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u 独立した音量コントロール付きの、ヘッドホン接続（２

つ）

u シングル／デュアルデレゲートユニットまたはチェアマ

ンユニットとして使用可能

u 独立のバッテリパックは交換や充電が容易

u 高度な節電技術

u 電磁波妨害に強い

会議の参加者にとって、会議システムで も重要な要素は

ディスカッションユニットです。 Bosch では、エレガント

なデザインの DCN Next Generation ディスカッションユ

ニットをベースに、優れたデザインと機能を備えたワイヤ

レスディスカッションユニットの新シリーズを開発しまし

た。

DCN‑WDD‑D ワイヤレスデュアルディスカッションユニッ

トを使用すると、参加者は発言し、発言リクエストを登録

し、他者の発言を聞くことができます。

機能

クリアな音声
常に 高の明瞭度を持つクリアな音声を維持します。 2.4
GHz 帯（無線免許不要）で作動するワイヤレスディスカッ

ションユニットは、非常に高い SN 比（信号／雑音比）と

アンテナダイバシティによりクリアなサウンドを再現しま

す。 つまり、信号は異なる伝搬経路で伝送され、 適な状

態で受信されます。 また、システムは、携帯電話や、

Bluetooth、マイクロ波信号を使用するその他の装置による

電波障害からも保護されます。

セキュリティ
通常、ワイヤレス通信には二重のセキュリティ保護手段が

必要です。 このため、DCN ワイヤレスシステムとディスカ

ッションユニットは、盗聴や不正アクセスを防止するため

の 128 ビット AES 暗号化を備えています。 暗号化によ

り、システム内の情報が確実に機密保持されます。

マイク
差し込み式マイク接続用のソケットを備えています。差し

込み式マイクは別売品で、アームが短いタイプ（DCN-
MICS）と長いタイプ（DCN-MICL）があります。

ヘッドホンとスピーカ
このユニットには 2 つのヘッドホン接続があり、それぞれ

のボリュームコントロールがユニットの右側と左側に付い

ているので、一台のユニットを 2 人のデレゲートで使用で

きます。 マイクボタンを、マイク個別制御およびデレゲー

ト個別識別用の 2 つの個別のボタンに取り替えて完全なデ

ュアルユースユニットに変えることもできます（DCN-
DISBDD デュアルユースボタンは別売り）。

ハウリング防止のために、マイクをオンにすると、内蔵ス

ピーカがミュートされます。 また、ハウリング防止のため

に、マイクをオンにしたときにヘッドホンの音量が自動的

に小さくなるよう抑えられます。



リムとボタン
インテリアに合わせてリムを交換可能（DCN-DISR は別売

品）

次のユニットとして使用できます。
• シングルデレゲートユニット

• デュアルデレゲートユニット

• チェアマンユニット（DCN DISBCM 議長ボタン、別売品）

• 補助ボタン付きデレゲートユニット（案内係呼び出し用な

ど）

バッテリの保守
ワイヤレスシステムでは、バッテリの保守が簡単であるこ

とが非常に重要です。 Bosch のワイヤレスディスカッシ

ョンユニットでは充電式バッテリパック（DCN-WLIION、

別売品）が採用されています。 リチウムイオンバッテリパ

ックは、ワンタッチで取り外して交換することができるた

め、充電スケジュールを柔軟に組むことができます。

コントロールおよびインジケータ
前面

• マイクボタンに赤または緑で点灯するリングを装備（赤色

はマイクがアクティブであることを示し、緑色は発言リク

エストが受け付けられたことを示します）*
• 2 つの独立したヘッドホン音量コントロールボタン

背面
• 圏外インジケータ

• 低バッテリインジケータ

裏面
• 埋め込み型の「De-init」スイッチ

• モード選択スイッチ（参加者、議長など）

相互接続
• 差し込み式マイク用ソケット

• 3.5 mm（0.14 in）ステレオジャック型ヘッドホンソケッ

ト x 2
• DCN-WPS からの DC 電源入力（バッテリを外した状態で

利用可能）

 
* ユニットをデュアルデレゲートモードで使用した場合、こ

の機能は個別に使用できます。

認可情報

地域 認証

ヨーロッパ CE

技術仕様

電気仕様

周波数特性 30 Hz ～ 20 kHz

ヘッドホン負荷インピ
ーダンス

>32Ω<1kΩ

出力 2 x 15 mW/32 オーム

機構

マウント テーブルトップ

寸法（H x W x D）  

 （マイク部を除く） 61 x 190 x 160 mm（2.4 x 7.5 x 6.3
in）

重量  

 バッテリ取り外し時 500 g（1.10 lb）

 バッテリ装着時 715 g（1.57 lb）

トップ部色 シルバー（RAL 9022）

ベース部色 ダークグレー（PH 10736）

オーダー情報

DCN‑WDD‑D ワイヤレスデュアルディスカッションユニット

DCN Next Generation ワイヤレスディスカッションユニ

ット、デュアルデリゲート、差し込み式マイク、ベース部

ダークグレー。 マイク、リム、バッテリ別売り。
オーダー番号 DCN-WDD-D

ハードウェア付属品

DCN‑DISBDD デュアルユースディスカッションユニット用ボ

タンセット（１０組）

DCN Next Generation ディスカッションユニットボタン、

デュアルデリゲート用（10 セット）。
オーダー番号 DCN-DISBDD

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

DCN‑DISRH‑SR リム、光沢シルバー（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、光

沢、シルバー（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISRH-SR

DCN‑DISR‑SR リム、シルバー（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、シ

ルバー（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISR-SR

DCN‑DISR‑D リム、ダークグレー（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、ダ

ークグレー（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISR-D

DCN‑DISRMH リム、光沢メタル（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金

属、光沢（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISRMH

DCN‑DISRMS リム、半光沢メタル（10 個）

DCN Next Generation ディスカッションユニットリム、金

属、半光沢（10 個）。
オーダー番号 DCN-DISRMS

DCN‑DISBCM 議長ボタン（10 セット）

DCN Next Generation ディスカッションユニット議長ボ

タン（10 セット）。
オーダー番号 DCN-DISBCM
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DCN-WLIION-D ワイヤレスディスカッションユニット用バッ

テリ パック

DCN Next Generation ワイヤレスディスカッションユニ

ット用バッテリパック、チャコール、リチウムイオン、

7.2 VDC、4800 mAh。
オーダー番号 DCN-WLIION-D

DCN-WPS ワイヤレスディスカッションユニット用電源

DCN Next Generation ワイヤレスディスカッションユニ

ット用電源。 一部の国で認可未取得。
オーダー番号 DCN-WPS

DCN-FCWD10 ワイヤレスディスカッションユニット用フラ

イトケース（10 台収納可能）

DCN Next Generation wireless フライトケース、ワイヤレ

スディスカッションユニット 10 台と充電ユニット 2 基用、

ライトグレー。
オーダー番号 DCN-FCWD10
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