LifeSize® UVC Manager™

ITチームに時間とリソースの
節約をもたらす、オールインワン型
ビデオ管理アプリケーション
管理者とエンド ユーザーの業務を簡素化

ビデオ会議システムの管理者にとって LifeSize® UVC Manager™ は、
ビデオ会議システムの複雑なインフラとエンドポイントを、自社内のネット
ワークでもリモート ネットワークでもファイヤーウォールや NAT 境界を
越え、効率よく管理、スケジューリング、アップデートするためのソリュー
ションです。
常時監視を行うインテリジェントな自動化ツールによって、主要なビデオ
管理機能はシンプルでわかりやすくなり、ITチームに求められる時間と
リソースを大幅に削減します。また、LifeSize UVC Manager には無料の
管理プロキシが備わっているため、
ＩＴ管理者はファイヤーウォールや
NATの外側からでもビデオ機器を管理できます。スマート スケジューラと
自動通話開始機能を利用すれば、管理者が手作業でスケジューリング、
設定、アップデートを行う必要はなくなります。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 レポートをリアルタイムで
受け取ることができます。さらに、UVC Managerの豊富なレポート機能
によって、投資対効果の追跡に役立つ統計を利用することもできます。
LifeSize UVC Manager から LifeSize® UVC Transit™ を効率的に制御で
きることにより、アカウント プロビジョニングの自動化や、正確な通話
プランニングが実現しています。それにより、NATやファイヤーウォール
トラバーサルに関連する、IT管理者にとっては時間のかかる作業も大幅
に軽減されます。企業が取り組む時間の節約と業務の効率アップが達
成されるよう、LifeSize UVC Manager はITの視線で設計されています。

最高の管理性と柔軟性

LifeSize UVC Manager 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 Manager
主要機能
無料のUVC
Manager
プロキシ

遠く離れた支店からでも、ファイヤー
ウォールやNATの外側からビデオ機器
の管理が可能

システム制御

ビデオ会議とその録画を追跡、管理、
監視、更新、スケジューリング

簡単、すぐにできる 多地点、2地点または録画ビデオ
スケジューリング 会議をスケジューリング

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に
従いグラフィカル レポートをメール
配信

グローバル
ディレクトリ
サービス

自動化された登録機能、グローバル
ディレクトリ

安全性

LifeSize® UVC Platform™

LifeSize UVC Manager は LifeSize UVC Platform の一部で、ビデオ ネ
ットワークの購入、設置、増設、管理のすべてが1つの共通インターフェ
ースからできます。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 Manager をすぐに設置することができます。さらに、気軽に始め
られる購入前試用オプションも用意されています。

スマート
スケジューラ

注記：LifeSize UVC Manager は VMware® および Microsoft® Hyper-V® の仮想化テクノロジー向けに最適化されています。

標準規格に準拠したアクセスと
エンドエンド間暗号化

スケジュールに応じた自動リソース
配置

製品仕様

LifeSize® UVC Manager™

システム構成

スマート スケジューラ

以下の環境で使用が可能

シンプルなWebベースのスケジューラで簡単にビデオ
会議を設定

• 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
• ラック取付け可能な LifeSize® UVC 3300 ハードウェア
LifeSize UVC Platform 経由で作動

キャパシティの競合を解決
インテリジェントにリソースをスケジューリングし、最適
な帯域幅と品質を選択

セキュリティ
ビデオ会議のスケジューリングに対応
SSL、SSH、SNMPを含む安全なアクセス メソッド
Eメール警告用にSMTPに対応

セキュリティ強化された Linux OSベース

管理下にあるネットワーク ビデオ レコーダがビデオ機器
のネットワークに基づいて自動的に選択させるため、録
画／ストリーミング セッションの設定が簡単

アクティブ ディレクトリまたはLDAP認証による管理者
アカウント管理

互換性

外部機器サポートを介して、他のネットワーク上のビデオ
会議システムの追加が可能

デバイス プロビジョニングの一部としてゲートキーパー
登録に対応

発売当初はスタンダード エディションのみ利用可能

ほとんどのLifeSize製ビデオ会議システムおよび
LifeSize製インフラ製品に対応（詳細はリリース
ノートを参照）

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招待
MCUプリフィックスに対応
必要に応じてビデオ会議用のMCUを自動的に選択

柔軟なライセンス管理
トライアルは無料

システム グルーピングおよびディレクトリ サービス

リソース数に応じて1シートずつ追加が可能

ビデオ システムとインフラを論理グループにアサインして、
グループ ベースおよびマルチ ディレクトリ アドレス帳で
管理

1、5、10、25シートずつの増設が可能

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
フェースでビデオ ネットワークを監視
ホーム画面のダッシュボードで全ビデオ インフラの
スナップショットが可能

アドレス帳はUVC Managerのネットワークにリンク
標準規格H.350に準拠したユーザー ディレクトリ
LDAP および Active Directory 環境をサポート

LifeSize製のビデオ会議システムとインフラを検索、
管理、監視

システムごとの通話統計を表示

ほとんどのLifeSize製インフラ製品を管理

音量調整とミュート

LifeSize Transit Server および Clientを管理し、ビデオ会
議システム用のアカウント プロビジョニングを自動化

DND（通話拒否）モードの設定／解除

H.323、H.320 および SIP 標準規格に準拠したシステム
を管理

特定のネットワークで開催中のビデオ会議およびアップ
グレードを監視

ビデオ エンドポイントのスケジュールされた大規模な
更新やアドホックの更新に対応

DMZ内でも、
プライベート LAN 内でも設置可能

UVC Manager Proxy*
UVC Managerのサーバーとともに動作する無料ソフト
ウェアで、
ファイヤーウォール／NAT境界の外側から
でもビデオ会議システムのシームレスな監視が可能
UVC Managerの拡張性を向上
1台のUVC Managerサーバーに接続できるUVC Manager
プロキシ数は無制限

プロトコル

ライブ イベント マネージャ
会議中の参加者追加、接続解除、通話の終了を管理

ビデオ管理スイート

HTTPSベースのWebアクセス
メンテナンス作業時にサービスをロック

進行中の会議のライブ スナップショットを閲覧可能

H.323、H.235、UDP、TCP、HTTPS、SSH

構成、ストレージ、環境に関するデータ
最新情報については、LifeSize UVC Platformのデータ
シートまたは設置ガイドをご覧ください。

パケット ロスとジッタをリアルタイムに監視

終了した会議／アップグレードの詳細を閲覧可能

レポート機能

SNMP トラップ管理

リアルタイム アラーム、フィルタ、ワークフロー
認証の失敗やソフトウェアの更新、
アドホック会議、
その他ビデオ会議システムのさまざまなネットワーク
関連のイベントをSNMPトラップを介して監視
Eメールで専門担当者に通知
複数の論理ネットワーク構築を許可、ネットワークの
位置ごとに管理者をアサイン

一括したビデオ ネットワーク 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
APIを利用してビデオ会議の詳細な記録が可能
ワンボタンでデータをエクスポート
CDR から生成したリアルタイム レポート
無制限の定期レポート受信設定

*LifeSize UVC Manager および LifeSize UVC Manager Proxy を同一のインスタンス上に設置することはできません。
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