
LA-5100IP
VoIP対応型 ボイスロギングシステム

http://teac-logagent.jp/

コールセンター
公共機関 向け
通話録音システム

＊ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
＊ 水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

VL営業課
大阪営業所
営業 2 係

http://teac-logagent.jp/
〒206-8530 東京都多摩市落合1- 47 TEL  042-356-9162 FAX  042-356-9185

〒541-0041 大阪市中央区北浜2-2-22  TEL  06-4706-3906 FAX  06-6231-3082
 北浜中央ビル B1F

● 技術的なお問い合わせ VL営業課 TEL  042-356-9163 FAX  042-356-9185

＊ 仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください｡
＊ Microsoft, Windows Server, Windows VistaおよびWindows 7は、米国Microsoft　Corporation
の米国、日本およびその他の国における登録商標です。

＊ その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

このカタログの記載内容は
2013年11月現在のものです。

LA-5100IPはNEC PBXシステム（SV8500）との連
携に対応しています。

●外線発着信・通話
●内線発着信・通話
●保留、転送、3者通話
●DTMF対応

内線間の通話録音も可能な
VoIP対応ボイスロギングシステム
通話録音は、様々な場所で活躍しています。

第三者の著作物は、個人として楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

受付時間  9:30～12:00/13:00～17:00 ( 土･日･祝日を除く )

メーカー サポートセンター
通信販売 コールセンター
ファイナンス関連（銀行・証券会社・保険会社）
交通機関（航空会社・鉄道会社・バス会社）
公共機関の緊急通話など（警察・消防・電力・ガス・水道）
学校、教育機関、自治体
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SV8500

ソフトウェア 仕様NEC PBXシステム連携

機能

動作環境

LA-5100IPで一時保存されている音声データの収集、各種
システムステータスのモニター、HDDやRDXへの保存など

※データベースのパフォーマンスの制限により、通話数
1000万件以下とします。

※コールロガーを稼動するには、コールロガーのインストー
ルに加え、SQL Server 2008が必要です。各セットアップ
については、弊社にお問い合わせください。

コールロガー  PL-A8410

録音チャネル数
録音バッファ
バックアップ記録
媒体・時間・容量

録音ホールド時間
録音トリガー

対応コーデック

1ユニットあたり最大48チャネル
約1.5GB
LA-5100IPユニット 約83チャネル・時間
サーバーHDD 約60,000チャネル・時間
 (1TBのとき)
RDX 約60,000チャネル・時間
 (1TBのとき)
0 ～ 30 秒
各チャネルに下記条件をAND/ORを組み合わせて設定

G.711 μ-LAW
ADPCM 32kbps （モノラル/ステレオ）
μ-LAW 64kbps （モノラル/ステレオ）

LA-5100IP 本体仕様

電源
消費電力
外形寸法
質量
環境条件

AC 100V (50Hz/60Hz)
最大 364W
115(W)x310(H)x365(D) [mm] 突起部除く
約 9kg
温度　(動作時) 5 ～ 40 ℃
 (保管時) -10 ～ 50 ℃
湿度　(動作時) 20 ～ 80 %RH(結露しないこと)
 (保管時) 20 ～ 80 %RH(結露しないこと)

筐体仕様　デスクトップモデル

電源
消費電力
外形寸法
質量
環境条件

AC 100V (50Hz/60Hz)
最大 365W
431(W)x87(H)x470(D) [mm] 突起部除く
約 13kg
温度　(動作時) 5 ～ 40 ℃
 (保管時) -10 ～ 50 ℃
湿度　(動作時) 20 ～ 80 %RH(結露しないこと)
 (保管時) 10 ～ 90 %RH(結露しないこと)

筐体仕様　ラックマウントモデル

機能 複数サーバーの通話データをマルチに検索できるソフト
ウェア。最大24サーバーのデータを1画面で検索。

ソフトウェア オプション
マルチDBソフトウェア PL-A8462

機能

ロギングサーバーのHDDや保存されたメディア上のデータ
の暗号化。

暗号化ソフトウェア PL-A8360
機能

ロギングサーバーのHDDや保存されたメディア上の通話
データをWebブラウザ上で検索・再生。

Web版コールプレーヤー PL-A8335
機能

コールロガーが複数ある場合に通話データを長期に集中
管理できるオプションソフトウェア。通話データを暗号化す
るオプションも用意。

コールライブラリー PL-A8402

機能

動作環境

機能

動作環境

ロギングサーバーのHDDや保存されたメディア上の通話
データを検索・再生

コールロガーに付属する常駐型のソフトウェア
あらかじめ設定されたネットワーク上のWindows PCに
アラームメッセージを受信　　　　　

コールプレーヤー  PL-A8325

アラームモニター  

Windows Server 2008 R2
SQL Server 2008 R2 64bit
上記OSの動作環境を満たすこと（デュアル
コア以上を推奨）
4GB（OSの必要条件以上であること）

Windows Vista (32bit)　SP2以降
Windows 7 (32bit/64bit) SP1以降
Windows Server 2008 R2 SP1 以降
Core Duo 1GHz以上推奨
1GB以上（上記OSが快適に動作すること）

OS :

CPU :

メモリー :

OS :

CPU :
メモリー :

Windows Vista (32bit) SP2 以降
Windows 7(32bit/64bit) SP1 以降
Windows Server 2008 R2 SP1 以降
256 MB以上

OS :

メモリー : 

SIP 無効/有効
コマンド コマンドによる録音指示



システム構成例

各種設定

通話履歴の表示

※模式的に表現された図のため機器の
接続に関しては正確を期するものでは
ありません。
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IP 電話 あるいは ソフトホン

スイッチングハブ

スイッチングハブ

　LA-5100IP は、IP電話に対応し
た通話録音システムです。
　本システムは、外線との通話はも
ちろん、内線間の通話録音にも対応
しています。サーバー上での音声ファ
イルの蓄積、通話データベースの構
築をはじめ、クライアントPCから
の通話記録（録音情報）検索や収録
音声の再生まで、通話録音システム
を活用するためのさまざまな機能を
ご提供いたします。

■IP電話・SIPに対応
通信機器で幅広く採用されている“SIP”に対応、
多様化する通信環境に幅広くご利用いただけます。

LA-5100IP からの通話ファイル取り込みおよ
び通話ファイルをデータベース化するためのソ
フトウェアです。
通話データベースに関するさまざまな便利機能
をご利用いただけます。

■内・外線通話録音が可能
ハブのモニターポートからキャプチャーするの
で、外線との通話はもとより、内線間の通話録音
も可能です。

■堅牢なシステム構成
通話ファイルの生成 /保存 /再生をそれぞれ別の
ハードウェアに分散。また、収録系 /再生系ネッ
トワークをそれぞれ独立させ、信頼性の高いシス
テムを実現しました。

■バックアップ機能
万一障害が発生した場合でも、内部メモリーへの
バッファ保存により、データの消失を最小限に留
めることができます。

特長 システム構成ソフトウェア
コールロガーソフトウェア　PL-A8410

コールプレーヤーソフトウェア
PL-A8325

アラームモニター

■運用に応じたシステム管理機能
クライアント操作やシステム状況は、管理者に
よってモニター可能、システムの監視や情報漏洩
の防止にお役立ていただけます。

■1ユニット最大48チャネルの同時録音
1サーバーに最大8ユニットの LA-5100IP が
接続可能、最大384チャネルの録音に対応して
います。

■通話情報の同時アクセスが可能
同一の通話を複数のクライアントで同時に再生で
きます。

通話情報データベースから、目的の音声
ファイルを検索／再生するためのソフト
ウェアです。
通話データの検索・再生に関する便利な
機能をご利用いただけます。

LA-5100IP 本体またはサーバーに発生したトラブルを
受信する常駐型のソフトウェアです。コールロガーを通
じて、あらかじめ設定されたPCへ通知します。
通話録音に関する障害や警告を即座に検知するため、迅
速に対処することができます。

さらなる利便性を提供する
さまざまなオプションをご用意 ※詳細はお問い合わせください。

重要なデータの保護に 暗号化オプション PL-A8360

複数サーバーの通話データの検索に マルチDBソフトウェア PL-A8462

複数コールロガーの長期・集中管理に コールライブラリー PL-A8402

広域かつ多数のクライアントからのアクセスに Web版コールプレーヤー PL-A8335


