IT の時間トリソースを節約する
オールインワンのビデオ管理
アプリケーション
LifeSize® UVC Manager™

LifeSize UVC Manager は、ビデオ管理者
が自社内のネットワークや、
ファイアウォー
ルまたは NAT 境界の背後にあるリモート
ネットワークで、複雑なビデオ会議インフ
ラストラクチャとエンドポイントを効率的に管理、モニタ、
ス
ケジュール、
アップグレードするのに役立ちます。
管理者とエンド ユーザーにとってシンプルな操作
インテリジェントな自動化ツールにより、主要なビデオ管理機能をシン
プルでわかりやすい方法で実行できるうえ、年中無休で状況を把握可
能。時間とリソースを大きく節約できます。LifeSize UVC Manager には、
無料の管理プロキシが付属しており、IT 管理者は、
ファイアウォールや
NAT の背後にあるビデオ デバイスを管理できます。Smart Scheduler
ソフトウェアと Automatic Call Establishment により、手動のスケ
ジューリング、構成、
アップグレードから管理者を解放します。
プロア
クティブなアラーム管理システムは、電子メール アラートやグラフを
使ったレポートで最新の情報を提供します。LifeSize UVC Manager
は、ROI のトラッキングに統計情報をもたらす、
さまざまなレポート機
能も搭載しています。

LifeSize UVC Manager 概要
無料の LifeSize UVC
Manager Proxy

リモート オフィスでファイアウォー
ルや NAT の背後にあるビデオ デ
バイスを管理

迅速で簡単なスケ
ジュール

多地点、2 地点、記録される会議
をスケジュール

グラフを使ったレポート グラフ レポートをオンデマンド
で提供、
または受信トレイにスケ
ジュール配信
グローバルなディレクト
リ サービス

自動登録とグローバル ディレクトリ

安全性

標準ベースのアクセスとエンド
ツーエンドの暗号化

Smart Scheduler

スケジュールの需要を基にした自
動リソース割り当て

Microsoft® Exchange®
統合の無料プラグイン

任意のデバイスでデフォルトのカ
レンダー アプリケーションを介して
ビデオ通話をスケジュール

Web スケジューラ

任意の Web ページから会議スケ
ジューラにアクセス可能

フレキシブルなライセ
ンシング

ニーズに合わせて拡張が可能

時間のかかる作業を加速化
LifeSize UVC Manager は、LifeSize® UVC Transit™ の効果的なコント
ロールを提供し、
自動アカウント プロビジョニング、正確な通話計画を
可能にするため、NAT およびファイアウォール トラバーサルの展開に
関して IT 管理者がかかえる、時間のかかる課題を緩和します。
LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC Manager は LifeSize UVC Platform の一部であり、ビデ
オ インフラストラクチャの実装・稼働を最もシンプルかつフレキシブル
に実現するソリューションです。LifeSize UVC Manager またはその他の
LifeSize UVC アプリケーションの30日間無料試用については、LifeSize
の Web サイトをご覧ください。

製品仕様

LifeSize® UVC Manager™

システム コンポーネント

Smart Scheduler

レポート

LifeSize UVC Platform の一部として提供：

Microsoft Exchange Server 2010 SP1 および Microsoft
Exchange Server 2007 SP3 との無料プラグイン統合を
サポート

パッケージ化されたビデオ ネットワーク レポート

ビデオ通話&アップグレードのスケジュールを可視化する
豊富なカレンダー インターフェイス

グラフとデータを用いた年、
月、週、
日毎のレポート

任意の Web ページに LifeSize UVC Manager のカレ
ンダーを埋め込み可能

ボタンを押すだけでデータをエクスポート

任意のデバイスでカレンダー アプリケーションを使用して
ビデオ通話をスケジュール

受信トレイに配信される無制限のレポート

• ラックマウント可能な LifeSize UVC ハードウェア オプ
ション
• LifeSize UVC 仮想マシンソフトウェア (VMware® または
Microsoft® Hyper-V®)
セキュリティ強化された Linux® OS ベース
標準エディションとして提供

互換性
ほとんどの LifeSize インフラストラクチャ製品と動作
し、LifeSize ビデオ システムとの緊密な統合をサポート
（詳しくは、
リリースノートを参照してください）

フレキシブルなライセンシング
無料試用：最高 20 席

ビデオ ネットワークをモニタするためのオールインワン タ
イプの使いやすい Web ベース インターフェイス
ビデオ インフラストラクチャ全体のスナップショットを提供
するダッシュボード ホーム画面

ビデオ管理スイート
LifeSize からのビデオ システムやインフラストラクチャを
検出、管理、モニタ
H.323、H.320、SIP ベースの LifeSize システムを管理
ビデオ エンドポイントの大規模なスケジュールおよびアド
ホック アップグレードをサポート

セキュリティ
SSL、SSH、SNMP を含む安全なアクセス方式

インテリジェントな帯域幅リソース スケジューリングと品
質の最適化

アカウント管理用の Active Directory または LDAP 認証

IP、ISDN、e.164、SIP アドレスを通した参加者の招待
MCU プレフィックスのサポート

複数の論理ネットワークを作成し、
ネットワークの場所ごと
に管理者を割り当てることが可能

保守作業の際に使用できるサービスのロックダウン機能
DMZ またはプライベート LAN での実装をサポート

LifeSize UVC Manager サーバーと連携し、
ファイアウォー
ル/ NAT 境界の背後にあるビデオ システムのシームレスな
モニタリングを可能にするための無料ソフトウェア

ビデオ通話をスケジュールしながら、会議ホストを変更
する機能

システムのグループ化 & ディレクトリ サービス
論理的なグループにビデオ システムとインフラストラクチ
ャを割り当てて、
グループベースの管理を実現

LDAP および Active Directory 環境のサポート

電子メールで技術者に通知可能

HTTPS ベースのウェブ アクセス

LifeSize UVC Manager Proxy*

LifeSize 以外のデバイスを外部デバイスとして追加し、通
話のスケジュールに利用可能

SNMP トラップを介して、認証の失敗、
ソフトウェアのアッ
プグレード、
アドホック通話、
ビデオ システムのさまざまな
ネットワーク活動など、主要イベントをモニタ

デバイス プロビジョニングの一環としてゲートキーパー
の登録をサポート

通話やアップグレードのスケジューリングをしながら、すべ
てのデバイスのスケジュール状況を表示

アドレス帳の管理

リアルタイムのアラーム、
フィルタ & ワークフロー

電子メール アラートのための SMTP サポート

ビデオ通話に必要な場合に MCU を自動選択

SNMP トラップ管理

HTTPS ベースの API サポート

CDR からレポートをリアルタイムで生成

容量の競合を解決

通話の一部としてビデオ デバイスを瞬時に追加

Web ベースのインターフェイス

通話詳細記録を可能にする API アクセス

シンプルな Web スケジューラにより、ビデオ通話を容易
に設定可能

管理されたネットワーク ビデオ レコーダーは、
ビデオ デバ
イスのネットワークを基にして自動的に選択され、簡単な記
録/ストリーミング セッションを提供

容量を追加する機能

通話詳細レコード (CDR) に利用状況、インベントリ、
診断をレポート

標準ベースの H.350 ユーザー ディレクトリ

LifeSize UVC Manager をよりスケーラブルに
単一の LifeSize UVC Manager サーバーに 無制限の LifeSize
UVC Manager のプロキシを接続可能

LifeSize UVC 仮想マシン、容量、ハードウェア構
成、
ストレージ & 環境データ
さらに詳しい情報は、LifeSize UVC アプリケーションの
データシートをご覧ください。

ライブ イベント マネージャ
参加者の追加、参加者の切断、通話の切断
各システムの通話統計を表示
現在の会議のライブ スナップショットを表示
ミュートのオン/オフ機能
通話拒否の有効/無効切り替え
ライブ パケット損失およびジッタの監視
特 定 のネットワークで 進 行 中 のビデオ通 話とアップ
グレードを監視
完了した通話/アップグレードの詳細を表示

仮想化サポート

Microsoft®
Hyper-V®

*LifeSize UVC Manager および LifeSize UVC Manager Proxy は、同じインスタンスには展開できません。

本社
米国テキサス州オースティン
+1 512 347 9300
無料ダイヤル：米国
+1 877 543 3749
ヨーロッパ/中東/アフリカ地域
ドイツ・ミュンヘン
+49 89 20 70 76 0
無料ダイヤル：欧州
+00 8000 999 09 799

www.lifesize.com
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