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DICENTIS システム
Inform.Impress.Inspire.
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ラクチャとインターフェイスを介して有されま
す。こうした合ソリューションによって、シ
ステムの柔性とリモート操作にする
い需が生まれました。このようなトレンドの
なかで、の性を大し、性をめ
る必性がされています。

125 年上にわたり、Bosch のは、技、、および性の代でした。
Bosch Security Systems は、の水の門知を基とし、65 年上にわたっ
てシステム場をリードしてきました。これを現できたのは、卓したによって
常にお様のニーズにえてきたからです。Bosch はもこのをすることをお
します。

Bosch システム

ソリューション場は年、急なを
げており、スタンドアロンシステムをけ、全
合ソリューションへとかうがいてい
ます。このような合ソリューションでは、
オーディオ、ビデオ、ソーシャルメディア、
データなどの情が、されたインフラスト

日のシステムは種
様なをめられており、
ビデオ、ソーシャルメディア、
リモート操作、性をサポー
トする必があります。

DICENTIS ソリューションは、中小企
業から国籍企業、さらには地団体
から政関、および国サミットにる
まで、幅い用に想的です。

Bosch は、も的なプラットフォームを
現し、現在および来のニーズにえるため
に、心的なりみを行っています。Bosch 
が、4 つの型デバイスとしいファミリー 
DICENTIS で IP ポートフォリオの大をってい
るのは、こうした由からです。

DICENTIS は、先的な合を現す
るための的なプラットフォームです。的
なソリューションの来を据え、これまで
のソリューションでのを踏まえた上
で、Bosch は、DCN multimedia システムの各
 (2013 年) をしく開された DICENTIS 
システムに移行することになりまし
た。DICENTIS は、Bosch の代的な IP ベース
ソリューションファミリーです。
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ニーズに合わせてできるシステム
Inform.Impress.Inspire.

DICENTIS はオープン
な格に基づいて構築
されているため、サー
ドパーティソリュー
ションをむさまざま
なテクノロジを合す
ることができます。

システムの柔性による来にけた性を
現
DICENTIS システムは、が急に
してもするニーズにえる性をえて
います。これは、DICENTIS がオープンな格
に基づいて構築されており、サードパーティソ
リューションをむのなるテクノロジを
合することができるためです。下にを
します。
▶ イーサネットおよび IP を用しているた

め、存のインフラストラクチャを再利用


▶ OMNEO の採用により、DICENTIS を
のオーディオおよび制御に

▶ Android™ の DICENTIS マルチメディ
アデバイスにより、のアプリケーショ
ンが利用

▶ 各種 Windows ソリューションにより、
カスタマイズされたソフトウェアソリュー
ションとの易な合が

▶ OMNEO メディアネットワークアーキテクチャに基づくオープンプラッ
トフォームにより、システムの柔性およびとメンテナンスのコス
トパフォーマンスが上

▶ 支援システムと易に合できるため、自動カメラコントロールなどの
を提

▶ ライセンスベースの性により、しいをに導できる来
を据えたシステムを現

▶ されたユーザーエクスペリエンスにより、の性を大

▶ 有のニーズにな形でえる、デバイスの在型およびカ
スタマイズされたセットアップ

▶ ケーブルおよび電の冗により、中のシステムの中を阻止

コストパフォーマンス
DICENTIS システムは、その中分
に、Bosch が開した自の IP ベースの 
OMNEO メディアネットワーキングアーキテ
クチャを採用しており、全にされた
イーサネットネットワーク由で動作します。
これにより、とメンテナンスにおける柔
性とコスト性がされます。また、この
アーキテクチャにより、DICENTIS は、存イ
ンフラストラクチャを再利用するために想的
なシステムとなっています。デバイス
は、Bosch 電スイッチングハブと Bosch シ
ステムネットワークケーブルを用して、ルー
プ型デイジーチェーン構成でできます。こ
の構成は、時型の柔なソリューション
を現します。あるいは、CAT5e (上) の
ケーブルと PoE (Power over Ethernet) 
スイッチを用して、スター構成でする
こともできます。
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必ずをすシステムニーズに合わせた構成
システムにするニーズはによってさまざまで
す。DICENTIS システムが範なを提している
のはそのためです。下ので、お様ので利用
なシステムソリューションをごください。 い全性と性

DICENTIS システムには自のケーブルおよび電の
冗性がみまれているため、まれにしかきないシ
ステム時にもデータが失われることはありません。
また、システム内でされるすべての声データと制
御データは、のある業テクノロジによって全に
されます。この式は、もしく国的
にも知されている格をたすものです。これに
より、ざんや不正アクセスからデータがされます。
このは、セキュリティ件のしいや
開のでは常に重となります。

いつでものを提
DICENTIS システムでは、ソフトウェアが期的に
アップデートされるため、易にしてしく開さ
れたをみむことができます。い用をって
ハードウェアをする必はありません。には、
ライセンスシステムとシートソフトウェアに加え、他
 AndroidTM アプリケーションによる加のシステム
もまれます。お様のシステムをお手いする
ために、Bosch ではソフトウェアメンテナンス
SMAをご用しています。このサービスにより、

DICENTIS システム全体が、プラットフォームと各サ
ーバーでシームレスに動作するようになります。こ
れにはシステム用ソフトウェアおよび性プラグイン
の他に、インターネットベースのさまざまなアプリケー
ションがまれています。

自動カメラコントロール
DICENTIS システムでは、ONVIF 拠の IP カメラをサポ
ートしており、システムに自動カメラコントロールを
に合することができます。ONVIF は、場をリード
するネットワークビデオの格です。これによ
り、の加者は常に、中の人物をホールディス
プレイでることができます。

にも優しい
DICENTIS は、にするを小にえるように
されています。にするをえるため、シ
ステムはスタンバイモードにり替えることができます。
この特中のを用することで、は、加
者全のデバイスの電をにオフにできるため、消
電力を大幅に削減し、がない時および休憩中の
電もになります。

• 各アイコンの味については 18 ページをしてください。
• 自動カメラコントロールはシステムのです。DICENTIS システムでは、ONVIF 拠の IP カメラをサポートしており、システムに自動カメラコントロールをに合する

ことができます。
• DICENTIS マルチメディアデバイスのマルチメディアとして、ドキュメント、インターネットアクセス、ライブビデオ、および他 AndroidTM アプリケーションの

用などがあります。

 DICENTIS マルチメデ
ィアデバイス

DICENTIS タッチスク
リーン付きディスカッシ

ョンデバイス

DICENTIS 
付きディスカッション

デバイス

DICENTIS 
付きディスカッション

デバイス

DICENTIS ディスカッ
ションデバイス

デレゲート構成 x x x x x

構成 x x x x x

ディスカッション





NFC による ID 

デュアルモード

自動カメラコントロール

マルチメディア

DICENTIS はあらゆるをえたシステムの
しいです。DICENTIS が提するとして、デ
ィスカッション、、、マルチメディ

ア、ライブビデオフィード、デュアルモード、
インターネットアクセス、ドキュメント、

サードパーティアプリケーションなどがあります。
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すべのデバイスは、加者用デバイスまた
は用デバイスとして構成できるため、必
なハードウェアの量を小にえ、コストパ
フォーマンスを大できます。

業先のをえた自の
デバイス
目の前のディスカッションに中

クリアで自な声
すべての DICENTIS デバイスでは、インテリジェン
トな Bosch 自のハウリング制を採用していま
す。これにより、量を大きくする必がある場合でも
明を大に持できます。このテクノロジを用
すると、エコーとハウリングをできるため、クリア
な声が得られます。

また、スピーカーとマイクを時にアクティブにできる
ため、自な声が得られます。加者とは常に、
を楽にくことができ、ディスカッションの内に
中できます。

しみ式マイク
すべての DICENTIS デバイスでは、3 種のし
み式マイクを用できます。すなわち、ロングアーム、
ショートアーム、指性の 3 種です。指性マイ
クでは、Bosch の指性テクノロジを採用しているた
め、をクリアに再生できると時に、ディスクリー
トにより者がメッセージを自な形でえるこ
とができます。

件の悪い場や、者がにってす場合
には、指性のロングアームまたはショートアームマ
イクがです。

明の上
人と人がをする上で、デザインは重なをっ
ており、的なをするを作り上げるの
中心となるものです。Bosch が DICENTIS デバイス
の物的デザインの開に大なリソースをし
た由もそこにあります。その、優れたエルゴノミ
クス、卓したいやすさ、洗されているがえめな
が現されました。

の性を持
DICENTIS システムは、の構と性をする
ようにされています。用中のすべての DICENTIS 
デバイスについて、基本的なディスカッション
を義できます。はオペレータまたはがで
きます。体的には、の開と了、の開、
できる加者および時にできる人の決な
どを行うことができます。は優先ボタンを押すこと
で、必なときはいつでも、すべての加者のマイクを
一時的にオーバーライドできます。

▶ 指性マイクとインテリジェントなハウリング制により、めてクリアな声再
生を現

▶ スピーカーとマイクを時にアクティブにすることで、優れた声明を現

▶ 人工学に基づくなデザイン

▶ 「」インジケータなどのなディスカッションにより、当が利
用な場合は、にディスカッションに加
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力的なインターフェイス
DICENTIS マルチメディアデバイスでは、く普し
ている Android™ オペレーティングシステムを利用
して力的なインターフェイスを現しています。
また、カスタムアプリケーション、または、サードパ
ーティのアプリケーションを用して、のを
さらにめ、の合性をできます。

優れたデザイン々のを受
スタイリッシュでインターネットの DICENTIS 
マルチメディアデバイスはエレガントで人工学に基
づいたデバイスで、どのようなインテリアにもよく
合います。DICENTIS multimedia デバイスは 2013 
年ににリリースされて来、2014 年の Red Dot 
デザインや 2015 年の German デザインなど、
有なをいくつか受しています。

一一クリアに
DICENTIS マルチメディアデバイスからは、並れた
と明の声が力されます。が、楽で
あろうとしであろうと関ありません。内の 
2 ウェイスピーカーシステムによる自のデザイ
ンにより、声スペクトルを正に再生します。
Bosch のさまざまなテクノロジが、より自な
声の現にさらにします。なイコライゼー
ションにより全体のがされると時
に、Bosch が開したインテリジェントなハウリン
グ制テクノロジにより、大きい量が必な場合で
も声の明を大にめることができます。

者の情までえる
DICENTIS システムは、自動カメラコントロールもサ
ポートしているため、Bosch HD Conference カメラ
を用してのができ、加者はそれ
ぞれの面で者の情をできます。

札ホルダー付き
デバイスにマグネット式の札ホルダーをり付
けるスペースがけられているため、各加者は、
中の人がなのか易にできます。前に
加者士の面がない場合に常に便利です。

DICENTIS マルチメディアデバイス
Inform.Impress.Inspire.

▶ い手のよい 7 インチの静電量タッチスクリーンによりエクスペリエン
スを上

▶ 受のある先のデザイン

▶ 内の (NFC) カードリーダーにより、加者のな ID と
が。存の録カードも利用

▶ 2 ウェイスピーカーシステムにより、めてい明とを現

▶ 中の加者のライブビデオをデバイス面に

▶ インターネットアクセスとドキュメント閲により、常にの有情が
され、その場で的な正を行うことも

の行に楽についてい
くことができ、ごく自に
できます。必な情
はすべて指一本動かすだけ
ですぐに手にります。

静電量タッチスクリー
ンにより、情の、オンライ
ン作業、ドキュメントのがい
つでも

加者をにで
きる札ホルダー

Bosch のし
み式指性マ
イクにより明快
でクリアな
を現

DICENTIS マルチメディアデバイ
スには、NFC カードリーダーも
みまれており、加者がな
のかに特。加者は、
存の録カードをデバイスの
くにいておくだけで、システム
にさせることができる

2 ウェイスピーカーシステム
により、めてい明と
を現

インジケータによ
り、マイクボタンを押すとす
ぐにできることを加者
に知

優れた操作性
DICENTIS マルチメディアデバイスの感的なグラフィ
カルユーザーインターフェイスといやすいタッチス
クリーンにより、加者士のがされ、快
な操作性が現されます。時が行われている場
合、加者は国でディスカッションの内をフォ
ローできます。タッチスクリーンマルチメディアデバ
イスには、オーディオ、ビデオ、データ、

インターネットアクセス、および利便性のい電子
が合されています。これらのにより、
加者は、各自のタッチスクリーンで関情をし
たりインターネットにアクセスして、に的に
できます。こうした加者の行動は、の全
な下にあります。
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DICENTIS タッチスクリーン付きデ
ィスカッションデバイス

Bosch の指性
しみ式マイクによ
り、卓した声明
を現

デバイスの左右に
あるスライダーで
ヘッドフォンの
量整が

DICENTIS タッチスクリーン付きディスカッション
デバイスには NFC カードリーダーもみまれ
ており、に加者の ID を特。加者
は、存の録カードをデバイスのくにいて
おくだけで、システムにさせることができる

タッチスクリーンに加者の前
が加者の国のでさ
れるため、者および待ち
の加者が一目。タッチスク
リーンは、のやにも
用される

「」インジケ
ータにより、マイクボ
タンを押すとすぐに
できることを加者
に知

▶ 4.3 インチのタッチスクリーンで、加者一、目、ボタン、
をできるため、の性が上

▶ 内の (NFC) カードリーダーにより、加者のな ID 
とが。存の録カードも利用

▶ デュアルモードでの用により必なのを小にえることで、
コスト削減、用テーブルのスペースの大活用が

DICENTIS タッチスクリーン付き
ディスカッションデバイスは、
1 人で用する場合でも 2 人で
有する場合でも、感的でク
リアなエクスペリエンスを
現します。

にも豊なを用
DICENTIS タッチスクリーン付きディスカッションデバ
イスでは、4.3 インチの静電量タッチスクリーンに
より、加者をガイドしの性をめます。
加者は、がしており、にがするのか
を面でできます。面にはの目がさ
れ、加者は、国での行についていくこと
ができます。情も面でできます。

2 カ国を時に
2 人の加者が 1 の DICENTIS タッチスクリーン付
きディスカッションデバイスを用することで、者が
それぞれ、ディスカッション、ID 、、
のを行えます。より、2 人の加者がヘッ
ドフォンを用し、の行をそれぞれの国で
くことができます。者は、NFC カードでサイン
オンし、自分の国チャネルを国ので
できます。
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DICENTIS 付きディスカ
ッションデバイス

かつな
のが行われている場合、加者はヘッ
ドセットをし、がまる前にきたい
をするだけです。のメニューは必な
ときのみされるため、すぐにわかります。
メニューは各国でされるため、加者は自分
の国をにつけることができ、の
分をきすこともありません。から、行
中のの内に中することができます。

2 人で 1 
DICENTIS 付きディスカッションデバイ
スでは、1 つのをしたで、デュア
ル ID およびデュアルディスカッションのが
です。

▶ 面には各がその国のでされるため、加者は自国のをに
つけてし、に中できる

▶ 内の (NFC) カードリーダーにより、加者のな ID が
。存の録カードも利用

▶ デュアルモードでの用により必なのを小にえることで、コスト削
減、用テーブルのスペースの大活用が

マイクボタンによ
り、感的に 
(デュアル) 加

量整ダイヤルにより、
ヘッドフォン用時も
一一きり

Bosch の指性マ
イクにより、声の明
が上し、加者
はごく自にに
加

面の各国のと
は常にみやすく、加者は
易に国を

DICENTIS 付
きディスカッションデバイス
には、NFC カードリーダー
もみまれており、
に加者の ID を特。
加者は、存の録カー
ドをデバイスのくにい
ておくだけで、システムに
させることができる
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DICENTIS ディスカッションデバイス
では、感的ないやすさ、野の
げにならないマイク、クリアな
声により、すべての加者が
行中のに中できます。

ボタンは、が
プロセスを開したと
きのみ面にされる
ため、加者がへの
中力を削がれることは
ありません。

色分けされたボタンが
時のみ灯

Bosch のスピー
カーによる卓した
デザインと処

DICENTIS 付きデ
ィスカッションデバイスに
は、NFC カードリーダー
もみまれており、
に加者の ID を特
。加者は、存の
録カードをデバイスの
くにいておくだけで、
システムにさせるこ
とができる

ボタンを押すだけ
加者は、デバイスの光る色分けされたいずれかのボ
タンを押すだけでできます。これらのボタンは
がを開したときのみされるため、ディス
カッションの中に加者の中をからそらすこ
とはありません。

秘
DICENTIS 付きディスカッションデバイスでは、
「秘」がです。このでは、加者が
を了したに LED がえなくなります。こ
れにより、各加者がの加者のにを受け
ることがなくなります。

▶ が必なときだけ、各デバイスの色分けされたタッチボタンが灯
するため、加者はかつにできる

▶ 内の (NFC) カードリーダーにより、加者のな ID と
が。存の録カードも利用

▶ 秘がサポートされているため、他の加者のを受けないが
される

▶ 「」インジケータにより基本的な行をし、すべての加
者にとってもわかりやすいい手を現

DICENTIS 付きディスカッショ
ンデバイス

DICENTIS ディスカッションデバイス

「」インジケー
タにより、マイクボタン
を押すとすぐにでき
ることを加者に知

DICENTIS ディスカッションデバイスを用すると、
加者は、中にし、リクエストを録し、
他者のをくことができます。他のすべての 
DICENTIS デバイスと様、ディスカッションデバ
イスにも「」が用されています。この
シグナルが灯しているときは、ボタンを押すとすぐ
にを開できます。ベーシックデバイスは、ソフ

トウェアライセンスを購することでデュアル
モードでも用できるため、コストのい柔な
ソリューションを現できます。場のスペース
がられている場合は、デバイスをデュアルモードで
利用するためのライセンスをご購いただけます。こ
れにより、半分ののデバイスで、の加人に
十分にできるセットアップがです。
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▶ ユーザーの ID  - デバイス内の NFC リーダーにより、
の場でさまざまな ID カードを用して加者を録

▶ デュアルモードでディスカッション、ID 、、が
なため、小ので大の性を現し、コス
トを削減。スペースがられている場に想的

▶ により、加者はの行をそれぞれの国で
くことが

▶ 者がかをす加者一など、面にされる情
により、を上

▶  - タッチスクリーン上の色分けされたボタンでかつ易
に

DICENTIS タッチスクリーン付きディスカッ
ションデバイス

DICENTIS オーディオ電スイッチングハブ
▶ DICENTIS システムのすべてのデバイスに電を
▶ ネットワークなしの構成による易なを現
▶ イーサネット (IEEE802.3) および OMNEO スタンダードとの全

により、サードパーティと
▶ ループスルーのサポートによるコストの削減
▶ ケーブル冗性のサポートによりシステム用性を
▶ インテリジェントなハウリング制、エコーキャンセル、およびイコ

ライザーによりなを現
▶ スタンバイモードにより電力を現
▶ 声力力

DICENTIS 電スイッチングハブ
▶ DICENTIS システムのすべてのデバイスに電を
▶ ネットワークなしの構成による易なを現
▶ イーサネット (IEEE802.3) および OMNEO スタンダードとの全

により、サードパーティと
▶ ループスルーのサポートによるコストの削減
▶ ケーブル冗性のサポートによりシステム用性を
▶ スタンバイモードにより電力を現

DICENTIS セントラルユニット

▶ ユーザーの ID  - デバイス内の NFC リーダーにより、
の場でさまざまな ID カードを用して加者を録

▶  - 時が行われている場合、加者は国でく
ことが

▶ デュアルディスカッション、デュアル ID – 2 人の加者がじデ
バイスを時用

DICENTIS 付きディスカッ
ションデバイス

▶ ユーザーの ID  - デバイス内の NFC リーダーにより、
の場でさまざまな ID カードを用して加者を録

▶  - 色分けされたタッチボタンでかつ易に

DICENTIS 付きディスカッ
ションデバイス

▶ ユーザーの ID  - デバイス内の NFC リーダーにより、
の場でさまざまな ID カードを用して加者を録

▶  - 時が行われている場合、加者はを国
でくことが

▶  - タッチスクリーン上の色分けされたボタンでかつ
易に

▶ 者がかをす加者一など、面にされる情
により、を上

▶ ライブビデオフィード – リアルタイムのビジュアルコンテンツ
▶ サードパーティアプリケーションによるな 
▶ ドキュメントにより易に情有
▶ インターネットにアクセスして情や人 (の略歴) を
▶ プレゼンテーション
▶ AndroidTM- カスタムアプリケーション構築用 API

DICENTIS マルチメディアデバイス

指性マイク
▶ Bosch の指性テクノロジによりめてクリアなを現
▶ ディスクリートにより、者はメッセージを自にえられる
▶ 自由に移動

ショートアームマイクまたはロングアームマイク
▶ 480 mm および 310 mm アームモデル
▶ の悪い場にも
▶ など、ってをする場にも

DICENTIS マイク
3 種のしみ式マイクから

▶ 「リクエスト」やデュアルディスカッション (2 人の加者
がじデバイスを用) などの先のによるクリアで生的
なディスカッションを現

DICENTIS ディスカッションデバイス
ソフトウェア

DICENTIS ソフトウェアスイート

DICENTIS ソフトウェアメンテナンス

▶ ライセンスベースの性により、来を据えたシステムを現


▶ ライセンスされたシステムとシートソフトウェアをむ
▶ ソフトウェアのアップグレードによりしいシステムを導。

価なハードウェアのは不

▶ シームレスでのシステム性を現
▶ アップデートの期インストール
▶ Windows® および Android™ 上で動作するアプリケーション

との性を
▶ ソフトウェアメンテナンスは、1 年、2 年、または 5 年の

で

▶ い性で全な輸とが
▶ ケーブルと 8 のデバイスおよびしみ式マイクを


▶ に合わせて型りされたフォーム材の内
▶ をに梱、開梱、
▶ に便利なキャスタ、クッショングリップハンドル、

トリガーリリースラッチ付き

DICENTIS スーツケース

アイコン凡 ID  サードパーティアプリケーション

 デュアル ID デュアル言語選択 ドキュメント表示

      ディスカッション  加者リスト インターネットアクセス

      デュアルディスカッション デュアル ライブビデオフィード プレゼンテーション



20 | DICENTIS 会議システム

との
125 年上にわたり、Bosch といえば
いと性の代でした。
Bosch は、水のサービスと
サポートに打ちされた、的な技
を提する的なメーカーです。

Bosch Security Systems は、中の
政関や、、企業、学、
などのさまざまなで利用され、
日の暮らしを支えるセキュリティ、
全、、および声に関するにわ
たるソリューションを提しています。

Bosch Security Systems
DICENTIS のについては、
www.boschsecurity.com をごください。
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