管理者コンソール
管理者はウェブベースの管理者コンソール（manage.lifesizecloud.com）を使用して、ユーザー、会議、会議室システムを管理し、グローバル設定を構成しま
す。
管理者コンソールから、ユーザーと会議室あたりの参加者数、通話時間、システムの使用状況など、利用や品質に関するメトリックを監視することもできます。
詳細な履歴や活動レポートをダウンロードできます。

はじめに
LifeSize へようこそ。
次のトピックを使用して、Lifesize をすばやく起動および実行します。
ネットワークポートを開く
アカウントの設定

Lifesize 管理者コンソールの詳細については、次のビデオをご覧ください。

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Lifesize 会議室システムを設定する必要がありますか？［Lifesize Icon ヘルプ］をご覧ください。

ファイアウォールの構成
We サービスの HTTP および HTTP トラフィック
標準ポートでの通常の HTTP および HTTPS Web トラフィックの場合、ホワイトリスト登録のために推奨される方法は、ワイルドカードドメイン名を使用するも
のです。Web プロキシサーバーまたは同等のネットワーキングアプライアンス内の *.lifesizecloud.com および *.lifesize.com の URL への発信トラフィックを許可
します。
Lifesize は、使用しているサブドメインをリストします。サブドメインリストの更新の少なくとも7日前にお客様に通知されます。

メディアおよびその他のトラフィック
HTTP および HTTPS 以外のトラフィックを必要とするサービスの要素については、Lifesize は同じポート要件を持つそのサービスのすべてのパブリック IP アドレ
スを含むドメインネームサービス（DNS）レコードを管理します。Lifesize はこれらの DNS レコードを、発生時に IP アドレスの変更で更新します。お客様は、
DNS レコードを照会するようにファイアウォールを1回設定すれば、DNS レコードが更新されると動的に設定が更新されます。多くのファイアウォールで、この機
能の実装が異なります。たとえば Cisco ASA デバイスは、FQDN ACL 機能を使用して設定できます。
DNS レコードの有効期間（TTL）は、各サービスへの予想される変更頻度に基づいて構成されます。さまざまなファイアウォールでは TTL を使用せずに DNS レ
コードの有効期間を設定できますが、これは Lifesize Cloud サービスと接続の問題を引き起こす可能性があるため、推奨しません。
Lifesize のすべての DNS レコードは、Amazon Web Services（AWS）の Route53サービスでホストされています。AWS Route53は世界中で展開されてお
り、優れたパフォーマンスを備えた信頼性の高い安全な DNS 実装を提供します。
ファイアウォールの詳細については、ネットワークポートを開くを参照してください。

ネットワークポートを開く
一般的なファイアウォールと We プロキシの設定
下の表に、必要なファイアウォールと Web プロキシの設定を示します。
Lifesize のクラウドサービスに接続された Lifesize システムとアプリの場合
Microsoft Skype for Business Online
オンプレミス Microsoft Lync 2013 および Skype for Business
SIP を使ったサードパーティーのゲストシステム
H.323 を使ったサードパーティーのゲストシステム
ファイアウォールで、ネットワークから次の送信先ポートへのアウトバウンドアクセスが可能になるように設定してください。
注：次のポートは、ステートフル・ファイアウォールがシンメトリック UDP 対応であると仮定しています。
送 信 元 IP

すべて

送信元ポート

TCP: 任意

送 信 先 IP
*.lifesize.com
*.lifesizecloud.com
*.walkme.com
jwpsrv.com
ssl.p.jwpcdn.com
jwpltx.com
twilio.com
cloudfront.net
pmi.flowplayer.com

送信先ポート

TCP:80, 443

説明

Lifesize Web サービスおよび
Lifesize エンドポイントによって使
用されるその他の Web サービス

TCP: 443, 3478
TCP: 任意
すべて

UDP: 任意

fwa.lifesizecloud.com

すべて

UDP: 任意

fwb.lifesizecloud.com

UDP: 5060

SIP サービス

UDP: 任意

fwc.lifesizecloud.com

UDP: 6000065000

メディアサービス

TCP: 任意
すべて

TURN サービス  異なるネットワ
ーク上のエンドポイントに対するポ
イント・ツー・ポイントのサポート

TCP: 5060, 5061

TCP: 任意
すべて

UDP: 443, 3478, 30000
32000

UDP: 任意

TCP: 400005000
fwd.lifesizecloud.com

UDP: 4000060000

WebRTC リレーサービス

すべて

UDP: 任意

fwe.lifesizecloud.com

UDP: 1000030000

メディアリレーサービス

すべて

TCP: 任意

fwf.lifesizecloud.com

TCP: 443, 5222

プレゼンスおよびチャットサービス

TCP: 3000050000

TCP: 任意
任意のクライアント

UDP: 任意

fwg.lifesizecloud.com

TCP: 5061
エッジサーバー

UDP: 5000059999

TCP: 5061
fwg.lifesizecloud.com

TCP: 任意
すべて

UDP: 任意

UDP: 任意

UDP: 3000050000

TCP: 80, 443
fwh.lifesizecloud.com

UDP: 3000032000

Microsoft Lync 2013 および
Skype for Business ゲートウェ
イサービス

Microsoft Lync 2013 および
Skype for Business ゲートウェ
イサービス

Web アプリとデスクトップアプリの
トンネルサービス

TCP: 1720, 1000028000

TCP: 任意
すべて

UDP: 3000050000

fwi.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

H.323 サービス

TCP: 1720, 1000028000

TCP: 任意
すべて

UDP: 任意

fwi.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

TCP: 443, 1720, 5060, 5061,
1000016000, 35061

TCP: 任意
すべて

UDP: 任意

fwj.lifesizecloud.com

H.323 サービス

既存の通話管理ノードサーバー

UDP: 5060, 1000028000

お客様固有のファイアウォールおよび We プロキシ設定
承認済みの Cisco® および Polycom® デバイスをサードパーティ製品と統合している場合は、H.460サーバーの IP アドレスが提供されます。
ファイアウォールで、ネットワークから次の送信先ポートへのアウトバウンドアクセスが可能になるように設定してください。
注：次のポートは、ステートフル・ファイアウォールがシンメトリック UDP 対応であると仮定しています。
送 信 元 IP

送信元ポート

送 信 先 IP

送信先ポート

説明

サードパーティーのシステム

UDP: 1719

Lifesize H.460 サーバー

UDP: 1719

H.460/RAS 信号

サードパーティーのシステム

TCP: 任意

Lifesize H.460 サーバー

TCP:1720

H.460/H.225.0/Q.931通話設
定信号

サードパーティーのシステム

TCP: 任意

Lifesize H.460 サーバー

TCP: 2000020200

H.460/H.245 通話コントロール
信号

サードパーティーのシステム

UDP: 任意

Lifesize H.460 サーバー

UDP: 6768, 6769

H.460.19 多重化 RTP/RTCP
メディア。サードパーティーデバイ
スに暗号化が可能な設定がされ
ている場合、SRTP を使用。

サードパーティーのシステム

TCP: 任意

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 389

認証済み LDAP（非 TLS）ディ
レクトリサービス

サードパーティーのシステム

TCP: 任意

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 636

認証済み LDAP（TLS）ディレク
トリサービス

サードパーティーのシステム

TCP: 任意

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 80

認証済み SOAP（HTTP）ディレ
クトリサービス

サードパーティーのシステム

TCP: 任意

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 443

認証済み SOAP（HTTPS）ディ
レクトリサービス

サブドメイン
一部のファイアウォールシステムではワイルドカードをホワイトリストに登録できないため、すべてのサブドメインを個別にホワイトリストに登録する必要があります。
ファイアウォールの設定に関する詳細は、ネットワークポートを開くを参照してください。

*.lifeizecloud.com
*.lifesizecloud.com ワイルドカードをホワイトリストに登録できない場合にのみ含める必要があるサブドメインのリストは、以下の通りです。
サブドメインリスト

サブドメインの使用

api.lifesizecloud.com

管理者コンソールでの API へのアクセス

calendarservice.lifesizecloud.com

Icon のカレンダーサービス

call.lifesizecloud.com

［電話をかける］ページ

callmanager.lifesizecloud.com

直接メディアをサポートするクラウドブラウザ/デスクトップクライアント

cdn.lifesizecloud.com

Icon の自動ソフトウェアアップデート

cfdwh.lifesizecloud.com

データウェアハウス

direct.lifesizecloud.com

直接メディア用

directory.lifesizecloud.com

管理者コンソールディレクトリサービス

download.lifesizecloud.com

アプリケーションとアップデートのダウンロード

eblogin.lifesizecloud.com

推奨されていません

ecommerce.lifesizecloud.com

E コマース

galapi.lifesizecloud.com

Dash サポート

guest.lifesize.com

ゲストの呼出し

images.lifesizecloud.com

管理者コンソールで使用

launch.lifesizecloud.com

Internet Explorer 用 Web アプリ

live.lifesizecloud.com

記録サービス

local.lifesizecloud.com

デスクトップサービス

login.lifesizecloud.com

Web アプリへのログイン

lync.lifesizecloud.com

Skype for Business の相互運用性

manage.lifesize.com

Lifesize Cloud の管理、Icon のペアリング

manage.lifesizecloud.com

管理者コンソール

mediastats.lifesizecloud.com

クライアントの通話の統計

nucleusproxy.lifesizecloud.com

クライアント用マイクロサービス

outlook.lifesizecloud.com

Outlook のプラグイン

phonehd.lifesizecloud.com

HD Phone の構成

present.lifesizecloud.com

Dash でのワイヤレス共有

phonehd.lifesizecloud.com

HD Phone の構成

present.lifesizecloud.com

Dash でのワイヤレス共有

primlb.lifesizecloud.com

アプリケーションのチャットサービス

shop.lifesizecloud.com

E コマース

software.lifesize.com

Lifesize Icon 会議室システムのモデルで使用されるライセンスサーバー

stream.lifesizecloud.com

ライブストリームを見るためのエントリーポイント

webapp.lifesizecloud.com

Web アプリサービス

webmodule.lifesizecloud.com

デスクトップクライアント

*.aptrinic.com
*.aptrinsic.com ワイルドカードをホワイトリストに登録できない場合にのみ含める必要があるサブドメインのリストは、以下の通りです。
サブドメインリスト

サブドメインの使用

app.aptrinsic.com

管理者用画面の Gainsight ページ

websdk.aptrinsic.com

管理者用画面の Gainsight ページ

esp.aptrinsic.com

管理者用画面の Gainsight ページ

*.amazonaw.com
*.amazonaws.com ワイルドカードをホワイトリストに登録できない場合にのみ含める必要があるサブドメインは以下の通りです。
サブドメインリスト

サブドメインの使用

s3uswest2.amazonaws.com

アプリケーションの更新と Icon の壁紙の取得

*.google.com
*.google.com ワイルドカードをホワイトリストに登録できない場合にのみ含める必要があるサブドメインのリストは、以下の通りです。
サブドメインリスト

サブドメインの使用

accounts.google.com

Google サインイン

apis.google.com

API アクセス

content.googleapis.com

API アクセス

アカウントの構成
会社の環境に Lifesize のクラウドベースのサービスに統合できるよう、Lifesize アプリを設定します。
電子メール ダイヤルを有効化
Microsoft Lync 2013 および Skype for Business 2015 のフェデレーション
Skype for Business Online のフェデレーション

カレンダーの統合設定
Lifesize は、お好みのメールカレンダーシステムと統合できます。管理コンソールのカレンダーサービスで Lifesize Icon を購読するには、この統合を適切に設定する必要があります。
統合するためには、カレンダープロバイダに会議室システム専用メールボックスを作成し、適切なアクセス権を設定することを推奨します。
Microsoft® Office® 365 での会議室用メールボックス作成 についての詳細
Microsoft® Exchange Server 2013 および 2016 での会議室用メールボックス作成についての詳細
G Suite（旧 Google Apps for Work）での会議室用メールボックス作成についての詳細

あなたの Lifesize Icon は、会議室に関連付けられる必要があります。詳細をご覧ください。

Microoft Office 365 および Microoft xchange erver 2013 の場合
初期設定時には、お客様の Microsoft Office 365 または Microsoft Exchange Server アカウントに対して、管理者の認証情報が必要になります。
カレンダーとの統合を設定すると、カレンダーサービスで Lifesize Icon を購読 することができます。

G uite（ 旧 Google App for Work）の場合
初期設定で、Lifesize が Google サービスと通信できるように G Suite API を有効にする必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
カレンダーとの統合を設定すると、カレンダーサービスで Lifesize Icon を購読 することができます。
Lifesize アプリでカレンダーを統合する方法の詳細については、次のビデオをご覧ください。

電子メール ダイヤルを有効化
会社内の Lifesize ユーザーに対する電子メール ダイヤルを有効にするには、DNS SRV レコードを設定します。
次の例では、@myCompany.com へのすべての SIP および H.323 通話は、lifesizecloud.com にリダイレクトされます。
注：末尾のピリオドはすべて意図的に挿入された必須のものです。
; SRV records
_sip._udp.mycompany.com.

180

IN

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_sip._tcp.mycompany.com.

180

IN

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_h323ls._udp.mycompany.com.

180

IN

SRV

0

0

1719

lifesizecloud.com.

_h323cs._tcp.mycompany.com.

180

IN

SRV

0

0

1720

lifesizecloud.com.

Microsoft Lync 2013
Lifesize Cloud は、Skype for Business 2015 および Microsoft Lync 2013 環境をサポートしています。オープンフェデレーションとして設定されていない場
合は、フェデレーションパートナーとして lync.lifesizecloud.com を追加してください。 また、以下のものが必要です：
エッジ サーバーにインストールされている公的に発行された証明書
ファイアウォールの設定に関する詳細は、 Microsoft Lync および Skype for Business セクションの ［ネットワークポートの開放］ をご覧ください。
Lync ドメイン用に更新された SRV レコード

Microoft Lnc 2013 のフェデレーション
Lync 2013 サーバーと Lifesize のクラウドベースのサービスの間のフェデレーションを開始するには：
1. Microsoft Lync Front End または Standard Edition Server にログインし、Microsoft Lync のコントロール パネルを開きます。
2. Microsoft Lync のサーバーコントロールパネルで、［フェデレーションと外部アクセス］ を選択します。
3. ［外部アクセスポリシー］ ペインで、フェデレーション ユーザー アクセスを有効にします。 ［編集］> ［詳細の表示］ をクリックして、［フェデレーションユ
ーザーとの通信を有効にする］を選択します。
4. ［アクセスエッジ構成］ ペインで、［フェデレーションを有効にする］ と ［パートナードメインの発見を有効にする］ を選択します。
5. ［SIP フェデレーション ドメイン］ ペインで、lifesizecloud.com をポイントとする新しいドメインを追加します。アクセスエッジサービス（FQDN）
は、lync.lifesizecloud.com になります。

Skype for Business Online のフェデレーション
Lifesize のクラウドベースのサービスは、Skype for Business Online 環境をサポートしています。
Skype for Business Online がオープンフェデレーションとして設定されていない場合は、フェデレーションパートナーとして lifesizecloud.com を追加する必
要があります。Skype for Business 管理センターにログインして、lifesizecloud.com を許可されるドメインとして追加してください。
ファイアウォールの設定に関する詳細は、Skype for Business Online セクションの ［ネットワークポートの開放］ をご覧ください。
Skype for Business クライアントのあるローカルネットワークも、外部の UDP を許可する必要があります。

直接メディア
直接メディア（ポイントツーポイント接続）
ポイントツーポイント接続とは、2つのノードまたはエンドポイント間の通信パスのことです。Lifesize のクライアント間でポイントツーポイント接続を行うと、
Lifesize cloudbased service 経由でメディアをリレーしなくても、社内のネットワークにて、またはホームオフィスと社内ネットワークの直接接続にて、メディア
（音声、動画、コンテンツ）を転送することができます。
直接メディアなしのポイントツーポイント

直接メディアありのポイントツーポイント

社内ネットワーク経由で接続するか、もし可能ならホームオフィスやその他のローカルネットワークと直接的に相互接続すると、デバイス間のパスを短縮できるた
め、遅延を軽減でき、接続パフォーマンスが改善されます。ロジカルなパスを利用できることが多い、同じ場所や敷地内から接続するときは、より直接的なルー
トで接続することで、不要なインターネット接続を回避することができます。こうしたポイントツーポイント接続でも、やはりシグナリングトラフィックには Lifesize サ
ーバーを使用しますが、リアルタイムメディアと比較すると、データ量はわずかで済みます。
ポイントツーポイント接続が拡大してきたり、動画や音声フォーマットの変換（トランスコード）が必要になったりした場合は、遅延や中断なく、クライアントにて自
動的にメディアを Lifesize フロントエンドサーバーにリレーします。
Lifesize では、双方向接続性確立（ICE）の形式（Lifesize のクライアント間でのポイントツーポイント接続の際に、最適なパスを自動的に決定してトラフィック
をルート）を活用しています。ICE では、ロジカルアプローチにて、通過するホップやデバイスの数を最小限に留めた形で、メディアのための最適なルートを特定し
ます。STUN（Session Traversal Utilities for NAT）や TURN（Traversal Using Relay around NAT）のような技術を活用することで、シーケンスで UDP 接
続を採用しても、TCP 接続を採用しても、ICE が排除プロセスで機能し、その接続でのメディアのルーティングに最適なパスを見つけます。
以下は、Lifesize の直接メディアクライアント接続を行うときに辿るプロセスです。
注：直接メディアのファイアウォール設定の確認に関する詳細は、ネットワークポートを開く（ポート3478と443）および IP アドレス を参照してください。
1. 直接メディア（ローカルメディア）  まずは、ファイアウォールを経由せず、UDP のローカルネットワークにて、メディアを相手方クライアントに直接転送
することを試みます。このメディアパスが不可能なら、システムは以下のステップを試みます。
2. 直接メディア（STUN リフレクシブ)  利用できるローカルルートがない場合、クライアントはローカルのファイアウォールを抜けて UDP にてメディアを転
送し、インターネットを経由して相手方のファイアウォールへ辿り着こうとします。もしこのプロセスが成功しなかった場合、システムは以下のステップを試
みます。
3. 直接メディア（UDP 経由の TURN） – 直接でも STUN リフレクシブでもメディアの転送が不可能であった場合、クライアントはローカルのファイアウォ
ール経由で UDP ポート3478から、最も近い TURN サーバーへ接続し、Lifesize のフロントエンドサーバーを迂回して、相手方のクライアントにトラフ
ィックをリレー（またはプロキシ）しようとします。もしこのプロセスが成功しなかった場合、システムは以下のステップを試みます。
4. リレー（UDP） – 直接メディア接続が不可能な場合（UDP 3478 が外にブロックされているか、直接メディア TURN サーバーがアクセス不可である
か、動画/音声フォーマットのコード変換が必要である）、クライアントは一旦後退し、UDP ポート（1000028000）を使用して Lifesize のフロントエン
ドサーバー経由でトラフィックをリレーします。
5. リレー（TCP 経由の TURN）  外向きの UDP 接続がローカルネットワークでは許可されていない場合、メディアは TCP ポート433（TURN）からロ
ーカルファイアウォールを経由して Lifesize のフロントエンドサーバーへと到達し、そこから相手方のクライアントへ送信されることになります。

直接メディアのシナリオについての詳細は、Lifesize のテクニカルサポートまでお問い合わせください。

アカウントの設定
管理者コンソールから Lifesize アカウントを設定します。
ナビゲーションメニューから、

[アカウントの設定] をクリックします。

アカウントの詳細
一般設定
会議設定
デバイス設定
ダウンロード
シングルサインオン（有効な場合）
リクエストのマージ

アカウントの詳細
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[アカウントの設定] をクリックします。

3. アカウントの詳細タブを選択します。

アカウントの種類と機能
アカウントの種類、更新日、アップグレードオプションを表示し、アカウントの機能について確認することができます。

アカウント統合
無料またはトライアル Lifesize アカウントの管理者は、アカウントを既存の Lifesize アカウントに統合するようリクエストすることができます。管理者のメールアド
レスを、参加したい Lifesize のアカウントに入力します。[リクエスト送信] をクリックします。リクエストが送信されると、ステータスは [保留中] になります。詳細に
ついては、[統合リクエスト] をご覧ください。

アカウントサポート
Lifesize サポートにアカウントへの一時アクセスを許可すると、一時的なアクセスコードを生成し、問題のトラブルシューティングに役立てることができます。

一般設定
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[アカウントの設定] をクリックします。

3. 一般設定タブを選択します。
デフォルトの言語：お客様のアカウントのデフォルトの言語を選択します。グループの言語は、下記の状況下で使用されます。

新規ユーザーのデフォルトのアプリ言語は、ユーザーのシステムまたはブラウザの言語です。システムまたはブラウザの言語が検出できない場合、または
Lifesize がサポートしていない言語の場合は、デフォルトのグループの言語が表示されます。ユーザーは、自分の個人用アプリの言語を、サポートされ
ている言語のいずれかに変更することができます。
Icon のイベントアラートメールは、グループの言語を使用します。有効なアカウントに適用可能な場合、会議室システム監視の電子メールアラート
は、グループの言語設定で定義されている言語で送信されます。

チャット：アカウントのすべてのユーザーに対してチャットを有効または無効にします。
録画と共有：録画オプションを設定し、共有権限を設定します。

記録を許可：通話、会議、Live Stream イベントの記録を許可します。

記録の全体公開共有を許可：ユーザーがパブリックリンクを使用してグループ外で通話と会議の記録を共有できるかどうかを指定します。会議また
は記録の所有者は、Lifesize グループ内の閲覧者を決定します。注：お客様のアカウントで記録が有効になっている必要があります。

ドメインフィルター：セキュリティを強化するために、新しいユーザーアカウントを特定のドメインに制限します。ドメインと一致しないメールアドレスを使用してアカウ
ントに参加しようとするユーザーには、エラーが表示されます。たとえばフィールドに @companyname.com と入力すると、@companyname.com 以外のメー
ルドメインを使用している新しいユーザーアカウントを作成できなくなります。管理者は、許可された電子メールアドレスを持つ新しいユーザーを自動的に承認し
たり、許可された電子メールアドレスを持たない新しいユーザーがアカウントに参加するのを制限したりできます。

チャットの統合：ご利用中の Microsoft Teams または Slack アカウントと統合できます。

会議設定
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[アカウントの設定] をクリックします。

3. 会議の設定タブを選択します。
電話番号： 音声会議がサブスクリプションに含まれている場合、会議の招待にダイヤルイン番号を含めるオプションがあります。
メイン番号、および追加の電話番号を最大 3 件選択して、メールやカレンダーの招待状や、ゲストユーザーのための [Call Me] ページに表示します。メイン番号
を選択していない場合、米国内の電話番号がデフォルトで表示されます。選択したメイン番号は、Lifesize アプリの［マイプロフィール］、および Lifesize Icon、
Lifesize Phone の［マイ情報画面］にも表示されます。

会議への招待：会議への招待に表示する情報を選択します。

すべての会議の招待に会議の暗証番号を表示する： 会議の主催者ではなくても、すべての会議の招待に暗証番号を表示するオプション。暗証番号はオ
プションであり、会議に必須ではありません。注：会議の主催者には常に暗証番号が表示されます。暗証番号が表示されない場合、他のユーザーまたは出席
者は保護された会議の会議主催者に連絡する必要があります。
他の接続方法：他の接続方法へのリンクを追加するオプション。
Skype for Business： Skype for Business アプリから会議に参加するためのリンクを含めるオプション（Skype for Business アドオンが必要です）。
会議室からの接続： Lifesize 会議室から会議に参加する方法に関する情報を追加するオプション。

会議のレイアウト：すべての通話や会議で使用するデフォルトの画面レイアウトを選択します。
オプション1：アクティブなスピーカーを常に大きく表示します。
オプション2：参加者が4人を超えるまで、参加者を均等に表示し、4人を超えたらアクティブなスピーカーを大きく表示します。

アクティブでない会議：アクティブでない会議が期限切れになり、自動的に削除されるまでの日数を設定します。
Lifesize ディレクトリを整理しておくために、非アクティブな会議を自動的に削除するクリーンアップ機能を提供しています。
直近のアクティビティ後に、会議を保持する日数を設定できます。新しいアカウントには、デフォルトで 0 日が設定されています。最大 365 日まで設

アクティブでない会議：アクティブでない会議が期限切れになり、自動的に削除されるまでの日数を設定します。
Lifesize ディレクトリを整理しておくために、非アクティブな会議を自動的に削除するクリーンアップ機能を提供しています。
直近のアクティビティ後に、会議を保持する日数を設定できます。新しいアカウントには、デフォルトで 0 日が設定されています。最大 365 日まで設
定できます。注 ：日数を 0 に設定すると、会議が期限切れになることはありません。
「まもなく期限切れ」 ラベルは、7 日以内または自分が設定した日数（7 日未満の場合）以内に期限が切れる会議の隣に表示されます。会議の
有効期限が切れると、会議は削除されます。会議室に電話をかけると、その会議はアクティブな会議としてリセットされます。 カーソルをラベルに重ね
ると、非アクティブな会議の有効期限が切れるまでの日数が表示されます。検索機能を使用して 検索フィールド に「まもなく期限切れ」と入力すれ
ば、まもなく期限が切れる会議を検索できます。
有効期限を短い期間に変更すると、確認画面に変更の結果として削除される会議のリストが表示されます。非アクティブな会議を削除するには、
削 除をクリックします。会議を削除しない場合は [キャンセル] をクリックしてから、会議室に電話またはチャットしてください。これにより、有効期限のク
ロックがリセットされます。
設定した有効期限が 7 日未満の場合は、設定した日数ちょうどにラベルが表示されます。
「最後の使用日」が存在しない会議は削除されません。例えば、会議を作成したものの、実際に通話やチャットを行わなかった場合、その会議には
「最後の使用日」が存在しないことになります。

Icon の設定
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[アカウントの設定] をクリックします。

3. Icon の設定タブを選択します。
Lifesize Icon イベントアラート：メールアドレスを入力して、Lifesize がシステムイベントアラートを送信できるようにします。ユーザーのメールアドレス、またはアラートを受
信するために設定した専用のアカウントを指定できます。ご自身の課題追跡システム宛にアラートを直接送信することもご検討ください。
Icon カスタム背景：Lifesize Icon 用にお好みの背景を選択するか、[背景なし] を選択します。デフォルトの Lifesize 画像以外のカスタム背景画像を使用する場合
は、使用したい画像ファイルを選択、アップロードしてください。画像ファイルは PNG 形式にする必要があります。詳細については、［Lifesize Icon システムのカスタマイズ］を
ご覧ください。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

Lifesize Icon イベントアラート
Lifesize は、Lifesize Icon のヘルスの積極的な監視を容易にします。Lifesize は条件の状態を監視し、アラート条件を検知すると、電子メールによる通知
で即座に警告します。アラート通知は管理者コンソールで設定します。
Lifesize は、次の条件が成立した場合にアラートを送信します。
イベントタイプ

説明

オフライン

この Lifesize Icon が 3 分間以上オフラインになっている。

オフライン
マイクが切断されている

この Lifesize Icon が、ソフトウェアアップグレードの開始後 40 分以上オフライン
になっている。
マイクが 3 分以上切断されている。

ディスプレイが切断されている

ディスプレイが 3 分以上切断されている。

電話が切断されている

電話が 3 分以上切断されている。

SIP2 レ ジ ス ト レ ー シ ョ ン の 失 敗

SIP レジストラ 2 が 3 分以上切断されている。

大幅な音声パケット損失

通話に 3% を超える音声パケット損失があった。

深刻な音声パケット損失
大幅な映像パケット損失
深刻な映像パケット損失

通話に 100% の音声パケット損失があった。
通話に 3% を超える映像パケット損失があった。
通話に 100% の映像パケット損失があった。

アラートの設定
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[アカウントの設定] をクリックします。

3. Icon の設定タブを選択し、[アラートを有効にする] を選択します。
4. Lifesize がアラートの送信に使用するメールアドレスを入力します。
5. ［更新］ をクリックします。
ヒント：専用のメールアカウント宛にメールアラートを送信することをご検討ください。複数の Icon を配備した大規模組織の場合は、課題追跡システムにメール
アラートを送信することをご検討ください。
注 ： Icon のステータスは、管理者コンソールの ［ルームシステム］ ページにアクセスすると、いつでもチェックできます。
［ネットワークポートの開放］ を参照して、あなたのネットワークから、Lifesize Icon ヘルスモニタリングのための指定された送信先ポートへのアウトバウンド・アクセ
スがファイアウォールで許可されていることを確認します。

Lifesize Icon システムをカスタマイズする
Lifesize Icon システムを Lifesize のクラウドベースのサービスに接続している場合は、カスタムの背景画像をアップロードできます。
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[アカウントの設定] をクリックします。

3. Icon の設定タブを選択します。
4. [Icon のカスタム背景] セクションまでスクロールして [カスタム背景] を選択し、アップロードするファイルをドロップするか、[参 照] をクリックして画像ファイ
ルを選択します。画像ファイルは PNG 形式にする必要があります。
5. [更 新] ボタンをクリックして、 ファイルを Lifesize Icon システムにアップロードします。
通話中でない場合は、すべての Lifesize Icon システムに、カスタム背景画像が表示されます。ユーザーが Lifesize Phone またはリモートのボタンを押すと、シ
ステムがこちら側のカメラビューを表示します。会議室でデュアルスクリーンをご利用の場合は、両方の画面にカスタム背景画像が表示されます。
画像を変更するには、新しいカスタム背景画像ファイルをロードします。
Lifesize Icon システムから画像を削除するには、[背景なし] をクリックしてから、[更 新] をクリックします。

Lifesize デスクトップアプリの MSI
Lifeize Window（MI）インストーラーの使用とカスタマイズ
新しい Lifesize アプリの Windows デプロイメント用設定可能 MSI ファイルを http://download.lifesizecloud.com/download?platform=msi からダウンロー
ドします。
MSI を実行すると、thelifesize_app.exe と（同梱の）settings.json ファイルが %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer フォルダーにコピーされます。また、
ログイン時にこのインストーラーを実行する「Run」キーが Windows レジストリに挿入されます。
ユーザーの次回ログイン時（再起動またはログアウト後）に、lifesize_app.exe が実行され、%LOCALAPPDATA%\lifesize_app に Lifesize アプリケーショ
ンがインストールされます。Lifesize アプリケーション自体が実行され、これらの設定を開始する前に %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer から
%AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings フォルダーに settings.json ファイルがコピーされます。settings.json ファイルのタイムスタンプは現在の日
時ではなく、この処理が正常に完了した日付を示します。
デフォルト設定を変更するため、IT 組織は「dark.exe」で MSI を逆アセンブルし、組み込まれる設定ファイルを変更することができます。あるいは、
linking/light.exe （compiling/candle.exe ではなく）のみが必要となるように WIX ソース自体および/または .wixobj ファイルを提供できます。
MSI インストーラーはアプリのインストーラーを配布するための媒体であることに注意してください。アプリは %PROGRAM FILES% フォルダーのインストーラーを
介して %LOCALAPPDATA% にインストールされ、通常どおり %LOCALAPPDATA% 内で更新されます。

例
これは、組織全体で設定をカスタマイズしたファイルを配布できるように、.MSI ファイルを「編集」する方法の1つです。これは標準的な方法であり、Lifesize 固
有の方法ではないため、IT 部門用の例/ガイダンスとして提供されます。
手順

コマンド

WiX ツールセットをダウンロードおよびインストールします。
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
WiX ツ ー ル セ ッ ト パ ス を シ ス テ ム パスに追加します。

set path=%path%;%WIX%\bin

lifesize MSI を 特 定 の パ ス （c:\msi\Lifesize.msi など）にダウンロードします。
MSI がダウンロードされたフォルダーに移動します。

cd c:\msi

msi か ら キ ャ ビ ネ ッ ト コ ン テ ン ツ と WiX ソ ー ス ファイルを展開します（dark.exe を 使 用 ） 。

dark Lifesize.msix .

希望どおりに .\File\settings.json ファイルを編集します。JSON 形式を崩さないようにしてください。

WiX ソ ー ス ファイルを処理してコンパイルします。

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobjLifesize.wxs

新 し い Windows インストーラー（MSI）ファイルをリンク、バインド、作成します。

light sval ext WixNetFxExtension out
"NewLifesize.msi""Lifesize.wixobj

この時点で、設定をカスタマイズした新しい Windows インストーラー MSI ファイルが作成され、組織の他の部門に配布できます。独自の証明書および
signtool.exe を使用して、新しく作成した MSI に署名することをお勧めします（https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtool
exe）。

Lifesize デスクトップアプリの MSI
Lifeize Window（MI）インストーラーの使用とカスタマイズ
新しい Lifesize アプリの Windows デプロイメント用設定可能 MSI ファイルを http://download.lifesizecloud.com/download?platform=msi からダウンロー
ドします。
MSI を実行すると、thelifesize_app.exe と（同梱の）settings.json ファイルが %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer フォルダーにコピーされます。また、
ログイン時にこのインストーラーを実行する「Run」キーが Windows レジストリに挿入されます。
ユーザーの次回ログイン時（再起動またはログアウト後）に、lifesize_app.exe が実行され、%LOCALAPPDATA%\lifesize_app に Lifesize アプリケーショ
ンがインストールされます。Lifesize アプリケーション自体が実行され、これらの設定を開始する前に %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer から
%AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings フォルダーに settings.json ファイルがコピーされます。settings.json ファイルのタイムスタンプは現在の日
時ではなく、この処理が正常に完了した日付を示します。
デフォルト設定を変更するため、IT 組織は「dark.exe」で MSI を逆アセンブルし、組み込まれる設定ファイルを変更することができます。あるいは、
linking/light.exe （compiling/candle.exe ではなく）のみが必要となるように WIX ソース自体および/または .wixobj ファイルを提供できます。
MSI インストーラーはアプリのインストーラーを配布するための媒体であることに注意してください。アプリは %PROGRAM FILES% フォルダーのインストーラーを
介して %LOCALAPPDATA% にインストールされ、通常どおり %LOCALAPPDATA% 内で更新されます。

例
これは、組織全体で設定をカスタマイズしたファイルを配布できるように、.MSI ファイルを「編集」する方法の1つです。これは標準的な方法であり、Lifesize 固
有の方法ではないため、IT 部門用の例/ガイダンスとして提供されます。
手順

コマンド

WiX ツールセットをダウンロードおよびインストールします。
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
WiX ツ ー ル セ ッ ト パ ス を シ ス テ ム パスに追加します。

set path=%path%;%WIX%\bin

lifesize MSI を 特 定 の パ ス （c:\msi\Lifesize.msi など）にダウンロードします。
MSI がダウンロードされたフォルダーに移動します。

cd c:\msi

msi か ら キ ャ ビ ネ ッ ト コ ン テ ン ツ と WiX ソ ー ス ファイルを展開します（dark.exe を 使 用 ） 。

dark Lifesize.msix .

希望どおりに .\File\settings.json ファイルを編集します。JSON 形式を崩さないようにしてください。

WiX ソ ー ス ファイルを処理してコンパイルします。

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobjLifesize.wxs

新 し い Windows インストーラー（MSI）ファイルをリンク、バインド、作成します。

light sval ext WixNetFxExtension out
"NewLifesize.msi""Lifesize.wixobj

この時点で、設定をカスタマイズした新しい Windows インストーラー MSI ファイルが作成され、組織の他の部門に配布できます。独自の証明書および
signtool.exe を使用して、新しく作成した MSI に署名することをお勧めします（https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtool
exe）。

Microsoft Outlook アドインの MSI
Lifeize Microoft Outlook アドイン インストール パッケージの使用（MI）
MSI ファイルを使用すると、組織全体で Lifesize Microsoft Outlook アドインを簡単にデプロイすることができ、インストール後は自動で更新できるようになりま
す。管理者コンソールから、新しい Outlook アドインの Windows デプロイメント用の MSI ファイルをダウンロードします。
MSI を実行すると、setup.exe、outlook.bat、outlook.vbs がファイルが %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize Outlook Installer フォルダーにコピーされま
す。また、ユーザーがマシンにログインしたときにこのインストーラーを実行する「Run」キーが Windows HKLM レジストリに挿入されます。
ユーザーの次回ログイン時（再起動またはログアウト後）に、setup.exe が起動し、VSTO マニフェストがダウンロードされ、%LOCALAPPDATA%\Apps\2.0
の VSTO ClickOnce (GUIDkeyed) フォルダーにアドインがインストールされます。Outlook を実行すると、この場所からアドインがロードされます。ClickOnce
は、https://outlook.lifesizecloud.com で新しいバージョンを検出すると、アドインを自動的に更新します。

SSO 構成
始める前に
Lifesize サブスクリプションに SSO が含まれていることを確認してください。
御社が SAML 2.0 準拠の IdP または ID フレームワークを使用していることを確認してください。Lifesize を信頼できるアプリとして登録するには、ID プラットフォーム設定を行う必要があります。

1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[アカウントの設定] をクリックします。

3. SSO タブを選択します。
Lifesize アプリは、SAML 2.0 準拠の ID プロバイダ（IdP）を使用して、シングルサインオン（SSO）をサポートします。ID プロバイダの設定を変更・確認して、シングルサインオンに使用できます。

希望の操作
Lifesize 管理者コンソールで設定する
AD FS を使用した設定
Okta ID 管理を使用して設定する
Microsoft Azure を使用して設定する

管理者コンソールで設定する
IdP を設定する
設定は各 IdP により異なります。Lifesize では、IdP でこれらの設定が必要です。
アサーション・コンシューマ・サービス（ACS）のURL： https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
属性名やステートメント （名、姓、 メールアドレス） 。これらは Lifesize アプリのものと一致する必要があります。 注 ：以下の［名前 ID］フォーマットが必要です。

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient
エンティティ ID：

https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

シングルサインオンのリクエストを受信するために IdP が使用する URL。この URL は、Lifesize アプリの ［ログイン URL］ フィールドの値と一致する必要があります（［ 詳
細設定］>［SSO 統 合 ］）。
デフォルトのリレー状態：Lifesize アプリで ［リレー状態］ フィールドと一致します。 注 ：［リレー状態］ フィールドは、 Lifesize アプリ で設定を入力し、［ テ ス ト ］ をクリックし
た後に入力されます。下の 「SSO の設定」を参照してください。
X.509 エンコードされたセキュリティ証明書:

証明書ここから
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYDVQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExE
jAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UECgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQ
QDDBFsaWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1lbnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4
XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlowgaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJ
QmFuZ2Fsb3JlMREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAYBgNVBAMMEWxpZmVza
XplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSI
b3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JUsS1ldHXRR7Z
JhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aVjQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7Lf
rEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQVHIjQ
vW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgOSiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAg
MBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hq
wXzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30NMgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75
k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/97sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAU
z7jMi1LUMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWr
tIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTssV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq
0AkCNg542kTWgvWjt証明書ここまで

Lifeize アプリでの O の設定

1. Lifesize 管理者コンソールにサインインします。
2. プロファイル 名をクリックし、 ［詳細設定］ >［SSO の設定］ を選択してこれらのフィールドを完了します：
ID プロバイダ発行者：IdP 設定インターフェースで利用可能な、IdP の固有識別子。
ログイン URL： IdP がシングルサインオンのリクエストを受信する URL。
X.509 証明書：IdP が生成するセキュリティ証明書のためにエンコードされた情報。
名、姓、メールアドレス： SAML がユーザーを 識別するために使用する属性。IdP が Lifesize ログインサービスにこれらの属性を送信し、ログインサービスがこれらの属性
を使用してユーザーごとにアカウントを作成します。

2. IdP と Lifesize アプリの設定が完了したら［テスト］をクリックし、設定を確認します。IdP に対して設定が検証されます。
3. テストが成功したら、［更新］ をクリックして SSO を有効にします。
4. ［リレー状態］フィールドから URL をコピーしてから、それを IdP のデフォルトリレー状態として入力します。注 ： ［リレー状態］ フィールドは、 Lifesize
アプリ で設定を入力し、 ［テスト］ をクリックした後に入力されます。IdP が開始したフローが Lifesize アプリで正しく動作するには、［リレー状態］の設
定が必要です。

AD FS を使用した設定
これらの手順は、Microsoft の Active Directory フェデレーションサービス（AD FS）2.0 を使用していることを前提としています。それ以降のバージョンを使用し
ている場合は、 イントラネットフォーム認証 が有効になっていることを確認してください（［認証ポリシー］>［プライマリ認証］>［イントラネットフォーム認
証 ］）。

AD F の設定
1. AD FS 管理コンソールにログインします。
2. 左側のナビゲーションペインで、 ［証明書利用者信頼］を選択します。右側のナビゲーションペインで、 ［証明書利用者信頼の追加］をクリックしま
す。
3. ［開始］をクリックします。
4. ［データソースの選択］で、 ［手動で証明書利用者についてのデータを入力する］を選択します。
5. ［表示名の指定］に、作成している証明書利用者の名前（およびメモ）を入力します（Lifesize Cloud など）。
6. ［AD FS 2.0 プロファイル］を選択します。
7. ［サービス］>［証明書］に移動します。
8. ［トークン署名証明書］を選択し、右クリックして［プロパティ］を開きます。証明書の詳細ペインで、［Base64 CER ファイル］にエクスポートします。
9. [Base64 CER ファイル] をテキストエディタで開き、管理者コンソールのペインで中身を [X.509認証セクション] にペーストします。必ず、[Begin] と
[End] セクションが含まれていることを確認してください。
10. Lifesize X.509 セキュリティ証明書をコピーし、lifesize.crt というファイルに保存します。
証明書ここから
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
証明書ここまで

11. ［AD FS］>［証明書の設定］で、 ［参照］ボタンを使用して証明書を見つけ、それをアップロードしてから ［次へ］をクリックします。
12. ［URL の設定］で、［SAML 2.0 WebSSO プロトコルのサポートを使用］を選択し、次の URL を入力します

11. ［AD FS］>［証明書の設定］で、 ［参照］ボタンを使用して証明書を見つけ、それをアップロードしてから ［次へ］をクリックします。
12. ［URL の設定］で、［SAML 2.0 WebSSO プロトコルのサポートを使用］を選択し、次の URL を入力します
https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs

13. ［設定識別子］で、 ［利用者信頼識別子］ にこの URL を入力し、必ず閉じスラッシュ / を入れてください：
https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

14. ［追加］ をクリックし、表示リストに識別子を移動してから、 ［次へ］をクリックします。
15. ［発行承認規則の選択］で、 ［すべてのユーザーに対してこの証明書利用者へのアクセスを許可する］を選択してから、 ［次へ］をクリックしま
す。
16. ［信頼の追加準備完了］で設定を確認してから、 ［次へ］ をクリックし、AD FS 設定データベースに証明書利用者の信頼を追加します。
証明書利用者が作成および定義されます。次に、この証明書利用者が Active Directory と通信する方法を決定する要求規則を作成します。

要求規則の追加
1. ［要求規則の編集］ ウィンドウが開いていない場合は、作成した証明書利用者を右クリックし、（［信頼関係］>［証明書利用者信頼］） ［要求
規則の編集］ を選択します。
2. ［発行変換規則］ タブを選択してから、 ［規則の追加］をクリックします。
3. 要求規則テンプレートのドロップダウンメニューから ［LDAP 属性を要求として送信］ を選択し、 ［次へ］をクリックします。
4. [規則の設定] で、「AD からの電子メール属性を取得」といった目的を説明する名前を付けます。
5. 属性ストアのドロップダウンメニューで ［Active Directory］ を選択します。
6. ローカルの ［LDAP 属性］を、一致する ［出力方向の要求の種類］ 値にマップします。 属性名や文 （名、 姓、メールアドレスなど） は、Lifesize
Cloud のものと一致する必要があります。
7. ［完了］をクリックします。
8. ［要求規則の編集］で ［発行変換規則］ タブを選択してから 、［規則の追加］をクリックします。
9. ［要求規則テンプレートの選択］ で［カスタム規則を使用して要求を送信］ を 選択してから、 ［次へ］をクリックします。
10. 名前を割り当ててから、 ［カスタム規則］ フィールドにこの定義を入力します：
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]
=> issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

11. ［完了］をクリックしてから、 ［OK］ または ［適用］をクリックして規則を保存します。
12. メインの［AD FS］ウィンドウで、左のナビゲーションから［証明書利用者信頼］を選択します。
13. 追加した［証明書利用者信頼］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。
14. ［署名］タブを選択してから、［追加...］をクリックします。
15. 保存しておいた証明書ファイル lifesize.crt を見つけ、AD FS にアップロードします。
16. ［詳細設定］タブを選択し、［セキュアハッシュアルゴリズム］を「SHA1」に設定します。
17. 完了したら ［OK］をクリックします。

Lifeize アプリで O を設定、テスト、有効にする
Windows サーバーで AD FS を設定すると、XML ベースのメタ
 データ ファイルが、以下の場所に自動的に作成されます。
https://Your_Domain_Name/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

このメタデータは、ユーザーが認証されると AD FS と Lifesize アプリ間で交換され、証明書信頼の基礎を形成します。
まず、Windows サーバーで FederationMetadata.xml を見つけます。標準 のテキストエディタでこれを開きます。
1. Lifesize 管理者コンソールにサインインします。
2. プロファイル名をクリックし、［詳細設定］を選択します。
3. ［SSO の統合］>［SSO の設定］を開き、AD FS メタデータファイルの内容を使用して、 これらのフィールドを設定します。

1. Lifesize 管理者コンソールにサインインします。
2. プロファイル名をクリックし、［詳細設定］を選択します。
3. ［SSO の統合］>［SSO の設定］を開き、AD FS メタデータファイルの内容を使用して、 これらのフィールドを設定します。
ID プロバイダ発行者：メタデータファイル から <entityID> 属性をコピーし、このフィールドに URL を 貼り付けます。
たとえば、<entityID> 属性は以下のように表示されます：
<EntityDescriptor
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
entityID="http://your_domain/adfs/services/
trust" ID="_ad6616ef6c0d4866b8ed4d2c24e98e91">

このフィールドのエントリは次のとおりです。
http://your_domain/adfs/services/trust

ログイン URL：メタデータファイルから <SingleSignOnService Location> をコピーし、 この フィールドに URL を貼り付けます。
たとえば、<SingleSignOnService Location> 属性は以下のように表示されます：
<SingleSignOnService Location="https://your_domain/adfs/ls/"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTPRedirect"/>

このフィールドのエントリは次のとおりです。
https://your_domain/adfs/ls

証 明 書：X.509 セキュリティ 証明書をメタデータファイルの<Signature> 定義から コピーし、このフィールドに貼り付けます。

注： <KeyDescriptor> 定義に含まれている証明書を使用しないでください。
4. ［SAML の属性マッピング］で、以下のマッピング属性についてメタデータファイルの URI 値を入力します：
名：メタデータ ファイルは、 次のように名を記述する要求の種類が含まれます。
<auth:ClaimType xmlns:auth="http://docs.oasisopen.org/wsfed/authorization/200706"
Optional="true" Uri="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<auth:DisplayName>Given Name</auth:DisplayName> <auth:Description>The given name of the user</auth:Description>
</auth:ClaimType>

［ 名 ］フィールドのエントリは以下のとおりです：
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

姓：同じ 方法にしたがって、 姓の属性を見つけます。この例では、エントリは次のようになります：
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

電子メール：同じ方法にしたがって、メールアドレスの属性を見つけます。この例では、エントリは次のようになります：
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

5. ［テスト］をクリックし、AD FS の ID プロバイダサーバーを 使用して設定を検証します。
6. テストが成功したら、［SSO を使用］を選択してから［更新］をクリックします。
7. ［保存］をクリックします。

Okta ID 管理を使用して設定する
Okta の設定
1. Okta ダッシュボードを表示するには、管理者として Okta にサインインします。ダッシュボードが表示されない場合は、［管理者］ボタンをクリックしま
す。
2. ［アプリケーションを追加］をクリックします。
3. Lifesize Cloud を検索 してから［追加］をクリック します。
4. Lifesize Cloud アプリが［一般設定］タブに表示されます。［次へ］をクリックします。
5. ［Lifesize Cloud を人に割り当てる］で、追加するユーザーを選択して［次へ］をクリックします。
6. 割り当てを確認し、［完了］をクリックします。
7. ［サインオン］タブ を選択し、［セットアップ手順を表示］をクリックして［Lifesize SAML 2.0 を設定する方法］を開きます。
8. Lifesize X.509 セキュリティ証明書をコピーし、lifesize.crt というファイルに保存します。
証明書ここから
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
証明書ここまで

9. ［サインオン］タブで［編集］をクリックし、フィールドを編集可能にします。
10. ［暗号化証明書］で［参照］ をクリックし、作成した lifesize.crt ファイルを選択します。［アップロード］をクリックして、Okta にアップロードします。
11. 完了したら、［保存］をクリックします。

Lifeize 管理者設定の設定
1. Lifesize 管理者コンソールにサインインします。
2. 右上で名前をクリックしてから、［詳細設定］を選択します。
3. ［SSO の設定］セクションで、 Okta で開いた ［Lifesize SAML 2.0 を設定する方法］ウィンドウを参照し、これらのフィールドを完了します。

Lifesize の 設 定

以下を入力します。

ID プロバイダ発行者

Okta の [ID プロバイダー発行者] フィールドから URL をコピーし、ここに貼り付けます。

ログイン URL

Okta ウィンドウから [ログイン URL] フィールドをコピーし、ここに貼り付けます。

ログイン URL

Okta ウィンドウから [ログイン URL] フィールドをコピーし、ここに貼り付けます。

証明書

Okta ウィンドウの [証明書] フィールドから Lifesize X.509 セキュリティ証明書をコピーし、
ここに貼り付けます。

5. Lifesize Cloud の［詳細設定］の［SAML 属性マッピング］セクションで、以下の属性値を入力します：
名
姓
電子メール

6. ［テスト］をクリックし、Okta 設定に対して Lifesize の設定を検証します。
7. テストが成功したら、［SSO を有効にする］を選択します。
8. ［更新］をクリックします。
9. ［リレー状態］フィールドにある URL をクリップボードにコピーします。注 ： ［リレー状態］ フィールドは、 Lifesize アプリで設定を入力し、 ［テスト］ を
クリックした後に入力されます。
10. Okta のインスタンスに戻り、 ［サインオン］タブを選択し、 ［編集］ をクリックして、フィールドを編集可能にします。
11. Lifesize アプリからコピーした ［リレー状態］ の URL を、Okta の ［デフォルトのリレー状態］ フィールドにペーストします。
12. ［保存］をクリックします。

Microsoft Azure を使用して設定する
ギャラリーから Lifeize を追加する
1. portal.azure.com （Azure クラシックポータル）にログインして、左のナビゲーションペーンで [Active Directory] をクリックします。
2. [ディレクトリ] リストから、ディレクトリの統合を有効化したいディレクトリを選択します。
3. アプリケーションビューを開くには、ディレクトリビューでトップメニューにある [アプリケーション]をクリックします。
4. ページ下部にある [追 加] をクリックします。
5. [希望の操作] ダイアログで、[ギャラリーからアプリケーションを追加] をクリックします。
6. 検索ボックスに Lifesize Cloud と入力します。
7. 結果ペーンで Lifesize Cloud を選択し、[完 了] をクリックしてアプリケーションを追加します。

Lifeize のクラウドベースサービスで Azure AD シングルサインオンを設定する
1. クラシックポータルでは、Lifesize Cloud アプリケーションの統合ページで [シングルサインオンの設定] をクリックして [シングルサインオンの設定] ダ
イアログを開きます。
2. ユーザーの Lifesize Cloud へのサインイン方法設定ページで、[Azure AD シングルサインオン] を選択し、[次 へ] をクリックします。
3. [アプリの設定] ダイアログページで、以下の手順に従ってください：
a. サインオン URL テキストボックスに、あなたのユーザーが Lifesize アプリにサインインする際に使用する URL を、以下のパターン
で入力します：https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
b. 識別子フィールドに、https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/ と入力します（必ず最後に / を入力してください）。
c. ［次へ］をクリックします。
4. Lifesize Cloud でのシングルサインオンの設定ページで、以下の手順に従ってください：
a. [証明書のダウンロード]をクリックしてファイルをコンピュータに保存します。
b. ［次へ］をクリックします。

アプリケーションに O を設定する
注：管理者権限で Lifesize アプリにログインしてください
1. 右上隅でご自分のお名前をクリックした後、 [詳細設定] をクリックします。
2. ［SSO の設定］をクリックします。インスタンスの［SSO 設定ページ］が開きます。SSO 設定 UI で次の値を設定します。
a. Azure AD から発行元 URL の値をコピーして、ID プロバイダ発行元テキストボックスにペーストします。
b. Azure AD からリモートログイン URL の値をコピーして、ログイン URL テキストボックスにペーストします。
c. ダウンロードした証明書を Notepad で開きます。[ここから証明書です] と [ここまで証明書です] の行を除く内容をコピーし、
X.509 証明書のテキストボックスにペーストします。
d. SAML 属性マッピングの名テキストボックスに、http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
と入力します。
e. SAML 属性マッピングの姓テキストボックスに、http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surnameと
入力します。
f. SAML 属性マッピングのメールアドレステキストボックス
に、http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddressと入力します。
3. 設定をチェックするにはテストボタンをクリックします。 テストをクリックすると、SSO 設定成功のメッセージが表示されます。
4. ［SSO の有効化］のチェックボックスを選択し、［更新］をクリックします。ログアウト後、SSO で再度アカウントにログインします。

4. ［SSO の有効化］のチェックボックスを選択し、［更新］をクリックします。ログアウト後、SSO で再度アカウントにログインします。

詳しくは、Microsoft チュートリアルを参照してください。

リクエストのマージ
アカウント（無料またはトライアルアカウントのみ）を統合するようリクエストする
無料またはトライアル Lifesize アカウントの管理者は、アカウントを既存の Lifesize アカウントに統合するようリクエストすることができます。
1. 管理者コンソールのメールアドレスを、参加したいLifesizeのアカウントに入力します。
2. [リクエスト送信] をクリックします。リクエストが送信されると、ステータスは [保留中] になります。

受け付けられた場合、
アカウントは自動的に統合されます。
アカウントからのユーザーは、管理者ではなくユーザーとして統合されます。
通話履歴、会議、記録は統合されません。

他の Lifeize アカウントからのリクエストを承認または拒否して、アカウントに統合する
統合リクエストを送信したアカウント管理者の管理者コンソールには、新しい [統合リクエスト] が表示され、リクエストを [承 認] するか [拒 否] するかを選択す
ることができます。
注：[統合リクエスト] タブは管理者のみに表示され、スーパーユーザーには表示されません。

受け付けられた場合、
リクエスタのアカウントは自動的に統合されます。
リクエスタのアカウントからのユーザーは、管理者ではなくユーザーとして統合されます。
通話履歴、会議、記録は統合されません。

注： 有料アカウントがユーザー数の上限を超過した場合、アカウント統合は実行されません。

ダッシュボード
Lifesize の管理者コンソールでは、お使いの Lifesize 環境で使用の少ないアクティビティやサービスパフォーマンスを監視する複数の方法があります。
ダッシュボードでは、通話アクティビティを監視して最も使用されたルームシステムや最も通話量の多いユーザーを特定することができます。さらに、管理者コンソ
ール内の各ページからレポートをダウンロードできます。
[ライブ会議] タブには、アカウントで実行中の現在のライブ会議の数が表示されます。詳細については、ライブ会議および過去の会議を参照してください。
会議室システムの接続やサービスの停止を管理するために、システム診断で問題が検出された場合に通知を受けるようアラートを設定できます。

ダッシュボードデータ
ダッシュボードデータは、選択されている期間に基づいて表示されます。選択できる期間には、今日、昨日、過去 7 日間、過去 30 日間、今月、先月、カスタ
ム（例：2018 年 5 月 15 日〜2019年 6 月 01 日）があります。
サマリーデータに加え、以下のグラフとデータで内訳を提供します。
アカウントサマリー – 選択した期間の合計通話数、通話時間、および平均通話時間が表示されます。また、ユーザー数も表示されます。
時 間– このグラフにより、分単位の使用量が一目で分かります。データポイントにポインタを乗せると、特定の日における実際の使用量が分単位で分かります。
通 話 – このグラフにより、通話量単位の使用量が一目で分かります。データポイントにポインタを乗せると、特定の日における実際の通話数が分かります。
ユーザー – このテーブルには、期間内のユーザー 1 人あたりの通話数および通話時間が表示されます。通話数が最も多い、あるいは一定期間内の通話時間が最も多
いユーザーを見つけることができます。［すべて表示］をクリックすると、全ユーザーのリストが表示されます。
ルームシステム – このテーブルは、最も多くの通話に使用されたルームシステムや、最も多くの通話時間を消費した会議室システムを究明するのに役立ちます。［すべて
表 示 ］をクリックして全ルームシステムのリストを見ます。
［デバイス /OS ごとの通話時間］–このグラフは、デバイスあたりの通話時間に基づいて、最も頻繁に使用されたアクセスポイントを究明するのに役立ちます。追跡するデ
ータの例：Web アプリ、Icon システム、Mac クライアント、PC クライアント、iOS クライアント、Android クライアント、サードパーティーシステム、Lifesize その他。
[ライブストリーム履歴] – このテーブルでは、特定の期間中に発生した各イベントの持続時間や参加者数を一目で確認できます。[すべて表示] をクリックして完全なイ
ベント履歴を取得し、単独のイベントについての詳細情報を得ます。掘り下げると、閲覧者リストと質問のトランスクリプトを表示、エクスポートできます。
注 ：このデータをご利用になれるのは、サブスクリプションプランに Live Stream が含まれる方のみです。

通話の詳細をエクスポートする
1. [ダッシュボード] タブから、関心のあるセクション – ユーザー、会議室システム、通話履歴、Live Stream 履歴 – までスクロールダウンします。
2. [すべて表示] をクリックして、詳細ページを表示します。
3. ここからタイムフレームを選択して、[すべてエクスポート] をクリックします。お客様のデータが入った .csv ファイルが生成されます。ユーザーまたは会議
室システムに対して個別のユーザーや会議室システムを選択して、それぞれの通話の詳細をエクスポートすることもできます。

ライブおよび過去の会議
ライブ会議
[ライブ会議] タブには、アカウントで実行中の現在のライブ会議の数が表示されます。
[ライブ会議] をクリックして、すべてのライブ会議のサマリーデータを表示します。会議名を選択すると、詳細な会議データを確認できます。
[参 加 者] タブをクリックして、会議参加者のリストを表示します。

参加者の名前を選択して、参加者の会議統計のサマリーを表示します。表示されるサマリーデータは、会議の中央値です。
[通話グラフ] をクリックして、参加者のライブのインタラクティブ通話グラフを表示します。グラフにカーソルを合わせると、特定の時点のデータが表示されます。特
定の時間範囲にズームインするには、範囲をクリックしてドラッグします。

[地理的分布] タブをクリックして、会議のすべての参加者の場所を示す地図を表示します。

参加者の名前を表示するには、場所のマーカーにカーソルを合わせます。
一つの場所に複数の参加者がいる場合、番号マーカーが表示されます。さらにズームインするには、数字をクリックします。複数の参加者が同じ IP アドレスから
接続している場合、ズームインすることはできません。
灰色のマーカーは、会議がアクティブな間に会議を退席した参加者を示します。

過去の会議
[過去の会議] をクリックして、すべての過去の会議のサマリーデータを表示します。このサマリーデータは .csv ファイルにエクスポートできます。カレンダーのドロップ
ダウンを使用して、希望する期間を選択します。
会議名を選択すると、詳細な会議データを確認できます。
[参 加 者] タブをクリックして、会議参加者のリストを表示します。

参加者の名前を選択して、参加者の会議統計のサマリーを表示します。表示されるサマリーデータは、会議の中央値です。
[通話グラフ] をクリックして、参加者のインタラクティブ通話グラフを表示します。グラフにカーソルを合わせると、特定の時点のデータが表示されます。特定の時
間範囲にズームインするには、範囲をクリックしてドラッグします。注：インタラクティブ通話グラフは、2 週間のみ利用可能です。

[地理的分布] タブをクリックして、会議のすべての参加者の場所を示す地図を表示します。

参加者の名前を表示するには、場所のマーカーにカーソルを合わせます。
一つの場所に複数の参加者がいる場合、番号マーカーが表示されます。さらにズームインするには、数字をクリックします。複数の参加者が同じ IP アドレスから
接続している場合、ズームインすることはできません。

ユーザーの管理
管理者コンソールから、Lifesize アカウントグループのユーザーを管理できます。
サインインして

[ユーザー] を選択します。［検索］を使うと、ディレクトリ内の特定のユーザーをすばやく見つけることができます。

ユーザーアカウ
ントを削除する

ユーザー名の横にあるチェックボックスをクリックし、[削 除] をクリックします。削除するユーザーが所有している会議はすべて、アカウント管理者に再割り当てされます。
削除されたユーザーが会議の司会者である場合、アカウント管理者が司会者になります。

ユーザー パスワ
ードを変更する

ユーザー名を選択して［ ユ ー ザ ー の 編 集 ］ダイアログボックスを開き、次に ［ パ ス ワ ー ド の リ セ ッ ト ］ をクリックして、そのユーザー宛にパスワードをリセットするためのリン
クを記載した電子メールを送信します。

ユーザーの表
示名を変更す
る

ユーザー名をクリックして [ユ ー ザ ー の 編 集] ダイアログボックスを開いて新しい名前を入力し、[保 存] をクリックします。

アドレスブックか
らユーザーを非
表示

ユーザー名をクリックして [ユ ー ザ ー の 編 集] ダイアログボックスを開き、[アドレスブックでユーザーを非表示にする] オプションを有効または無効にします。
有効にすると、特定のユーザーをアドレスブックで非表示にすることができます。

ユーザーの名前をクリックし、[デ バ イ ス] タブをクリックします。
ペアリングしてい
る端末の情報
を表示する

自分に関連付けられているデバイスがある場合に表示されます。[デバイスをユーザーから切り離す] リンクを選択して、デバイスの関連付けを解除できます。これを
行うと、デバイスはオフラインになってアカウントとのペアリングが解除され、会議室システムのリストから削除されます。デバイスは、会議室として再度ペアリングするか、
個々のユーザーとペアリングする必要があります。

注 ：ユーザーディレクトリの複製をダウンロードするには [すべてエクスポート] をクリックします。
また、以下を行うこともできます。
ユーザーに高度な権限を付与する
ドメインを制限

ユーザーに高度な権限を付与する
Lifesize の管理者はユーザーに対して、管理者コンソールにアクセスしてほかのユーザー、会議、システムを管理する権限を付与できます。
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

ユーザーをクリックします。

3. ディレクトリでユーザーを検索し、ユーザーの名前をクリックします。
4. [ユーザーの編集] タブで、[ユーザーに管理者コンソールへのアクセスを許可する] オプションを有効にします。
5. ［保存］をクリックします。
使用権が認められるユーザーを、Lifesize アプリの 3 つのロールの 1 つに割り当てることが可能です。これらのロールとその機能は次の通りです：
ユーザー
通話の開始と受信
自身の音声またはビデオのミュート
会議の作成と所有
所有する会議のパスコードの設定と変更
所有する会議への参加者の追加と削除
所有する会議での参加者全員のミュート
ユーザーまたはグループとチャット（管理者がチャットを有効化している場合）
会議のライブストリーム（管理者が会議をライブストリーム用に有効化している場合）
会議の記録（管理者が記録を有効化している場合）
所有する記録を閲覧できるユーザーの指定

スーパーユーザー
ユーザープラスと同じ権限
使用状況レポートの閲覧
ユーザーをスーパーユーザーに昇格
スーパーユーザーをユーザーに降格
スーパーユーザーとユーザーの管理と削除
管理者が所有していない会議の管理と削除
無効化されているチャットの有効化
記録を有効または無効にする
特定の会議でのライブストリーミングを有効化または無効化する
Lifesize Icon イベントアラートを有効化または無効化する
シングル サインオン（SSO）を設定する
一般的なカレンダーサービスとの統合の設定
ダイヤルイン PSTN 電話番号、Icon の壁紙、会議レイアウトの設定
Lifesize アプリで新規アカウントの作成が許可されているユーザーメールドメインの制限
記録のアップロード
管理者とスーパーユーザーは、アカウントで会議に参加するときに自動司会者コントロールを取得します

管理者
ユーザーおよびスーパーユーザープラスと同じ権限：
管理者の権限とアカウントを、ユーザーまたはスーパーユーザーが変更または削除することはできません。

ユーザーの招待
グループに誰かを招待するには：
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[ユーザー] をクリックします。

3. [招 待] をクリックして招待状を送信するか、リンクをコピーしてユーザーにメールで送信します。
管理者は、ユーザーが会社の Lifesize アカウントに関連付けられていることを確認するために、ユーザーに招待メールを直接送信する必要があります。ユーザ
ーが Lifesize のウェブサイトでサインアップし、間違えて別のアカウントグループを作成した場合、このユーザーは会社のグループまたはディレクトリに接続されませ
ん。
ユーザーが Web サイトでサインアップしていず、電子メールを受信していない場合は、迷惑メールフォルダをチェックするよう奨励してください。

グループの連絡先を管理する
外部グループの連絡先を追加する
管理者は、Lifesize に接続されていないサードパーティの会議室システムなどの共有ディレクトリに、グループの連絡先を追加できます。
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[ユーザー] をクリックします。

3. [グループの連絡先] タブを選択します。
4. [グループの連絡先を追加] をクリックします。
5. 連絡先の名前およびダイヤル文字列を入力してください。ダイヤル文字列とは、内線番号、メールアドレス、ビデオ通話または電話番号、パブリック IP
アドレスなどです。この文字列は固有のものでなければならず（2 つの連絡先が同じダイヤル文字列を持つことはできません）、255 文字以内で指定
しなければなりません。
6. 保 存をクリックします。

会議の管理
管理者コンソールの [会 議] タブには、会議のリストとその詳細が表示されます。また、リストの右側には、会議の詳細をすべてコピーするためのリンク も含まれ
ています。
Lifesize の管理者は、以下を含むすべての会議を [会議] タブから管理できます。
新しい会議を作成する
会議を削除する
会議を編集する
会議レポートのエクスポート：［会議］ページに表示されている情報を CSV 形式のレポートでダウンロードするには、[すべてエクスポート] をクリックします。

Lifesize アプリで会議や会議オプションを作成する詳細について、ご覧ください。

会議を作成
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[会 議] をクリックします。

3. [会議の作成] をクリックします。
4. 会議の種類として、ワンタイム会議（アカウントで有効になっている場合）または常設会議を選択します。
5. 会議名と会議のオプションを入力します。
会議への参加に必要な暗証番号を設定します。 Lifesize のアカウント保有者は誰でも［会議］タブから会議を閲覧できますが、会議への参加に暗証番号を
設定することで、セキュリティを強化できます。暗証番号は電子メールやカレンダーの招待通知に自動的に追加されます。すべての参加者は、会議に参加する
ために 4 〜 10 桁の暗証番号を入力する必要があります。注 ：暗証番号を使用する会議室では、グループチャットは利用できません。
会議の説明を追加します：最大 200 文字で会議の説明を入力してください。
アドレスブックの会議を非表示にする：有効にすると、この会議は会議室システムとアプリの会議アドレスブックに表示されなくなります。デフォルトでは、一度限り
の会議は非表示になっています。非表示の会議は、会議の主催者と司会者に対しては引き続き表示されます。注：接続の詳細を直接提供された場合は、
非表示の会議に接続できます。
会議での役割を選択します。会議の主催者、司会者、および講師から選択してください。
記録を表示できるユーザーを選択します。会議の所有者、会議の参加者、特定のユーザー、またはアカウント全体から選択してください。
お客様のサブスクリプションプランに含まれている場合、Live Streaming を有効にします。

6. 保 存をクリックします。

会議を削除する
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[会 議] をクリックします。

3. 削除する会議の横にあるチェックボックスを選択します。
4. [削 除] をクリックします。

会議を編集する
Lifesize の管理者は、会議の所有者の変更など、会議の詳細を編集することもできます。
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[会 議] をクリックします。

3. 会議名をクリックして、[会議の編集] タブを開きます。
会議名の変更、会議の暗証番号と説明の追加、アドレスブックの会議の表示/非表示の切り替えを行うには、[全 般] タブを選択
します。
会議の所有者の変更や講師の指定をするには、役 割タブを選択します。
記録を表示できるユーザーを設定するには、[記 録] タブを選択します。
アカウントのサブスクリプションにストリーミングが含まれている場合は、ストリーミングタブを選択して会議のライブストリーミングを有効
にします。

注 ：会議の所有者は、会議の記録を所有し、Lifesize アカウントグループ内の記録の共有権限を設定できます。Lifesize の管理者は、記録が Lifesize アカ
ウントグループ外のユーザーと共有できるかどうかを決定します。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

ルームシステムの管理
管理者は、管理コンソールの

[会議室システム] ページから、会社の Lifesize アカウント内のすべての Lifesize 会議室システムを表示できます。

すべての会議室システムの概要データを CSV 形式でダウンロードするには、[すべてエクスポート] をクリックします。
ルームシステムをカスタマイズする方法については、［Iconをカスタマイズする］および［Lifesize Phone HD をカスタマイズする］をご覧ください。
Lifesize Icon ルームシステムとクラウドベースサービスとのペアリング
Lifesize アカウントから会議室システムを削除するには、システムの名前の横にあるチェックボックスを選択し、[削 除] をクリックします。個々のユーザーに関連付けられてい
るシステムまたは共有会議室を削除すると、そのシステムだけが切断されます。ユーザーや会議室のアカウントは、Lifesize アカウントで使用可能のままになります。

会議室システムの名前をクリックして、管理ツールや追加情報にアクセスします。

設定
概 要：会議室システムの詳細が表示され、会議室システムをディレクトリから非表示にすることを選択できます。
カレンダー：カレンダーに登録または登録解除します。カレンダーサービスに Icon を登録する前に、カレンダーの統合が設定されていることを確認します。

コントローラー
タブレットを接続または接続解除します。
Phone HD が接続されている場合、ホーム画面をカスタマイズできます。

メンテナンス
[監 視] には、システム全体の現在の健全性ステータスが表示され、可用性や接続済みディスプレイ、カメラ、マイクのステータスが視覚的に表示されます。問題がある場
合は、その問題の日付、時刻、詳細情報が表示され、さらに [メンテナンス] タブに警告アイコンが表示されます。
システムの再起動
管理者パスワードのリセット：会議室システムの管理者パスワードをリセットします。
[システム設定を初期化] を実行すると、システムが工場出荷時の設定にリセットされ、Lifesize サービスのシステムのペアリングが解除され、システム ステータスがオフライ
ンと表示されます。注：システムを手動でリセットしても、サービスのペアリングが解除されますが、管理コンソールでステータスがオンラインと表示されます。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

LifeSize ルームシステムのペアリング
Lifesize のクラウドベースのアカウントを持つと、Lifesize Icon および 220 ルームシステムを Lifesize のクラウドベースのサービスに接続できます。
Lifesize Icon 400/450/600/800 をペアリングする
Lifesize 300/700 をペアリングする

Icon は、すでに接続されていますか?
Icon のメイン画面から、
ス ］に表示されます。

>

を開き、システムのステータスを表示します。接続されている場合は、［準備完了］が［通信］ > ［ Lifesize Cloud サービ

接続されていると、Lifesize Icon がほかのデバイス上の Lifesize アプリのように動作します。
Lifesize アプリは、Icon ディレクトリに直接設定を適用します。
会社のアカウントディレクトリにあるすべての連絡先は、Icon の
仮想会議室は、

から利用できます。オンライン ステータスも表示されます。

で利用できます。

Lifesize Icon は、ビデオ参加者を追加し、複数の着信通話を受け入れることができます。
ソフトウェアのアップグレードは、Icon に自動的に適用されます。別のファイルから手動アップデートを実行する必要はありません。通話中の場合、またはシステムを使用して
いる場合は、操作を遅らせることができるように、アップデートを適用するように求められます。

重要： Icon で Lifesize のクラウドベースのサービスを有効にすると、パブリック アドレスにのみ電話をかけることができます。
Icon について、詳細をご覧ください。

Lifesize Icon の初期ペアリング
Icon 400/450/600/800 の初期設定時に、次の手順に従います。
注 ： 接続前に、Lifesize ユーザーアカウントをセットアップしている必要があります。
1. 初期設定ウィザードで Lifesize のクラウドベースのサービスへの参加を要求されたら、［はい］を選択します。
2. ブラウザを開き、Icon に表示される URL に移動します。
3. Lifesize の電子メールアドレスとパスワードを入力して、サインインします。
4. Icon に表示されるアクティベーション コードを入力します。<br>⏎ ヒント：QR コードをスキャンすると、サインイン ページが開きます。サインインすると、
コードが表示されます。
5. Icon を個々のユーザーや会議室に関連付けることができます。

個々のユー
ザー

［ 自 分 ］を使用すると、Lifesize のエンドユーザーが自分自身にデバイスを関連付けることができます。
［ ユ ー ザ ー ］ を使用すると、Lifesize 管理者は、デバイスを Lifesize グループの任意のユーザーまたは既存のルームシステムに関連付けできます。

デバイスが会議室に常駐し、複数のユーザーを対象としている場合は、このオプションを使用します。
会議室

Icon 用に、別の Lifesize アカウントを作成します。ディレクトリに表示されるシステムの名前を入力します。オプションで、システムが電話をかけるユーザーの
電子メールアドレスを入力します。

6. Icon のメイン画面から、

>

を開き、システムのステータスを表示します。接続されている場合は、［準備完了］が［通信］ > ［ Lifesize Cloud

サービス］に表示されます。
Icon 450 のみ：Lifesize のペアリングプロセスの最後に、smartframing の設定オプションが表示されます。［はい］を選択すると、設定プロセスが開始されま
す。［いいえ］を選択すると、後で設定できます。詳細については、［ Smartframing の設定］をご覧ください。

Lifesize Icon 450 の詳細は、次のビデオをご覧ください。

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

既存の Icon を接続または切断する
Icon システムを Lifeize のクラウドベースのサービスに常時接続する
注 ：この処理を実行すると、システムをデフォルトの状態に初期化します。
1. IPアドレスをブラウザのURL欄に入力して Icon にログインします。
2. ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルトの情報については、システムのアクセスとパスワードを参照してください。
3. 使用する言語を選択して、サインインをクリックします。
4. メンテナンスタブをクリックし、システムの初期化 > システムの初期化

を選択します。

注：このアクションは、[お気に入り] を含む現在の設定を削除します。
5. ウィザードで、言語、ネットワーク設定、タイムゾーン、Lifesize のクラウドベースのサービスへの接続を構成します。

Lifeize から Icon を切断するには：
1. IPアドレスをブラウザのURL欄に入力して Icon にログインします。
2. ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルトの情報については、システムのアクセスとパスワードを参照してください。
3. 使用する言語を選択して、サインインをクリックします。
4. メンテナンスタブをクリックし、システムの初期化 > システムの初期化
5. ［メンテナンス］ > ［システムの初期化］ > ［システムの初期化］

を選択します。
で、システムを初期設定に戻します。

注 ：このアクションは、［お気に入り］を含む現在の設定を削除します。
6. 初期設定ウィザードで Cloud サービスへの参加を要求された場合は、［いいえ］を選択します。
7. ユーザーアカウントから Icon を削除する場合は、管理者にお問い合わせください。

リモートペアリング
1. IPアドレスをブラウザのURL欄に入力して Icon にログインします。
2. ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルトの情報については、システムのアクセスとパスワードを参照してください。
3. 言語を選択します。
4. タイムゾーンを選択します。
5. 任意：［Need to setup a proxy?］をクリックして、HTTP プロキシを設定します。
a. ホスト、ポート、ユーザー名、パスワードを入力します。
b. ［適用］をクリックします。
6. Lifesize cloudbased service とペアリングするかどうかを選択します。
7. ［次へ］をクリックします。
注：Icon にてプロキシを設定する場合は、システムが有効に機能するよう、ポート 443 と 5222 がファイアウォールに遮断されないようにしてください。

Lifesize 220 の登録
前提条件
ファイアウォールと DNS 設定を調整してください
お使いの 220 が最新の GA ファームウェアバージョンであることを確認してください
各デバイスの SIP および LDAP ユーザー名
220 のリモートコントロール
220 が PBX に登録されている場合、工場出荷時の設定へのリセットを開始する前に PBX 登録情報を書き留めておいてください

220 をクラウドに登録するには、工場出荷時の状態にリセットするか、SSH 経由でログインしてクラウドのペアリングを無効にします。

初期設定へのリセット
初期設定の詳細については、『Lifesize ビデオ通信システム ユーザーおよび管理者ガイド』の 31 ページを参照してください。
1. Lifesize リモート コントロールを使用して青いボタンをクリックし、システムメニューを開きます。
2. [管理者設定]  [システム]  [システムの初期化] の順に選択し、[初期化] を選択します。
3. Lifesize リモート コントロールを使用して、以下のオプションを選択します。

言語

ユーザー インターフェイスを表示する言語を選択します。 デフォルトは[英語]です。

パスワー
ド

管理者のパスワードを変更します。デフォルトのパスワードは 1234 です。注：デフォルトのパスワードを
一意のパスワードに変更することをお勧めします。

システム
の識別
子

場所、タイムゾーン、システム名、ビデオ電話番号、音声電話番号を設定します。

通信

ビデオおよび音声プロトコルを選択します。

ネットワ
ーク

デフォルトで、Lifesize システムでは、DCHP が有効になっています。DHCP を無効にする場合は、
システムのIP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを指定する必要があります。
DNS サーバーを自動的に設定する DHCP サーバーを使用していない場合は、システムのホスト名と
IP アドレスを入力し、DNS サーバーを設定します。
ネットワーク速度を設定する場合は、このオプションがネットワークスイッチに設定されている速度とデュ
プレックス設定に一致することを確認してください。
DHCP を有効にしている場合は、日付と時間、指定した場合は、NTPサーバーのホスト名とIPアドレ
スが自動的に表示されます。

音声

デフォルトで、システムが接続されている音声入力デバイスを検出し、アクティブなマイクを選択します。

Lifesize
Cloud

Lifesize Cloud は有効化しないでください。

H を使用してログインする
1. SSH クライアントを開いてログインします。注：自動のデフォルトのパスワードは lifesize です。デフォルトのパスワードを一意のパスワードに変更するこ
とをお勧めします。
2. 現在のステータスを確認するには、get lscloud enable と入力します。
3. クラウドとのペアリングを解除するには、set lscloud disable と入力します。
4. デバイスが無効になっていることを確認するには、get lscloud enable と入力します。

デバイスのリセットまたはペアリングを無効化した場合は、次の手順に従ってください。

Lifeize に登録するための資格情報
システムの資格情報は、管理者コンソールからダウンロードできます。
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、[アカウントの設定] をクリックします。

1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、[アカウントの設定] をクリックします。
3. ダウンロードタブを選択します。
4. Lifesize 220 を Lifesize に登録するための資格情報をクリックします。

Lifeize への登録
注：ファイアウォールポート 5061 に SIP がアクセス可能であることを確認してください。
SIP 設定の構成方法の詳細については、『Lifesize ビデオ通信システム ユーザーおよび管理者ガイド』の 52 ページを参照してください。
1. ブラウザを開き、220 に表示されている IP アドレスに移動します。注：操作には Flash が必要です。
2. アカウントのパスワードを入力します。
3. [設 定] タブを選択し、[通 信] > [SIP] に移動します。次のようにオプションを設定します。
SIP

有効

SIP ユ ー ザ ー 名

Provided in the Lifesize admin console

SIP サ ー バ ー の タ イ プ

自動

承認名

Lifesize 管理者コンソールで提供されたもの

承認パスワード

Lifesize 管理者コンソールで提供されたもの

SIP 登 録

プロキシを介して

SIP プ ロ キ シ

有効

プロキシ ホスト名

sip.lifesizecloud.com

SIP 登 録 サ ー バ ー

有効

登録サーバーのホスト名

lifesizecloud.com

SIP 信 号

TLS

UDP 信 号 ポ ー ト

5060

TCP 信 号 ポ ー ト

5060

TLS 信 号 ポ ー ト

5061

4. [変更を保存] をクリックします。

H.323 を無効にする
1. ブラウザを開き、220 に表示されている IP アドレスに移動します。 注：操作には Flash が必要です。
2. 220 の管理者パスワードを入力します。
3. [設 定] タブを選択し、[通 信] > [H323] の順に選択します。[H.323] フィールドを [無 効] に設定します。
4. [変更を保存] をクリックします。

ビデオ 1 つ + 音声 1 つの多拠点通話
1. ブラウザを開き、220 に表示されている IP アドレスに移動します。 注：操作には Flash が必要です。
2. 220 の管理者パスワードを入力します。
3. [設 定] タブを選択し、[通 信] > [一 般] に移動します。[多拠点通話] を [ビデオ 1 つ + 音 声 1 つ] に設定します。注：Express 220 を使用して
いる場合は、[多拠点通話] を [有 効] に設定してください。
4. [変更を保存] をクリックします。

LDAP
注：セキュリティで保護された LDAP に対してファイアウォールポート 389 と 636 が開かれていることを確認してください。
LDAP 設定の構成方法の詳細については、『Lifesize ビデオ通信システム ユーザーおよび管理者ガイド』の 65 ページを参照してください。
1. [設 定] タブを選択し、[ディレクトリ] > [LDAP] に移動します。次のようにオプションを設定します。
LDAP

有効

1. [設 定] タブを選択し、[ディレクトリ] > [LDAP] に移動します。次のようにオプションを設定します。
LDAP

有効

LDAP ホ ス ト 名

ldapexport.lifesizecloud.com

LDAP ユ ー ザ ー 名

uid= Lifesize 管理者コンソールで提供されたもの

LDAP パ ス ワ ー ド

Lifesize より提供されたもの

LDAP ベ ー ス

o=cloud,dc=lifesize,dc=com

LDAP フ ィ ル タ

(displayName=*)

LDAP の 更 新 間 隔

お客様の設定

2. [変更を保存] をクリックします。

FCP の無効化
1. ブラウザを開き、220 に表示されている IP アドレスを入力します。 <220 の IP アドレス>/support
2. ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルトのログインは cli / lifesize です。［サインイン］をクリックします。
3. [通信の詳細設定] で、[移 動] をクリックします。
4. [BFCP を使用] を [無 効] に設定します。
音声通話に PBX を使用している場合、SIP 2 レジストラを有効にする手順については SIP PBX の設定を参照してください。

サードパーティ製デバイスの登録
Lifesize の「サードパーティ製デバイスの登録」を使用すると、現在のビデオ会議への投資を最大化しながら、Lifesize cloudbased service の利点を活用で
きます。Cisco® および Polycom® デバイスなら、Lifesize のサービスへの直接登録が可能です。
Lifesize サポートは、お客様のアカウントに各サードパーティのデバイスを設定および登録する際に役立ちます。
注：H.323エンドポイントでは ALG/Application Layer Gateway を無効にすることが重要です。このオプションを無効にする方法については、お使いのファイア
ウォールの製造元にお問い合わせください。

対応デバイス
メーカー

シリーズ

モデル

ファームウェアのバージョン

構成の設定

Polycom

RealPresence Group シリーズ

310/300、500、700

6.0.1340040 およびそれ以降

構成

Polycom

HDX シリーズ

4000、6000、7000、8000、
9000

3.1.1153024およびそれ以降

構成

Cisco

TelePresence

SX20

TC7.0.2.aecf2d9 およびそれ以
降

構成

Cisco

TelePresence Codec C シリー
ズ

C20、C40、C60、C90

TC6.0.1.65adebeおよびそれ以
降

構成

Lifesize アプリでサードパーティーのデバイスを使用する方法の詳細については、次のビデオをご覧ください。

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

Polycom RealPresence Group シリーズ 500
1. ブラウザにデバイスの IPアドレスを入力します。ユーザー名とパスワードを入力してください。
2. [管理者設定] > [ネットワーク] > [IP ネットワーク]を選択します。

3. 以下の設定を行います。
IP H.323 を有効にします。
H.323 名を入力します。これはデバイスの拡張機能です。
H.323 の拡張子を入力します。これはデバイスの拡張機能です。
[ゲートキーパーを使用]フィールドで[指 定]を選択します。
認証を有効にし、[ユーザー名]フィールドに拡張子を入力します。
[プライマリ ゲートキーパー IP アドレス]フィールドにゲートキーパーの IP アドレスを入力します。
[ファイアウォール]セクションを展開し、[H.460 ファイアウォール トラバーサル]を有効にします。

4. 保 存をクリックします。

LDAP の構成
1. [管理者設定] > [サーバー] > [ディレクトリ サーバー]を選択します。

2. 以下の設定を行います。
サーバータイプに LDAP を選択します。
サーバーアドレスに ldapexport.lifesizecloud.com と入力します。
サーバーポートを入力します。詳細については、ネットワークポートを開くを参照してください。
ベース DN（識別名）に o=cloud, dc=lifesize, dc=com と入力します。
複数層から成るデフォルトグループ DN に o=cloud, dc=lifesize, dc=com と入力します。
認証タイプに[基 本]を選択します。
SSL（Secure Socket Layer）を使用するのチェックボックスを選択します。
バインド DN（識別名）に uid=<Lifesize extension> と入力します。
Lifesize から提供されたパスワードを入力します。

3. [保 存]をクリックします。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

Polycom HDX シリーズ
1. ブラウザにデバイスの IPアドレスを入力します。ユーザー名とパスワードを入力してください。
2. [管理者設定]から > [ネットワーク] > [IP ネットワーク]を選択します。

3. 以下の設定を行います。
IP H.323 を有効にします。
H.323 名を入力します。これはデバイスの拡張機能です。
H.323 の拡張子を入力します。これはデバイスの拡張機能です。
[ゲートキーパーを使用]フィールドで[指 定]を選択します。
認証を有効にし、[ユーザー名]フィールドに拡張子を入力します。
[プライマリ ゲートキーパー IP アドレス]フィールドにゲートキーパーの IP アドレスを入力します。
[H.460ファイアウォール トラバーサル]を有効にします。

4. [更 新]をクリックします。

LDAP の構成
1. [Global Services ] > [ディレクトリ サーバー]を選択します。

2. 以下の設定を行います。
LDAP を有効にします。
サーバーアドレスに ldapexport.lifesizecloud.comと入力します。
サーバーポートを入力します。
グループ名を入力します。
デフォルト グループを入力します。
ベース DN（識別名）を入力します。例：0=cloud、dc=lifesize、dc=com
認証タイプに[基 本]を選択します。
バインド DN（識別名）を入力します。例：uid=<extension>

3. ［更新］ をクリックします。

Cisco TelePresence SX20 および Codec C シリーズ
1. ブラウザにデバイスの IPアドレスを入力します。ユーザー名とパスワードを入力してください。
2. [構 成] > [システム構成] > H323を選択します。

3. NAT セクションのモードで[オ フ]を選択します。
4. 次の項目を設定し、各オプションの後に[保 存]をクリックします。
CallSetup モードは[ゲートキーパー]を選択します。
PortAllocation は[ダイナミック]を選択します。
ログイン名を入力します。これはデバイスの拡張機能です。
モードは[オ ン]を選択します。
パスワードを入力します。
ゲートキーパー アドレスを入力します。
検出は[手 動]を選択します。
デバイスの拡張子を[E164]フィールドと[ID]フィールドに入力します。

電話帳サービスの有効化
1. ブラウザにデバイスの IPアドレスを入力します。ユーザー名とパスワードを入力してください。
2. [構 成] > [システム構成] > 電話帳サーバーを選択します。

3. ID フィールドを空欄のままにし、タイプは TMS を選択します。
4. URL フィールドに、拡張子とパスワードを次の形式で入力します。 http://soapexport.lifesizecloud.com/PhoneBookService?
token=extension_password
5. 保 存をクリックします。

ページが見つかりません。
申し訳ありませんが、リクエストされたページはありません。
ページがないのではなく、隠れているだけの可能性があります。検索ページまたは以下の脚注にあるリンクを使用して、お探しの
情報を検索してみてください。
アクセスいただき、ありがとうございます。

Lifesize Phone HD のカスタマイズ
Lifesize Icon 会議室システムに Lifesize Phone HD が接続されている Lifesize クラウドベースのお客様は、Lifesize 管理者コンソールの会議室システム
ページから、Lifesize Phone HD のホーム画面の壁紙、レイアウト、およびタイムゾーンをカスタマイズできます。
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[会議室システム] をクリックします。

3. カスタマイズする電話機の横にあるチェックボックスをクリックします。Lifesize Phone HD に関連付けられている各名前の横にあるチェックボックスをクリ
ックして、複数の電話機を選択できます。[Phone HD のカスタマイズ] をクリックします。
4. ［壁紙］タブでは、あらかじめ登録されている壁紙を選択、または独自に用意した壁紙をアップロードできます。注：使用できるファイル形式は JPEG
または PNG です。画像サイズは 1 MB以下、解像度は 800x480 px 以上が必要です。
5. ［レイアウト］タブでは、日付/時刻付きの 4 ボタンレイアウト、6 ボタンレイアウト、8 ボタンレイアウトからレイアウトを選択できます。選択できるボタンの
種類は以下の通りです。

健全性
通話
会議
カレンダー
マイ情報
カメラ
事前送信
カスタムスピードダイヤル
最近の通話
キーパッド
スリープ
ディレクトリ
開始
通話拒否
音量
お気に入り

6. ［タイムゾーン］タブでは、あらかじめ登録されているタイムゾーンを検索してそのまま設定することも、独自のタイムゾーン名を付けることも可能です。
またトグルボタンにて各タイムゾーンの有効/無効を切り替えることができます。
7. ［保存］をクリックします。
Phone HD のカスタマイズに関する詳細は、次のビデオをご覧ください。

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

カレンダーを管理する
管理者は、管理者コンソールの

会議室システムページから、Lifesize アカウントのすべての会議室システムに関するカレンダーを管理できます。

注 ：カレンダーに Icon を登録する前に、カレンダーの統合を設定し、Icon を Lifesize アカウントにペアリングしてください。
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[会議室システム] をクリックします。

3. 管理したい会議室システム名をクリックします。[詳細設定] ウィンドウが開きます。
4. [カレンダー]タブを選択します。カレンダーを検索したり、Icon でカレンダーを登録したりするには、[登 録] をクリックします。すでに設定されている場合
は、登録中のカレンダーが表示されます。
5. これが初期設定の場合は、カレンダーのプロバイダを選択し、以下の指示に従います。初期設定が完了すると、お客様の組織のカレンダーを検索で
きます。ご希望のカレンダーを選択し、［登録］をクリックします。
6. カレンダーを変更したい場合は、［登録解除］をクリックして最初からやり直してください。
会議の通知や、カレンダーに関する「よくある質問」の詳細をご覧ください。

Microoft Office 365の初期セットアップ手順
1. 最初のウィザードで提示された予定表サービスの中から Office 365を選択し、そのメイン管理者のアカウントで Office 365にログインします。
2. 次の Microsoft の画面で、Lifesize Calendaring Service に、Office 365メールボックスのカレンダーとディレクトリデータへの読み取りアクセスのみ
を許可します。注 ：Lifesize はいかなる状況においても書き込み権限を持ちません。
3. Icon カレンダー機能の初期設定が完了しました。この Icon に割り当てる Office 365の会議室リソースを選択してから、[登 録] をクリックします。登
録完了のメッセージが表示されます。[ビデオシステムに戻る] をクリックすると、管理者コンソールに戻ります。
初期設定時には、お客様の Microsoft Office 365 アカウントに対して、管理者の認証情報が必要になります。

Microoft xchange 2013/2016の初期セットアップ手順
1. 最初のウィザードで提示される予定表サービスの中から、Microsoft Exchange オンプレミスを選択します。Exchange 管理者アカウントまたはな
りすまし権限を持つサービスアカウント（開発者）を使用して Exchange にログインします。会議に他のユーザーを招待するには、アカウントになりす
まし権限が必要です。カレンダーサービスは、自動検出プロセスを使用して Exchange サーバーを検索します。自動検出の詳細については、こちらを
クリックしてください。
2. Exchange サーバーとの接続が完了したら、この Icon に割り当てられている会議室リソース（Microsoft では「会議室用メールボックス」）を選択し、
[登 録] をクリックします。
3. 確認要求ページで、もう一度 [登 録] をクリックします。「登録しました」というメッセージが表示されます。[ビデオシステムに戻る] をクリックすると、管理
者コンソールに戻ります。
4. カレンダーを変更したい場合は、［購読解除］をクリックして最初からやり直してください。
Microoft xchange erver 2013/2016 の場合

初期設定時には、なりすまし権限を持つお客様の Microsoft Exchange Server アカウントに対して、管理者の認証情報が必要です。詳細はこちらをご覧く
ださい。

Microoft Office 365および Microoft xchange 2013/2016 オンプレミスの画面上のメッセージ
Lifesize Icon 会議室システムで画面上のポップアップメッセージを許可するには、次の Windows PowerShell コマンドが必要です。詳細はこちらをご覧くださ
い。
管理者として Exchange/O365 PowerShell を起動し、次のコマンドを実行します。
$LiveCred = GetCredential
$Session = NewPSSession ConfigurationName Microsoft.Exchange ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/Credential
$LiveCred Authentication Basic AllowRedirection
ImportPSSession $Session
SetCalendarProcessing Identity <RESOURCEMAILBOX> DeleteSubject $False AddOrganizerToSubject $False 
DeleteComments $false

ImportPSSession $Session
SetCalendarProcessing Identity <RESOURCEMAILBOX> DeleteSubject $False AddOrganizerToSubject $False 
DeleteComments $false

Google G uite の初期セットアップ手順
注 ：初期設定で、Lifesize が Google サービスと通信できるように G Suite API を有効にする必要があります。詳細はこちらをご覧ください。

1. 最初のウィザードで提示されたカレンダーサービスの中から G Suite を選択し、そのメイン管理者のアカウントで G Suite にログインします。
2. 次の Google の画面で、Lifesize Calendaring Service に、G Suite メールボックスのカレンダーとディレクトリデータへの読み取りアクセスのみを許
可します。注 ：Lifesize はいかなる状況においても書き込み権限を持ちません。
3. Icon カレンダー機能の初期設定が完了しました。この Icon に割り当てる G Suite の会議室リソース（Google で共有スペースといいます）を選択して
から、[登 録] をクリックします。登録完了のメッセージが表示されます。[ビデオシステムに戻る] をクリックすると、管理者コンソールに戻ります。
カレンダーとの統合を設定すると、カレンダーサービスで Lifesize Icon を購読することができます。
デフォルトでは、主催者の名前がカレンダーに表示されます。会議名も表示させたい場合は、こちらの手順に従ってください。この権限は会議室ごとに設定する必要があり、
変更は今後の会議にのみ適用されます。
カレンダーを検索する際、検索文字列の先頭のみが返されます。例えば、Sarah Smith を検索する場合： Sarah や ssmith は一致しますが、Smith は一致しません。
カレンダーの会議室を検索中にエラーが発生した場合はシステム管理者に連絡し、権限が正しく設定されていることを確認してください。

会議の通知や、カレンダーに関する「よくある質問」の詳細をご覧ください。

Dash 会議室の管理

記録
Lifeize Record and hare
Lifesize アカウントで有効になっている場合は、Record and Share を使用することで、組織のユーザーが会議を記録して、記録へのリンクを他のユーザーと共
有できます。記録のオプションと共有権限を設定するには、[アカウントの設定] に移動して [一般設定] タブを選択し、スクロールして [Record and Share]
を表示します。詳細はこちらをご覧ください。
通話と会議の記録について詳しくは、こちらをご覧ください。
記録の表示、管理、および共有について詳しくは、こちらをご覧ください。

記録のアップロード
Lifesize を使用せずに記録されたビデオを共有する場合は、アップロード機能を使用して、Web ブラウザでビデオ ファイルを Lifesize の記録ライブラリにアップ
ロードします。アップロードが完了すると、ビデオが処理され、記録フィードでの共有に適した形式にフォーマットされます。Lifesize の管理者は、記 録ライブラリ
内のすべての記録を Lifesize アカウントで管理できます。Lifesize の管理者とスーパーユーザーのみが記録をアップロードできます。
1. [記 録] > [記録フィード] の順に選択します。
2. ［アップロード］をクリックします。
3. ファイルをドラッグ＆ドロップするか、クリックしてファイルを参照します。最大サイズが 5GB の MP4 ファイルのみをアップロードしてください。
4. 記録のタイトルを編集します（オプション）。
5. ［アップロード］をクリックします。アップロードの進行状況がページに表示されます。アップロードウィンドウからはいつでも移動でき、アップロードはバック
グラウンドで続行されますが、進行状況のパーセンテージは見えなくなります。注：アップロードに必要な時間は、ファイルサイズやインターネット速度に
よって異なります。
6. 処理中：ビデオの処理にはある程度の時間がかかり、進行状況が [アップロード] ボタンの下に表示されます。ビデオを一度にアップロードして処理で
きる推奨件数は 3 件までです。通常、処理時間は 1 GB あたり 1 時間です。
7. ファイルの処理が完了すると、[記録フィード] に表示されます。記録のプロパティを編集するには
るには

に移動します。

特定のユーザー：これはデフォルト設定です。ユーザー名の入力を開始し、ドロップダウンから選択します。
アカウント全体：アカウント内のすべてのユーザーと共有するには、このオプションを選択します。

に移動し、記録を表示できるユーザーを選択す

Live Stream を設定する
Lifesize Live Stream は、会社の会議や幹部による最新情報、トレーニングやセッションをライブストリームで配信したいと考える組織にとって理想的です。管
理者は、Lifesize Live Stream の有効化、Live Stream イベントの作成、記録のダウンロードをすることができます。Life Stream 会議の主催者または司会
者は、質疑応答のために会議を開き、参加者が送信する質問にリアルタイムで回答することが可能です。
Live Stream イベントはすべて記録され、［記録］タブから一時的にダウンロードが可能です。 Live Stream イベントおよび記録の管理について、詳細をご覧く
ださい。
注 ： Q&A はモバイルデバイスには対応していません。

Live tream イベントのセットアップ
1. 管理者コンソールにログインします。
2. ナビゲーションメニューから、

[会 議] をクリックします。

新規の会議を追加する場合は、[一 般] タブおよび [役 割] タブで [会議の作成] をクリックし、必要な情報を入力して会議を規定します。会議名は空欄にし
ておくことはできません。
会議を編集する場合は、会議の名前をクリックして会議の詳細を編集します。

3. ［ストリーミング］タブをクリックして、必要な情報を選択して入力します。
a. ［Live Streaming を有効にする］をクリックします。
b. ライブ Q&A も含める場合は、 [質問を有効にする] をクリックします。
c. 質問を公開前に承認したくない場合は、 ［着信した質問をすべて自動承認］ チェックボックスを有効にします。このオプションにより、参加
者は Live Stream イベントで Q&A パネルを通じて送信されたすべての質問を見られるようになります。
d. ［閲覧許可］ を選択してユーザーの会議への参加を許可します：
全体に公開 – リンクを知っているすべての人が Live Stream イベントを閲覧できます。
プライベート公開 – パスコードを入力する必要があります。参加の際にパスコードを入力した人のみが、Live Stream イベントを閲覧できます。この
設定は、Live Stream イベントへの参加を特定の人に限定する場合にお勧めします。注 ：このパスコードは、会議パスコードとは異なります。
グループに公開 – あなたのグループのメンバーのみが Live Stream イベントを閲覧できます。

e. ［ストリーミング］タブで生成されたリンク、および必要に応じてパスコードをコピーし、会議の主催者に送信して会議の招待状に含まれるよう
にします。

をクリックしてリンクをコピーしても、パスコードはコピーされません。

4. [保 存]をクリックします。注 ：新規の会議を追加する場合、リンクが利用可能になるのは［保存］をクリックした後です。
Lifesize Live Stream の詳細については、以下のビデオをご覧ください。

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Live Stream を管理する
Lifesize Live Stream を有効にすると、作成された各イベントの詳細の表示、イベントに関する履歴データとリアルタイムデータの表示、Live Stream レポート
と記録のダウンロードができるようになります。
管理者コンソールで Live Stream イベントが作成されると、次の詳細が［会議］ページの［Live Streams］タブに表示されます。
会議名
Live Stream イベントへのリンク
イベント用に設定した（全体、グループ限定、プライベート公開の）許 可
ラ イ ブ ？ ステータス — ストリーミングが進行中かどうか、また、ライブ中であればイベントの閲覧者数を表示
履 歴 – Live Stream のイベント名をクリックすると、選択した会議室の Live Stream 詳細が開きます。

Live tream 履歴の表示
［Live Streams］タブで Live Stream 会議名をクリックすると、特定の会議に関するイベントの詳細が表示されます。［履歴］詳細には、日時、各イベントの継
続時間、各イベントの閲覧者数が含まれます。［レポート］ カラム内の情報アイコンをクリックして、履歴詳細の閲覧やレポートのダウンロードを行います。
［レポート］ カラム内の Live Stream イベント名をクリックして、履歴詳細の閲覧やレポートのダウンロードを行います。

Live tream イベント詳細
Live Stream の詳細レポートには、Live Stream イベントに参加した全参加者リストが載っています。Live Stream 会議へのリンクは、このレポートに含まれて
います。レポートをダウンロードするには ［エクスポート］ をクリックしてください。

Live tream の記録のダウンロード
すべての Live Stream イベントは記録されています。Live Stream イベントの終了後、その記録は所有者のアカウントに一時的に保存されます。Live
Stream Record and Share の時間が未購入で、保管または共有のために Live Stream の記録を永久保存したい場合、記録の所有者は記録が［記録］
ページで利用可能になり次第、ダウンロードする必要があります。
1. 記録をダウンロードするには、［記録の閲覧］に移動して記録を開いてください。
2. 画面下部にある

をクリックしてください。

あなたの組織でまだ Lifesize Live Stream が有効化されていない場合は、［ Live Stream の設定方法］についての詳細をご覧ください。
あなたが司会者の場合は、［Live Stream イベントの司会］についての詳細をご覧ください。
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