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はじめに 

このドキュメントでは、 Lenovo Cloud Deploy を使用して、Poly G シリーズ本体（以降は

POLY G10-T と表記）の OS を復元する方法について説明します。 

本ドキュメントは、Lenovo から提供されている、「POLY 向け ThinkSmart Edition Tiny 

(M920q): 復元手順について」をもとに、作成しております。 

 

POLY G10-T を復元するには、大きく以下の３つの作業があります。 

1. Lenovo から提供されているメディア作成ツール をダウンロードして、PC にインス

トールします。 

2. 復元する POLY G10-T を起動するための USB メディアを作成します。 

3. Lenovo から提供されている、復元用のツールを使用して、MTR のイメージを復元し

ます。 

注：上記プロセスは、インターネットにアクセス可能な PC 上で実行します。 

更新履歴 

バージョン 変更内容 日付 備考 

初版 (1.0) - 2021 年 11 月 5 日  
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技術要件 

• マイクロソフトウィンドウズ 7 以上 

• .NET Framework 4.5.2 以降のインストールが必要 

• ローカル ポート 5555,55819 

• インターネット接続 

注：(オンライン USB メディアを使用する場合は有線インターネット接続が必要) 

o クイックイメージキャプチャ - 9 Mb/秒のアップロード 

o クイックイメージの復元、システムの復元ウィザード、パッケージ転送 - 1 Mb/秒

ダウンロード 

• オンライン・リカバリーUSB メディアを使用する場合 

o 3 GB の USB メディア (2.0 または 3.0) 以上 

• オフライン・リカバリーUSB メディアを使用する場合 

o 32 GB の USB メディア (2.0 または 3.0) 以上 

• インターネットにアクセスできるマシン  

• マシンには有線接続が必要 

• デフォルト BIOS 設定  
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メディア作成ツールのダウンロードとインストール 

メディア作成ツールのダウンロード 

復元用の USB メディアを作成します。 

メディア作成ツールを Lenovo サイトからダウンロードします。 

1. Web ブラウザーを起動し、Lenovo Cloud Deploy サイトに移動します。 

https://www.lenovoclouddeploy.com/ja-JP/auth/welcome 

2. サインインを選択します。 

 

 

3. アカウントキーを入力して、「送信」を選択します。 

アカウントキー：AVFP-WECX-UM4K-V7YF-EHHW. 

 

 

 

https://www.lenovoclouddeploy.com/ja-JP/auth/welcome
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4. 復元に必要な下記情報を入力します。 

Email: Polycomrecovery@lenovo.com 

Password: PolyRec920Q 

 

 

 

5. 「Submit」を選択すると、Lenovo Cloud Deploy のホーム画面が表示されます。 
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6. 「ダウンロード」を選択します。 

 

7. 「Lenovo Cloud Deploy」の「ダウンロード」を選択して、Lenovo Cloud Deploy

ツールをダウンロードします。 

 

 

メディア作成ツールのインストール 

次にダウンロードしたメディア作成ツールをインスト―ルします。 

1. ダウンロードした .exe ファイルをダブルクリックした後、 「YES」を選択します。 

注：ユーザーアカウント制御によって要求された場合は、「はい」を選択します。 
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2. インストールプログラムが起動すると、ようこそ画面が表示されます。 「Next」 を

選択します。 

 

3. Lenovo のライセンス契約とレノボのソフトウェアプライバシーステートメントと個

人データの免責事項の横にあるチェックボックスに✔を入れます。 

「Next」を選択します。 
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4. 「Next」 を選択します。 

 

 

5. カスタマーキーと Email Address を入力します。 

カスタマーキー: AVFP-WECX-UM4K-V7YF-EHHW 

Email: Polycomrecovery@lenovo.com 

 

6. 「Install」 を選択してインストールを開始します。 
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7. Lenovo Cloud Deploy を変更する事を許可するプロンプトが表示される場合があり

ます。 表示された場合は変更を選択してください。 

8. インストールが完了すると、確認メッセージが表示されます。「Launch」 を選択し

て続行します。 
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復元用 USB メディアの作成 

1. Lenovo Cloud Deploy がインストールされたら、「Launch」 を選択します。 

 

2. ログイン名、パスワードを入力して、「Sing in」を選択します。 

・ログイン名 --- Polycomrecovery@lenovo.com 

・パスワード --- PolyRec920Q  

 

3. システムの復元メニューが表示されるので、「別のコンピュータを復元する」を選択

します。 

 

 

4. 次に、POLY G10-T がインターネットにアクセスできるかどうかにより、オンライン

でインストールするか、オフラインでインストールするかを選択します。 

・ オンラインでインストールする場合：「有線インターネット接続があります」を選択 

・ オフラインでインストールする場合：「有線インターネット接続がありません」を選択 

mailto:Polycomrecovery@lenovo.com
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オフライン展開用の USB メディアの作成 

POLY G10-T に有線インターネット接続がない場合は、オフライン展開用の USB メディ

アを作成します。以下の手順で USB メディアを作成します。 

注：「有線インターネット接続がありません」を選択した場合は、ダウンロードしてから２週間 

のみ有効となります。 

1. [有線インターネット接続がありません]を選択します。 
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2. メディアの作成を開始します。作成には、インターネット環境によっては、１時間ぐ

らいかかる場合があります。 

 

 

3. リカバリードライブが作成されると、 次の画面が表示されます。 

[ 完了] を選択して、ダイアログ ボックスを閉じます。 
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オンライン展開用の USB メディアの作成 

POLY G10-T に有線インターネット接続がある場合は、オンライン展開用の USB メディ

アを作成します。以下の手順で USB メディアを作成します。 

1. [有線インターネット接続を持つ]を選択します。 

 

 

2. リカバリーするメディアを選択します。 

「ThinkSmart Edition Tiny M920q for Poly – Multi Language Support (1909) – 

MTR Update」を選択します。 
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3. USB メディアが上書きされる旨の注意メッセージが表示されます。続行するには、 

✔ を入力して「作成] を選択します。 

 

 

4. 復元用 USB メディアの作成を開始します。時間は インターネット環境によって異な

りますが、30 分以上かかる場合があります。   

 

 

5. 復元用メディアが作成されると、 次の画面が表示されます。 

[ 完了] を選択して、ダイアログ ボックスを閉じます。 
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POLY G10-T の復元 

復元用の USB メディアが準備できたら、次に、POLY G10-T の復元を行います。 

以下の手順で、USB による復元作業を実施します。 

注：USB からの復元手順は、オンラインでの復元（インターネット接続あり）、オフラインで 

の復元（インターネット接続なし）共に同じ手順です。 

 

1. 復元用に作成した USB メディアを POLY G10-T に挿入します。 

2. POLY G10-T のインターネット接続環境を確認します。 

a. インターネットアクセスがある場合 --- オンライン・リカバリーUSB を使用します 

b. インターネットアクセスがない場合 --- オフライン・リカバリーUSB を使用します 

3. POLY G10-T を電源に接続して起動します。 

4. Lenovo アイコン が表示されたら、キーボードの Enter キー を押します。 
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5. 通常の起動を中断し、「Startup Interrupt Menu」が表示されます。 

 

6. キーボードの「F11」キーを押します。 

7. 「オプションの選択」メニューが表示されるので「デバイスの使用」を選択します。 

 

8. 「Generic Usb Device」を選択します。 
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9. コンピュータは、USB メディアから起動します。その後、Lenovo Cloud Deploy ア

プリが起動します。 

 

 

10. Lenovo Cloud Deploy アプリケーションにログインし、システムの復元ウィザー

ドを続行します。 

Password 「PolyRec920Q」 を入力して、サインインします 。 
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11. 「システムの復元」 画面が開きます。[次へ] を選択します。 

 

 

12. 「展開を選択」 画面が表示されます。 

「ThinkSmart Edition Tiny M920q for Poly Multi Language Support (1909) – 

MTR Update」のチェックボックスが選択されている事を確認して「次へ」 を選択し

ます。 

 

 

13. 次の画面で、内蔵ハードドライブが消去される旨のメッセージが表示されるので、内

容を確認した上で ✔ を入力します。 

[復元] を選択して、USB からの復元を開始します。 
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14. 復元プロセスが開始されます。イメージの復元処理中に、次の内容が表示されます。 

 

 

Note： 

• ドロップダウンにて、イメージを復元するために残っているステップの数を確認できます。  

• イメージが復元されると、POLY G10-T はイメージを起動して MTR 構成プロセスを実行し

ます。  

注：この間、USB メディアを POLY G10-T から抜かないでください。 

 

• プロセス中、POLY G10-T が数回再起動します。   

• オンライン・リカバリーを行っている場合の所要時間は、インターネット接続の状況によっ

て異なります。 （30 分以上かかる場合があります） 
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15. 次のような画面が表示されます。 

 

 

16. プロセスが完了すると、次の画面が表示されます。「Reboot」を選択します。  
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トラブルシューティング 

USB メディアの問題 

次のエラーが表示された場合には、IO エラーまたは不正なキーが原因である可能性があり

ます。   

 

このエラーが発生したら、「OK」を選択して、もう一度プロセスを実行してください。 

それでもうまくいかない場合は、DiskPart コマンドを実行して、Lenovo Cloud Deploy

にて新しい USB メディアを生成してから再度プロセルを実行してください。 

 

DiskPart の手順 

注：DiskPart は管理者特権が必要な破壊ツールの為、ご利用に関しては十分ご注意下さい 

注：ディスク番号とドライブ文字は異なります 

1. Windows コマンドライン、または PowerShell ターミナルを開きます。 

Windows の 「スタート」 メニューを右クリックし、Windows PowerShell を選択 

（管理者のみ） 
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2. 管理者レベルの PowerShell ターミナル (または Windows コマンド プロンプト) に

「diskpart」と入力し、Enter キーを押すと ディスクパーツのプロンプトが表示され

ます。 

 

 

3. プロンプトで、「list disk」と入力し、Enter キーを押します。0 から準に DiskPart

は、検出されたディスクをリストアップします。 

今後 DiskPart コマンドで使用するディスク番号（Windows ハードドライブの場合

は 0 など）を覚えておく必要があります。この例では、問題の USB メディアはディ

スク 6 です。  
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注: ディスクのリストに加えて、DiskPart に対して検出されたボリュームのリストを確認する事 

もできます。プロンプトで、「list volume」と入力します。 

 

4. 「sel disk 6」と入力し、Enter キーを押すとディスク 6 は選択されたディスクにな

ります。 

5. 「Clean」と入力し、Enter キーを押すと次の内容が表示されます。 

DiskPart succeeded in cleaning the disk 

Create part prim 

Diskpart succeeded in creating the specified partition 

Assign 

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point 

 

6. 次にポップアップ ボックスが表示されます。「Format disk」を選択します。 
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7. 次のポップアップ ボックスで、「Start」を選択します。 

 

8. 「OK」を選択します。 

 

9. システムは、フォーマットが完了したことを示すメッセージに戻ります。 

「OK」を選択した後、「Close」を選択します。 

 

10. コマンド プロンプトに戻り、「exit」 と入力します。 

11. 「exit」を もう一度入力して、 PowerShell を終了します。 
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12. コマンド プロンプトを終了するには、もう一度 「exit」と入力します。 

DiskPart の使用が完了したら、LCD ツールに戻って、再度作成してみてください。   

Unauthorized System 

システムが許可されていない場合は、次のエラーが表示されます。 

 

• これは、 機器が登録されていない場合に発生します。 

• 機器の登録情報に誤りがない場合はシリアル番号とモデル番号が購入時のユニット情報と一致し

ている事を確認する必要があります。 

デジタルプロダクトキーに誤りがある場合 

誤ったデジタル プロダクト キーを入力すると、次のエラーが表示されます。 

 

正しいデジタルプロダクトキーで、システムボードを交換する必要がある可能性がありま

す。 
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ログ ファイル 

Lenovo Cloud Deploy のトラブルシューティングを依頼する際には、ログファイルをご

提供頂く必要があります。 

Windows では、アプリケーション ログが %TEMP% ディレクトリに格納されている場合

があります。チケットを開く際は、次の 2 つのログの提供をお願いします。 

• LCD.LOG which will always be the current/last run of LCD.EXE  

• LCD.LOG.1 which will contain all previous runs of LCD.EXE  
 

サービス ログは、%PROGRAMDATA%\Lenovo\Lenovo Cloud Deploy\Logs 内にあり

ます。 

これらのログは、インストールされている LCD サービスに固有の問題をデバッグするの

に必要になります。 

ブート メディアを使用する場合のファイルは、USB メディアの LOGS フォルダ内にあり

ます。 

Lenovo Cloud Deploy ログファイルからの復元 

1. ヘルプ ファイルを開くには、WinPE で F1 キーを押します。  

注: WinPE では変換はサポートされていません。  

 

2. Ctrl + Shift + C を押して、コマンド プロンプトを開きます。 

3. コマンド プロンプトは、最も関連性の高いディレクトリと思われるものを自動的に開

きます。 
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• LCD が動作している場合 -> Z:\LOGS 

• 復元が処理中の場合 -> Z:\CURRENT_DEPLOY 

4. コマンド結果をコピーして、そのフォルダを Lenovo に送信します。   

ネットワーク ドロップ エラー 

ネットワークが切断されると、次のエラーが表示されます。 

 

「OK」 を選択して、もう一度やり直してください。 ネットワークの問題が解決しない場

合は、ログを取得して、Premier サポート に提供してください。 

 

Lenovo Cloud Deploy の更新プログラム 

Lenovo Cloud Deploy より、更新通知が表示される場合があります。 

一部の更新プログラムについては、ユーザーがインストールとキーを更新する必要がある

為、ユーザーが、Lenovo Cloud Deploy アプリケーションを起動する時に更新するよう

に求められる場合があります。また、古いキーより起動する場合、キーを更新する必要が

あるという警告も表示されます。  

ファイアウォールの要件 

Lenovo Cloud Deploy アプリケーションは、標準の https ポート 443 とトランスポート

層セキュリティ (TLS) バージョン 1.2 を使用して 、クラウドバックエンド環境で通信し

ます。 
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企業のファイアウォールでは、Lenovo Cloud Deploy インフラストラクチャとの通信を

可能にする追加のルールを設定する必要があります。 

ファイアウォールのワイルドカード 

次のドメインをホワイトリストに登録する必要があります。 

• lenovoclouddeploy.com --- すべての顧客、ユーザー、およびコンテンツのメタ データを保持 

• *.lenovoclouddeploy.com --- コンテンツを配信 

• *.s3.amazonaws.com --- アップロードされたコンテンツを受け取ります。 

ファイアウォールのワイルドカードがサポートされていない 

ワイルドカードがサポートされていない場合は、次の値を使用します。 

• lenovoclouddeploy.com –すべての顧客、ユーザー、およびコンテンツのメタ データを管理 

• diav4v6bggwod.lenovoclouddeploy.com – コンテンツを配信 

お客様の S3 リージョンに応じて、コンテンツのアップロードをサポートするために、関

連付けられたドメインをホワイトリストに登録する必要があります 。以下の表を参照して

ください。 

ドメイン 地域 

lcd-production-us-east-1.s3.amazonaws.com  US East (N. Virginia) 

lcd-production-ca-central-1.s3.amazonaws.com Canada (Central) 

lcd-production-ap-south-1.s3.amazonaws.com  Asia Pacific (Mumbai) 

lcd-production-ap-southeast-2.s3.amazonaws.com Asia Pacific (Sydney)  

lcd-production-ap-northeast-1.s3.amazonaws.com EU (Frankfurt)  

lcd-production-eu-central-1.s3.amazonaws.com Asia Pacific (Tokyo) 

lcd-production-us-west-2.s3.amazonaws.com  EU (London)  

lcd-production-sa-east-1.s3.amazonaws.com  South America (São Paulo)  
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ファイアウォールに IP アドレスが必要 

ファイアウォールに特定の IP アドレスが必要な場合は、Amazon が管理している以下の 

AWS ウェブサイトを参照してください。AWS サービスの IP 範囲を含む JSON file をダ

ウンロードする方法について説明します。 

      https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-ip-ranges.html 

Web サイトでは、次の地域とサービスに一致するすべてのエントリを許可する必要があり

ます。 

"region": "us-east-1", "service": "AMAZON" 

コンテンツをダウンロードするには、次のサービスに一致するすべてのエントリを許可す

る必要があります。 

"service": "CLOUDFRONT" 

お客様の S3 リージョンに応じて、関連付けられているサービス「S3」を、ホワイトリス

トに登録して、コンテンツのアップロードをサポートする必要があります。 

ドメイン 地域 

lcd-production-us-east-1.s3.amazonaws.com  US East (N. Virginia) 

lcd-production-ca-central-1.s3.amazonaws.com  Canada (Central) 

lcd-production-ap-south-1.s3.amazonaws.com ASIA  Asia Pacific (Mumbai) 

lcd-production-ap-southeast-2.s3.amazonaws.com  Asia Pacific (Sydney)  

lcd-production-ap-northeast-1.s3.amazonaws.com  EU (Frankfurt)  

lcd-production-eu-central-1.s3.amazonaws.comASIS Asia Pacific (Tokyo) 

lcd-production-us-west-2.s3.amazonaws.com  EU (London)  

lcd-production-sa-east-1.s3.amazonaws.com  South America (São Paulo)  

プロキシの要件 

プロキシ サーバーは、トランスポート層セキュリティ (TLS) バージョン 1.2 をサポート

している必要があります。 

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-ip-ranges.html


 

31 

 

API エンド ポイントは、クライアント アプリケーションを識別し、承認するために要求

ヘッダーを使用します。 

要求ヘッダーの例は、次のようになります。 

LN-API-VERSION: 1.0  

Authorization: Bearer  

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6Ik

pvaG4gRG9lIiwiYWRta  

W4iOnRydWV9.TJVA95OrM7E2cBab30RMHrHDcEfxjoYZgeFONFh7HgQ  

Ln-Auth-Cid: FKLAERADFE9898A  

x-ln-product-name: Thinkpad T470  

x-ln-serial-number: 89AD23D  

x-ln-bios-version: ABC  

x-ln-bios-vendor: Lenovo.com  

x-ln-manufacturer: Lenovo.com  

x-ln-version: 01  

x-ln-enclosure-type: Notebook  

user-agent-language: en-us 

 

プロキシ サーバーを使用する企業は、Lenovo Cloud Deploy をサポートする為に、これ

らのヘッダー値をそのまま残すように構成する必要があります。 


