ついに登場

Smart Video

™

LifeSize® Icon™ シリーズ

まったく新しい形へ変化を遂げた
ビデオ会議システムの体験が
あなたの手に
LifeSize® Icon™ シリーズ

LifeSize Iconシリーズは、あなたの実体験を取り
巻くようにデザインされた一連のビデオ システム
といえます。顧客やパートナー、サプライヤ、同僚
などと、
フェース ツー フェースのビジネス上の議
論を効果的に促進します。
また劇的にシンプルに
なったユーザー体験をとおして、LifeSize® UVC
Platform™ のパワフルなビデオ アプリケーション
にアクセスします。長年にわたる革新と高い目標を
持った開発の集大成として、LifeSize Iconシリーズ
からSmart Video™ の体験をお届けします。
フラ
ストレーションを一切感じることのないビデオ会
議が、信じられないほどの価格で利用できます。
これで、最も重要な課題である
「ビジネス」に集
中できることは間違いありません。
劇的にシンプルになった
ビデオ会議体験
LifeSize Iconシリーズは、
ユーザー体験が劇的にシンプル
になるように設計されています。
ビデオ会議の予定はいつで
も把握できます。
ビデオ会議に遅れそうな場合は、
リマイン
ダ機能が役に立ちます。多くの人とのビデオ会議も簡単に
見つけて参加できます。いち早くビジネス チャンスを見つけ
出すことで、
ビデオ会議を使ったコラボレーションが広がり
ます。
また、重要な議論を録画して、
ストリーミングすることも
できます。
このようなすべての機能を、新しいユーザー体験
をとおして、今まで以上に簡単に利用することができます。
さ
らに、将来さらなる機能が必要になった場合でも、ITサポー
ト チームに連絡するだけで必要な機能とアプリケーション
がすぐに利用できます。LifeSize Iconシリーズは、最高のシ
ンプルさ、柔軟性、
そして価値を生み出すべく設計されてい
ます。

百聞は一見にしかず
›› スクリーン オプションは、
ユーザーがビデオを使って行
いたいことに追従して理論的に動作するため、素早く簡
単にコラボレーションできます。
まさしくこれが、劇的に
シンプル化されたユーザー体験なのです。利用できるビ
デオ機能を見ただけで、
トレーニングを受けなくても使
いこなせる追加アプリケーションの無限の可能性を発
見できるはずです。
›› ホーム画面にはユーザー個別の会議スケジュールが表
示されるため、仕事に就いてボタンをクリックするだけ
でビデオ会議を始めることができます。
›› 便利な会議リマインダはポップアップ表示されるため、重要
なビデオ会議に参加し忘れてしまうこともありません。
›› 統合された会議リストを使えば、大規模な会議でも素早く
検索し、参加することができます。複雑な多地点会議装置
番号をダイヤルすることも必要ありません。希望する会
議を簡単に探し出し、
クリックするだけでビデオ会議に
参加できます。
›› 名前表示のダイヤリング用統合ディレクトリや検索機能、
コンタクト先をお気に入りに登録する機能など、
ビデオ
会議を簡単かつ素早く利用できる機能が満載です。
›› このようなユーザー体験は、多地点ビデオ会議でも同様
に体験できます。
ユーザー体験が統一されることにより、
重複するオプション メニューや複雑なコマンドによるビ
ューの変更など、
フラストレーションのたまる変更はなく
なりました。
›› ボタンを押すだけで、簡単にプレゼンテーションや会議
を録画でき、数多くの閲覧者に対してでもライブ ストリ
ーミングが可能です

LifeSize® UVC Platform™と一体化

一目瞭然

LifeSize Iconシリーズのシステムを利用すると、LifeSize
UVC Platformが提供するパワフルで、統合されたインフラ
アプリケーションのメリットを体験できます。設定やプロビ
ジョニングが簡略化されたことにより、ITチームはストリー
ミングや録画機能に集中したり、ネットワークを管理したり、
NAT/ファイヤーウォールを安全にトラバースしたり、多地
点ビデオ会議をサポートしたり、
ユーザーのニーズの変
化に対して新しいビデオ会議機能をいち早く導入したり
することができます。

スリム化された
直感的なユーザー
インターフェース

カレンダー統合、会議ディレクトリ、多地点
ビデオ会議中のユーザー インターフェース
統一、統合ディレクトリ、名前表示ダイヤ
リング、検索、お気に入り登録

UVC Platformとの
一体化**

UVCアプリケーションを利用すれば、パワフ
ルなビデオ会議機能を簡単に利用可能。
ビデオ会議のストリーミングおよび録画*、
ネットワーク管理、NAT/ファイヤーウォール
の安全なトラバース、多地点ビデオ会議の
ホスティングなど、多彩な機能

遠隔制御

誰でも素早く簡単に使いこなせる、
なめらかな新デザイン

優れた拡張性と柔軟性

ビデオ品質

最高1080p60

プレゼンテーション
品質および共有

最高1080p、物理的データ ポート

HD ディスプレイ

2つまで接続可能

HD カメラ

パン、
チルト、
ズーム機能付きカメラ、
最高1080p60 HD対応、10倍ズーム

Digital MicPod

三つ組みの360度指向性技術搭載
マイクで優れた集音

Phone*

音声、
ビデオとも画面をタッチして操作

自由な設置場所

設置は壁掛け
（VESA規格）
または
ディスプレイから選択可能

LifeSizeは、LifeSize Iconシリーズで業界トップの驚くべき
プライス パフォーマンスを実現しています。
このシリーズ
では、
ソフトウェアのアップグレードやアクセサリがいつで
も入手できるため、変化するビジネス ニーズに対しても
柔軟に対応できます。
また、マルチ ディスプレイの使用や
パフォーマンスのアップグレード、新機能の追加などで使
用環境を拡張しても、常に変化し拡大し続けるビジネス
に対してLifeSize Iconシリーズは十分な投資保護効果を
発揮します。
最高のパフォーマンス、パワフルな体験
最先端かつ最高のパフォーマンスのHDビデオ会議を存
分に体験してください。HD 1080p60に対応したビデオ会
議では、最高の鮮明さと流れるような動きが実現されてい
るのと同時に、非常に細部まで映し出す1080pのプレゼン
テーション機能によりコラボレーションが加速します。
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* 製品開発サイクルおよび将来的な方向性に対するLifeSizeの最新の計画を表す
ものです。
これはあくまで情報であり、LifeSizeの責任義務と解釈されるべきもので
はありません。
この機能に対し、LifeSizeは明示的または暗示的に一切の保証をい
たしません。
** 仮想マシン ソフトウェアまたはハードウェアとして使用できるLifeSize UVC
Platformが必要です。

LifeSize® Icon™ シリーズ

製品仕様
システム構成

LifeSize Icon 600 ビデオ システム
LifeSize Camera 10x または LifeSize Camera 200
LifeSize Digital MicPod または LifeSize Phone, 2nd
Generation*
リモコン
電源供給装置／電源ケーブル

通信

SIP、H.323、128 Kbps～6.0 Mbps
RJ-45 ネットワーク LAN 10/100/1000 x 1
LifeSize Digital MicPod または LifeSize Phone, 2nd
Generation x 2用LifeSize Link x 1

2ディスプレイ対応

HDMI入力対応の720p または 1080p HD ディスプレイ

HD 1080p60 PTZ カメラ
（LifeSize Camera 10x）

視野角 70 度の広角ズームレンズ
光学10倍ズーム
オート フォーカス/オート ゲイン コントロール
10 台のカメラ プリセット
（自分側と相手側）
標準 HDMI ケーブル（3.0 m）

完全統合型 HD 音声会議Phone*

セキュリティ

音声機能

あらゆるネットワーク条件で優れたビデオ品質を実現する
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）
NAT/ファイヤーウォール トラバーサル（H.460/SIP）
自動通話帯域幅検出

90 Hz～22 kHz、最大集音範囲約4.5 m
LifeSize Linkケーブルでビデオ機器に直接接続して使用
タッチパネル式ユーザー インターフェース
HDのビデオ会議、音声会議、
プレゼンテーションを管理
追加で最大2台のLifeSize Digital MicPodに対応

WebRTC NetEQ パケット ロス遮蔽
全二重通信で自然な会話
エコーキャンセラー機能でクリアな通話
オート ゲイン コントロール
オート ノイズ低減

視野角 70 度の広角ズームレンズ
光学4倍ズーム
オート フォーカス/オート ゲイン コントロール
10 台のカメラ プリセット
（自分側と相手側）
標準 HDMI ケーブル（3.0 m）

ビデオ仕様

最大解像度 1920x1080、縦横比 16:9
全解像度、最高 60 fpsのプログレッシブ スキャン
対応解像度200以上
ビットレートおよび解像度例（H.264、AAC-LC）
768 Kbps (720p30)
1.1 Mbps (720p60)
1.7 Mbps (1080p30)
2.5 Mbps (1080p60)

ビデオ規格

H.264、H.263+ および H.239/BFCP

G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C（Polycom からライセンス
供与）
、MPEG-4-AAC-LC
®

音声入力（入力 x 4）

マイク／ライン入力 x 1（3.5 mm）
LifeSize Link (LifeSize Digital MicPod または LifeSize
Phone, 2nd Generation*) x 1
HD ビデオ入力 x 1
DVI-I 入力 x 1

ビデオ入力（入力 x 2）

HD ビデオ入力（最高1080p60）x 1
DVI-I 入力（最高1080p60）x 1 — HDMI/VGA 使用可能

ビデオ出力（出力 x 2）

HD ビデオ出力（最高1080p60）x 1 — プライマリ ディスプレイ
DVI-I 出力（最高1080p60）x 1 — HDMI/VGA 使用可能 —
セカンダリ ディスプレイ

ライン出力／ヘッドセット x 1
LifeSize Link (LifeSize Phone, 2nd Generation*) x 1
HD ビデオ出力 x 1
DVI-I 出力 x 1

その他の対応規格

H.221、H.224、H.225、H.231、H.241、H.242、H.245、H.281、
RFC 3261、RFC 3264、RFC 2190、RFC 3407、RFC 2833

ユーザー インターフェースおよび機能

シンプルさが追求されたユーザー インターフェース
簡易リモコン
グラフィカル ユーザー インターフェース管理コンソール
多言語をサポート
DND（通話拒否）
モード
ビデオ ミュート
ピクチャー イン ピクチャー

UVCアプリケーション**

インテリジェントなネットワーク機能

ディレクトリとアドレス帳

音声規格

音声出力（出力 x 4）

HD 1080p30 PTZ カメラ
（LifeSize Camera 200）

HTTP、SSH、Telnet サービスの無効化機能
厳格なコンプライアンスを含む H.235（AES）暗号化に対応
TLS/SRTP をサポート
Kensington セキュリティスロット

カレンダー、会議ディレクトリ、お気に入り登録、検索機能付き
統合ディレクトリ***
会議の録画／ストリーミング、全会議の自動録画*、
ワンボタン
でアドホック録画、録画インジケータ
ネットワーク管理
NAT/ファイヤーウォールを安全にトラバース
Microsoft® Lync™ 相互接続*

最大 100,000 件のディレクトリ エントリ
LDAP サポート/H.350 準拠
カレンダー／会議ディレクトリに対応
H.323 URI ダイヤリング対応（Annex O）

システム管理

Web インターフェース
バックアップ／リストア機能
USB 3.0 x 3

電源

AC 電源 100～240V、50～60 Hz、2.5A（外部電源）

環境データ

動作温度：0 ℃ ～ 40°
C
動作湿度：15% ～ 85%（結露しないこと）
保管温度：-20°
C ～ 60 ℃
保管湿度：10％ ～ 90％（結露しないこと）

ビデオ機器寸法
幅：365 mm
奥行：163 mm
高さ：43.8 mm
重量：1.53 kg
規定番号：LFZ-023

取り付けオプション

取り付け穴：M5 ねじ穴 x 2（307 mm間隔）
取り付けねじ：M5 ねじ x 2（最長9 mm、最短4 mm）
* 製品開発サイクルおよび将来的な方向性に対するLifeSize
の最新の計画を表すものです。
これはあくまで情報であ
り、LifeSizeの責任義務と解釈されるべきものではありませ
ん。
この機能に対し、LifeSizeは明示的または暗示的に一切
の保証をいたしません。
** 仮想マシン ソフトウェアまたはハードウェアとして使用で
きるLifeSize UVC Platformが必要です。
*** ビデオ機器に接続されたLifeSize Iconシリーズを購入す
るとLifeSize UVC Manager™ が同梱されています。

完全統合型 HD 音声Digital MicPod

90 Hz～24 kHz、最大集音範囲約4.5 m
LifeSize Linkケーブルでビデオ会議システムに直接接続し
て使用
最大2台のLifeSize Digital MicPodに対応
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