BCP（事業継続計画）対策ソリューション

ビ デオ会議

● 時間と場所を選ばず、緊急性の高いビデオ会議を実現
本 社 / 支社

iView 管理サーバ

SCOPIA Desktop サーバ

自宅

セキュアなビデオ会議を実現
・FW トラバーサル機能を提供
・暗号化（SRTP と TLS）をサポート

H.323

Control

H
HTTPS/SRTP

H.323

PC クライアント
ソフトは無償提供

Internet

外出先

ルームタイプビデオ端末と
PC タイプビデオ端末の
混在会議を実現

SCOPIA Mobile
営業所

その他 利用シーン ・出張先からの会議参加

P o i nt !

WiFi / 3.5G パケット

関連会社

・仮設事務所との会議

・店長会議など

・ルームタイプと PC タイプの混在会議を実現 ※PC クライアントソフトは無償提供（初回のみインストールが必要）
・インターネットを介してのセキュアなビデオ会議を実現
・スマートフォンでどこからでもビデオ会議に参加 ※双方向のビデオ通信は SCOPIA Mobile v3.0 より対応

● 会議の録画・ストリーミング配信を実現
利用シーン
MCU（多地点会議接続装置）
H.323

ストリーミング

・方針の周知徹底
・社内教育（研修報告会など）
・欠席者向け会議 / 講義内容の録画等

Recording Media

SCOPIA Desktop サーバ
SCOPIA Desktop サーバ
SIP

SD*（ストリーミング）

SD*

P to P

SCOPIA Desktop Pro

SCOPIA Desktop クライアント

SCOPIA Desktop Pro を利用して
・MCU を介さない PtoP 会議が可能
（SCOPIA Desktop クライアントソフト機能は包含）

PC クライアントソフト（SCOPIA Desktop クライアント）を利用して
・PC タイプでの会議参加
・資料データのみ閲覧する会議参加
・ライブ視聴
・オンデマンド視聴が可能（MCU に別途録画オプションライセンスが必要）
*SD：SCOPIA Desktop 専用プロトコル

P oi
o i ntt !

・会議の録画と会議内容の同時放映（ライブ配信）を実現
・過去の録画コンテンツをオンデマンド配信することが可能
・上記システムは、（録画オプションを除き）MCU にバンドルのサーバソフトで実現可能
※PC クライアントソフトは無償提供（初回のみインストールが必要）

ビデオ会議

オールインワン ソリューション

● RADVISION 社のビデオ会議 製品ラインアップ
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9

多地点会議接続装置
議接続装置
HD

Full HD

720P

1080

モニタ一体型ビデオ端末
VC240（￥380,000）
★H.239 XGA データ共有 対応

H.264 SVC

SCOPIA Elite シリーズ（オープンプライス）
・HD ポート数 [10/15/30] の 3 モデル用意
・OPTION x4（SD 品質）ライセンス
・OPTION SCOPIA Desktop Pro バンドル
（HD ポート数 ×10 ライセンス）
・OPTION 同時録画ライセンス [1/3/5/10]

ルーム型ビデオ端末
XT1000 シリーズ（￥1,280,000 〜）
・OPTION 多地点ライセンス
（４拠点／ 9 拠点）
★1080p 30fps データ共有 対応
★音声帯域 48KHz 対応
★PTZ カメラ 光学 10 倍

同梱ソフトウェアとライセンス
iView 中央管理サーバ
（Gatekeeper 機能付）

SCOPIA Desktop サーバソフト
ストリーミング機能搭載
ス

SCOPIA Desktop Pro
P to P 通信機能搭載
(5 ライセンス )

全機種対応

Po
oint
in !

高性能且つ低価格 なパッケージソリューション

● 小〜大規模まで対応したビデオ会議パッケージ
会議形態

ソリューション内容
● 小規模向け

( 〜 4 拠点まで )

（税別）
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親となる拠点にのみ多地点機能を付加
最大 4 拠点までの多地点会議が可能

● 中小規模向け

標準価格

システム構成

HD4 拠点
参加拠点数

( 〜 9 拠点まで )

親となる拠点にのみ多地点機能を付加
最大 9 拠点までの多地点会議が可能
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HD9 拠点
参加拠点数

● 大規模向け

￥3,200,000
(VC240 採用）

( 同時複数会議開催 )

センター拠点に多地点会議装置 (MCU) 及び
管理サーバを設置
・HD ポート数は、[10/15/30] の 3 モデルを用意

￥5,600,000
(VC240 採用）

HD10 拠点
OPTION
iView 中央管理サーバ
×4 倍リソース
（Gatekeeper 機能付）
（SD 品質リソース 4 倍）

・同時複数会議開催が可能

￥13,400,000
HD15 拠点
￥19,500,000

会議内容の同時録画配信が可能
※但し、録画ライセンス別途 [1/3/5/10]

HD30 拠点

SCOPIA Desktop クライアント Pro が同梱
・HD ポート数 ×10 ソフトウェアライセンスが同梱
・PC 会議間の P to P 通信が可能
( 招待機能による自動 MCU 切替開催機能付 )

〒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

SCOPIA Desktop サーバ
( ストリーミング配信機能搭載）

￥37,500,000
(VC240 採用）

＜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
(HCNET201105Rad-v4.5)

