LifeSize® Control™

LifeSize Control は HD ビデオインフラの
統合管理を提供します

ビデオ機器統合管理プラットフォーム
LifeSize® Control™ は、
マルチベンダー環境を含むビデオ会議ネット
ワーク全体を一元管理する、オールインワン型ビデオ機器統合管理
プラットフォームのソフトウェアです。
管理操作を簡単に
革新的なソフトウェア ソリューションである LifeSize Control を導入
することで、企業内外に広がるエンドポイントやインフラなど、複雑
なビデオ会議ネットワークでも効率よく管理、スケジューリング、統合
することができます。
LifeSize Control のインテリジェントな自動化ツールを使えば、重要
なビデオ管理機能を簡単に操作することができ、24時間365日の監
視体制が時間と人件費を節約してくれます。LifeSize Control に搭載
されたスマート スケジューラや Automatic Call Establishment™ を
利用すれば、スケジュールを手作業で管理、設定、更新する必要は
ありません。事前アラーム管理システムを使って、Eメールによる通
知やグラフィカル PDF レポートをリアルタイムで受け取ることもでき
ます。さらに、バラエティに富んだレポート機能で統計や調査を実施
することで、投資対効果を正確に把握することができます。

LifeSize Control
主要機能
リアルタイム
管理

ダッシュボードで重要情報と
レポートを把握

システム制御

追跡、管理、監視、アップグレード、
ビデオ会議のスケジュールと録画

マルチベンダー
サポート

LifeSize、Cisco、Polycom、Sony、
Radvision のビデオ会議システムが
管理可能

LifeSize Control は LifeSize® Transit™ とシームレスに統合すること
ができるため、アカウントの自動プロビジョニングも可能です。その
結果、IT 管理者がＮAT/ファイヤーウォールトラバーサルの設置に労
力をかける必要はありません。

迅速・簡単な
スケジューリング

Webや Microsoft Exchange、
Google カレンダーを経由して、
多地点／2地点会議や録画の
スケジューリングが可能

グラフィカル
レポート

必要に応じて、またはスケジュール
通りに、データやグラフィカル
レポートを受信

エンドユーザーの操作を簡単に
LifeSize Control を Microsoft Exchange や Google Apps と統合す
れば、エンドユーザーはいつもの会議室を予約するのと同じくらい
簡単にビデオ会議を予約することができるため、簡単かつ非常に効
率的にビデオ会議をスケジューリングすることができます。LifeSize
Control の Eメール統合機能にはサーバー側のパッチやクライアント
側のプラグインは必要なく、インストールも非常に簡単です。

グローバル
ディレクトリ
サービス

H.350、LDAP または Active
Directory を用いた自動登録と
ディレクトリへのグローバル
アクセス

安全性

標準規格に準拠したアクセスと
端末間暗号化

エンドユーザーには使いやすさを、IT 責任者には安心を提供します。

少ない移動で、より多くのことを。
LifeSize Control で会議に参加しましょう。

スマート
スケジューラ

スケジュールに応じた
自動リソース配置

LifeSize® Control™

製品仕様
グラフィカルでWebベースのインターフェース

オールインワン型で使いやすい Web ベースの
インターフェース
ダッシュボード ホームページの画面に全ビデオ
インフラのライブ スナップショット機能を搭載

マルチベンダービデオ管理プラットフォーム

ビデオ通信システムおよび LifeSize®、Cisco®、
Polycom®、Sony®、Radvision® を含むマルチベン
ダー インフラを検出、管理、監視
ゲートウェイ、ゲートキーパー、MCU、NAT/ファイヤー
ウォール トラバーサル システムおよび録画機器を
含むインフラ機器を管理
LifeSize Desktop の設定およびディレクトリ管理
LifeSize Transit Server および Client を管理し、ビデ
オ会議システムと LifeSize Desktop の両方のアカ
ウントを自動プロビジョニング
H.323、H.320 および SIP 標準規格に準拠したマルチ
ベンダー システムを管理
マルチベンダー からビデオインフラをアップグレード・
ダウングレード
サードパーティのネットワーク・システム管理ソフト
との SNMP 相互接続

リアルタイム アラーム、フィルタ、ワークフロー

アラーム管理システムが次のような主要イベントを
監視：認証失敗、
ソフトウェア アップグレード、通
信関連問題、ネットワーク関連問題（これらに限定
されるものではありません）
Eメールや携帯機器を通じて技術者に通知
複数の管理者に対してイベント アラームをアサイン、
転送、通知
許容ジッタ、パケット ロスおよびフレームレートの閾
値をシステムに設定

スマート スケジューラ

予約の競合を解消、会議の状況に応じて適切な
リソースを配置
MCU アフィニティ が、最高品質または最適通信帯域
を利用可能な MCU をカスケード
録画サーバーが録画機器とエンドポイント間を結合し、
スケジュールどおりに録画
自動通話開始またはリソース予約オプション
自動通話切断オプション
IP アドレス、ISDN アドレス、E.164 アドレスもしくは
SIP アドレスを利用した外部参加者の招待
ロードバランス ISDN ゲートウェイで最大コールキャパ
シティを確保
ドラッグ＆ドロップで操作できる Web ブラウザ
ベースの管理者向けスケジューリング インター
フェース
カスタマイズ ミーティングのための MCU プリフィックスを
サポート

システム グルーピングおよびディレクトリ サービス

ビデオシステムとインフラを論理グループにアサイン
でき、
グループ ベース管理とマルチ ディレクトリ
アドレス帳管理を実現
グループの数は無制限
アドレス帳の数は無制限
標準規格の H.350、H.350.1および E.164 に準拠した
ユーザー ディレクトリ
LifeSize Desktop 用にディレクトリ統合
新規ユーザーの自動追加
管理下・非管理下機器をサポート
マルチベンダー アドレス帳フォーマットをサポート
LDAP および Active Directory 環境をサポート

システム監査

全 Control、管理者、ビデオシステム、ビデオインフラ
主導イベントの追跡
ユーザー、システム タイプ、
日付に基づいてシステム
イベント ログをフィルタリング

システム管理ロール マネージメント

アクセス制御や管理者および機材に関する権限付
与を目的としたカスタム ロールを無制限に作成
可能
ユーザー定義グループに基づいたネットワーク ビデオ
機器のセグメント化

Microsoft Exchange との統合

Microsoft Outlook を利用した会議のスケジュー
リング、
リソースの予約および内部・外部参加者
の招待
Exchange サーバー用パッチや Outlook プラグイン
を必要としない簡単なインストール
エンド ユーザーは普段と変わらない Outlook の
操作で簡単にリソースを予約
登録済みエンドポイントを Eメール ベースで管理

Google Apps との統合

Gmail や Google カレンダー を利用して、会議の
スケジューリング、
リソースの予約および内部・
外部参加者の招待が可能
Eメールアカウントを設定するだけの簡単なインストール
エンド ユーザーは、
これまで通り標準的な Eメール
クライアントを使用しながら、簡単にリソースの
予約が可能
登録済みエンドポイントを Eメール ベースで管理

セキュリティ

標準規格に準拠した暗号化 - Rijndael、16 ビット
SSL、SSH、SFTP、SNMP v5 を含む安全なアクセス
メソッド
Active Directory または LDAP 認証
送信ログ ファイル
監査機能
セキュア ストレージ
管理者、エンジニア、オペレータ向けロール ベース
アクセス制御

サーバー要件

ライブ カンファレンス イベント マネージャー

テンプレートとシステム バックアップ

個人またはグループのビデオシステムに対して、必
要に応じた、
またはスケジュールに基づくシステ
ム全般の設定変更
特定のエンドポイント モデル向けのテンプレートの
作成、
またはすべての LifeSize ビデオシステムに
適用可能な共通テンプレートの作成
テンプレートと設置済みシステムとの差分比較によ
るシステム整合性の確認
全組織のバックアップとリストア ポイントの保持
新規デバイス詳細ページにて、いかなる LifeSize
システムの設定でも迅速に変更

ライセンス キー マネージャー

LifeSize ビデオ会議システムのキーの保存、回収、
照会

会議中の参加者追加・接続解除および通話の終了を
管理
システムごとの通話統計を表示
進行中の会議のライブ スナップショットを閲覧
音量とミュートをコントロール
DND（通話拒否）モードの設定・解除
パケット ロスとジッタをリアルタイムにグラフ化

Automatic Call Establishment™ (ACE)

インテリジェント通話設定と自動再ルーティング
2地点会議から大規模な多地点会議に対応する通
話転送拒否設定

レポート機能

プレパッケージ レポートおよびカスタマイズ可能な
レポート
利用記録、
イベントリ、診断および通話明細記録
（CDR）に関するレポート
年・月・週・日単位のグラフィカルなデータ レポート
PDF および CSV へのワンボタン書き出し
CDR から生成したリアルタイム レポート
制限無しの定期レポート受信設定

北中南米：
+1 512 347 9300
LifeSize
1601 S. MoPac Expressway USフリーダイヤル
+1 877 543 3749
Suite 100
Eメール：info@lifesize.com
Austin, Texas 78746 USA
www.lifesize.com

Microsoft® Windows Server™ 2003 SP2 Standard
Edition 32 ビットおよび 64 ビット
（x86/x64 のみ）
Microsoft® Windows Server™ 2008 SP2 Standard
Edition 64 ビット
（x64 のみ）
Microsoft Exchange 統合用 Active Directory サポート
- Exchange 2003 サポート
（FBA および NTLM経由）
- Exchange 2007、2010 サポート
（EWS 経由）
プロセッサ：2.4 Ghz、RAM：1 GB、ハードディスクの
空き容量：最低でも 35 GB1

1: LifeSize Control サーバーはデュアル NIC カードをサポー
トしていません。

クライアント要件

Microsoft Internet Explorer™ バージョン 8 または
Mozilla Firefox™ 3.6
Adobe Flash™ プラグイン V.9、V.10

ライセンス

シートパッケージごとおよび無制限サイト ライセンスを
提供

欧州/中東/アフリカ：
LifeSize 支社
49 89 20 70 76 0（ドイツ）
欧州フリーダイヤル 00 8000 999 09 799
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アジア太平洋：
LifeSize 支社
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DS-CONTROL-A4-0611

