着信音をオ

フにした場合のモードです。

表 3 : Bluetoothアイコン

説明アイコン

Bluetoothがオンになっています。

Bluetoothに接続されているデバイスがあります。

Bluetoothの電源がオンになっていますが、接続されているデバイスがあり
ません。

電話機
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表 4 :ネットワークアイコン

説明アイコン

Wi-Fi接続中で、バーの数は信号強度を示しています。

Wi-Fi接続がありません。

電話機は USBイーサネットドングルでイーサネットに接続されます。

デフォルトは、電話にはバッテリ充電用のアイコンが表示されます。電池残量の割合（パーセ

ント）の表示を電話機で有効化することができます。詳細については、電池残量の表示の設定

を参照してください。

表 5 :バッテリアイコン

説明アイコン

バッテリの充電が完了しています。

バッテリの充電は約 75 %です。

バッテリの充電は約 50 %です。

バッテリの充電は約 25 %です。

バッテリの充電は 25 %未満です。

バッテリ残量が少なくなっています。バッテリを充電するか、充電済みバッ

テリに交換します。

バッテリが検出されません。

[ホーム（Home）]画面
電話機がアイドル状態のときは、ホーム画面が表示されます。ホーム画面には、アプリケー

ションビューと回線ビューのいずれかを指定できます。

管理者は、どちらのホーム画面を電話機に表示するかを決定します。頻繁にコールを発信また

は受信する場合、回線ビューの方をデフォルトのホーム画面として選択するかもしれません。

次の図はアプリケーションビューのホーム画面です。

電話機
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図 3 :アプリケーションビュー

[アプリケーション (Applications)]ビューでは、電話機のアプリのアイコンは電話機の状態を示
しています。

•青の背景と白のアイコン:電話機はアイドル状態です。

•黄色の背景と白のアイコン:電話機はアクティブコール中です。

•青の背景と赤色のアイコン:電話機が保留になっているか、共有電話がアクティブコール
中です。

次の図は回線ビューのホーム画面です。アプリケーション画面にアクセスするには、ナビゲー

ションリングの左側を押します。

図 4 :回線表示

電話機
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コールと回線の違い

本書で電話機の使用法を説明する際に使っている回線およびコールという用語には、かなり独

特な意味合いがあります。両者の違いをここで説明します。

線

回線は、他人が自分へのコールに使用できる電話番号またはインターコム番号にそれぞれ

対応しています。■直前の文章と重複するため、この訳文を FM上で削除■電話機は最大
6つの回線をサポートします。使用している電話機の回線を表示するには、電話 を押し

て、回線表示を開きます。回線表示リスト内で電話回線アイコン が付いているディレ

クトリ番号の数と同じ数の回線があります。

通話

各回線は、複数のコール（一般的には最大4つ）をサポートできます。電話機は、24まで
のコールの接続をサポートしますが、システム管理者は、ユーザの必要に応じてコール数

を調整することができます。アクティブとなり得るコールは常に1つに限定されるので、
他のコールはすべて自動的に保留状態になります。

たとえば 2つの回線があり、各回線で 4つのコールがサポートされる場合、一度に最大 8つの
接続コールが存在する可能性があります。これらのうち 1つだけがアクティブで、他の 7つは
保留中のコールとなります。

範囲外アラート

システム管理者は、無線ネットワークの範囲外に出たときに音声による警告音（ビープ音）を

鳴らすように電話機を設定できます。アラートが鳴ると、電話スクリーンに アイコン（信

号なし）が表示されます。

ワイヤレスネットワークの範囲外になると、コールの発信および受信など、ワイヤレスネッ

トワークとの接続が必要な機能のために電話機を使用することができなくなります。

システム管理者が範囲外の警告音を有効にしていると、設定によって、無線ネットワークの範

囲内に戻るまで、ビープ音が 1回だけ、または 10秒、30秒、60秒ごとに鳴ります。

アラートが鳴った後にワイヤレスネットワークに再接続するには、電話画面に信号アイコン

が再び表示されるまで、別の場所に移動してください。

電話バッテリー

お使いの携帯電話にリチウムイオン電池が含まれています。完全に充電されたバッテリの稼働

時間は次のとおりです。

•通話時間は最長11.5時間（電話のファームウェアと充電器のバージョンによって異なりま
す）

次の表では、次を使用する場合の通話時間の違いを示します。

電話機
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•新しい 4.35V Ciscoワイヤレス IP電話 8821デスクトップチャージャーおよび Ciscoワ
イヤレス IP電話 8821マルチチャージャー

• Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXデスクトップチャージャーと Ciscoワイヤレス IP
電話 8821-EXマルチチャージャー

表 6 :通話時間の比較

Ciscoワイヤレス IP電
話8821-EXデスクトッ
プチャージャーおよ

び Ciscoワイヤレス
IP電話 8821-EXマルチ
チャージャー

新規Ciscoワイヤレス
IP電話 8821デスク
トップチャージャー

およびCiscoワイヤレ
ス IP電話 8821マルチ
チャージャー

元のCiscoワイヤレス
IP電話 8821デスク
トップチャージャー

と Ciscoワイヤレス
IP電話 8821マルチ
チャージャー

条件

9.5時間9.5時間9.5時間壁面コンセント充電

器、またはUSBで充
電された電話

11.0(4)SR3以前の
ファームウェア搭載

の電話機

9.5時間11.5時間11.5時間壁面コンセント充電

器、またはUSBで充
電された電話

11.0(5)以降のファー
ムウェア搭載の電話

機

9.5時間11.5時間9.5時間充電スロットで充電

された予備のバッテ

リ

•スタンバイ時間は最大 145時間

バッテリ寿命は、次に示すような要因によって決まります。

•時間：電話機をオンにすると、バッテリ寿命が短縮されます。通話、メッセージ、アプリ
ケーションの使用、Bluetoothの使用、メニューナビゲーションの使用などの操作によっ
て電力が消費されます。

•スキャンモード：3つの異なる方法（連続、自動、シングル AP）でアクセスポイントを
スキャンするように電話機を設定できます。電話機で連続または自動スキャンモードを使

用すると、より多くの電力が必要となり、バッテリの通話時間が短縮されます。

より長い通話時間が必要な場合は、予備の充電済みのバッテリがあると便利です。

電話機
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バッテリのライフサイクルの予想値は 2年です。平均使用量に基づいて、これは約 500回の充
電に対応しています。バッテリに印刷された日付を確認して、バッテリの寿命を計算すること

ができます。バッテリの寿命が到来したときに、バッテリを交換することを推奨します。

注意

Bluetoothと電話機
電話機では Bluetoothヘッドセットを使用することができます。

Bluetooth接続は電話機から 1～2メートル（3～6フィート）の範囲内で最も良く機能します
が、20メートル（66フィート）離れていても機能する場合があります。接続されているデバ
イスと電話機との間に障害物（壁、ドア、窓など）、大きな金属物、または他の電子機器があ

る場合には、Bluetooth接続の品質が低下することがあります。

ヘッドセットを Bluetoothで電話機に接続するには、まずヘッドセットと電話機をペアリング
します。最大で5台のBluetoothヘッドセットを電話機とペアリングすることができます。ヘッ
ドセットとのペアリング後、ヘッドセットがオンになると、電話機はヘッドセットに接続しま

す。電話機に最後に接続された Bluetoothヘッドセットが、電話機で使用されるヘッドセット
となります。

Ciscoワイヤレス IP電話 8821-EXは、爆発の危険性のある環境で使用可能な任意のアクセサリ
と共に使用した場合のテストあるいは認定はされておりません。

（注）

関連トピック

Bluetoothヘッドセット
Bluetooth設定へのアクセス

電話機の手入れ
電話機は清掃することができます。必ず、シスコの清掃手順に従ってください。

電話機に染みや傷などを残しそうな物（ほこりや砂、インク、化粧品、石鹸、洗剤、酸、酸性

食品、ローションなど）に接触した場合は、速やかに拭き取ってください。

電話機
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電話機の開口部をクリーニングする際、息を吹き込んだり、圧縮空気（たとえばエアゾール

缶、低圧または高圧空気ノズル）を使用したりしないでください。

電話機の開口部のクリーニングに、掃除機などの吸引機器を使用しないでください。

電話機の開口部のクリーニングに、ピンなどの物体を使用しないでください。

空気、吸引、または機械的物体を使用して開口部をクリーニングした場合、電話機が損傷する

おそれがあり、電話機の保証が無効になります。

注意

電話機を誤って水に落としたり、水がかかったりした場合は、次の手順に従って電話機を乾燥

させてください。電話機を水の中に落としたら（24ページ）を参照してください。

電話外装のクリーニング

電話機の外装は乾いた柔らかい布で清掃することができます。医療環境では、Caviwipes™と
Saniwipes™を使用して電話機全体を清掃することをお勧めします。Caviwipesと Saniwipesに
は、最大 17%のイソプロパノールが含まれています。

純粋なイソプロパノールや代替となるアルコールベースの液体などのイソプロパノールが多く

含まれる洗浄液は、電話機を傷つける可能性があります。漂白剤やその他の腐食剤を使用して

電話機を清掃しないでください。

Caviwipesと Saniwipesの 1日に 3回を超える過剰な使用は、電話機の表面コーティングを傷つ
け、電話機の外観を損なう可能性があります。

電話機に染みや傷などを残しそうな物（ほこりや砂、インク、化粧品、石鹸、洗剤、酸、酸性

食品、ローションなど）に接触した場合は、速やかに拭き取ってください。

電話機
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電話機の開口部をクリーニングする際、息を吹き込んだり、圧縮空気（たとえばエアゾール

缶、低圧または高圧空気ノズル）を使用したりしないでください。

電話機の開口部のクリーニングに、掃除機などの吸引機器を使用しないでください。

電話機の開口部のクリーニングに、ピンなどの物体を使用しないでください。

空気、吸引、または機械的物体を使用して開口部をクリーニングした場合、電話機が損傷する

おそれがあり、電話機の保証が無効になります。

液体に電話機を差し込むことはできません。

高彩度の布を使用しないでください。

注意

手順

ステップ 1 電話機をチャージャーから外すか、充電ケーブルを引き抜きます。

ステップ 2 電話機が保護ケースに入っている場合は、ケースから電話機を外します。

ステップ 3 電話機と画面を湿った、柔らかい、糸くずのない布で拭きます。

ステップ 4 電話機の開口部に異物（砂など）がある場合、電話機を手で軽く叩いて異物をを取り出してく
ださい。

電話機を水の中に落としたら

電話機を水の中に落とした場合の対処方法を以下に示します。

•電話機を静かに振って水分を取り除きます。

•電話機を乾いた柔らかい布で拭きます。

電話機
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•電話機を風通しの良い乾燥した場所に置きます。たとえば、ファンの冷たい風を電話機の
スピーカーグリルに当てると乾燥が促進されます。電話機の近くにファンを置かないでく

ださい。

禁止事項を以下に示します。

•電話機が濡れている間はバッテリの蓋を開けないでください。

•圧縮空気で水分を吹き飛ばさないでください。

•ヘアドライヤで電話機を乾かさないでください。

•ヘッドセットジャックやバッテリ収納部の中に綿棒、ペーパータオル、または布を入れ
ないでください。

•電話機を硬い表面に打ち付けないでください。

•濡れた電話機を充電ケーブルを使用して充電しないでください。電話機が完全に乾燥する
まで待つ必要があります。

•濡れた電話機をデスクトップチャージャーやマルチチャージャーにつながないでくださ
い。電話機が完全に乾燥するまで待つ必要があります。

電話機の開口部をクリーニングする際、息を吹き込んだり、圧縮空気（たとえばエアゾール

缶、低圧または高圧空気ノズル）を使用したりしないでください。

電話機の開口部のクリーニングに、掃除機などの吸引機器を使用しないでください。

電話機の開口部のクリーニングに、ピンなどの物体を使用しないでください。

空気、吸引、または機械的物体を使用して開口部をクリーニングした場合、電話機が損傷する

おそれがあり、電話機の保証が無効になります。

注意

電話機
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電話機のバッテリ収納部に水が入らないようにするには、収納部がしっかりと閉じられている

ことを確認します。Ciscoワイヤレス IP電話8821のバッテリの取り付けを参照してください。
注意

電話機の乾燥後に音がはっきり聞こえない場合は、マイクやスピーカー収納部に水が残ってい

る可能性があります。スピーカーを下にして電話機を乾いた柔らかい布の上に置き、水が垂れ

ないかを確認します。電話機内にまだ水が残っている場合は、完全に乾かしてから使用してく

ださい。

追加のヘルプと情報
電話機で利用可能な機能について不明な点がある場合は、管理者にお問い合わせください。

シスコWebサイト（http://www.cisco.com）には、電話機およびコール制御システムについての
詳細情報が掲載されています。

•クイックスタートガイドおよびアクセサリガイド（英語）については、次のリンクを参
照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

•英語以外のガイドについては、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

•ライセンス情報については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

関連トピック

トラブルシューティング

シスコ製品（ハードウェア）に関する 1年間の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別

な条件があります。

この保証は、電話機のバッテリーには適用されません。

シスコのソフトウェアに適用される保証を含む正式な保証書は、Cisco.comの次のURLで提供
されています。https://www.cisco.com/go/hwwarranty

バッテリーの保証

バッテリーの保証期間は製造日から 6ヶ月です。

電話機
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