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u 携帯電話による電波干渉を受けにくい設計

u コンパクトでスタイリッシュなデレゲートユニット

u 折りたたみ式の内蔵フラットパネルラウドスピーカー

u 5 個の投票ボタン

u ユニット裏面のケーブル接続部

スタイリッシュで人間工学的に優れたデザインが採用され

たチェアユニットは、議事進行に必要なすべての機能を備

えています。 また、携帯電話による電波干渉を受けにくい

設計になっており、デザインは DCN-CONFF デレゲートユ

ニットとほぼ同じですが、DCN-CONCM チェアユニットに

はマイク優先ボタンがあります。 優先ボタンを押すと、現

在有効になっているすべてのデレゲートのマイクが一時的

または永久的にオフになり、議長が議事進行を制御できる

ようになります。 また、チェアユニットは、投票を開始、

停止、または保留したり、発言要求を却下したり、有効に

なっているすべてのマイクをオフにしたり、メッセージを

呼び戻して表示することができます。 常時点灯式のバック

ライト付きグラフィック LCD 画面には、複雑なヨーロッパ

言語の文字や中国語などの表意文字も表示できます。 チャ

ンネル選択範囲は、利用可能な言語チャンネルの数に自動

的に制限されます。 フラットパネルラウドスピーカーは、

ハウリングが最小限に抑えられた優れた音響性能を誇り、

クリアな音質が実現されています。 ユニットを使用してい

ないときには、ラウドスピーカーパネルを閉じることがで

きます。

機能

コントロールおよびインジケータ
• プライオリティーキーにより、アクティブなすべてのデレ

ゲートユニットが一時的または永久的にミュートされてい

る間、チャイム音を鳴らすことができます（オプション機

能）。 プライオリティーボタンが押されている限り、チェ

アマンマイクはアクティブです。

• バックライト付きチャンネル番号ディスプレイとチャンネ

ル選択キー（上/下）装置のチャンネルセレクタ

• ユニット両側のヘッドホンボリュームコントロール

• グラフィック LCD スクリーン 一般的には以下の情報が表

示されます。

– ボタン記述

– 多言語による取り扱い説明

– 現在の発言者数に関する情報

– 発言リクエスト情報と確認

– 投票結果

– 発言の残り／経過時間

– 公的／私的メッセージ

– その他のユーザー情報

• LED インジケータ付きの 5 個のボタン（グラフィック

LCD スクリーンと併用）。 ソフトボタンにより、メッセー

ジ、会議、およびマイク使用者に関する情報を表示できま



す。 アプリケーションソフトウェアによっては、5 つのソ

フトボタンを確認インジケータ（黄色の LED）付きの投票

ボタンとして使用して、ユーザーが次のことを登録できる

ようにすることができます。

– 出席、はい（+）、いいえ（-）、棄権（X）（議会での投

票）

– 数：1 ～ 5（多項目選択または意見調査の投票）

– 評価尺度：- -、-、0、+、++（オーディエンスの反応）

• カードリーダによる識別とアクセスコントロール（場合に

よっては PIN も使用）

• 折りたたみ式の内蔵フラットパネルラウドスピーカーは、

マイクがオンになると自動的にミュートされます

• マイク　`on/off`または`request-to-speak` （発言リクエ

スト）ボタン

• ラウドスピーカー上部に`Microphone on` （マイク　ON)
インジケータ

• マイクボタン上部の 3 色インジケータ

– 赤色のマイク ON インジケータ

– 緑色の `Request-to-speak` 確認インジケータ

– 黄色の`VIP`インジケータ。 `VIP`は、デレゲートユニ

ットがノートパソコンの一部分になっている時に点灯

します。この使用法は、PC コントロールソフトウェ

アが使用されている時に限り可能です。

接続部
• 差し込み式マイク用ソケット

• 2m (78.7in) ケーブル　（成形６極円形コネクタで終端）

• 外部マイクまたはヘッドセットマイク用のソケット

• 丸型 6 ピンコネクタ（ループスルー接続用）

• インターコムハンドセット LBB 3555/00、外部プレゼン

トおよびフロードコンタクト（指紋読取装置など）用８極

モジュラージャックコネクタ

• 左右の 3.5 mm（0.14 in）ヘッドホンソケット、ステレオ

ジャケットタイプ

• 3.5mm (0.14in)外部マイクまたはヘッドセットマイク用

接続、ステレオジャックタイプ

認可情報

地域 認証

ヨーロッパ CE

技術仕様

電気仕様

ヘッドホン接続  

 周波数特性 30 Hz ～ 20 kHz

 負荷インピーダンス ＞ 32Ω

 出力 2 x 15 mW/32 オーム

  

ヘッドセット接続  

 周波数特性 30 Hz ～ 20 kHz

 負荷インピーダンス ＞ 32Ω

 出力 2 x 15 mW/32 オーム

 公称マイク入力
 レベル

7 mVrms

 オーバーロードマイク
入力
 レベル

>124 mVrms

  

インターフェイスデー
タ

 

推奨外部マイクタイプ（またはヘッドセットマイク）

 エレメント エレクトレットコンデンサ

 極パターン 無指向性

 動作電圧 5 Vdc

 感度 62 dB（1200Ω 時）（1kHz 時、
0dB=1V/mbar)

 周波数特性 100 Hz ～ 14 kHz

 コネクタ 3.5 mm（0.14in）ジャック、モノ
ラルまたはステレオ

機構

マウント テーブルトップ（ポータブルまた
は固定マウント）および埋め込み
型マウント

寸法（H x W x D） （マイク部分を除く）

 テーブルトップ 50 x 275 x 155 mm
（2.0 x 10.8 x 6.1 in）

 埋め込み型マウント 30 x 275 x 155 mm
（1.2 x 10.8 x 6.1 in）

重量 1.4 kg（3.1 lb）

トップ部色 チャコール（PH 10736）、とシル
バー（RAL 9022）のパネル

ベース部色 ダークグレー（PH 10736）

オーダー情報

DCN-CONCM コンセンタスチェアマンユニット

DCN Next Generation コンセンタス議長ユニット、投票機

能、チャンネルセレクター、グラフィカルディスプレイ、

カードリーダー、差し込み式マイク。 マイク別売。
オーダー番号 DCN-CONCM

ハードウェア付属品

DCN-MICS 差し込み式ショートマイク

DCN Next Generation 差し込み式ショートマイク、長さ

310 mm（12.2 in）、シルバー。
オーダー番号 DCN-MICS

DCN-MICL 差し込み式ロングマイク

DCN Next Generation 差し込み式ロングマイク、長さ

480 mm（18.9 in）、シルバー。
オーダー番号 DCN-MICL
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