Scopia Mobile
あなたのモバイルで簡単にビデオ会議に参加

ビデオ会議への参加
HDビデオ画質で標準ベースのビデオ会議に参加、帯域や端末側の処理負荷を増大させることなく
同時に28画面まで分割表示が可能。各社メーカーのビデオ会議専用端末機器やテレプレゼンス及び
PC、MacのみならずUCアプリケーションとの接続など、比類のない接続性でビデオ会議に参加可能。
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レビュー機能付きの資料共有
プレゼンテーションや表計算、資料および画像を世界標準のH.239資料共有で視聴することで、あた
かも会議室でのビデオ会議に参加している感覚を体感。 会議中に誰も邪魔することなく説明資料
を自由にレビュー可能なコンテンツスライダー機能を標準装備。

スマートフォンによる会議制御機能
参加者の音声をミュートや遠隔地のカメラの停止あるいは参加者の退室および表示レイアウトの
変更、参加者の表示位置の変更が容易。さらに、録画やストリーミングの開始/停止、会議のロック
及び参加者個別の退室、あるいは会議全体を終了したりすることが可能。

スムーズな操作性
スマートフォンカレンダーやEメールのURLをクリックするだけで簡単に会議に参加でき、UCアプ
リを利用している企業のディレクトリーから簡単に参加者を招待したり、あるいは電話番号や端
末ID番号を直接に入力することで招待することが可能。指を使ったジェスチャー機能で直感的な
操作が可能。
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モバイルブロードバンドやWi-Fiに対応
Wi-Fi
GPRS

Wi-FiだけでなくLTEなどのモバイルブロードバンドにより、殆どの場所からビデオ会議に参加が可能。
先進的な予測技術によってパケットロスが通信品質に影響を与える前に、帯域を自動的に低下させ
適応するNetSense™に対応。

製品仕様

会議の接続
• 自分専用のバーチャルルームか他の会議に参加
• カレンダーやEメールのURLをクリックするだけで
会議への参加が可能
• NAT/ファイアーウォールトラバーサルの標準装備
• HTTP トンネリング
• Wi-Fiにおいては高通信品質を維持するための
NetSenseを採用
資料の共有
• プレゼンテーション、表計算、ドキュメント、
イメージの共有（表示のみ）
• プレゼンテーション資料のレビュー機能
• H.239 資料共有の相互運用
• ビデオと資料の同時表示
会議の進行管理
• 会議参加者のリスト表示
• 参加者のマイクのミュート/ミュート解除
• 参加者のカメラの停止
• 参加者の切り離し
会議の制御
• 会議録画及びストリーミングの開始/停止
• 会議ロックによる新たな参加者の拒否
• 会議の終了と参加者全員の切り離し
ビデオレイアウト
• 画面レイアウトの自動設定
• 画面レイアウトで表示する参加者数の設定

• 個々の参加者に応じた画面レイアウトの変更
• マルチタッチ・ジェスチャーによるレイアウト
プ
変更、参加者のズームイン、ドラッグ、ドロップ
• 最大28参加者まで同時表示が可能
• テレプレゼンス・レイアウトの最適表示
追加の参加者の招待
• 電話番号、IPアドレス、E.164 または SIP URI
による参加者の招待
• 企業ディレクトリーからの招待
• ディレクトリーからの招待
• Microsoft Lyncユーザーの招待
セキュリティ
• ミーティング PIN
• 会議進行役 PIN
• 暗号化
トラブルシューティング情報
• ミーティングレート
• 会議中のScopia MCUのリスト
• ビデオ、音声及びコンテンツコーデック
• ビデオスピードと解像度
• 帯域
• パケットロス
Scopia Mobileの要件
• 対象機器及びOSバージョンはリリースノートを
ご参照ください
• フルビデオ会議用前面カメラ
• Wi-Fi またはモバイル端末向けブロードバンド
Apple iOS 端末
• iOS 5.1 以上

Apple® , iPad™ , iPhone® および iPod
touch は米国 および他の国における
Apple社の商標登録です。
Android および Google Play は、
Google社の登録商標です。

Google Android 端末
• Android 2.3 以上
• Dual core 1 GHz CPU

About Radvision
Radvision, an Avaya company, is a leading provider of video conferencing and telepresence technologies over IP and wireless networks. We oﬀer end-to-end visual
communications that help businesses collaborate more eﬃciently. Together, Radvision and Avaya are propelling the uniﬁed communications evolution forward with
unique technologies that harness the power of video, voice, and data over any netwok. www.radvision.com

㛤Ⓨ〇㐀ඖ ᪥ᮏ䜰䝞䜲䜰ᰴᘧ♫
ᮾி㒔 ༊㉥ᆏ2-17-7 ㉥ᆏ⁀ụ䝍䝽䞊
http://www.radvision.jp

㈍௦⌮ᗑ 日立電線ネットワークス株式会社

東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル4Ｆ
お問合せ： 03-6381-8856 ( 9:00〜17:00 ※土・日・祝 弊社定休日を除く)
http://www.hitachi-cnet.com/
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ビデオ会議
• 双方向ビデオ/音声に対応
• 15fpsでは解像度720pを実現
• 30fpsでは解像度480pを実現
• iOSではAAC-LCオーディオコーデックを採用
• AndroidではG.722.1オーディオコーデックを採用

