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品質と革新の継承

 100 年以上にわたり、Bosch の名は品質と
信頼性を表してきました。
Bosch は、最高水準のサービスとサポート
に裏打ちされた、革新的な技術を提供する
世界的なサプライヤです。

Bosch Security Systems では、世界中の
政府機関や公共施設、企業、学校、家庭な
ど、さまざまな環境で利用され、毎日の暮
らしを支えるセキュリティ、安全、通信、
および音声に関する多岐にわたるソリュー
ションを提供しています。



会議への総合的な対応
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常に万全の体制で会議を開催

Bosch の Digital Congress Network（DCN）Next Generation 
は、他の追随を許さないデジタル会議管理製品です。スタイリッ

シュな外観を持ち、会議進行に伴うすべての作業で優れた信頼

性、柔軟性、制御性を発揮します。さらに、会議の管理を新た

な次元へと導きます。これは、Bosch のデザイナーが、会議の

出席経験豊富なデレゲート、通訳者、オペレータと緊密に協力し

て、さまざまな形で会議にかかわるすべての人を満足させるシス

テムを構築したからです。

つまり、Bosch DCN Next Generation があれば、煩雑な管

理作業から解放され、 万全の体制で会議を開催することができ

るのです。

 会議に最適化された構造と効率性

 その分野で実績のある信頼性

 最先端の優れたデザイン

 非常に明瞭な音声出力

 31 の通訳チャンネルと発言者言語

 あらゆる投票方式に対応した投票機能

 完全な会議管理のためのモジュール式ソフトウェアソリューション

 第三者デバイスとの柔軟なインターフェイス

効率性と生産性を保証

世界的にもその性能を認められている DCN Next Generation 
は、会議の効率性と生産性を最大限に高めるための高度で実績

ある機能を備えています。最も単純なレベルでは、オペレータを

必要としないほど、発言と傍聴を簡単に処理できます。高度なレ

ベルでは、統合された多言語コミュニケーションのインフラスト

ラクチャとして、世界中から数千名もの出席者が集まるような複

雑な国際会議を簡単に管理できます。さらに、DCN Next 
Generation では、Bosch のサポートを受けることもできます。

Bosch は、長年の経験とともに信頼性と定評のあるパートナー

であり、世界的に有名なプロフェッショナルサービスエンジニア

のネットワークを擁しています。そのため、会議といえば Bosch を
思い出していただけます。
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1 セントラルコントロールユ
ニット

2 デジタルオーディオエキス
パンダ 

3 インテグラストランスミッタ

4 Omneo/Dante インターフ
ェイス

5 コンセンタスユニット

6 フラッシュマウントユニット

7 ディスカッションユニット

8  通訳デスク

9 インテグラスラジエータ

10 インテグラスレシーバ

11 カメラ

12 DCN コントロールソフト
ウェア

13 タッチスクリーン

14 LCD ビデオスクリーン

会議のための利便性
をあらゆる面でサポート
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柔軟なシステムデザイン

DCN Next Generation を使用すると、常設システムであって

も、定期的な変更や拡張が必要な構成であっても、あらゆる会

議環境を包括的に制御できます。このシステムは、アプリケー

ションソフトウェアがあってもなくても動作可能なセントラルコン

トロールユニット（CCU）をベースに構築されています。デレゲー

トユニットは、シンプルなループスルー構成で相互接続されます。

さらに、カメラや通訳デスクなどのその他のモジュールとコンポー

ネントを柔軟に組み合わせて、カスタマイズされた完璧なシステ

ムを構築することができます。

簡単なシステム拡張

DCN Next Generation は、多様性を念頭に置いて設計されてい

ます。必要に応じてシステムの規模を拡大縮小できるうえ、拡張は

常に簡単です。既存のシステムに新しいデレゲートユニットを追加

すればよいだけです。このシステムは最大 4000 台のデレゲート

ユニットをサポートします。また、カメラ、音響拡声システム、タッチ

スクリーンコントローラ、テレビ会議インターフェイスなど、さまざ

まな外部コンポーネントと互換性があります。

冗長なバックボーンによる音声拡張機能

オーディオエキスパンダの接続は簡単です。これにより、音声を記

録したり、別室に音声を配信したりできます。業界の IP ネットワー

ク経由でのデジタル音声のリアルタイム配信には、Omneo または 
Dante デバイスも利用できます。聴衆に言語チャンネルを配信す

るには、インテグラストランスミッタをシステムに統合します。すべ

てのデバイスを損失のない高速光ファイバケーブルで接続すること

で、安全かつ冗長なバックボーンを実現します。



完成度の高いディスカッションソリューション
あらゆる会議に対応 

DCN Next Generation フラッシュマウン
トシリーズは権威ある iF デザイン賞を受
賞しています。スタイリッシュなシルバー
とダークグレーの外観は、さまざまな内装
と調和します。

施設運営者は、デュアルディスカッションユニットを使用す

ることで、マイクユニットの数を減らすことができます。 
デュアルディスカッションユニットには、2 つの個別の発言

ボタンと個別のヘッドホン接続があり、デレゲートごとにそ

れぞれの通訳者チャンネルを利用できます。

コンパクトなテーブルトップディスカッショ
ンユニットは、地方議会のような小規模な会
議の会場に適しています。

すべてのコンセンタスユニットが、優れた音響性
能（最大 20 kHz）とハウリングの抑制により、
非常にクリアな音声を再現する先進のフラットパ
ネルスピーカーを備えています。

DCN Next Generation では、モニターや大型スクリーン

に現在の発言者の画像を自動的に表示することができます。

このため、Bosch AutoDome1 カメラと組み合わせるとテ

レビ会議に最適です。

モジュール式のフラッシュマウントユニットは、テー
ブルやアームレストに組み込んで固定設置することが
できます。

基本的な発言機能を備えたバージョンから、
追加の（デュアル）チャンネルセレクタと 5 
つの指定可能な投票ボタンを備えた拡張バー
ジョンまで用意されています。

コンセンタステーブルトップユニットは、基本的な発言
と投票の機能を備えたバージョンから拡張バージョン
まで、さまざまなバージョンが用意されています。拡
張バージョンは、チャンネルセレクタ、ID カードリー
ダー、バックライト付き LCD スクリーン（中国語や
日本語などの表意文字を含む、Windows で表示され
るすべての標準的な国際文字を表示可能）を備えてい
ます。

多岐にわたる革新性

DCN Next Generation 製品ラインには、さまざまなニーズに

対応するオプションが多数用意されています。コンパクトなテー

ブルトップでも、カスタマイズされたフラッシュマウントでも、各

ユニットには高品質差込み式マイク、クリアな音声を実現する専

用スピーカー、携帯電話による電波障害防止機能など、Bosch 
が開発した数々の技術が搭載されています。

他にも、電子投票、ID カード、最大 31 チャンネルの同時通訳を

提供する内蔵チャンネルセレクタなどのオプションがあります。

スムーズな会話を促す優れたデザイン

人が会話を進めていく上で、デザインは重要な役割を担っていま

す。建設的な会話を促す環境を作り上げるという点でも、欠かせ

ない側面です。DCN Next Generation は、スマートなコント

ロールパネルと直感的なレイアウトを備えており、その操作性は

抜群です。高度な音響および表示技術により、現在進行中の内

容そのものを見たり聞いたりできるので、新しいユーザーもすぐ

になじんで使いこなすことができます。この高いデザイン性によ

り、トピックに関係なくあらゆる会議が恩恵を受けることができ

ます。

1 Autodome® は、Bosch Sicherheitssysteme GmbH 
の登録商標です。
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会議進行の迅速化

多彩な投票機能

DCN Next Generation は、標準的な議会式投票機能を備えています。 
専用のアプリケーションソフトウェアを使用して投票機能を拡張すると、聴

衆反応式投票、多項選択式投票、評価式投票を行えるようになります。スク

リプトを事前に読み込んでおいて、リアルタイムでインポートできます。さら

に、会議場内のフラットスクリーンまたは専用ホールディスプレイに結果を

瞬時に表示することができます。チェアマンまたはオペレータは、投票の開

始と終了を完全にコントロールできます。

デレゲートの登録と識別

会議の参加者の登録と識別は、PIN コード、ID カード、または指紋リーダー

などの生体認証で行えます。ID カードを使用する場合は、カードリーダーを

会場の入口に設置するか、デレゲートユニットに組み込みます。そうするこ

とで、ID と座席の場所が自動的に検出されて登録されるので、デレゲート

は自分の座席を思いのままに選択できます。また、デレゲートが、権限を持

つ特定の機能のみを使用できるように、個々の承認をプログラムすることも

できます。あるいは、デレゲートユニットのプッシュボタンを使って、認証な

しの「簡易」登録を設定することも可能です。

安全で信頼性の高い電子投票設備を利用すれば、会議の効

率化を図れます。投票結果の保存、印刷、参加者への表示を

簡単に行えるので、会議の効率化に役立ちます。

最上位機種のコンセンタスユニットの LCD スクリーンには、常時点

灯式のバックライトが付いており、議会式投票、多項選択式投票、ま

たは聴衆反応式投票の投票結果を直接表示することができます。
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言語の壁を打ち破る

通訳者の満足度を高める設計

人間工学的なデザインが採用された通訳デスクは、通訳者専用の強力で直感

的なツールです。このユニットは、どのようにすれば通訳者の作業を楽に

し、疲労を軽減できるかを総合的に調査した結果に基づいて開発されていま

す。論理的なボタン配置や可聴音によるフィードバックが提供されるため、

視覚障害のある通訳者にとっても使いやすいユニットになっています。通訳

者の満足度を高めることで、通訳品質も高くなり、会場の評価も向上します。

柔軟性の高い構成

ユニットを（自動的に認識される）システム配線に接続するだけで、電源を

入れてすぐに使用することができます。つまり、個々のイベントの言語要件

に応じてユニットを追加または削減することや、複数の会議室から成る会場

の構成を即座に変更することができます。開始直前でも変更できる柔軟性を

備えているので、質の高い通訳サービスを提供できるようになります。この

ような特長により、全体として、他の追随を許さない優れた会議機能を実現

します。

直感的に使用できるディスプレイに、利
用可能な言語、フロア、時間、その他の
有益な情報が包括的に表示されます。

DCN Next Generation 通訳デスク
は、経験豊富な通訳者と緊密に協力して
設計されています。当然のことながら、
世界的に認められており、通訳者に選ば
れる製品となっています。

ビープ音と突起ボタンを備えてお
り、視覚障害のある通訳者が使い
やすい設計です。

ワイヤレスの利便性を活かすために、通訳チャンネルを

聞くときはインテグラスポケットレシーバを利用でき

ます。

デレゲートは、デレゲートユニットの内蔵チャンネルセレク

タを使用して、発言者言語または 31 の通訳チャンネルのう

ちのいずれかを選択できます。
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複数の製品が 1 つのシステムに統合

多数の機能 – 多くの特長

どのデレゲートユニットを選んでも、また会議の規模が少人数での単純な話し合いであるか、大規模な多言語の国際

会議であるかにかかわらず、会議の効率性と生産性を最大限に高めるように設計され、その性能が実証されている多

くの機能を利用することができます。

特長 機能

DCN 
コンセンタス

DCN 
フラッシュ

マウント

DCN 
ディスカッ

ション

秩序立った討議 ディスカッションシステム • • •
さまざまな言語 通訳 • • •
オペレータコントロール PC、タッチスクリーン • • •
情報の表示 大型スクリーン • • •
発言者の表示 自動カメラコントロール • • •
投票 投票ボタン • • •
参加者登録／アクセスコントロール PIN • • •
参加者登録／アクセスコントロール ID カード • •
私的会話 インターカム(C) • •

拡張機能を充実させるコントロールソフトウェア

機能のさらなる強化

DCN Next Generation システムは、高度なマイク、投票、お

よび通訳の機能を利用して、会議の効率性を高めます。追加の

アプリケーションソフトウェアを使用すれば、この機能が強化さ

れ、会議の効率性がさらに高まります。例えば、システム設定、

シノプティックコントロール、高度な投票管理、デレゲートデー

タベース、参加者およびアクセスコントロールなどのオプション

のほか、会議録音アプリケーションを使用するとデジタル音声録

音を利用できます。

高性能な会議ソフトウェア"スイート"
Bosch DCN 会議ソフトウェア"スイート"は、幅広い制御やカ

スタマイズが可能です。オペレータは、まず構成アプリケー

ションを使用して、シノプティックレイアウト、デレゲート、通訳者、

議題、発言者リスト、投票セッションなど、必要な要件と各会議

の承認を簡単にセットアップできます。このソフトウェア "スイー

ト"には、高度なログ機能を実現する XML ストリームなどのデー

タを処理するさまざまなオプションが含まれています。また、第

三者アプリケーションとのインターフェイスとなる API 機能も用

意されています。

このソフトウェア全体に極めて人間工学的な設計が採用されてい

ますが、特にオペレータアプリケーションは標準タッチスクリーン

モニターに合わせて最適化されていて、システムをリアルタイム

でできる限り直感的に管理できるようになっています。文脈依存

のヘルプファイルにより直ちに情報を得ることができます。また、ソ

フトウェアは、色覚障害者も考慮した設計となっています。

DCN 会議ソフトウェア"スイート"は人間工

学に基づき、標準タッチスクリーンモニター

に合わせて最適化されており、直感性と使

いやすさが実現されています。
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小規模な会議から...

討議の主導と制御

デレゲートは、マイクボタンを押して発言要求を行います。複数の要

求が CCU によって自動的に待機リストに入れられます。チェアマン

は発言リクエストを登録できます。また、警告音を鳴らしてすべての

デレゲート用マイクをミュートにする優先キーを使用して、デレゲー

トの発言を遮ることができます。このシステムには「Voiceモード」

も搭載されています。このモードでは、デレゲートがマイクのオン・

オフスイッチを使用する必要がありません。これにより、討議の時間

が短縮されます。

投票の回収および集計

このシステムでは、議会式投票、賛成・反対式投票、多項選択式投票、

世論調査式投票、聴衆反応式投票の 5 種類の投票をサポートして

います。コンセンタスチェアマンユニットを使用して、投票スクリプ

トで投票を開始および終了することができます。この場合の結果は、

ユニットのグラフィック LCD パネルに表示されます。オペレータが 
PC またはタッチスクリーンを使用して投票をリモート制御すること

もできます。この場合の結果は大型スクリーンにリアルタイムで、さま

ざまな形式でエクスポートできます。 

ビデオへの対応 - オペレータによる操作なし

現在の発言者の画像と名前を、テレビ会議に使用するモニターを含

め、すべてのモニターに表示することができます。  

1 投票機能付きのディスカッション
ユニット

2 投票機能付きのディスカッション
チェアマンユニット

3 セントラルコントロールユニット

4 モジュール式 AutoDome1

DCN Next Generation システムユニットに「Voice モー

ド」が搭載されているので、マイクのオン・オフスイッチを

押さずにマイクを使用することができます。したがって、デ

レゲート全員が、「Voice モード」によって短縮化される討

議に参加できます。
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…高度な国際会議まで

ソフトウェアコントロールの追加

高度なソフトウェア機能により、オペレータはさらに高いレベルで制

御を行うことができます。承認の設定、議題の作成、デレゲート

一覧の作成、ID カードのプログラミング、シノプティックレイアウト、

および電子投票のための機能があります。

 参加者の登録

参加者登録を使用すると、デレゲートは会場入口または会議ユニッ

トで身元確認を行うことができます。デレゲートの場所に、PIN コー

ドを利用可能な ID カードリーダーを取り付けることができます。高

度な安全性を必要とする状況では、生体認証用の指紋リーダーを接

続して、DCN コンセンタスと DCN フラッシュマウントユニットを

拡張できます。

同時通訳

言語の通訳が必要な場合は、防音ブースに DCN 通訳者ユニットを

装備できます。通訳されたそれぞれの言語は、デレゲートユニットま

たはフラッシュマウント式のチャンネルセレクタに接続されたヘッド

ホンに自動配信されます。さらに、デレゲートが自由に移動できるよ

うに、通訳された言語をワイヤレスインテグラスポケットレシーバに

送ることもできます。 

高度なソフトウェア機能により、オペレータはさらに高いレ

ベルで制御を行うことができます。承認の設定、議題の作

成、デレゲート一覧の作成、ID カードのプログラミング、シ

ノプティックレイアウト、および電子投票のための機能があ

ります。

1 カードリーダーモジュールを搭載
したフラッシュマウントユニット

2 カードリーダーモジュールを搭載
したフラッシュマウントチェアマン
ユニット

3 通訳デスク*
4 インテグラスレシーバ

5 インテグラスラジエータ

6 DCN コントロールソフトウェア
がインストールされた PC とタッ
チスクリーン

* 図に示されている通訳者ブースは、図
で説明することのみを目的としており、
実際の状況を表すものではありません。 
通訳者ブースの防音およびその他の一般
的な特性に関する要件は、ISO（国際標
準化機構）によって次のように指定され
ています。

· ISO 2603 - 同時通訳用の固定式ブース

· ISO 4043 - 同時通訳用の可動式ブース
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変化するニーズへの対応

可能性の拡大

DCN カンファレンスの要素は、何通りもの方法で結合することがで

きます。通訳システムをインテグラスシステムと組み合わせると、最

大 32 の言語チャンネルの無線配信に対応できます。さらに、セット

アップ全体を、放送、建物管理、音響拡声設備など、第三者システ

ムに接続することもできます。  カスタマイズされたソリューションと

して、個々のタッチスクリーンを追加すると、投票機能やオンライン

データへの即時アクセスに対応できます。

遠隔地の参加者へのコンテンツストリーミング

このシステムは他社製システムとの統合が容易であるため、遠隔地に

いるデレゲートが音声、ビデオ、およびデータにフルアクセスできるよ

うになります。これにより、遠隔地にいても、発言を聞いたり、プレゼ

ンテーションのスライドを見たり、会議のライブ映像を見たり、投票

結果を確認したり、メッセージを再生したりできます。 

標準のソリューションと数々のオプションでも十分に対応でき

ない場合は、Boschのカスタム製品およびプロジェクトソ

リューショングループがユーザーに合わせたソリューションを

提案します。専門知識を活かして特注の製品を製作したり、

さまざまなサイズ、外観、機能を備えた製品や、代替システ

ムがセットアップされた製品を提供します。

1. コンセンタスデレゲートユニット

2. コンセンタスチェアマンユニット

3. ワイヤードディスカッションユニッ
ト

4. 通訳デスク*
5. インテグラスレシーバ

6. インテグラスラジエータ

7. セントラルコントロールユニット

8. アナログオーディオエキスパンダ

9. Omneo/Dante インターフェイス

10. インテグラストランスミッタ

11. DCN コントロールソフトウェア

* 図に示されている通訳者ブースは、図
で説明することのみを目的としており、
実際の状況を表すものではありません。 
通訳者ブースの防音およびその他の一般
的な特性に関する要件は、ISO（国際標
準化機構）によって次のように指定され
ています。

· ISO 2603 - 同時通訳用の固定式ブース

· ISO 4043 - 同時通訳用の可動式ブース
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