ビデオ会議情報の機能を一新
Lifesize® Icon 600™

画期的な接続体験
Lifesize Icon 600は、
「シンプルさ」という基本原理に基づいて設計
されたビデオシステムです。セットアップはわずか数分。数秒でビデオ
通話を開始できます。ビデオ通話の発信および着信は、スマートフォン
を使用するのと同じくらい簡単です。音声よりもビデオを利用する機
会が増えることでしょう。
ビデオは、通常の顔を合わせる会話を通して、顧客、パートナー、サプ
ライヤー、同僚とのつながりを加速させます。サプライヤーに質問があ
る場合は、ディレクトリでそのサプライヤーを探し、電話をかけます。
ビデオは、パーソナルでパワフル。結果を迅速に得られるため、サプラ
イヤー、パートナー、顧客に満足してもらえます。

百聞は一見にしかず：
使いやすいLifesize Icon
• New! 多拠点通話をかけるのは、簡単ではありませんでし
た。Lifesize Iconなら、着信通話を受け入れるか、ディレク
トリ内の連絡先をクリックして参加者を追加するだけです。
• ボタンを押すだけで、会議を記録したり、視聴者にライブ ス
トリーミングを配信したりできます。
• 会議リマインダーがカレンダー会議通知のように表示され
るため、会議を時間通りに開始できます。
• 統一されたディレクトリから、アドホック会議を開始しま
す。名前を探してクリックし、電話をかけるだけです。
• 多拠点通話をかける場合も受ける場合も同様に簡単。統一
されたユーザー エクスペリエンスを備えているため、すべて
の通話は、同じように見え感じることができるでしょう。
• 明確な画面のアイコン メニューをクリックするだけで、機能
や操作を実施できます。
• 会議のスケジュールは、ホーム画面に常に表示されます。
• ビデオ通話に迅速かつ簡単に開始するには、連絡先をお気
に入りとして登録します。
• IT担当者の労力を念頭に置いたLifesize Icon 600は、PCの
インストールや設定と同じくらいシンプルに設置できます。
• Lifesize Icon 600は、最大のシンプルさ、柔軟性、価値を
もたらすよう設計されています。

Lifesize® Icon 600™

LifeSize UVCコア アプリケーションを活用*
Lifesize Icon 600は、ビジネスにより実質的な利益を提供するため、UVCプ
ラットフォームで動作しているLifesize UVCコア アプリケーションのパワーを
活用します。多拠点通話、モバイル通話、ストリーミングと記録など、ビデオ会
議の開催に魅力的な機能が揃っています。IT担当者にとっては、自動プロビジョ
ニング、ビデオ ネットワーク管理を通した容易な設定、NAT/ファイアウォール
トラバーサルといった機能が役立ちます。

概要
シームレスな通話
エスカレーション

リクエストを受け入れて通話
に参加するか、リモート コン
トロールのボタンをクリック
するだけで参加者をディレク
トリから追加

合 理 化された直
感的なUI

カレンダー統合、会議ディレク
トリ、多拠点通話中の統一さ
れたユーザー インターフェイ
ス、統一されたディレクトリ、
名前ベースのダイヤル、検索
やお気に入り

Lifesize UVCコア
アプリケーション
に統合*

モバイル ビデオ通話、多拠
点通話、ストリーミング/記録
などの機能をオンにすること
で、簡単にパワフルなビデオ
機能を追加

リモートコント
ロール

ユーザーの迅速かつ簡単なナ
ビゲーションをもたらす、洗
練された新しいデザイン

ビデオの品質

最大1080p60

プレゼンテー
ション の 品 質と
共有

最大1080p、物理データ
ポート

HDモニタ

2台までのディスプレイを接
続

HDカメラ

最大1080p60のHDと10倍ズー
ム機能のサポートを含む、カ
メラのパン、チルト、ズーム オ
プション、

Phone

音声とビデオの両方の電源を
オンにするタッチ スクリーン

デジタル MicPod

優れた音声収 集を実現する
360°のトリプル マイク ビーム
形成テクノロジー

場 所を問 わない
設置

壁（VESA）またはディスプレイ
のマウント オプション

究極のコミュニケーション体験
Lifesizeは、ビデオ通話が実りある体験であるべきだと固く信じています。つ
まり、わずらわしいテクノロジーをユーザーの使用から排除し、会議の目的を
実現することを意味します。
Lifesize Icon 600は、その目標を達成します。簡略化されたリモート コント
ロールとユーザー インターフェイスで、会議を迅速に開始できます。HD画像
と鮮明なサウンドが、双方の距離を縮め、全員を同じスペースに集めてくれま
す。会議がより生産的になり、参加者の満足感が高まります。これが、Lifesize
の謳う究極のコミュニケーション体験なのです。

Lifesize Icon 600の2画面構成はオプションです。最高の音声を得るには、Lifesize Phoneの使用をお勧めします。また、大きな会議室
で、Lifesize Phoneにつなげることができる、2台のLifesize MicPodが表示されています。表示されているカメラは、Lifesize Camera Sで
す。Lifesize Camera 10xオプションもご利用いただけます。

2

*仮想マシンソフトウェアまたはハードウェアとしてご利用いただ
ける、Lifesize UVC Platformが必要です。

製品仕様

Lifesize® Icon 600™

UVC コア アプリケーション*

システム コンポーネント

完全統合された HD オーディオ会議電話

Lifesize Camera SまたはLifesize Camera 10x

最高4.57 m（15フィート）までの音声収集範囲

Lifesize Digital MicPodまたはLifesize Phone、第2世代

Lifesize Linkケーブルを通してLifesize Icon 600により電源
投入

Lifesize Icon 600ビデオ システム

ビデオおよび音声通話の参加者のシームレスな通話エスカ
レーション

90 Hz～22 kHz の周波数サポート

リモート コントロール
電源/ケーブル

タッチスクリーンのユーザー インターフェイス

通信

2台までのLifesize Digital MicPodの追加サポート

RJ-45ネットワークLAN 10/100/1000 1つ
Lifesize Digital MicPod 2つおよび/または Lifesize Phone、第2
世代用のLifesize Link 1つ

ビデオネットワーク管理

オプションの4 mおよび15 mケーブル

セキュリティ保護されたファイアウォール トラバーサル、NAT

完全統合された HD オーディオ
デジタルMICPOD

セキュリティ

Microsoft® Lync®の統合

HTTP、SSHサービスを無効にする機能

90 Hz～22 kHz

2台までのディスプレイ サポート
HDMI入力をサポートする720pまたは1080p HDディスプレイ

HD 1080P60 PTZカメラ
(LIFESIZE CAMERA S)

厳重な適合を含む H.23（AES） 暗号化をサポート

最高4.57 m（15フィート）までの音声収集範囲
4 mのLifesize Linkケーブルを通してコーデックにより電源
投入
2台までのLifesize Digital MicPodのサポート

自動焦点/自動ゲイン制御

WebRTC NetEQ パケット損失の遮へい

10のカメラ プリセット（こちら側または相手側）

全二重の自然な会話

標準の3 m HDMIケーブル

エコー キャンセルによる明瞭な通話

NAT/ファイアウォール トラバーサル (H.460/SIP)
自動通話帯域幅検出

自動ゲイン制御

HD 1080P60 PTZカメラ
(LIFESIZE CAMERA 10X)

ディレクトリとアドレス帳

自動ノイズ低減

最大100,000件のディレクトリ エントリ
グローバル検索ツール

音声規格

70度の視野を持つ、広角ズームレンズ

Polycom ®によるライセンス済みG.711、G.722、G.722.1、
G.722.1C、MPEG-4-AAC-LC、MPEG-4 AAC-LD

最高 10 倍光学ズーム
自動焦点/自動ゲイン制御
10のカメラ プリセット（こちら側または相手側）
標準の3 m HDMIケーブル

ビデオ仕様

最大解像度1920x1080、16:9縦横比
毎秒60フレームまでのすべての解像度
におけるプログレッシブ スキャン
200を超えるサポート解像度
ビットレートと解像度の例（H.264ハイプロファイル、
AAC-LD）：
––600 Kbps (720p30)

音声入力（4 入力）

LDAP 対応/H.350 互換
カレンダー/会議ディレクトリのサポート
H.323 URIダイヤリングをサポート（Annex O）

マイク/ライン入力（3.5 mm）1 つ

システム管理

Lifesize Link 1 つ（Lifesize Digital MicPodsまたはオプションの
Lifesize Digital MicPod付きLifesize Phone、第2世代）

自動設定

Web インターフェイス

HDビデオ入力1つ

SNMP

DVI-I 入力1つ

バックアップとリストア機能
USB 3.0 2つ

映像出力 (4 出力)

––シリアル サポート

ライン出力/ヘッドセット1 つ

––VISCA™サポート

Lifesize Link 1つ（Lifesize Phone、第2世代）

電源

HDビデオ出力1 つ

––820 Kbps (720p60)

Kensington Security Slot

あらゆるネットワーク状態で優れたビデオ品質をもたらす、
前方誤り訂正機能（FEC）付きアダプティブ モーション制
御（AMC）

音声機能

最高 3 倍光学ズーム

TLS/SRTPサポート

インテリジェントなネットワーキング機能

オプションの9 mおよび15 mケーブル

70度の視野を持つ、広角ズームレンズ

シングル ボタン記録およびストリーミング
モバイル通話

HD ビデオ、音声、プレゼンテーションの管理

SIP、H.323、128 Kbps〜6.0 Mbps

カレンダー、会議ディレクトリ、お気に入り、統一された検索可
能なディレクトリ

––1.2 Mbps (1080p30)

DVI-I 出力1つ

外部電源を通したAC電圧100～240V、50～60 Hz、2.5A

––1.7 Mbps (1080p60)

対応しているその他の規格

環境データ

ビデオ標準

H.221、H.224、H.225、H.231、H.239/BFCP、H.241、H.242、
H.245、H.281、RFC 3261、RFC 3264、RFC 2190、RFC 3407、
RFC 2833

動作温度: 0°C (32°F) ～ 40°C (104°F)
動作湿度: 15%～85%、結露がないこと

ユーザー インターフェイスと機能

保管湿度: 10%～90%、結露がないこと

H.264ハイ プロファイル、H.264ベースライン プロファイ
ル、H.263+、H.263

ビデオ入力（2 入力）

HDビデオ入力1つ（最高1080p60）HDMI対応
DVI-I入力1つ（最高1080p60）HDMI/VGA対応

ビデオ出力 (2 出力)

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

シンプルなユーザー インターフェース

ビデオ デバイスの寸法

ヘッドアップ リモート コントロール
多拠点通話へのシームレスな通話エスカレーション
グラフィック ユーザー インターフェイスによる管理
コンソール
多言語サポート
DND（通話拒否）モード
ビデオ ミュート
ピクチャインピクチャ

保管温度: –20°C (–4°F) 〜 60°C (140°F)

幅: 365 mm (14.37”)

奥行: 163 mm (6.42”)
高さ: 43.8 mm (1.72”)
重量: 1.53 Kg (3.37 lbs)

取り付けオプション

取り付け穴: M5ネジ穴2つ、2つの穴の距離は307 mm (12 in)
取り付けネジ: M5ネジ2本（最大長： 9 mm、最小長： 4 mm）
規定番号: LFZ-023
*Lifesize UVC Platformが必要
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