LifeSize® Unity 1000™

ビデオ会議システムを
ＩＴとエンド ユーザーの
両方にとって使いやすいものに
シンプルな設定と使いやすさが追求されたLifeSize Unity
1000は、さまざまな機能の最適化と統合を実現した、オール
インワン型のビデオ コラボレーション システムです。このシ
ステムは、中規模から大規模の会議室での利用に最適で、最
高品質のHDビデオ・コラボレーションを世界中で利用できる
可能性を広げてくれます。
クライアント、パートナー、ベンダーとつながる
LifeSize Unity 1000 に搭載されたクラス最高水準のHDビ
デオ、音声、プレゼンテーション機能によって、企業の内外
を問わず、強力な関係を築くことができます。

LifeSize Unity 1000
主要機能
IT担当者の協力がなくても
誰にでも簡単に設置できる

誰にでもすぐに設置できる LifeSize Unity 1000 は工具を使
わずに、ユーザー自ら設置できます。

工具不要の設置

使いやすい LifeSize Unity 1000 はビデオ会議を利用したコ
ミュニケーションとプレゼンテーションのために設計された
自動ターンキー ソリューションです。すぐにコラボレーション
を始められるよう、いつでも準備ができています。

ビデオ品質

フルHD品質 1920x1080 — 30 fps、
1280x720 — 60 fps 16:9フォーマット

HDディスプレイ

1080p 55インチ HD ハイコントラスト、
エッジライトLED

グローバルな一貫性を提供するシンプルなオーダー
LifeSize Unity 1000 は最適なパフォーマンスを実現する完
全統合型ソリューションで、世界中どこでも 1 SKU（最小在
庫管理単位）からオーダーできます。
最低水準の総所有コスト LifeSize Unity 1000 はHD品質の
ビデオと音声、プレゼンテーションを完全に統合したソリュー
ションです。これにより、設置やメンテナンスに必要な投資を
最小限に抑えられます。しかも、新しい場所にでも簡単に設
置しなおすことができるため、非常に高い投資保護効果を発
揮します。
ビジネスの世界では、積極的にコラボレーションのあり方を
改善し、リアルタイムのコミュニケーションによって最大限の
生産性を得ることが求められています。LifeSize Unity 1000
は、最先端のコンポーネントを備え、最低水準の総所有コスト
を実現した、統合型かつ最適化されたHDビデオ コラボレー
ション ソリューションです。

HD カメラ

高品位音声

1080p および10X ズーム機能
自然でクリアな音声再生のために
最適化された高音質2ウェイ アク
ティブ スピーカ

HDビデオ会議

2地点または最大8拠点に対応す
るMCU

データ共有

地方や遠隔地へのプレゼンテー
ション用に最適化

推奨環境

中規模から大規模の会議室

製品仕様

LifeSize® Unity 1000™

システム構成

オールインワン型に最適化されたソリューション
• コーデック
• カメラ
• Phone
• HDディスプレイ
• コア プロセッサ
• アクティブ ラウドスピーカ（2）
• ベース付きスタンド
• ケーブル

高解像度ディスプレイ（1）

プロ仕様、ハイコントラスト、エッジライト式といった
特徴を兼ね備えた色彩あふれるLEDが、
より正確な
色再現によるハイコントラストな画像と、放送品質の
HDビデオスケーラーによる非常にシャープな画像
を提供します。
• 対角線スクリーン サイズ：1 × 55インチ
• ディスプレイ タイプ：エッジライト式LED
• 最大解像度：1920x1080p
• コントラスト比：5000：1
• ディスプレイ リフレッシュ レート：120 Hz
• インターフェース：
• 24V DC電源
• コントローラー
• VGA入力
• HDMI入力
• DVI-D入力

スピーカ（2）

コンパクトでありながら高品質、2ウェイ、バイアンプ
といった特徴を持つGENELEC製ラウドスピーカは、
動的周波数応答による最適化とリミッティングを行う
ことで、非常にスムーズな音声を再現します。
• MDE（Minimum Diffraction Enclosure）
• DCW：
（Directivity Control Waveguide）

コア プロセッサ

あらゆる電子機能はコア プロセッサによって管理されて
います。120 Vまたは240 Vのいずれの地域でも、すべて
の素子に対して電源を供給します。制御管理によってアク
ティブ インプットやスリープ モード、電源オン／オフが自
動化されているため、電源プラグを差し込んでリモコンの
ボタンを押すだけでビデオ会議を始めることができます。
• 同期パルス検知
• 統合型コントロール
• インターフェイス：
• 電源 — 110 V または 220 V スピーカ用
• コントロール — ディスプレイ1用
• VGA出力 — ディスプレイ1用
• 24V DC電源 — ディスプレイ1用
• 19V DC電源 — カメラ用
• VGA入力 — コーデック用
• 19V DC電源 — コーデック用
• USB — コーデック用
• イーサネット — コーデック用
• VGA入力 — ノートパソコン用

構成

LifeSize Unity 1000 は以下のLifeSize製品で構成され
ています。
• LifeSize Express 220—10x—Phone
• LifeSize Room 220—10x—Phone

寸法

高さ：163.6 cm
幅：128.5 cm
奥行：70 cm
包装重量：148 kg

環境データ

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

北中南米：
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 USA

電話 +1 512 347 9300
フリーダイヤル +1 877 543 3749
www.lifesize.com

欧州/中東/アフリカ：
LifeSize 支社
49 89 20 70 76 0（ドイツ）
欧州フリーダイヤル 00 8000 999 09 799
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