LifeSize® Bridge™

最高のHD品質を備えた多地点
ビデオ会議システムを体験
LifeSize Bridgeは、高品質かつ画期的な多地点HDビデオ会議
システムです。このパワフルでHDビデオ会議専用のMCUは、業界
で最高の品質と信頼性を誇るHDビデオ会議体験を、他にはない
プライス・パフォーマンスで実現しています。

より多くのオプション、より多くの参加者
LifeSize Bridgeは、多地点ビデオ会議を使ったコラボレーション
の要求に応えるため、8ポート、12ポート、16ポートに対応していま
す。LifeSize Bridgeは、1会議の参加者を最大48名に拡張したり、
複数のブリッジをカスケードして参加者を数百名に拡張すること
ができ、大規模なビデオ会議に十分に対応しています。
高可用性クラスタリング
LifeSize Bridgeを使えば、ポートの可用性やダウンタイムを心配す
る必要はありません。ブリッジは高可用性クラスタリング ライセン
スによって接続することができるため、複数のブリッジをシングル
デバイスのように動作させることができます。仮にブリッジの1つ
の機能が停止したり、故障したとしても、別のブリッジが自動的に
動作を引き継ぎます。クラスタ化されたブリッジの管理インター
フェースは1つで、エンドユーザー用のダイヤル プランも1つなの
で、とても簡単に管理できます。さらに、別のハードウェアを追加
で購入して設置する必要もありません。
シンプルさと使いやすさ
相互接続が可能で標準規格準拠、セットアップも簡単にできて使
いやすい LifeSize Bridge は、世界中に設置してクラスタ化すること
ができます。ミーティングはスケジュールに沿って開催することも、
オンデマンドで閲覧することもできます。まさに、すべての従業員
が専用アドレスを使ったバーチャル ミーティング ルームを持って
いるかのようです。

世界で最も品質が高く、最も実体験に近いコラボレーション環境が
LifeSize Bridgeによって作り出されています。この違いを体験してく
ださい。

LifeSize Bridge
主要機能
プライス
パフォーマンス

1080p30、720p60および
720p30の1ポートあたりの
価格は業界最低水準

参加者専用の
エンコーダー

性能とキャパシティを落とすこ
となく、あらゆるコーデック、
通信速度、解像度、レイアウト、
ポートに対応

ポート
キャパシティを
ライセンス化

8ポートから始め、規模の
拡大に合わせて拡張

拡張された
キャパシティ

拡張会議ライセンスを使用して
48名の1080p30ビデオ会議、
またはブリッジをカスケードし
て数百名の参加者に対応

高可用性
クラスタリング

最大10のブリッジをプールし、
常時接続の高可用性を実現

柔軟性

スケジュール化されたミーティング
とオンデマンドのHDバーチャル ルーム
の両方に対応

シンプルな
管理業務

複数のクラスタ化ブリッジを1つ
の管理インターフェースで管理

直感的に
操作できる
インターフェース

使いやすく、ドラッグ&ドロップで
操作できる管理ユーティリティ

LifeSize® Bridge™

製品仕様
キャパシティ モデル

オンスクリーン オーバーレイ

セキュリティ

12および16ポートにアップグレードできる8ポート

テキスト オーバーレイで会議参加者名を表示、音声のみ利用
のアクティブな発言者名を表示、エンドポイントの音声ミュ
ート、管理音声ミュート、ビデオミュートをアイコンで表示

PIN で保護された会議

16ポートにアップグレードできる12ポート
1会議に最大48名が参加可能な拡張会議モードにアップ
グレードできる16ポート
複数ブリッジをカスケードすることにより、帯域幅を維
持しながら数百名の参加者に対応

高可用性クラスタリング
クラスタリング ライセンスを利用すれば、最大10の
LifeSize Bridge 2200のクラスタ化が可能（16ポート
のLifeSize Bridgeに限り有効）
ポート キャパシティのプール、1つにまとめられた管理インター
フェース、エンドユーザー用シングル ダイヤル プラン、自動
コール フェール オーバー機能を備えた冗長性

通信プロトコルおよびビデオ規格
H.323、SIP、H.320（ISDN）
（ゲートキーパーを介した
LifeSize® Networker™経由）
H.264、H.263、H.261

ビデオパフォーマンス
参加者ごとのエンコーダが参加者の環境に応じた解
像度、
フレーム レート、帯域幅に対応
ビデオ帯域幅：ポートあたり128 Kbps～4 Mbps
ビデオ解像度：ワイドスクリーンCIFp30/p60～
1080p30/720p60
128 Kbps（432 x 240）p30 ワイドスクリーンCIF
384 Kbps（912 x 512）p30 ケーブルテレビ
512 Kbps（1072 x 608）p30 DVD解像度

インタラクティブ オーバーレイ：自分の映像、発言者の順
序、ステータス インジケータ、無声ビデオ、アナウンス、
カメラコントロールナビゲーションの表示オン／オフ
表示は15言語から選択、テキストの挿入位置を制御

1.1 Mbps（1280 x 720）p60 HD

H.323またはSIPを介したダイレクト ダイヤルイン
遠隔カメラ操作またはDTMF トーンから制御方法を選択
レイアウトは会議参加者ごとに12種類から選択
発言者をメインのウィンドウに自動的に表示
メインのウィンドウに表示する参加者を個別に制御

ビデオ会議サポート
16ポートのLifeSize Bridgeでは、拡張会議ライセンス
を利用した最大48名が参加するビデオ会議をスケ
ジューリング

AAC-LC、G.722.1c（48 Kbps、32 Kbps、24 Kbps）
（Siren 14）、G.722.1（32 Kbps、24 Kbps）
（Siren 7）、
G.722、G.711（μ-law）
、G.711（A-law）

NTP（Network Time Protocol）に対応

最大10,000名のカスタム オンデマンド バーチャル
ミーティング ルーム

ゲートキーパーを介し LifeSize Networker に対応

LifeSize Bridgeユーティリティ

インターフェイス

外部Syslogに対応

RJ45 イーサネット x 4、10/100/1000 Mbps の全二重通
信/半二重通信、マニュアル/自動検出、VLAN タグに対応
RS-232の設定用 DB9 シリアルポート

LifeSize Bridgeユーティリティによる会議制御
個別および会議レベルの制御により、以下の項目につ
いてライブでビデオ会議を管理

• アウトバウンド ダイヤリングを介した参加者の追加
• 強制終了（会議全体または参加者個別に対して）

H.239、SIPデュアル ビデオ
（LifeSize限定）
ポートのキャパシティを維持したまま、ビデオ会議シ
ステム標準規格の解像度によるデータ共有に対応

• ドラッグ & ドロップで会議参加者を管理

• 参加者ごとの統計をレポート

電源
AC 電源 100～240V、50～60 Hz

2U 19インチラックにフランジで取付け可能
高さ：
（2U）87 mm
幅：450.56 mm（フランジ含まず）
幅：484.64 mm（フランジ含む）
奥行：513.12 mm
重量：12.70 kg

動作温度：0 ℃ ～ 40°
C
動作湿度：15% ～ 85%（結露しないこと）

LifeSize Bridgeユーティリティ アプリケーション

保管温度：-20°
C ～ 60 ℃

WSDL管理用APIによるサードパーティからの管理

保管湿度：10％ ～ 90％（結露しないこと）

IPV4ではビデオ処理およびビデオ会議管理
IPV6ではビデオ処理のみ（クラスタリング時は利用不可）

一時的なアドホック会議を許可

内蔵型リセット ボタン

環境データ

システム管理

音声のみの参加者には会議IDおよびPINの入力を要求

スマート診断LED

筐体仕様

• ユーザー独自の設定（自分の映像、発言者の順序、
ステータス インジケータ、アナウンス、ナビゲーション、
挿入テキスト）

ビデオ会議参加者に対して会議室選択を案内

会議の詳細記録（CDR）

無制限のオンデマンド バーチャル ミーティング ルーム

バックグラウンドスピーカーを自動でボリュームダウン

バーチャル オペレーター

音声、通信、
データベース、
ライセンスマネージャー、
スケジューラ、
システム管理、
システム情報、
システム ス
テータス、
タイマー、ユーザーインターフェース、ビデオ
の冗長度を制御し、診断するためのシスログ

LifeSize® Transit™ Client/Serverを介した NAT/ファイヤー
ウォール トラバーサル

• 音声およびビデオ
（ミュート/ミュート解除）

Unicodeを使用した会議やサイト名に対応
ユーザーは15言語から選択可能

履歴管理

ゲートキーパー、SIPおよびPBXへビデオ会議を登録

• レイアウト ロック機能付きレイアウト選択

ローカライズ

フォワードエラーコレクション（FEC）機能付きアダプティブ
モーションコントロール（AMC）

外部のゲートキーパー、SIPおよびPBXに会議を登録

広帯域音声ミキシング

H.264、H.263、H.263+、H.261

Diff serve、TOS、IP Precedence による QoS

インフラ サポート

DTMF トーン検出（インバウンドおよびRFC2833）

プレゼンテーション規格およびプロトコル

サービス品質（QoS）

カスケードおよびレクチャー モード

カレンダーをドラッグ & ドロップで操作できるスケジューラ

音声規格およびパフォーマンス

HTTPSによるセキュリティ管理

アウトバウンド ダイヤリングをスケジュール化および
オンデマンド

3つのログイン レベル：管理者、ユーザー、サポート

1.7 Mbps（1920 x 1080）p30 フルHD

FIPS準拠のH.235暗号化モード

NICボンディング フェイルオーバーに対応した冗長性ある
ネットワーク
（IEEE 802.1AX-2008 対応のスイッチと）

エンドポイントからの会議制御

Microsoft® Windows™およびApple® OSX™から
Adobe® Air™管理アプリケーションを利用して
Bridgeを設定、制御、管理

768 Kbps（1280 x 720）p30 HD

H.235 AESおよびSRTP/TLS暗号化

LifeSize® Control™に対応

規定モデル番号
LifeSize® Bridge™ 2200 = LFZ-016

• Microsoft® Exchange™ との統合
• Google® Mail™ との統合
• 会議のセットアップと開始

レイアウト
参加者ごとにレイアウトの設定が可能
ドラッグ & ドロップ操作で参加者を配置できる12種
類のCPモード レイアウトに対応
最大4つのメイン画面までボイス アクティベートスイッチ
（VAS）に対応する複数CPモード レイアウト
DTMF トーンおよび遠隔カメラ操作（FECC）による
レイアウト選択
参加者数に応じた自動レイアウト
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