会議室を進化させるスマートフォン。
Lifesize® Phone™ HD

スマートに仕事をこなしましょう。優れたビデオ会議シ
ステムに接続する、画期的でシンプルなクラウドベース
の音声、Web、およびビデオ会議のサービスを提供す
ることで、Lifesize® Cloud1 は、
どこにいても、最高のビ
ジネス決定を下すお手伝いをいたします。
また、会議
室で、Lifesize® Phone™ HD は、エクスペリエンスを決
定付ける重要な役割を担います。ユーザーは、
コンテンツ
の共有、通話の開始、会議への参加、
レイアウトの変更など
を、簡単に実行できます。Lifesize Phone HD により、美しく
使いやすい Lifesize Cloud の優れた機能すべてへアクセ
スできます。

オールインワン
会議ニーズのすべてをコントロールでき、
クラウドへのゲートウェイとし
て機能する会議室のデバイスを想像してみてください。Lifesize Phone
HD なら、想像ではなく、そのエクスペリエンスを実現できます。
Lifesize Phone HD は、Lifesize Cloud と併用される Lifesize® Icon™ 会
議室システム2 を介して、音声、Web、およびビデオ会議の司令塔として
機能します。
このタッチスクリーン デバイスは、不可欠な会議機能をすべ
て簡単に操作できるため、会議エクスペリエンスを合理化できます。1 台
の優れて直感的なデバイスから、Lifesize Cloud のビデオおよび音声通
話、Web 会議を管理。会議室でプレゼンテーションを行うだけの場合
にも、Lifesize Phone HD が活躍します。

タッチスクリーンのシンプルさ
Lifesize Phone HD は、美しいデザインを特徴とします。斬新で大きなイン
ターフェイスは、最も頻繁に使用する機能への迅速なアクセスを提供。UI
は、モバイル分野で最高の UI、お客様の利用テスト、市場からのフィード
バックから、
インスピレーションを得ています（Lifesize は、ユーザーの声
に耳を傾けます）。すべてのピクセルに目的があります。各要素は、各画面
に論理的に配置されており、ユーザーのアクションを予測することで、通話
と会議の迅速な実施を可能にします。鮮やかで、敏感なタッチスクリーン
を備えた Lifesize Phone HD は、参加者のビデオ通信エクスペリエンスを
高めます。

1
Lifesize Cloud サブスクリプションは別売りです。2 Lifesize Phone HD は Lifesize® Icon Flex™ を
サポートしていません。3 Lifesize Cloud エンタープライズまたはプレミアムのサブスクリプションプ
ランのご利用が必要です。

大きなディスプレイと使いやすいタッチスクリーンのインターフェイス

Lifesize Phone HD の概要
使いやすさ

誰もが使用できるシンプルで直感的なタッチス
クリーン インターフェイス

カスタマイズ可能なホーム Lifesize Cloud 管理コンソール1 でボタンとタイム
ゾーンをカスタマイズ
画面
ビデオ通信用に最適化

ビデオおよび音声の両方を管理できる応答型
タッチスクリーン

シンプルな操作

コンテキスト依存 UI によるすっきりした画面デ
ザイン

音声の優れたピックアップ
および明確性

大会議用の 360 度のマイクロホン アレイ
（およ
びオプションのLifesize® Digital MicPod™）

最高レベルの周波数応答

Lifesize Icons: 90 Hz〜22 kHz までの周波数で、
自然な音声再生を実現

改善されたケーブル管理

ケーブルの簡単なアクセスと保持

スケジュール済み会議のカ
レンダーを表示、起動

Microsoft® Office 365® または Google Apps for
Work カレンダーを、Lifesize Icon と対になって
いる Lifesize Phone HD で表示、起動3

会議室を進化させるスマートフォン。
Lifesize® Phone™ HD

簡単な接続

製品仕様

Lifesize Phone HD なら、Lifesize Cloud のビ
デオおよび音声通話、Web 会議を管理できるた
め、同僚やパートナーとのコラボレーションが
今まで以上に簡単になります。Lifesize Phone
HD
は、誰もが簡単に使用できる直感的なタッチス
クリーンインターフェイスを備えており、毎日使
わずにはいられなくなる製品です。

システム スピーカー

モバイル デバイスからの干渉なし

• パワフルな希土類磁石のスピーカー ドライバ

• Lifesize Phone HD の横に携帯電話や PDA を置いた
場合でも、無線周波妨害を軽減または除去する設計

• 音響的に繋留された大型スピーカー エンクロージャー
• 周波数応答: 90 Hz〜22 kHz の周波数で、ヒスのない
深い音声再生に加えて、高い明瞭性をもたらします。
• ½ メートル ピークで音量を 90dB SPL まで調整可能
• -10 dBmO での歪み
3% 100 Hz ～ 200 Hz 未満
0.5% 250 Hz ～ 20,000 Hz 未満

• 重量: 1.5 Kg/3.3 lbs

消費電力
• 通話中: 7.6 W

• 直角に配置された低ノイズ マイク
(ノイズ低減前で 80 dB SNR）
• 音のピックアップを高め、室内のノイズを軽減するた
めに、発言者の場所にマイクを向けるビーム形成アル
ゴリズム
• 最高 4.5 m（15 フィート）
までの音声収集範囲

会議室を最新の空間に一新します。Lifesize
Cloud を使用すれば、組織内の Lifesize Phone
HD を用途に応じて細かく設定できます。頻繁
に使用するボタンがホーム画面に表示される
ようにカスタマイズしてください。ボタンは最
大 4 つまで表示できますが、
ご希望であれば、
まったく表示しないことも可能です。世界中にオ
フィスがある場合でもご安心ください。Lifesize
Phone HD は、多くのタイムゾーンに対応し
ています。
カスタマイズ ボタンとタイムゾーン
は、Lifesize Cloud 管理コンソールで簡単に管
理操作が行えます。

• 高さ: 46.5 mm/1.83 インチ

• 非通話中: 6.5 W

システム マイク

Lifesize Cloud を介し
てカスタマイズ

• 物理的寸法
• 直径: 266 mm/10.48 インチ

• 歪みなくスピーカー クリッピングを制限するスペクト
ル ピーク

最も頻繁に使用する機能へのすばやいアクセス

システム設計

環境データ
• 動作温度: 0°C (32°F) ～ 40°C (104°F)
• 動作湿度: 10%～85%、結露がないこと
• 保管温度: –20°C (–4°F) ～ 60°C (140°F)

高度な音声機能

• 保管湿度: 10%～90%、結露がないこと

• 音響エコー キャンセル

LIFESIZE PHONE HD パッケージ

• マイクの背景雑音抑圧

• テーブルトップ コンソール

• VAD（音声活動検出器）

• Lifesize Icon ビデオ システムとの接続用 9 m (30 ft)
Lifesize Link ケーブル (1 本)

• AGC（マイクの自動ゲイン コントロール）
• 順応性ジッター バッファおよびパケット損失遮へい

規定モデル番号

• プロ オーディオ 48 kHzのサンプリング レート

• Lifesize Phone HD = 規定モデル LFZ-021

タッチスクリーン ディスプレイ

詳しくは、

• 容量性マルチタッチ ディスプレイ

• www.lifesize.com/support

• サイズ: 5.0 インチ（対角）

• 本書中の情報は、予告なく変更される場合があります。

• コントラスト: 500:1（典型）

*Lifesize® Icon 400™ または Lifesize® Icon 450™ には適用さ

• 最大の明るさ: 400 cd/m²（典型）

れません

接続性
• VoIP 接続性およびビデオ システムを 1 台の装置に
統合
• Lifesize Link から Lifesize Icon への接続により電源投
入およびシグナリングを実現
• コーデックの接続に加えて、最大 2 つの Lifesize Digital
MicPod* をサポートするための、3 つの高速デジタル
Lifesize Link コネクタ

Lifesize® Icon 600™ には、画面共有を実現するオプションの 2
ディスプレイ構成、Lifesize® Camera 10x™、大きな会議室向けに
Lifesize Phone HD に接続する Lifesize Digital MicPod が付属
しています。
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