LifeSize® UVC Access™

LifeSizeまたは
サードパーティのインフラ

インテリジェントな
ルーティングと通信制御を実現する
IPコミュニケーション ゲートキーパー

サードパーティの
ビデオ会議システム

LifeSize® UVC Access™ は、H.323準拠のビデオ会議ネットワーク
を、その規模や複雑さにかかわらずインテリジェントにルー
ティングして制御する、標準規格準拠のゲートキーパーです。
LifeSize® UVC Platform™ 上で利用できるこのゲートキーパー
ソリューションは、ビデオ会議が扱う音声、ビデオ、データの流
れを明確に定義することで、それらの制御や管理の効率性を向
上します。さらに LifeSize UVC Access は、通話ダイヤリングポリ
シーを簡素化することで、短縮番号やURIを用いたH.323準拠の
エンドポイントやインフラデバイスへのダイヤリングを可能にし
ています。IT管理者は帯域幅の特定ゾーンを微調整しながら制
御することができ、ビデオネットワーク全体を掌握することがで
きます。

LifeSize製
ビデオ会議システム

最高の制御性と柔軟性
LifeSize UVC Access は、柔軟なライセンス管理を可能にしてい
ます。まずは、現時点で必要なライセンスを購入し、その後、
事業の拡大に合わせてライセンスを拡張することができます。
つまり、ITリソースを有効活用でき、費用の節約にもなります。
LifeSize UVC Platform
LifeSize UVC Access が作動する LifeSize UVC Platform は、個々
に別々の目的を持った複数のビデオインフラ製品の機能を集約し、
それらを一つの共通インターフェースから利用することを可能に
しています。UVC Platform は仮想マシン ソフトウェアとしても、
ハードウェア アプライアンスとしても利用できるため、LifeSize
UVC Access をすぐに設置することができます。さらに、気軽に
始められる試用期限付きオプションも用意されています。
LifeSize UVC Access は、単独での使用はもちろん、同一のハード
ウェアもしくは仮想マシン上にある他の UVC アプリケーションと
も組み合わせて使用できます。LifeSize UVC Access を使えば、
いつでも、どこからでもIPコミュニケーションを完全に制御でき、
より効果的なビデオコラボレーションを実現できるでしょう。

メモ：LifeSize UVC Access はVMware® の仮想化テクノロジー向けに最適化されています。

LifeSize製
ビデオ会議システム

LifeSize UVC Access
主要機能
ビデオ
ネットワーク制御

帯域幅制御

簡素化された
ダイヤリングプラン

セキュリティ

ゾーンごとに許可を管理

ゾーン内およびゾーン間の
帯域幅を管理

番号およびURIによる
ダイヤリングが可能

H.235認証によるアクセス制御

リアルタイム管理

SNMPおよびEメールによる警告で
リアルタイムのイベントステータス
を把握

スピーディな設置

LifeSize UVC Platform上に
わずか数分で設置が可能

オープン性と
相互接続性

LifeSize およびサードパーティの
H.323準拠ビデオ会議システムで
作動

製品仕様

LifeSize® UVC Access™

システム構成

以下の用途で使用が可能
- LifeSize UVC Platform の仮想マシンソフトウェア
- ラック取付け可能な LifeSize® UVC 1100™ ハードウェア
LifeSize UVC Platform 経由で作動
セキュリティ強化された Linux OSベース

ゾーンおよび帯域幅管理

数百の指定ゲートキーパー ゾーンに対応
イントラネット ゾーンおよびインターネット ゾーンの通話帯
域幅を管理
ゾーンごとに認証・非認証の設定が可能

H.323 サービス

コンプライアンス：H.323 v5、H.225 v5、H.245 v11
Annex O ダイヤリングに対応
H.225 および H.245 ルートモードに対応
ゲートキーパー ネイバリング サービスに対応
ISDN ゲートウェイシステムに対応
ほとんどのサードパーティ製ビデオエンドポイントおよび
インフラ間で相互接続が可能
柔軟なナンバー書き換えルールにより、
ブレイクアウト プリ
フィックスやDIDも可能

セキュリティ

H.235 認証に対応
エイリアスおよびプリフィックスベースの認証
モードに対応
HTTPSベースのWebアクセス
診断用の SSH でアクセス
静的NATの設置に対応
ポリシーに則った登録管理
メンテナンス作業時にゲートキーパー サービスをロック
特定の登録アカウントの無効化
DMZ内、
プライベート LAN 内のどちらにでも設置可能

プロトコル

必要に応じた登録シート数の増設やルーテッド コール
処理能力の拡充が可能
最大 1,000件のシート登録と、100件の同時ルーテッド
コールに対応
同一の仮想マシンまたはハードウェアに、ほかの LifeSize
UVC アプリケーションを設置可能
ソフトウェアライセンスは UVC ハードウェアまたは仮想
マシンのどちらにでもインストール可能
試用モード：最大100件のゲートキーパー登録、100件の
ルーテッド コール

診断機能

設置ツールによる簡単なインストール
Eメール警告向けのSMTP対応
SNMP v2 トラップに対応

レポートおよび履歴管理

通話ごとに通話明細を記録（CDR）
システムログ サーバーへ履歴を記録
複数のログレベルで通話履歴を記録

LifeSize UVC 仮想マシンソフトウェア

VMware ESXi 4.0 またはそれ以降のバージョンに対応
vCPU：4、vRAM：6 GB、ディスク空き容量：100 GB
ネットワーク インターフェース：10/100/1000 イーサネット
アダプタ
管理者ごとの設定が可能

LifeSize UVC 1100 ハードウェア構成

ラック取付け可能（1U サイズ）
寸法：約 43.7 cm（幅）x 約 4.3 cm（高さ）x 約 50.3 cm（奥行き）
デュアル ギガビット イーサネット ネットワーク アダプタ、
RJ-45（2）
冗長ハード ドライブ、MD RAID 10
電源：AC 電源：100～240V、50～60 Hz、最大 5A

LifeSize UVC 1100 環境データ

H.323、H.235、UDP、TCP、HTTPS、SSH

システム管理

柔軟なライセンス管理*

共通ゲートキーパー タスク用の使いやすい Web ユーザー
インターフェース
LifeSize® Control™ ** による管理業務サポート
ダッシュボード ビュー
多言語の Web ユーザーインターフェース（10言語）
Webベースで工場出荷時設定にリセットが可能
設定のバックアップ、
リストア機能
Web ユーザーインターフェース経由のソフトウェアアップ
デート
企業の LDAP ディレクトリのユーザーおよびグループに加えて、
ローカルのユーザーおよびグループにも対応
ほとんどの主要Webブラウザに対応

動作温度：10 ℃ ～ 35 ℃
動作湿度：20%～95%（結露しないこと）
保管温度：-40 ℃ ～ 70 ℃
保管湿度：5%～95%（結露しないこと）
重量：17.2 kg
最大消費電力＝249ワット
（850 BTU/h）
アイドル時消費電力＝135ワット
（461 BTU/h）

* キャパシティの更新については、LifeSize の Web サイト サポートページから UVC Platform 設置ガイドをご覧ください。
** 詳しくは、LifeSize の Web サイト サポートページでご確認ください。
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