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多地点会議プラットフォーム
低い総所有コスト、迅速な投資効果を実現する会議プラットフォーム

Polycom® RMX® 4000（RMX 4000）多地点会議プラットフォームは、
いつでもどこから
でも遠隔地からのコラボレーションを可能にする大規模なシステムです。Polycom RMX
4000 プラットフォームは、
イマーシブテレプレゼンスなどのさまざまなシステムを利用して、
臨場感あふれる高品質なコミュニケーションを多くの拠点の間で実現します。
Polycom RMX シリーズ最上位機種である Polycom RMX 4000 は、
さまざまなネット
ワークタイプをネイティブでサポートしており、企業内および外部にわたるユニファイドコ
ラボレーションを可能にします。Polycom RMX 4000 プラットフォームは、
H.264 ハイプ
ロファイルへの対応により、既存ソリューションと比較して、帯域幅を最大半分まで削減
して HD 映像を提供することが可能で、
ビデオ会議容量を最大で 50% 増加させます。
Polycom RMX 4000 を使用することにより、低い総所有コスト（TCO）
および高い投資
効果（ROI）を実現することができます。
さまざまなネットワークにわたって、
あらゆるユー
ザーに会議サービスを効率的に提供することが、
Polycom RMX 4000 の大きな特徴で
す。
自動フェイルオーバー、
レポーティング、
プロビジョニング、
システムサポートなどの機能に
より複数のRMX プラットフォームのメディアリソースを一括管理し、
負荷を分散して高い
耐障害性を実現するネットワークアプリケーションである Polycom Distributed Media
Application™（DMA™）7000 を Polycom RMX 4000 または RMX 2000 と統合する
ことによって、
大規模な会議環境において卓越した冗長性と拡張性を実現することがで
きます。
管理しやすい高品質なユーザー環境
Polycom RMX 4000 プラットフォームは、管理および使用が容易なコラボレーション
環境を提供します。通話タイプに関係なくリソースを動的に割り当てることにより高い効
率性を実現します。混雑したネットワークにおいても高品質な通信を維持する Polycom
Lost Packet Recovery™（Polycom LPR）により高品質な映像を実現する Symmetric
1080p への対応により、
鮮明な映像および遅延のない音声によるリアルタイムのコラ
ボレーションが可能となります。
直感的で安全なウェブベースのインターフェースにより、
開催中の会議をリアルタイムで
簡単に管理することができます。Polycom RMX 4000 の高度なアーキテクチャは、
高い
性能および拡張性を実現し、IP（H.323 および SIP）
、
VoIP、
PSTN、
および ISDN の会
議サービスを高いコスト効率で統合します。
コラボレーションの生産性およびコスト効率を向上
Polycom RMX 4000 は、
ゲートウェイやメディアカードなどを追加せずに、
業界をリードす
る UC アプリケーションやツールと直接統合することができるため、
コストや管理負担を
軽減することができます。
イマーシブテレプレゼンスシステム、
ビデオ会議ソフトウェア、
従
来の会議システム、
国際標準規格に準拠した他社製の会議システムなど、
さまざまな会
議システムとの接続に対応した Polycom RMX 4000 を使用することによって、
組織は
広範囲にわたってサービスを導入し、
迅速な投資効果および低い総所有コストを実現す
ることができます。
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特長
帯域幅を最大半分まで削減 - H.264 ハイプロフ
ァイルに対応
シリーズ最大規模のシステム - イマーシブテレ
プレゼンスソリューション、
会議室用ビデオ会議
システム、
ビデオ会議ソフトウェア、
音声会議シ
ステムなどのさまざまな通話をサポートする大容
量システム
優れた冗長性 - 冗長 AC/DC 電源ユニット、
ホッ
トスワップ可能な部品
複数のネットワークに対応 - 単一ユニットで IP
（H.323、
SIP）
、
PSTN、
ISDN に対応
臨場感溢れるリアルな会議 - 最大フル HD
（1080p）までの解像度をサポート。Video
Clarity™ 技術により HD の機能のないビデオ会
議システムから受信した映像をアップスキャンし、
シャープで高品質な映像を実現
ミーティングルーム - ユーザーが簡単に覚えられ
る番号にアクセスするだけで、
いつでも簡単に会
議に参加可能
優れた管理オプション
オペレーターのサポート、
予約カレンダー、
会議
テンプレート
低い通話単価を実現 - Flexible Resource
Capacity および Fixed Resource Capacity の設
定に、
通話品質または接続ポート数を要件に合
わせて割り当てることにより、
効率的なコミュニケ
ーションを実現
あらゆるネットワーク環境で優れた音声・映像品
質を実現
Lost Packet Recovery™（LPR™）テクノロジー
（パケットロス時の音声・映像データ修復機能）
により、
インターネットを介した通信においても高
品質な通信を維持

10/08/16 10:46

Polycom RMX 4000 仕様
本体サイズ
26.56 cm、幅：48.26 cm、奥行：40 cm
• 高さ
：13.28
• 重量：最大40 kg
• 4 スロット メディア処理モジュール
（MPMx カード）
• 2 スロット アプリケーションサーバー
（1つは MCU 管理用）
• 電源ユニット
• ファンドローワー
• 電源：AC 100〜240 V±10%、47〜63Hz;
最大消費電力 900W
1200W
• AdvancedTCA: 次世代通信のために策定さ
れ、通信サービスを提供する際に求められる
信頼性や可用性を考慮して規定された国際
標準規格

• Fixed Resource Capacity™：通話のタイプを
問わず、
リソースを固定して割り当てるよう設
定が可能
• カスケード接続せずに、1つの会議に最大
1440 の音声または 180 のビデオ会議が参
加可能
• DMA 7000™ と統合することにより、最大
1200 人の
（SD）
会議参加者をサポートし、
大
規模かつ冗長化をもたせたシステムの構築
が可能

管理ツール
• RMX Manager により、Web ベースのアクセ
スや、
アプリケーションベースのアクセスが可
能
• Multi-RMX Manager：最大 10 台の RMX を
1台の管理 PC より管理可能
環境仕様
• 管理者、
オペレーター、
チェアマン用の管理
• 動作温度：10〜40°
C、3400 BTU/H
• 保管温度：-40〜70°
C
画面表示
• 非動作湿度：15〜90 %（結露しないこと）
• 内蔵シェルフ管理モニターとハードウェアのメ
ンテナンス
映像サポート
• サードパーティによるアプリケーション統合用
• H.261、H.263、H263++、H264、H264ハイ
の完全 XML API キット
プロファイル
• 最大 4000 件のアドレスブックの入力が可能
• アドレスブックのクイックサーチ
• 最大 60 フレーム/秒
• QCIF〜HD 1080p（多くの中間解像度を含 • オペレーター会議
• 会議テンプレートにより、
定例会議など繰り返
む）
し行われる会議のレイアウト設定を容易に保
• 画面分割 （CP） 、
トランスコーディング
（TX）
存
で最大フル HD 1080p/30fps および HD
• 会議の予約機能
720p/60fpsをサポート
• Polycom CMA 4000/5000 による会議の予
• アスペクト比：16:9 および 4:3
約およびゲートキーパー機能
• H.239 コンテンツ共有解像度
（H.263/H.264）
• 外部データベースへの接続（LDAP/AD）
：VGA、SVGA、XGA、HD
• Video Clarity™
（シャープで高品質な映像を
言語サポート
実現）
• 日本語、英語、
中国語 （簡体）
、
中国語 （繁
体）
、
ロシア語、
ドイツ語、
韓国語、
スペイン語、
音声サポート
フランス語、
イタリア語、
ポルトガル語、
ノルウ
• G.711a/u、G.722、G.722.1C、G.722.1、
ェー語
G.723.1、
G.719、
G.729A、
Polycom Siren 14、
• 2 バイト（Unicode）拠点名対応
Siren 22
• 自動参加用の IVR プロンプト
ネットワーク
• ユーザーまたは管理者によるミュート操作
• IP H.323、SIP
• DTMF サポート
• PSTN、VoIP 音声
• エコー/キーボード ノイズ サプレッション
• ISDN（H.320）
• Audio Clarity によるクリアな音声
• IPV4、IPV6
• 10/100/1000 Mb インターフェース
容量
• 解像度によりリソースをフレキシブルに割り当 • 64 Kbps 〜 6 Mbps 会議データレート
てることが可能
• コンテンツ：最大 768 Kbps
- 画面分割会議の時
• ゲートウェイ通話
- HD 1080p 端末のみ参加した場合（Symmetric） • 各種ネットワークからのダイレクト ダイアルイン
：最大 60
- HD 720p 端末のみ参加した場合：最大 120 トランスコーディング
• 音声アルゴリズム
- SD 端末のみ参加した場合：最大 240
• 映像アルゴリズム
- CIF（H.264）端末のみ参加した場合：
• ネットワーク
最大 360
- ビデオスイッチング会議（HD 720p 2Mb）
： • 解像度
• フレームレート
最大 360
- VoIP 端末：最大 1440、
PSTN 音声端末： • ビットレート
最大 480
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ポリコム Platinum 認定代理店
〒101-0029
東京都千代田区神田相生町１番地
秋葉原センタープレイスビル
製品についてのご相談窓口 TEL 03-6381-8856
（9:00〜17:00 ※土・日・祝 弊社定休日を除く）
http://www.hitachi-cnet.com

IP QoS
• Polycom Lost Packet Recovery：パケットロス
時の映像データ修復機能
• DiffServ
• IP 優先制御
• 動的ジッタバッファ
• 音声と映像の補正機能
セキュリティ
• 管理ネットワークとメディアネットワークの分離
• AES メディア暗号化（IP、ISDN）
• トレンスポートレイヤー セキュリティ（SIP）
• 複数レベルの権限設定
• セキュア モード オプション
• 強力なパスワードポリシー
承認規格と準拠規格
• CE
• UL、ETL、CB
• EMC: FCC 47CFR PART 15、VCCI、AS/
NZS CISPR 22、ICES-003
• 安全性：UL 60950-1、IEC 60950-1、EN
60950-1
• RoHS 6
会議の特長
• Polycom RSS™ シリーズとの統合によるレコ
ーディング、
およびストリーミングソリューション
• Polycom テレプレゼンス会議室 （Polycom
RPX™、Polycom TPX™）HD 多地点接続の
サポート
• Microsoft Outlook 対応 Polycom® Conferencing
• ユニファイド会議（音声、映像、
データ）
• 最大 24 の異なる会議レイアウト
• パーソナルレイアウト
• 自動レイアウト
• レイアウト範囲 1×1 〜 4×4
• LPR™ 対応（H.323/SIP）
• H.264 ハイプロファイル対応
• Advanced Polycom Click ＆ View™
• 表示するサイトの選択
• 解像度のカスタマイズ可能
• HD ウェルカムスライド（カスタマイズ可）
• レイアウトスキン（背景の選択）
• レクチャ、
プレゼンテーションモード
• ロールコール
• クローズドキャプション
（字幕）
• 会議テンプレート
• 会議プロファイル
• 遠隔カメラ制御 （FECC） H.224/H.281、
H.323 Annex Q および SIP FECC
• 会議ダイヤルアウト/ダイヤルイン
• 最大 2000 のミーティングルーム
• 高性能 IVR フロー
• 多言語サイト名
• Polycom MCU 間での H.323 カスケード接
続会議で、H.239 をサポート
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