会議室を進化させるスマートフォン。
Lifesize® Phone™ HD

よりスマートに仕事をしましょう。
すばらしい会議室システ

ムに接続された革新的にシンプルなクラウドベースの音声、

ウェブ、
ビデオ会議サービスをお届けすることで、Lifesize

は、互いの居場所に関わらず、直接の話し合いによるビジネ

スの意思決定を可能にします。
その会議室では、Lifesize®
Phone™ HD が重要な役を担います。ユーザーは、
コン

テンツ共有、通話の開始、会議への参加、レイアウト変更

などを容易に実行できます。Lifesize Phone HD は、美し

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

く使いやすいパッケージとして、Lifesize のクラウドベース
サービス 1 がもたらす全てのメリットを お届けします。

オールインワン
会議室内のあるデバイスによって、会議に必要な全てのニーズがコントロール
可能となり、
クラウドの利用も実現すると想像してください。
想像をやめて、
今すぐ Lifesize Phone HD でそれを体験しましょう。Lifesize Phone HD
は、Lifesize のクラウドベースのサービスとペアリングされた Lifesize®
Icon™ 会議室システム 2 を介した音声、
ウェブ、
ビデオ会議のための指令セ
ンターです。
このタッチスクリーン式デバイスを利用すれば、会議に必要なすべ
ての機能は 1 本の指先でコントロールでき、会議室での体験はシンプルなも
のになります。Lifesize のビデオ通話や音声通話、
そしてウェブ会議は、
とても
直感的なデバイスから容易に実行できるようになります。会議室内で他の参加
者に向けて発表しなければならないときも、Lifesize Phone HD があれば可

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
ム画面

Lifesize 管理コンソールでボタン、壁紙、
レイアウト、
タイムゾーンをカスタマイズ

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

（および
音声の優れたピックアップ 大会議用の 360 度のマイクロホン アレイ
オプションのLifesize® Digital MicPod™）
および明確性

能です。

最高レベルの周波数応答

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

タッチスクリーンのシンプルさ

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

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します。UI
は、モバイル分野で最高の UI、
お客様の利用テストや市場からのフィードバッ
クにより、
インスピレーションを得ています
（Lifesize は、
ユーザー様の声に耳
を傾けて います）。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、
ユーザー様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 のサブスクリプションは別売りです。2Lifesize Phone HD は Lifesize® Icon Flex™ を
サポートしていません。

スケジュール済み会議のカ Microsoft® Office 365®、G Suite、
Microsoft® Exchange Server 2013 または
レンダーを表示、起動
2016 のカレンダーを、
ペアリングされた Lifesize
Phone HD で閲覧可能
注：機能の利用可能性および価格は、
サブスクリプションプラン、選択したオプション、
ペアリングするデバイスにより異なります。

会議室を進化させるスマートフォン。
Lifesize® Phone™ HD

簡単な接続
Lifesize Phone HD なら、Lifesize のビデオ、

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

でも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。

製品仕様

システム設計

システム スピーカー

• 高さ：46.5 mm / 1.83 インチ

• 音響的に繋留された大型スピーカー エンクロージャー

• 重量：1.5 kg/3.3 lbs

• 物理的寸法

• パワフルな希土類磁石のスピーカー ドライバ
• 周波数応答：90 Hz〜22 kHz
（Icon）
による、深い音声
再生とヒスのない高い明瞭性
• ½ メートル ピークで音量を 90dB SPL まで調整可能
• 歪みは 10 dBmO
<3% 100 Hz—200 Hz、
<0.5% 250 Hz—20,000 Hz
• 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

高度な音声機能

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ましょ

う。世界中にオフィスがある場合にも、Lifesize

Phone HD は最も便利なタイムゾーンを表示で

きるので、
すべてをカバーします。
カスタマイズボ

タンとタイムゾーンは、Lifesize の管理コンソー
ルで容易に管理できます。

• 動作温度：0 °C（ 32 °F ）～ 40°C（ 104 °F ）

• 保管湿度：10% ～ 90%、無結露

• 最高 4.5 m（15 フィート）
までの音声収集範囲

クラウドベースのサービスを使用すれば、組織

環境データ

• 保管温度：– 20 °C（ – 4 °F ）～ 60°C（ 140 °F ）

• 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

会議室を最新の空間に一新します。Lifesize の

• 非通話時：6.5 W

• 動作湿度：15 % ～ 85 %、
無結露

• 直角に配置された 4 台の低ノイズマイク
（ノイズ低減前で 80 dB SNR）

ホーム画面をカスタマイズ

消費電力
• 通話中：7.6 W

システム マイク

最も頻繁に使用する機能へのすばやいアクセス

• 直径：266 mm / 10.48 インチ

• 音響エコー キャンセル

LIFESIZE PHONE HD パッケージ
• テーブルトップ コンソール
• 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）

規定モデル番号

• マイクの背景雑音抑圧

• Lifesize Phone HD = 規定モデル LFZ-021

• VAD（音声活動検出器）
• AGC（マイクの自動ゲイン コントロール）

詳しくは、

• 順応性ジッター バッファおよびパケット損失遮へい

• www.lifesize.com/support をご覧ください。

• プロ オーディオ 48 kHzのサンプリング レート

• 本書中の情報は、予告なく変更される場合があります。
*Lifesize® Icon 400™ または Lifesize® Icon 450™ には適用さ

タッチスクリーン ディスプレイ

れません

• 容量性マルチタッチ ディスプレイ
• サイズ：5.0 インチ
（対角）
• コントラスト：500: 1（標準値）
• 最大輝度：400 cd/m²（標準値）

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

モバイル デバイスからの干渉なし
• 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

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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