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安全
製品の設置や操作の前には、別途、多言語に翻訳された資料の『安全に関する重要事項』（Safety_ML）
を必ずお読みください。この資料は、主電源に接続されるすべての機器に添付されています。
安全上のご注意
DICENTIS 会議システム製品の一部は、商用電源に接続するように設計されています。
感電の危険性を避けるため、あらゆる設置作業は、電源を抜いた状態で行って下さい。
機器のスイッチを切ることが不可能な場合に限ってのみ、機器のスイッチを入れた状態での作業となり
ます。これらの作業は、必ず有資格者のみが行ってください。
 

古い電気・電子機器
すでに修理対応が終了した電気・電子装置は分別して収集し、環境適合のリサイクルに出すことが義務
付けられています (電気・電子機器廃棄物に関する欧州指令に準拠)。
古い電気・電子装置の廃棄には、各国が導入する回収システムを利用してください。

1
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本書について
このマニュアルでは、DICENTIS 会議システムの構成、会議アプリケーションにおける会議の準備およ
び準備済みの会議の管理の方法について説明します。このマニュアルには、ハードウェアの設置やユー
ザーの操作に関する手順は掲載されていません。必要に応じて、DICENTIS のハードウェア設置マニュ
アルと DICENTIS ユーザー操作マニュアルを参照してください。
 
このマニュアルは、Adobe Portable Document Format（PDF）の電子版ドキュメントで提供されて
います。
詳細については、www.boschsecurity.com の製品関連情報を参照してください。

対象とする読者
このマニュアルは、DICENTIS 会議システムの技術者、システムインテグレータ、および会議の準備や
準備済みの会議の管理の権限がある担当者を対象としています。このマニュアルを使用する前に、
DICENTIS 会議システムのトレーニングコースを修了しておく必要があります。
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本書について
システムの設置と保守を行う際は、以下の章を参照してください。
– 第 1 章：安全, ページ 5 - システムのインストールや操作の前に読んでおくべき、非常に重要な安

全情報について記載しています。
– 第 2 章：本書について, ページ 6 - このマニュアルの対象読者と使い方を説明しています。
– 第 3 章：システムの概要, ページ 10 - DICENTIS 会議システムの高度な説明を記載しています。

システムのハードウェアとソフトウェアに関する簡単な説明と、ソフトウェアライセンス／モジ
ュールの概要が含まれます。

– 第 4 章：ソフトウェアのインストール, ページ 20 - DICENTIS ソフトウェアスイートをインス
トールし、DICENTIS デバイスにソフトウェアをダウンロードして、システムの 初の構成を行
う方法について記載しています。

– 第 5 章：ソフトウェアサーバー, ページ 23 - Activation Tool などのサーバーソフトウェアにつ
いて記載しています。これらのソフトウェアは、システムを有効化したり、（必要に応じて）ソフ
トウェアモジュールを追加したりする際に必要です。

– 第 6 章：会議アプリケーション, ページ 30 - DICENTIS システムソフトウェアのメニュー項目
すべてについて記載しています。このセクションでは、お使いの DICENTIS システムに、利用で
きるライセンスがすべて揃っていることを前提としています。
注：必要なソフトウェアライセンスがインストールされていない場合は、このマニュアルで説明
されているメニュー項目の一部がシステムに表示されない可能性があります。
システムソフトウェアでメニュー項目を移動するときは、左側のペインの小さい三角形を使用し
て、ナビゲーションツリーのすべてのオプションを完全に展開してください。これらのオプショ
ンについては、この章のサブセクションで順次説明します。

– 第 7 章：会議後のツール, ページ 67 - 自動生成され、会議の議事録を作成するために使用でき
る、XML 形式の会議メモおよび投票メモファイルに関する情報を記載しています。XSLT スタイ
ルシートの変更（情報をローカル言語で表示することを可能にする）に関する説明も含まれてい
ます。

– 第 8 章：システム拡張, ページ 71 - お使いのシステムを拡張するための要件について記載して
います。つまり、ARNI（Audio Routed Network Interface）を使用してシステムに他のマルチメ
ディアデバイスを追加する方法について説明しています。

– 第 9 章：外部 HD‑SDI スイッチャの構成, ページ 73 - ビデオスイッチャーを DICENTIS 会議シ
ステムに追加して、HD‑SDI ビデオ信号を動的にスイッチングする方法について記載しています。
これにより、ドームカメラからのビデオ信号がホールディスプレイに低遅延で表示されます。

– 第 10 章：システムアクティベーション Web サイト, ページ 78 - Bosch システムアクティベー
ションサイトについての情報を記載しています。このサイトは特に、DICENTIS ライセンスの有
効化、受け取ったライセンスの表示、およびユーザーと（サブ）ディーラーの作成と保守に使用
します。

– 第 11 章：ヒント, ページ 82 - システムのアップグレード、保守、および使用に役立つ情報を記
載しています。ヒントの概要もこの章の 初に含まれています。

– 第 12 章：トラブルシューティング, ページ 92 - トラブルシューティング情報を見つけることの
できる場所と、既知の問題およびその解決策のリストを記載しています。

著作権および免責事項
All rights reserved.形態や媒体を問わず、電子的、機械的、フォトコピー、録画、またはその他の方法
で、発行者の書面による許可なく本書の内容の一部またはすべてを複製または転送することは禁じられ
ています。情報の転載および引用許可を申請する場合は、Bosch Security Systems B.V.までご連絡く
ださい。
内容および図は、予告なく変更されることがあります。
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文書履歴
発行日 バージョン番号 理由

2013.08 V1.0 初版。

2014.02 V1.1 2.3、3.1、3.3、4.1、6.3.4 の各
セクションを更新。

2014.07 V1.2 1、2、2.1、2.3、3.1、3.4、4.2、
5.1、6.2、6.2.2、6.2.3、6.3、
6.3.2、6.3.3、6.3.4、6.3.5、
6.3.8、6.3.9、6.4.1、6.4.3 の各
セクションを更新。
7、8 の各セクションを追加。

2014.10 V1.3 旧セクション番号 8、9 をそれぞ
れ新セクション番号 9、10 に変
更。
2.3、3.1、5.1、6、6.1、6.2.4、
6.4.3、7、9.1 の各セクションを
更新。
4.3、5.3、8、9.4 ～ 9.10 の各
セクションを追加。

2015.01 V1.4 2.3、6.2.3、6.4.5 の各セクショ
ンを追加。
2.2、3、3.4、5.1、5.2、5.3、
6、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.4、
6.2.5、6.3.2、6.3.3、6.3.4、
6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.11、
6.4、6.4.1、6.4.2、6.4.3、6.4.4、
6,4,5、6.4.7、6.4.8、8、9、10
の各セクションを更新。

2015.04 V1.5 3.4.1、3.5、9.12、9.13、9.14、
9.15、9.16、10.2.1 ～ 10.2.5
の各セクションを追加。
3.2、3.4、4.1、5.3、6、6.2.3、
6.3.4、6.3.7、6.3.10、6.3.11、
6.4.3、9.4 の各セクションを更
新。

2.4
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発行日 バージョン番号 理由

2016.01 V1.6 7、10、11.11 の各セクションを
追加。
旧セクション番号 7、8、9 をそ
れぞれ新セクション番号 8、9、
11 に変更。
5 と 9 にセクションを追加。
11 のセクションを並べ換え。
2.2、2.4、3.1、3.3、3.4、3.4.1、
3.5、4.1、4.2、4.3、5.1.1、
5.3、6.2.1、6.2.3、6.2.4、6.3、
6.3.1、6.3.2、6.3.4、6.3.5、
6.3.7、6.3.11、6.4.3、6.4.6、
6.4.7、6.4.8（グラフィックを追
加）、12.2.3 の各セクションを更
新。

2016.07 V1.7 6.4.9 のセクションを追加。
6.3.2、6.4.2、6.4.3、6.4.7、
6.4.8、8 の各セクションを更新。
一般：
– すべてのセクションで製品

名を「DCN multimedia」
から「DICENTIS」に変更。

– 座席デュアルモード機能を
追加。

– さまざまなデバイスタイプ
用の機能に関する情報を追
加。
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システムの概要
DICENTIS 会議システムは、IP ベースの会議システムで、OMNEO 対応のイーサネットネットワーク
上で動作し、音声、ビデオ、データの各信号の配信および処理を行います。
重要な情報については、 新の『リリースノート』を参照してください。
DICENTIS 会議システムトレーニングに参加してから、DICENTIS 会議システムの設置、構成、準備、
および運用を行うことをお勧めします。

1
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図 3.1: 一般的な DICENTIS 会議システムのセットアップ

 
一般的な DICENTIS 会議システムは、以下で構成されています。
1. システムサーバーコントローラ（PC）：

– システムの心臓部です。機能の使用を許可したり、システムの構成および制御を行います。
2. クライアント PC：

– 会議の管理、会議の準備、およびシステムの構成に使用されます。
3. オーディオ電源スイッチングハブ（DCNM-APS／DCNM-APS2）：

– システム音声の制御、システムに対する音声の双方向転送、および DICENTIS デバイスへの
電力供給を行います。

4. 電源スイッチングハブ（DCNM-PS／DCNM-PS2）：
– システムに接続する DICENTIS デバイスの数を増やす場合に使用されます。

5. DICENTIS デバイス）：DCNM-D、DCNM-DVT、DCNM-DSL、DCNM-DE／DCNM-MMD、DCNM-
MMD2：
– 参加者は、自身の DICENTIS デバイスを使用して会議に参加できます。
– 5.1 は「システムの電源オン／オフ」に使用される DICENTIS デバイスです。このデバイス

は、常にオーディオ電源スイッチングハブまたは電源スイッチングハブに接続されています。
注：ここには DICENTIS デバイスを 1 台だけ接続する必要があります。

– 5.2 は「Power over Ethernet」（PoE）イーサネットスイッチ経由で使用される DICENTIS
デバイスです。
注：ここには DICENTIS デバイスを 1 台だけ接続する必要があります。

6. システムネットワークケーブル（DCNM-CBxxx）：
– DICENTIS デバイス、オーディオ電源スイッチングハブ、および 1 つ以上の電源スイッチン

グハブを相互に接続します。
7. イーサネットスイッチ：

3
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– 一部ポートの PoE 対応イーサネットスイッチ。
- イーサネット経由でシステムデータを転送します。
- PoE 経由で電力を DICENTIS デバイスに提供します。

8. CAT-5e イーサネットケーブル（ 小要件）。
9. オプションの HD Conference Dome（VCD-811-IWT）および外部電源：

– 発言者の画像を取り込みます。
 

DICENTIS ソフトウェアスイート
DICENTIS 会議システムソフトウェアは、次の目的で使用されます。
– DICENTIS 会議システムの制御および監視。
– 会議室で開かれる会議の制御。
それぞれの会議は複数の項目からなる議題で構成され、項目ごとに議論が行われます。
DICENTIS ソフトウェアスイートは、次の 2 つの主な要素で構成されます。
1. DICENTIS ソフトウェアサーバー。
2. 会議アプリケーション。
 

DICENTIS ソフトウェアサーバー
DICENTIS ソフトウェアサーバーは Windows サービスのセットです。これらのサービスは、ユーザー
インターフェイスなしのバックグラウンドで実行され、すべての DICENTIS デバイスとクライアント
PC 上で実行する会議アプリケーションを制御し、監視します。ソフトウェアサーバーには、ライセン
ス有効化モジュールも含まれています。このモジュールは、DICENTIS 会議システムのライセンスを有
効にしたり、フルフィルメント（フルフィルメントは 1 つ以上のライセンスで構成されます）の追加
や返却を行ったりするために必要です。「ライセンスの追加と削除, ページ 23」を参照してください。
 

DICENTIS 会議アプリケーション
DICENTIS 会議アプリケーションは、システムを構成して会議の準備と管理を行うための PC ユーザー
インターフェイスとして機能します。
サービスを実行する PC は、システムを制御するサーバーとして機能し、動作中の DICENTIS 会議シ
ステムに対するユーザー操作を必要としません。会議を管理するための基本的な機能は、DICENTIS デ
バイス上で利用できます。オプションで、サーバー PC に会議アプリケーションをインストールし、会
議を制御および監視することもできます。必要に応じてサーバー PC の代わりにクライアント PC に
会議アプリケーションをインストールすることもできます。または、技術部門の部屋によく配置されて
いる 19 インチラックにサーバー PC を設置したり、複数の PC で会議アプリケーションを同時に実行
することも可能です。
システム音声は、DICENTIS オーディオ電源スイッチングハブ（DCNM-APS または DCNM-APS2）に
よって制御されます。つまり、オーディオ電源スイッチングハブが存在していない場合は、システムに
音声機能がないことを意味します。
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ハードウェア要件
このセクションでは、システム各部の 小要件を一覧で示します。どの部品が必須で、どの部品がオプ
ションかの概要については、DICENTIS のマニュアルの「システムの概要」のセクションを参照してく
ださい。
PC
PC は、以下の 3 つの用途で使用できます。
1. マルチ PC のシステムでサーバーソフトウェアを実行する PC。
2. （会議アプリケーションのみを実行する）クライアント PC。
3. 上記の両方の用途に使用される単一の PC。
使用方法ごとに、以下の表に示すように 小要件があります。

サーバーソフトウェアと会議アプリケーションを
実行する単一 PC のシステム：

– Windows Server 2008 R2 64 ビットまた
は：

– Windows サーバー 2012 R2 64 ビット
（.NET Framework 3.5 機能を含む）：
– プロセッサ i5 4 コア 2.4 GHZ
– 8 GB の RAM
– 20 GB の空きディスク容量
– 1 GB のイーサネットカード

マルチ PC のシステムでサーバーソフトウェアを
実行する PC：

– Windows Server 2008 R2 64 ビットまた
は：

– Windows サーバー 2012 R2 64 ビット
（.NET Framework 3.5 機能を含む）：
– プロセッサ i5 4 コア、2.4 GHZ
– 8 GB の RAM
– 20 GB の空きディスク容量
– 1 GB のイーサネットカード

会議アプリケーションのみを実行する PC： – Windows 7 Home Premium 64 ビット、ま
たは

– Windows 8.1 Pro/Windows 10 Pro 64 ビ
ット（.NET Framework 3.5 機能を含む）：
– プロセッサ i5 4 コア、2.4 GHZ
– 8 GB の RAM
– 20 GB の空きディスク容量
– 1 GB のイーサネットカード

注：Windows 10 はクライント PC での使用にの
み対応しています。

 

ネットワークスイッチ
ネットワークスイッチの 小要件：
– 1 Gbit 以上のハードウェアスイッチング機能があること。
– 4 つ以上の出力キューと厳密な優先パケットスケジューリングに対応する差別化サービスを通じ

たサービス品質機能があること。
– IGMPv3 または IGMPv2 スヌーピング（オプション）。帯域幅の使用を 適化するために、IGMP

スヌーピングを使用できます。これはマルチキャストストリームが 10 を超えるシステムで効果
的ですが、必須ではありません。多数の IGMP クエリ応答を処理するのに十分な性能は、そのネ
ットワークスイッチに（直接または間接）接続されたデバイスの数によって異なります。IGMP
のハードウェアサポートを強く推奨します。

3.1
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– 冗長ネットワークが使用される場合は（高速）スパニングツリーのサポート（オプション）。
– ネットワークスイッチ監視用の SNMPv3 サポート（オプション）。
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ルーター
ルーターの 小要件：
– 1 Gbit 以上のイーサネットポート。
– PIM‑DM または双方向 PIM をサポート。
– ルーティングの遅延を 小化する、IP ルーティングのハードウェア実行（例：レイヤー 3 スイッ

チ）。
– パケット転送速度は各ポート 1,000,000 パケット／秒（例：8 ポートルーターで 8 Mpps）以上。
– スイッチングポートごとのノンブロッキングバックプレーンは 2 Gbit／ポート （例：8 ポートル

ーターで 16 Gbps）。
– MAC アドレステーブルは直接接続のサブネットあたり 小 1,000 アドレス。
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ネットワーク要件
DICENTIS 会議システムをスタンドアロンシステムとして使用する場合、このシステムはいわゆるダイ
ナミックリンクローカルアドレスを使用します。これは、サーバー PC とクライアント PC の TCP/
IPv4 設定を、「Obtain an IP address automatically（IP アドレスを自動的に取得する）」に設定する
必要があることを意味します。通常、この設定はデフォルトであり、PC ネットワークの構成設定に変
更を加える必要はありません。
 
たとえば、インターネットアクセスなど、より多くの機能が必要な場合は、ダイナミックリンクローカ
ルアドレスを使用できません。そのような場合は、DICENTIS デバイスと PC を DHCP サーバーとゲ
ートウェイに接続し、インターネットアクセスを提供する必要があります。DICENTIS システムを、既
存のローカルネットワークの一部にする場合は、ネットワークの設定方法を IT 部門にお問い合わせく
ださい。
 
DHCP サーバーは RFC 4676 に適合している必要があり、30 秒間に 500 件のリクエストを処理する
能力が必要です。ほとんどのホームルーター／ワイヤレスアクセスポイントで使用されているコンシ
ューマー向けの DHCP サーバーは、この要件に適合しておらず、予期しない動作や要求していない動
作を引き起こす原因となります。
Windows Server 2008 および Windows Server 2012 の DHCP サーバー機能は、これらの要件に適
合しています。
 

注意!

このマニュアルには、イーサネットネットワークの設定方法は掲載されていません。

ソフトウェア要件
サーバー PC の場合、DICENTIS には次のものが必要です。
– Windows Server 2008 R2 または
– Windows Server 2012 R2（.NET Framework 3.5 機能を含む）：
どのバージョンも、 新のサービスパックと更新プログラムがインストールされている必要がありま
す。

ライセンス要件
DICENTIS 会議システムの使用前に、次のことを行う必要があります。
1. DICENTIS システムサーバーソフトウェア（DCNM-LSYS）のライセンスをサーバー PC にインス

トールする。「DICENTIS ソフトウェアスイートのインストール, ページ 20」を参照してくださ
い。

2. DICENTIS ソフトウェアを有効化する。
追加のライセンスを購入してシステムに機能を追加することができます。「ライセンスの概要, ページ
16」を参照してください。

 

3.2

3.3

3.4
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ライセンスの概要
DICENTIS システムには、次のタイプのライセンスが用意されています。
– システムライセンス（システムの 1 つ以上の機能を有効にします）。
– 座席識別ライセンス（DICENTIS デバイスの 1 つ以上の機能を有効にします）。
– サービスライセンス（DICENTIS ソフトウェアを 新の状態に保ちます）。
このセクションでは、これらのライセンスの主な特徴について説明します。（注文情報など）詳細につ
いては、www.boschsecurity.com にある DICENTIS のデータシートを参照してください。
 

システムライセンス：
DCNM-LSYS DICENTIS システムサーバーソフトウェア
DICENTIS システムソフトウェアは、DICENTIS システムを制御するためのソフトウェアプラットフォ
ームです。他のソフトウェアモジュールを追加することで機能を拡張できます。システムは会議アプ
リケーションで設定されます。
– デバイスの自動検出
– 参加者のために 大 750 台の DICENTIS デバイスをコントロール可能
– クライアントサーバーソリューション
– システム実行のためのユーザー操作不要
– カスタマーロゴを可能にする構成可能な背景イメージ
– Web ブラウザベースのシノプティックマイクコントロール。
注：このライセンスは常に必要であり、システムを有効にするために 初にインストールする必要があ
ります。
 

DCNM-LCC DICENTIS システムカメラコントロール
DICENTIS カメラコントロールにより、DICENTIS 会議システムおよび DICENTIS ワイヤレスシステ
ムで Bosch の Onvif 適合型カメラを使用できるようになります。DCNM システムでは、DCNM LSYS
ライセンスが必要です。
– 現在の発言者をマルチメディアデバイスのディスプレイに自動で表示
– Bosch の Onvif 適合型 IP カメラと接続
– カメラを自動で検出
– HD-SDI ビデオスイッチャーを制御
 

DCNM-LMS DICENTIS メディア共有
DICENTIS メディア共有では、リモートプレゼンテーションコンピュータのディスプレイをすべての
DICENTIS マルチメディアデバイスで共有することができます。DCNM‑LSYS システムライセンスが
必要です。
– リモートプレゼンテーションコンピュータからのメディア共有
– 共有画面の自動スケーリング
 

DCNM-LMPM DICENTIS 会議の準備と管理
DICENTIS 会議準備と管理ソフトウェアモジュールは、会議アプリケーション内の会議の準備と管理機
能を有効にします。DCNM‑LSYS システムライセンスが必要です。
– 会議および議題の準備と管理が可能
– 議題の項目から会議を構成
– マルチメディアコンテンツを会議や議題の項目にリンク
– 会議を容易に管理
– ディスカッション設定の定義

3.4.1
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DCNM-LPD DICENTIS 参加者データベース
DICENTIS 参加者データベースでは、参加者の名前を定義して、参加者を座席に割り当てることができ
ます。システムに DCNM‑LSYS および DCNM‑LMPM のライセンスが必須です。
– 全参加者の包括的なデータベース情報
– 複数の会議で参加者情報を再利用
– 参加者ごとにディスカッションを定義し、会議および優先権を管理
– 参加者に写真を追加するオプション
 

DCNM-LVPM DICENTIS 投票準備と管理
投票の準備と管理を有効にします。システムに DCNM‑LSYS、DCNM‑LMPM、および DCNM‑LPD の
ライセンスが必須です。個別の座席ライセンス（DCNM-LSVT）は、各 DICENTIS 拡張ディスカッシ
ョン/マルチメディアデバイス、会議アプリケーション、および API クライアントに対して必要です。
– 投票は事前に準備可能で、会議時に簡単に選択可能
– 各投票権は参加者ごとに定義可能
– 投票後または会議後の分析のために、投票データは安全に保管され、簡単にアクセス可能
– 公開投票と無記名投票で、合計結果や中間結果のオプション
– システム API 経由でサードパーティから簡単にデータにアクセス可能
 

座席識別ライセンス：
DCNM-LSVT DICENTIS 座席での投票
DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS マルチメディア、DICENTIS 拡張ディスカッショ
ンユニット、および DICENTIS 拡張ワイヤレスユニットで座席での投票が可能です。
– 使いやすい投票手順
– 投票選択と結果は、DICENTIS マルチメディアおよび拡張デバイス上に自動的に表示
– 古い座席が削除された場合は、新しい座席に投票ライセンスを再利用可能
– 使いやすいように直観的な色で色分けされた投票ボタン
 

DCNM-LSID DICENTIS 座席識別
DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS 投票機能付きディスカッションユニット、
DICENTIS 言語選択機能付きディスカッションユニット、DICENTIS 拡張ディスカッションユニット、
DICENTIS マルチメディアデバイス、および DICENTIS 拡張ワイヤレスユニットで座席での識別が可
能です。
– 一意のユーザー名またはパスワードを使用して DICENTIS マルチメディアデバイスにログインで

きる
– NFC タグを使用して、DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイス、投票機能付きディスカッションユニ

ット、言語選択機能付きディスカッションユニット、拡張ディスカッションユニット、または
DCNM-MMD2 デバイスにログインできる

– 固定席も自由席も設定できます。
– DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスおよび DICENTIS 拡張デバイスのウェルカム画面に参加者個

々の情報を表示できる
– 参加者はログイン時に自動的に認識されます。出席者と欠席者の数が DICENTIS 拡張ワイヤレス

デバイスおよび DICENTIS 拡張デバイスに表示されます。
 

DCNM-LSSL DICENTIS 座席での言語選択
DICENTIS 座席別言語選択ライセンスにより、DICENTIS マルチメディア、拡張デバイスで言語選択機
能を利用できるようになります。DCNM‑LSYS システムライセンスが必要です。
– 直観的なインターフェイスでフロア言語とその他の利用可能な言語を切り替え
– 選択した言語の名前はその言語の名前および文字を使用して明示
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– 通訳された発言内容は、DICENTIS マルチメディア、拡張、または言語デバイスのヘッドホン出
力を介して聴くことが可能

 

DCNM-LSDU DICENTIS 座席デュアルモード
DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS ベーシックディスカッションユニット、
DICENTIS 言語選択機能付きディスカッションユニット、DICENTIS 拡張ディスカッションユニット、
および DICENTIS 拡張ワイヤレスユニットで座席でのデュアルモード機能の使用が可能です。
– DICENTIS ワイヤレスデバイスおよび DICENTIS 会議デバイスでデュアルモード機能を使用可能

にする
– 2 人の参加者が同じ DICENTIS デバイスを使用している場合に、参加者の名前を正しく表示でき

るようにする
 

サービスライセンス：
DCNM-SMA DICENTIS ソフトウェアメンテナンス契約
1、2、または 5 年間のソフトウェアメンテナンス契約（SMA）を用意しています。契約には、ライセ
ンスシステムとシートソフトウェアのアップグレードに加え、他社互換性アップデートも含まれます。
– 可能なかぎり 高のシステムパフォーマンスを実現
– 高価なハードウェアの代わりにソフトウェアを簡単にアップグレード
– 定期アップデート
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GUI 言語
DICENTIS 会議システムには、次の GUI 言語が用意されています。

 ar de en es fr fi id it ja ko nl pl pt pt-
BR

ru th tr vi zh-
CN

zh-
TW

マルチメディア
デバイス

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

会議アプリケー
ション

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

サーバーコンソ
ール

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

アクティベーシ
ョンツール

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

APK アップロー
ドツール

  •                  

アクティベーシ
ョン Web サイト

 • • • • • • • • • • • •  • • • • •  

3.5
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ソフトウェアのインストール
DICENTIS 会議システムを使用する前に、システムを構成する必要があります。
システムの構成は、次の順序で実行します。
– ネットワークの設置：

– これは、Bosch Security Systems B.V. マニュアルに含まれていません。IT 部門とともに定
義する必要があります。「ハードウェア要件, ページ 12」および「ネットワーク要件, ペー
ジ 15」を参照してください。

– ハードウェアデバイスの設置：
– これは、このマニュアルに含まれていません。DICENTIS ハードウェア設置マニュアルを参

照してください。www.boschsecurity.com の製品関連情報を参照してください。
– ソフトウェアのインストール：「DICENTIS ソフトウェアスイートのインストール, ページ 20」。
– ソフトウェアを登録して、システムとアプリケーションソフトウェアを有効にする：「ライセンス

の追加と削除, ページ 23」。
– デバイスのソフトウェア（ファームウェア）更新：「デバイスへのソフトウェアのダウンロード,

ページ 21」。
– システムとアプリケーションソフトウェアの構成：「会議アプリケーション, ページ 30」。

DICENTIS ソフトウェアスイートのインストール
ネットワークインタフェースを構成する

注意!

DICENTIS ソフトウェアをインストールする前に、使用するサーバー PC で有効になっているネット
ワークインターフェイスが 1 つのみであることを確認します（Bluetooth も 1 つのネットワークイン
ターフェイスとして表示されます）。

1. ［Network and Sharing Center（ネットワークと共有センター）］ > ［Adapter Settings（アダ
プター設定）］を開きます。

2. ［Advanced（詳細）］ > ［Advanced Settings（詳細設定）］を選択します。［Advanced settings
（詳細設定）］の表示に Alt キーを押す必要がある場合もあります。

3. 矢印ボタンを使用して、DCNM-APS に接続するアダプターを接続のリストの一番上に移動しま
す。

 

DICENTIS システムサーバーソフトウェアの 新バージョンをインターネットからダウンロードして
インストールする
1. https://licensing.boschsecurity.com/software に移動します。
2. ［Software（ソフトウェア）］リンク（小さい正方形）をクリックして、ソフトウェアの 新バー

ジョンをダウンロードします。
リリースノートの 新バージョンもここでダウンロードできます。

3. 画面に表示される指示に従います。

注意!

システムサーバーソフトウェアをインストール／アップグレードした後、「デバイスへのソフトウェア
のダウンロード, ページ 21」の説明に従って、 新バージョンのソフトウェアがデバイスにダウン
ロードされたことを確認します。
 

4

4.1
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デバイスへのソフトウェアのダウンロード
– 工場から出荷された DICENTIS デバイスは、診断ソフトウェアとともに提供されるため、使用す

る前に 新ソフトウェアバージョンにアップグレードする必要があります。
– システムサーバーソフトウェアのアップグレード後には、すべての DICENTIS デバイスをアップ

グレードする必要があります。
これを行うには、次の手順に従います。
1. すべてのデバイスがネットワークに正しく接続され、完全に起動していることを確認します。
2. Windows タスクバーで［DICENTIS Server Console（DICENTIS サーバーコンソール）］を右

クリックします。
3. ［Upgrade devices（デバイスのアップグレード）］をクリックします。これにより DICENTIS サ

ービスが停止し、アップグレードプロセスが開始します。
必要に応じて、DCNM APS などのその他のハードウェアコンポーネントをこの手順によってアップグ
レードします。
 

注意!

ダウンロードプロセス中に DCNM‑APS がリセットされるため、デバイスを DCNM-APS と同時にア
ップグレードしないことを推奨します。リセット時にデバイスの電源が遮断されるため、デバイスの
ファームウェアアップグレードは失敗します。

 

注意!

デバイスをアップグレードすると、実行中のすべての会議アクティビティと DICENTIS サービスが停
止します。デバイスのアップグレード後に、Windows タスクバーの［DICENTIS Server Console

（DICENTIS サーバーコンソール）］を右クリックして［Restart services（サービスの再起動）］をク
リックすることにより、サービスを再起動する必要があります。

 

デバイスへのサードパーティ製アプリケーションの追加
マルチメディアデバイスにサードパーティ製 Android アプリケーションを追加するには、APK

（Android アプリケーションパッケージ）アップロードツールを使用します。サードパーティ製アプリ
ケーションを追加する前に、そのアプリケーションがマルチメディアデバイスと互換性があるかどうか
を確認する必要があります。
 

!

注意!

ファームウェアをマルチメディアデバイスにアップロードすると、インストール済みのサードパーテ
ィ製アプリケーション（APK）はすべて削除されます。

 

注意!

APK アップロードツールを OMNEO ファームウェアアップグレードツールと同時に実行することは
できません。

 

4.2

 

 

4.3
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マルチメディアデバイスにサードパーティ製 Android アプリケーションを追加するには、次の手順に
従います。
1. APK ファイルをサーバー PC に配置します。
2. ［Browse（参照）］ボタンをクリックします。
3. APK の場所を参照します。
4. その APK を必要とするマルチメディアデバイスを選択します。
5. APK を選択します。
6. ［Upload（アップロード）］をクリックします。
 

注意!

新しい APK がマルチメディアデバイスのホーム画面に表示されない場合は、ホームボタンを複数回ク
リックしてみるか、マルチメディアデバイスを再起動します。
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ソフトウェアサーバー

ライセンスの追加と削除
アクティベーションツールは、次の目的で使用します。
– DICENTIS システムへのフルフィルメントの追加。
– すでに不要になったフルフィルメントの返却。
1 つのフルフィルメントは、DICENTIS システムにインストールできる 1 つ以上のライセンスで構成
されています。
 
システムの使用前に、システムの基本的な機能を有効化する DICENTIS システムソフトウェアをイン
ストールしておく必要があります。有効なソフトウェアメンテナンス契約（SMA）がシステムにある
場合、追加のソフトウェアモジュールをインストールして、システムの機能を拡張することができま
す。
 

注意!

DICENTIS システムソフトウェアには、DICENTIS システムソフトウェアを有効化した日付から 1 年
間有効な SMA が含まれています。

アクティベーションツールの説明
– ［Fulfillments（フルフィルメント）］ウィンドウ：システムで有効化されたフルフィルメントが

表示されます。複数のフルフィルメントが有効化された場合、［Fulfillments（フルフィルメン
ト）］ウィンドウの上部に［All Fulfillments（すべてのフルフィルメント）］の行が表示されま
す。フルフィルメントの行を 1 つ選択すると、関連するライセンスが［List of licenses and
quantity（ライセンスと数量のリスト）］ペインに表示されます。フルフィルメントの行の色分け
の意味は、次のとおりです。
– 黒色：フルフィルメントに問題はありません。
– オレンジ色：フルフィルメントは信頼できません。修復する必要があります。
– 取り消し線付き灰色：フルフィルメントが返却され、応答が削除されるのを待っています。
– 取り消し線付き灰色：フルフィルメントの期限切れです。システムをクリーンアップするた

めにライセンスを返却してください。
– ［List of licenses and quantity（ライセンスと数量のリスト）］ウィンドウ：このウィンドウで

は、各ライセンスの「Qty（数量）」（ライセンスの数）、「Order number（オーダー番号）」、
「Description（説明）」、「Activated（有効化済み）」（ライセンスの有効化の日付）、および「Expires
（有効期限）」（ライセンスの有効期限）が表示されます。

– ［Software Maintenance Agreement（ソフトウェアメンテナンス契約）］ウィンドウ：ソフト
ウェアメンテナンス契約（SMA）の終了日が表示されます。［SMA end date（SMA 終了日）］は
その日を過ぎると赤色になり、「System is not operational!Additional SMA is required（シ
ステムを操作できません。追加の SMA が必要です）」というテキストが赤色でウィンドウの下部
に表示されます。

– ［Add fulfillment（フルフィルメントの追加）］：このボタンはフルフィルメントを追加するため
に使用します。1 つのフルフィルメントは、システムに追加の機能を追加する 1 つ以上のライセ
ンスで構成されています。

– ［Process response message（応答ファイルの処理）］：このボタンは、次の目的で使用します。
– アクティベーションサイトから受信した応答ファイルのアップロード。
– 返却または修復プロセスの終了。

注：これらのプロセスを終了させるには、このボタンをクリックする必要があります。

5

5.1

5.1.1
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– ［Return fulfillments（フルフィルメントの返却）］ボタン：このボタンは、必要に応じてフルフ
ィルメント／ライセンスを返却するために使用します。返却プロセスは、ソフトウェアを別のサ
ーバーにインストールする場合など、システムで当該の機能が不要になったときに実行します。
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システムの 初の有効化
初めてシステムを有効化する場合、次の手順に従います。
1. 次のものが揃っていることを確認します。

– アクティベーション ID（ソフトウェアライセンスの購入後に電子メールで送信されます）。
– 技術者の権限。
– インターネットに接続されている PC。
– USB スティック。

注意!

次の手順を実行するには、ユーザーアカウントに「Technician（技術者）」権限が必要です。これらの
権限は、組織の「Admin user（管理者ユーザー）」が付与することができます。

2. サーバー PC で次の手順を実行します。
– Windows タスクバーで［DICENTIS Server Console（DICENTIS サーバーコンソール）］

を右クリックして［Activate licenses（ライセンスの有効化）］をクリックすることにより、
DICENTIS アクティベーションツールを起動します。

– ［Add fulfillment（フルフィルメントの追加）］ボタンをクリックします。
– アクティベーション ID を含むすべての必要な情報を入力します。アクティベーション ID

はシステムアクティベーション Web サイトの［Overview（概要）］ページ（「Overview（概
要）, ページ 79」を参照）にあり、ソフトウェアライセンスの購入後に受信した電子メー
ルに記載されています。

– ［Activate（有効化）］をクリックします。［Save as（名前を付けて保存）］ダイアログボッ
クスが表示されます。

– リクエストファイルを USB スティックに保存します。
3. Web サイト https://license.boschsecurity.com で次の手順を実行します。

– ［Manage license（ライセンスの管理）］タブのページを選択します。
– USB スティックを使用して、このページでリクエストファイルを処理します。
– リクエストファイルを処理した後、応答ファイルを USB スティックに保存します。

4. サーバー PC で次の手順を実行します。
– DICENTIS アクティベーションツールを選択します。
– USB スティックを挿入します。
– ［Process response message（応答メッセージを処理）］をクリックします。
– 応答ファイルをアップロードします。
– Windows タスクバーで［DICENTIS Server Console（DICENTIS サーバーコンソール）］

を右クリックして［Restart services（サービスの再起動）］をクリックすることにより、サ
ービスを再起動します。これでシステムは有効になりました。

その他のフルフィルメント／ライセンスの追加
その他のフルフィルメント／ライセンスをシステムに追加するには、有効な SMA がシステムにある必
要があります。これにより、DICENTIS の 新の機能が正しく動作することが保証されます。

!

注意!

有効な SMA なしで DICENTIS システムをアップグレードすると、システムが機能しなくなる場合が
あります。

 
その他のフルフィルメント/ライセンスを追加するには、次の手順に従います。
1. アクティベーションツールを開き、システムの有効化の日付を確認します。システムの有効化か

ら 1 年未満の場合、インストールを安全に進めることができます。

5.1.2

 

5.1.3
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2. ウィンドウの下部に［SMA end date（SMA 終了日）］が赤色で表示されている場合は、SMA を
延長する必要があります。

3. ソフトウェアのバージョンが 1.3 以下の場合：［SMA end date（SMA 終了日）］フィールドがウ
ィンドウの下部に表示されず、かつ、システムの有効化から 1 年以上経過している場合、SMA 終
了日がまだ有効かどうかを次の方法で計算する必要があります。
– 有効化の日付に 1 年追加します。
– ライセンスリストにある各 DCNM-1SMA の有効化の日付に 1 年追加します。
– ライセンスリストにある各 DCNM-2SMA の有効化の日付に 2 年追加します。
– ライセンスリストにある各 DCNM-5SMA の有効化の日付に 5 年追加します。

4. 更新された日付が本日より後の場合、インストールを安全に進めることができます。
5. 更新された日付が本日より前の場合、アップグレードしても DICENTIS ソフトウェアが起動しな

いので、SMA を延長する必要があります。
6. フルフィルメントを追加するには、［Add fulfillment（フルフィルメントの追加）］をクリックし、

「 初の有効化」の手順を繰り返します。
7. フルフィルメントの追加後、ウィンドウの下部に［SMA end date（SMA 終了日）］が赤色で表

示されている場合は、SMA を延長する必要があります。

ライセンスの返却と修復
ライセンスの返却
アクティベーションツールの［Returning a license（ライセンスの返却）］機能は、次のいずれかの目
的で使用します。
– ライセンスの返却。
– ライセンスのリリース。これは、DICENTIS ソフトウェアを別のサーバーにインストールする可

能性がある場合に行います。
ライセンスを返却するには、次の手順を実行します。
1. 返却するフルフィルメントを選択します。
2. ［Return fulfillments（フルフィルメントの返却）］ボタンを選択し、画面上の指示に従います。
3. ［Process response message（応答メッセージを処理）］ボタンを押すことにより、確実にプロ

セスを終了させます。
Web サイトでの手順は、ライセンスを有効化する場合と似ています。「ライセンスの追加と削除, ペー
ジ 23」を参照してください。
ライセンスの修復
ライセンスに不具合が生じると、ソフトウェアが正しく機能しなくなります。サーバーコンソールの画
面に警告メッセージが表示され、不具合が通知されます。その後、アクティベーションツールの

［Repair license（ライセンスを修復）］ボタンが有効になります。
ライセンスを修復するには、［Repair license（ライセンスを修復）］ボタンをクリックし、画面上の指
示に従います。Web サイトでの手順は、ライセンスを有効化する場合と似ています。「ライセンスの追
加と削除, ページ 23」を参照してください。

ライセンスファイルのバックアップ
ライセンスをシステムにインストールした後、ライセンスファイルをバックアップする必要がありま
す。これにより、ライセンスが入っているハードドライブがクラッシュしたりフォーマットされたりし
たときにライセンスの消失を防ぐことができます。当該のディレクトリを安全な場所（別のハードドラ
イブが望ましい）に保存する必要があります。
これを行うには、次の手順に従います。
1. 'Bosch DICENTIS' のすべてのサービス（Bosch DICENTIS License Manager および FlexNet

Licensing Server 64' サービスを含む）を停止します。バックアップや復元を実行する前に必ず
この手順を行ってください。

2. 信頼されるストレージのバックアップを作成するには、C:\ProgramData\FlexNet をバックアッ
プ場所にコピーします。

5.1.4

5.2
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3. 復元を行うには、これらのファイルを元々あった PC にコピーします。

注意!

Windows では、このフォルダとファイルは通常では隠されています。表示されるように Windows エ
クスプローラーを設定するには、［整理］ > ［フォルダーと検索のオプション］ > ［表示］を選択し
ます。
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サーバーコンソール
Windows Server 2008 および 2012 では、DICENTIS サーバーの状態を表示するためにコンソールア
プリケーションが提供されています。
DICENTIS サーバーコンソールのアイコンは、DICENTIS サーバー PC の通知領域（つまり、時間表示
の隣にあるタスクバーの右側）に表示されています。
 

DICENTIS サーバーコンソールの状態
［DICENTIS Server Console（DICENTIS サーバーコンソール）］を右クリックして、次のいずれかを
実行します。
– サービスを開始／停止します。
– アクティベーションツールを起動します。
DICENTIS サーバーの状態を表示するアイコンは、次のとおりです。

状態 説明

実行中

停止済み

警告。このアイコンは、ライセンスが有効化されていない場合などに表示されます。

 

サーバーコンソールのアイコンを常時表示させておく方法
デフォルトでは、サーバーコンソールのアイコンはイベントの発生時に表示されます。このアイコンを
常時表示させておくには、次の手順に従います。
1. ［Notification Area Icons（通知領域アイコン）］ウィンドウを選択します。

– Windows Server 2008：
通知領域の左側にある矢印をクリックし、［Customize（カスタマイズ）］をクリックします。
または、

［Start（スタート）］ボタンをクリックし、スタートメニューの検索ボックスに「notification
（通知）」と入力して検索します。次に［Notification Area Icons（通知領域アイコン）］を
クリックします。

– Windows Server 2012
：スタート画面に移動し、「notification（通知）」と入力します。結果を［Settings（設定）］
でフィルタし、［Notification Area Icons（通知領域アイコン）］をクリックします。

2. スライダを使用して、［DICENTIS Server Console（DICENTIS サーバーコンソール）］まで下に
スクロールします。

3. ［Show icon and notifications（アイコンと通知を表示）］を選択します。
4. ［OK］をクリックします。これで、サーバーコンソールのアイコンが常時表示されるようになり

ました。
 

5.3
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高速スパニングツリープロトコル（RSTP）のサポート
DICENTIS システムでは、高速スパニングツリープロトコル（RSTP）が有効化されると、冗長配線が
サポートされます。デフォルトでは、RSTP がサポートまたは許可されていないシステムでのネットワ
ーク障害を防止するために、RSTP は無効化されています。
ケーブル冗長構成を可能にするには、次の手順に従います。
1. ケーブル冗長構成なしのシステムの電源をオンにします。
2. DICENTIS サーバーで、高速スパニングツリープロトコル（RSTP）を有効化します。

– Windows エクスプローラーで、C:\Programs Files\Bosch\DICENTIS を選択します。
– Bosch.Dcnm.Services.DeviceService.Main.exe.config を開きます。

管理者権限を持っている場合は、このファイルをメモ帳で開くことができます。管理者権限
を持っていない場合は、お使いの PC のローカルエリアにこのファイルをコピーしてくださ
い。

– RSTP を有効化するには、［OcaRstpModeEnabled］キーの設定を［false］から［true］
に変更します。
<!-- すべての OCA デバイスで RSTP を有効／無効にするかどうかを示しています -->
<add key="OcaRstpModeEnabled" value="false"/>

3. DICENTIS サーバーを再起動します。
4. システムが完全に再起動するまで待ちます。これでデバイスは、ケーブル冗長構成が可能になり

ました（ループは閉じることができます）。

5.4
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会議アプリケーション
会議アプリケーションは、3 つの主な要素で構成されます（適用されるライセンスが存在する場合の
み、利用できます）。
1. Manage（管理）, ページ 33：会議を管理します。
2. 準備, ページ 38：会議を準備します。
3. Configure（設定）, ページ 50：DICENTIS システムを構成します。
 

会議アプリケーションの開始
1. Windows の［スタート］メニューで、［すべてのプログラム］ > ［Bosch］ > ［DICENTIS］ >

［Meeting application（会議アプリケーション）］の順に選択します。ログインダイアログが表
示されます。

2. アプリケーションにログインするには、［User name（ユーザー名）］と［Password（パスワー
ド）］を入力します。
アプリケーションの言語を選択することもできます。

 

図 6.1: 会議アプリケーションのメイン画面（すべてのアイコンが表示されます）

 

会議アプリケーションへの自動ログイン
デフォルトでは、Windows のログインユーザー名が DICENTIS システムのユーザー名と同じ場合、
DICENTIS 会議アプリケーションは自動的にログインを実行します。この場合、このユーザーの認証権
限が DICENTIS 会議アプリケーションに使用されます。

注意!

デフォルトのユーザー名は「admin」で、パスワードは空です。デフォルトの言語はオペレーティン
グシステムの言語です。デフォルトの言語を使用できない場合は、英語が自動的に選択されます。

 

会議アプリケーションへの自動ログインの無効化／有効化
自動ログイン機能は、次の手順で無効化および有効化することができます。
1. Windows エクスプローラーで、C:\Programs (x86)\Bosch\DICENTIS を選択します。
2. Bosch.Dcnm.UserInterfaces.MeetingManager.exe.config を開きます。

– 自動ログインを無効化するには、キーの設定を［true ］から［false］に変更します。
<add key="ENABLE_AUTOMATIC_WINDOWS_AUTHENTICATION_TO_LOGIN"
value="false"/>

– 自動ログインを有効化するには、キーの設定を［false］から［true
］に変更します。<add
key="ENABLE_AUTOMATIC_WINDOWS_AUTHENTICATION_TO_LOGIN" value="true"/>

 

6
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ユーザーの権限と会議の権限
機能を使用するには、特定の権限が必要です。DICENTIS では、次の 2 種類の権限が用意されていま
す。
1. ユーザー権限

– ユーザー権限は、「ユーザーグループ, ページ 50」で定義されています。
2. 会議の権限

– 会議の権限は、会議内で座席ごとおよび参加者ごとに定義されています。
– 「Seat assignment」を参照してください。
– 「参加者, ページ 45」を参照してください。

図 6.2: 会議アプリケーションのメイン画面（すべてのアイコンが表示されます）

（タッチ）ボタン 説明 ユーザー権限 会議の権限

Manage（管理） 会議を管理できます。  会議を管理します。

Prepare（会議設
定）

会議を準備できます。 会議と議題を準備しま
す。

 

Configure（設
定）

システムを設定できます。 システムを設定します。  

Power（電源） システムをスタンバイ状態に設定するか、ウェイクア
ップします。

 デバイスの権限：電源
オフ。

WWW Web ブラウザを開きます。   

Exit（終了） アプリケーションを終了します。   

Home（ホーム） 会議アプリケーションのホーム画面に戻ります。   

Back（戻る） ナビゲーション履歴内で 1 つ前のページに移動しま
す。

  

Back to active
（会議に戻る）

再び会議に参加します。   

Volume（音量） マスター音量コントロールスライダを開きます。  デバイスの権限：音量
コントロール。

6.1
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（タッチ）ボタン 説明 ユーザー権限 会議の権限

Summon（召集） チャイムを有効にして参加者を招集します。  会議を管理します。

Menu (…)（メニ
ュー（…））

追加機能を使用するためのメニューを開きます。  会議を管理します。

 

注意!

会議アプリケーションの［Power On（電源オン）］ボタン、またはオーディオ電源スイッチングハブ
の低出力ソケットに接続された DICENTIS ディスカッションデバイスの［Power On（電源オン）］ボ
タンは、オーディオ電源スイッチングハブによって電力が供給されている DICENTIS デバイスのみを
ウェイクアップします。PoE スイッチ経由で電力が供給されている DICENTIS デバイスの場合は、
DICENTIS デバイスの［Power On（電源オン）］ボタンで電源をオンにする必要があります。これら
のデバイスは、PoE ポートが PoE 機能を無効化してから有効化したときにも電源がオンになります。

参照項目:
– Manage（管理）, ページ 33
– 準備, ページ 38
– Configure（設定）, ページ 50
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Manage（管理）
［Manage（管理）］を使用して会議を管理します。メイン画面で［Manage（コントロール）］ボタン
をクリックして管理画面を開きます。初期状態で、管理画面には準備済みのすべての会議のリストが表
示されます。
準備済みの会議がない場合、リストは空白です。これは、デフォルトの会議が有効であり、デフォルト
の議論が開いていることを意味します。このデフォルトの議論にアクセスするには、緑色の［Back to
active（会議に戻る）］ボタンをクリックします。「議論, ページ 36」を参照してください。
 

会議の管理とは、次のことを意味します。
– 会議を有効化および無効化する。「会議, ページ 33」を参照してください。
– 会議を開くおよび閉じる。「会議, ページ 33」を参照してください。
– 会議の議題を管理する。「議題, ページ 34」を参照してください。
– 投票を管理する。「投票, ページ 34」を参照してください。
– 議論を管理する。「議論, ページ 36」を参照してください。
– メニューを管理する。「メニュー, ページ 37」を参照してください。
 

前提条件
– 会議アプリケーションが実行される PC には、「Manage meeting（会議の管理）」権限が必要で

す。
– 会議を管理する前に、会議を準備しておく必要があります。会議を準備する方法の詳細について

は、「準備, ページ 38」を参照してください。

会議
準備済みのすべての会議のリストを表示するには、メイン画面の［Manage（コントロール）］ボタン
をクリックします。会議番号と会議名の左側にあるアイコンは、会議の状態を示します。
– 灰色：会議は無効です。
– 緑色：会議は有効です。
– 赤色：会議は開いています。
 

会議を有効にする
– 会議を有効化するには、有効化する必要がある会議の［Activate（有効化）］ボタンを押します。
– 会議を有効化または無効化せずに会議の内容を表示するには、その会議の行で任意の場所をクリ

ックします。
会議が有効化されると、次のことが実行されます。
– 会議の詳細画面が開きます。

– 左側に、議題と割り当てられた参加者が表示されます。
– 右側に、会議の詳細と議題が表示されます。
– 有効な会議の名前は、会議アプリケーションのヘッダー内に表示されます。

– その会議に関するすべての準備済みデータがシステム全体に送信されます。データには、参加者
の名前と会議の権限、および割り当てられた座席が含まれています。

– 会議メモファイルが作成されます。会議中、対象となるデータはこのファイルに保存されます。
会議が無効になると、このファイルは閉じられます。詳細については、「会議後のツール, ページ
67」を参照してください。

［Auto Open（自動オープン）］機能が有効な場合、その会議は自動的に開きます。
 

［Activate（有効化）］ボタンが表示されていない場合：
– PC の割り当て先である座席に、「Manage meeting（会議の管理）」という権限がありません。

または、

6.2
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– 会議アプリケーションにログインするために使用したユーザー名が会議に割り当てられていない
か、そのユーザーに「Manage meeting（会議の管理）」権限がないかのいずれかまたは両方で
す。

 

会議を開く
会議を開始するには、［Open（開く）］をクリックします。［Auto Start（自動開始）］オプションが有
効な場合は、議題の 初の項目が自動的に開きます。
 

会議を閉じる
会議を閉じるには、左側にある会議を選択して、次に右側にある［Close（閉じる）］をクリックしま
す。会議が閉じられ、会議リストが表示されます。ここで、その会議を無効にすることができます。

議題
管理できるのは、準備済みの議題のみです。
議題を管理する
1. 会議が有効で開かれていることを確認します。
2. 左ペインの［Meeting（会議）］をクリックします。
3. 左または右のペインから、必要な項目を選択します。

– 開いている議題は、会議アプリケーションのヘッダー内に表示されます。
– 準備済みの議論の設定と準備済みの発言者リストがシステム全体に送信され、有効になりま

す。
4. 次の議題項目に進むには、議題ビューにある次の議題項目を開きます。

参加者
– 参加者のリストを表示するには、左ペインで［Participants（参加者）］をクリックします。右ペ

インに参加者のリストが表示されます。
– 参加者を左ペインでも表示するには、［Participants（参加者）］の横にある小さい三角形をクリ

ックします。
– 参加者に割り当てられた画像がある場合は、その画像が名前の横に表示されます。
– 会議に ID がある場合は、右ペインの上部に次の情報が表示されます。

– 登録された参加者の数。
– 出席している参加者の数。参加者が出席している場合は青色のバーが表示され、欠席してい

る場合は灰色のバーが表示されます。
– ［Log off all participants（全参加者をログオフ）］ボタン：会議の全参加者をログオフしま

す。参加者は、会議に参加する前に再びログオンする必要があります。

投票
– 準備済みの投票を行う場合は、次の点に注意してください。

– DCNM‑LVPM および DCNM‑LSVT ライセンスがシステムで有効になっている必要がありま
す。これらのライセンスの詳細については、「ライセンスの概要, ページ 16」を参照してく
ださい。

– メイン画面の［Prepare（会議設定）］ボタンを使用して、投票をあらかじめ準備しておく必
要があります。詳細については、「投票スクリプト, ページ 47」および「投票の詳細, ペー
ジ 47」を参照してください。

– 会議中に投票の詳細を入力することで、準備済みの会議中に簡単な臨時投票を行うことができま
す。

投票の管理
1. 会議アプリケーションで、［Manage（管理）］アイコンをクリックします。
2. 会議が有効で開かれていることを確認します。

6.2.2

6.2.3

6.2.4
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3. 画面の右下にあるメニューボタン（…）の投票アイコン（チェックマーク）をクリックすると、
次のものが表示されます。
– 準備済みの投票のリスト（両方のペインに表示されます）。
– 投票権がある参加者の合計数と出席している参加者の数（右ペインの上部に表示されます）。
– 臨時投票のフィールド（右側のペインの下部の黒／灰色の領域）。

注：左側のペインで別の項目をクリックした後、［Votings（投票）］をクリックすると、右
側のペインにすべての投票のリストを再表示できます。

4. または、次のことを行います。
– ［Number（番号）］、［Subject（件名）］、［Description（説明）］の各フィールドに入力し、

［Ready to vote（投票準備完了）］ボタンをクリックして、臨時投票を行います。または、
– 投票の［Ready to vote（投票準備完了）］ボタンをクリックして、準備済みの投票を開きま

す。
5. 投票画面が表示されます。

– 投票の件名が画面上部に表示されます。
– ［Previous（戻る）］ボタン：前回の投票を選択します。

次の場合、このボタンは表示されません。
- リストの先頭の投票が選択された。
- 臨時投票が行われた。

– ［Next（次へ）］ボタン：次の投票を選択します。
次の場合、このボタンは表示されません。
- リストの先頭の投票が選択された。
- 臨時投票が行われた。

– ［Recall（取り消し）］ボタン：選択済みの投票を取り消します。例えば、間違った投票を誤
って選択した場合にこのボタンを使用します。

– ［Open（開始）］ボタン：選択した投票を開始します。
– ［Close（閉じる）］ボタン：投票を終了します。
– ［Hold（保留）］ボタン：現在の投票を保留にします。参加者の投票ボタンは一時的にオフに

なり、投票の変更や実行を行うことができなくなります。
– ［Accept（承諾）］ボタン：投票が受理されていることを確定するために使用します。
– ［Reject（拒否）］ボタン：投票が拒否されていることを確定するために使用します。別のと

きに投票を行うことができます。
– ［Abort（中止）］ボタン：投票が開始されている場合、現在の投票を中止します。投票結果

は保存されません。
投票結果
インストール済みのライセンスとシステム設定に応じて、投票が開始されると投票結果ファイルが
DICENTIS サーバーで作成されます。投票中、対象となるデータはこのファイルに保存されます。投票
が終了すると、投票結果ファイルは閉じられます。詳細については、次のセクションを参照してくださ
い。
– 「投票の詳細, ページ 47」（投票の設定について記載しています）。
– 「会議後のツール, ページ 67」（投票結果および会議結果ファイルの情報について記載していま

す）。
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議論
議論を管理するには、［Back to active（会議に戻る）］ボタンをクリックします。
左側にあるリストに議論リストが表示されます。このリストには、発言中の参加者と発言待機中の参加
者が含まれています。次のように色分けされたアイコンが使用されます。
– 赤色アイコン：参加者が発言中です。
– 灰色アイコン：参加者のマイクが消音状態です。
– 緑色アイコン：参加者が発言のために待機しています。
参加者を待機中から発言中にシフトさせるには、議論リストの下部にある［Shift（シフト）］ボタンを
使用します。発言者リストがいっぱいになっている場合は、一番長く発言している参加者が発言者リス
トから外されます。
 

コンテキストメニュー
議論リストには、議論を管理するためのコンテキストメニューがあります。議論リストを右クリックす
ると、コンテキストメニューが表示されます。コンテキストメニューには次のオプションが含まれてい
ます。
– 項目が選択（クリック）されていない場合：

– ［Cancel all（すべてキャンセル）］：すべての発言者の発言を停止させ、すべてのリクエスト
を削除します。

– ［Cancel all request（すべてのリクエストをキャンセル）］：すべてのリクエストを削除しま
す。

– ［Add（追加）］：参加者を「発言者」または「待機中の参加者」としてリストに追加するため
のメニューが開きます。必要な参加者を右クリックして参加者リストに追加し、［Grant the
floor（発言権を付与）］または［Add to waiting list（待機リストに追加）］を選択します。
オープンマイク数とマイクモードの設定によっては、待機リストに追加された参加者がすぐ
に発言者リストに移行する場合もあります。

– 発言中の参加者を選択（クリック）すると、次のオプションを使用できるようになります。
– ［Stop speaker（発言停止）］：選択した参加者の発言を停止します。オープンマイク数とマ

イクモードの設定によっては、待機リストの先頭にいる参加者がすぐに発言者リストに移行
する場合もあります。

– 待機中の参加者を選択（クリック）すると、次のオプションを使用できるようになります。
– ［Shift（シフト）］：選択した参加者を、待機中から発言中にシフトさせます。
– ［Remove（削除）］：選択した待機中の参加者をリストから削除します。
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メニュー
その他の管理オプションを表示するには、画面の右下にあるメニューボタン（…）をクリックします。
ポップアップメニューがアイコンとともに表示されます。メニューボタン（...）が表示されていない場
合は、［Seats and Devices（座席とデバイス）］画面で［Manage meeting（会議の管理）］権限のチ
ェックボックスが選択されていません。詳細については、「座席とデバイス, ページ 60」を参照して
ください。
 
ポップアップメニューには次のオプションが含まれています。
– ［Presentation（プレゼンテーション）］：プレゼンテーションアイコンをクリックし、［On（オ

ン）］をクリックして、プレゼンテーションモードを有効にします。［Off（オフ）］をクリックす
ると、プレゼンテーションモードが無効になります。
– システムライセンスには、DCNM‑LMS が含まれている必要があります。

– ［Discussion settings（議論の設定）］：［Discussion settings（議論の設定）］アイコンをクリッ
クして、現在有効となっている議論の設定を「開きます」。変更後の設定は、その議題が保有す
る、準備済みの議論の設定には保存されません。次の情報を設定できます。
– Priority options（優先オプション）
– Discussion mode（議論モード）
– Microphone options（マイクオプション）
– Request-to-speak options（発言要求オプション）
– Speaker viewing options（発言者表示オプション）

– ［Pan and tilt camera control (PTZ)（カメラのパン／チルトコントロール（PTZ））］：［Pan and
tilt camera control（カメラのパン／チルトコントロール）］アイコンをクリックし、［Show（表
示）］をクリックすると、カメラのパン／チルトコントロールが表示されます。［Hide（非表示）］
をクリックすると、カメラコントロールが非表示になります。
– このアイコンが表示されるのは、議論の画面のみです。
– システムライセンスには、DCNM‑LCC が含まれている必要があります。

– ［Voting（投票）］：［Voting（投票）］アイコンをクリックして、投票画面に移動します。システム
は、インストール済みのライセンスとシステム設定に応じて、「基本的な投票」と「準備済みの投
票」のいずれかを使用します。

– 基本的な投票の要件：
– DCNM-LSVT の投票ライセンスが有効であること。
– 投票機能が、会議アプリケーションのライセンスを付与された座席に割り当てられているこ

と。詳細については、「座席とデバイス, ページ 60」を参照してください。
注：基本的な投票の画面にはマルチメディアデバイスに表示される件名と説明が表示されま
せん。投票結果は保存されません。

– 準備済みの投票の要件：
– 基本的な投票の要件をすべて満たしていること。
– DCNM-LVPM の投票ライセンスが有効であること。
– 1 つ以上の投票を会議アプリケーションで準備していること。詳細については、「投票スクリ

プト, ページ 47」を参照してください。
– 会議が有効で、開始されていること。

注：準備済みの投票の画面にはマルチメディアまたは拡張ディスカッションデバイスに表示
される件名と説明が表示されます。投票結果は保存されます。
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準備
会議の管理者は、会議を準備するために PC を使用する必要があります。会議を準備するには、

［Prepare（会議設定）］をクリックします。［Prepare（会議設定）］画面が開きます。
 

会議の準備とは、次のことを意味します。
– 登録名簿を管理する。
– 会議を追加する。

– 登録名簿を会議に追加する。
– 議題項目を追加する。
– 会議の詳細を追加する。
– 1 つの投票スクリプトおよび 1 つ以上の投票を追加する。

– 議論プロファイルを作成して、議論の設定を定義する。
 

前提条件
– ログイン済みユーザーには、ユーザー権限「Prepare meeting and agenda（会議と議題の準備）」

が必要です。

登録者
システムに人々／名前を追加するには、ツリー（左ペイン）内の［Persons（登録者）］をクリックし
ます。DCNM‑LPD システムライセンスが必要です。登録者は、「参加者, ページ 45」に記載されて
いる手順で会議に割り当てることができます。
中央のペインには、編集アイコンと登録者のリストが表示されます。リスト内の登録者を追加または削
除するには、編集アイコンを使用します。
各登録者について、右ペインで［General（全般）］フィールドと［Security（セキュリティ）］フィー
ルドに入力できます。
– ［General（全般）］フィールドは次のとおりです。

– First name（名）
– Middle name（ミドルネーム）
– Last name（姓）
– Title（役職）
– Region（地域）
– Country（国）
– Group（グループ）
– Image（画像）

– ［Security（セキュリティ）］フィールドは次のとおりです。
– User name（ユーザー名）
– User-group（ユーザーグループ）：［ParticipantGroup（参加者グループ）］、［Operator（オ

ペレータ）］、［Secretary（幹事）］、［Admin（管理者）］から選択可能なドロップダウンリス
ト

– NFC id：参加者の近距離通信（NFC）タグの番号。「システムで NFC タグの使用を構成す
る」の副見出しを参照してください。

– Password（パスワード）：ユーザーのパスワードを変更するためのボタン。
［Security（セキュリティ）］フィールドは、会議アプリケーションおよびマルチメディアデバイスでロ
グインを有効にするために使用します。
 

6.3

6.3.1
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システムで NFC タグの使用を構成する

注意!

NFC タグは、DCNM-MMD2、DCNM-DE、DCNM-DSL、および DCNM-DVT デバイスでのみ使用で
きます。

NFC タグを使用して参加者を識別／認証する場合、幹事や書記は各参加者用に固有の NFC ID を作成
する必要があります。これを行うには、次の手順に従います。
1. ［Persons（登録者）］（中央）ペインで、NFC タグを割り当てる名前をクリックします。
2. 右ペインで［NFC Id（NFC ID）］フィールドをクリックして選択します。
3. システムで NFC ID を識別します。

– 適切な NFC-USB カードリーダーがクライアント（幹事の）PC の USB ポートに接続されて
いることを確認します。Bosch Security Systems B.V. では、uTrust 470x F スマートカー
ドリーダーの使用を推奨しています。

– USB カードリーダーで NFC タグをスキャンします。NFC ID が［NFC Id（NFC ID）］フィ
ールドに表示されます。

– USB カードリーダーがない場合は、NFC ID を［NFC Id］フィールドに入力することができ
ます。

– 複数の参加者で同じ NFC カード／ID が使用されている場合、［NFC Id（NFC ID）］フィー
ルドの周りに赤い枠が表示され、検証エラーが発生したことを示します。
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議論プロファイル
議論プロファイルは、議論の設定を定義するために使用します。ツリーの［Discussion profiles（議
論プロファイル）］をクリックします。これらのプロファイルは、議題項目を準備するときに使用しま
す。
議論プロファイルを追加または削除するには、編集アイコンを使用します。
次の情報を設定できます。
– ［Profile Name（プロファイル名）］：プロファイルの名前です。
– ［Mode（モード）］：

– ［Open（オープン）］：このオプションを選択すると、参加者は自身のマイクを制御できま
す。発言者リストがいっぱいになっている場合、マイクリクエストは要求リストのキュー（順
番待ち列）に入れられます。［Auto Shift（自動シフト）］：このオプションを選択すると、
要求リストのキューは自動的に発言者リストにシフトされます（発言者リストに空きがある
場合）。

– ［Override（オーバーライド）］：このオプションを選択すると、参加者は自身のマイクを制
御できます。発言者リストがいっぱいになっている場合、マイクリクエストにより、 も長
い発言者がオーバーライドされます。

– ［Voice（音声）］：このオプションを選択すると、次のようになります。
- ディスカッションデバイスのマイクボタンが赤く点灯します。
- 参加者が発言したときにマイクが有効になります。
- 参加者は発言するためにマイクボタンを押す必要がありません。
- マイクボタンを押し続けることによってマイクを一時的にミュートにできます。
- 議論リストは消去され、音声モードが有効である間は更新されません。
- 議長は優先ボタンを使用して、すべての参加者のマイクをオーバーライドできます。
- カメラコントロールは使用できません。
このモードは、 大 50 台のマルチメディアデバイスで構成されるシステムで使用できます。
ディスカッション中に、プロファイルと議題で構成することができます。
マイクに VIP 権限（「参加者, ページ 45」を参照）がある場合、参加者が発言したときに
自動的に有効になることはありません。VIP 権限を持つ参加者はマイクボタンを押して発言
する必要があります。このとき、他のすべての参加者のマイクはミュートされます。

– ［Microphone Options（マイクオプション）］：
– ［Auto microphone off after inactivity of 30 sec.（30 秒の無効状態後に自動マイクオ

フ）］：発言者がマイクのスイッチを手動でオフにするのを忘れたときに、この機能を使用で
きます。

– ［Allow microphone off（マイクオフを許可）］：このオプションを選択すると、参加者は自
身のマイクをオフにすることができます。［Auto Shift（自動シフト）］または［Override（オ
ーバーライド）］がオンになっている場合、このオプションは無効です。

– ［Ambient microphone（アンビエントマイク）］：このオプションを選択すると、入力 1 に
接続されているアンビエントマイクが有効になります。

– ［Maximum number of open microphones（ 大オープンマイク数）］：発言者リストの中
でオープンマイクの 大数をあらかじめ選択できます（ 大 25）。

– ［Priority（優先）］：
– ［Priority tone（優先トーン）］：このオプションを選択すると、優先ボタンを使用するとき

に、優先トーンが鳴ります。
– ［Mute all speakers（すべての発言者をミュート）］：このオプションを選択すると、優先ボ

タンを使用するときに、すべての発言者が一時的にミュートされます。［Auto Shift（自動シ
フト）］がオンになっている場合、このオプションは無効です。

– ［Cancel all speakers and requests（すべての発言者と要求をキャンセル）］：このオプシ
ョンを選択すると、優先ボタンを使用するときに、すべての発言者と要求がキャンセルされ
ます。

6.3.2
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– ［Request to Speak Options（発言要求オプション）］：
– ［Show first in request to speak list on seat（発言要求リストの先頭を座席に表示）］：こ

れを選択すると、要求リストの先頭であるマルチメディアデバイスマイクの上の LED が緑
色の点灯（オン）から緑色の点滅に変わります。これは、［Show waiting in request to
speak list on seat（発言要求リストの待機を座席に表示）］も選択したときにのみ使用でき
ます。注：これは、ボタンバー LED の動作には影響しません。

– ［Show waiting in request to speak list on seat（発言要求リストの待機を座席に表示）］：
このオプションを選択すると、要求リストにあるマルチメディアデバイスのマイク LED が
点灯します（チェックボックスがオンでない場合、LED はオフになります）。要求リクエス
トの先頭のマルチメディアデバイスについては、［Show first in request to speak list on
seat（発言要求リストの先頭を座席に表示）］チェックボックスがオンかオフかにかかわら
ず、LED が点灯ではなく点滅します。要求リストにある他のすべてのマルチメディアデバイ
スのマイク LED は緑色で点灯します。

– ［Request List（要求リスト）］：
– ［Maximum number of requests（ 大要求数）］：要求リスト内に置かれる要求の 大数で

す。 大 200 件の要求を選択できます。［Override（オーバーライド）］がオンになってい
る場合、このオプションは無効です。

– ［Allow request to speak（発言要求を許可）］：このオプションを選択すると、発言要求が
許可されます。［Auto Shift（自動シフト）］がオンになっている場合、このオプションは無
効です。

– ［Allow cancel request（キャンセル要求を許可）］：このオプションを選択すると、参加者
が自身の発言要求をキャンセルすることが許可されます。［Auto Shift（自動シフト）］がオ
ンになっている場合、このオプションは無効です。

– ［Speaker viewing options（発言者表示オプション）］：
– ［Camera control（カメラコントロール）］：このオプションを選択すると、外部または SDI

ビデオスイッチャーが必要に応じて有効になり、事前に構成された方向にカメラが向けられ、
カメラ画像がマルチメディアデバイスに表示されます。

– ［Show newest speaker（ 近の発言者を表示）］：このオプションを選択すると、 近の発
言者のカメラ画像が表示されます。

– ［Display video on device（デバイスでビデオを表示）］：このオプションと［Camera
control（カメラコントロール）］を選択すると、有効なスピーカーまたはオーバービューカ
メラがディスカッションまたはマルチメディアデバイスのカメラビューに表示されます。こ
のオプションまたは［Camera control（カメラコントロール）］が選択されていないと、空
白の背景またはカスタマーロゴがディスカッションまたはマルチメディアデバイスのカメラ
ビューに表示されます。

 

注意!

プロファイルが変更されても、そのプロファイルを使用している議題項目は自動的には更新されませ
ん。そのため、プロファイルの更新後、新しい設定を必要とするすべての議題項目にそのプロファイ
ルを再適用する必要があります。

 

会議
会議を準備するには、次の手順に従います。
– 会議の追加または削除を行うには、編集アイコンを使用します。
– 新しい会議を追加するときは、会議の詳細を入力できます。
– （会議のすべての詳細を含めて）会議をコピーするには、コピーアイコンを使用します。
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参照項目:
– Meeting details（会議の詳細）, ページ 43
– 参加者, ページ 45
– 議題, ページ 45

 

42 ja | 会議アプリケーション DICENTIS

2016.10 | V1.7 | ソフトウェアマニュアル Bosch Security Systems B.V.



Meeting details（会議の詳細）
会議のリストを表示するには、ツリーで会議をクリックします。
– ［Name（名前）］：会議の名前を入力します。
– ［Description（説明）］：適切な説明を入力します。
– ［Start Date/Time（開始日時）］：必要な会議の開始日時を選択します。
– ［End Date/Time（終了日時）］：必要な会議の終了日時を選択します。
– ［URL］：「（ドキュメント、画像、プレゼンテーション）ファイルのアップロードとアクセス, ペー

ジ 90」に記載されているとおり、適切な URL を入力します。マルチメディアデバイスの青い
「More info（詳細）」ハイパーリンクをクリックすると、DcnmMeetingDocuments Web サイ
トに保存されているドキュメントが表示されます。

– ［Automatically open the meeting after the meeting is activated（会議の有効化による会議
の自動開始）］：このオプションを選択すると、会議が有効化されたとき、その会議は自動的に開
始されます（マルチメディアデバイスのみ）。

– ［Automatically start the agenda when the meeting is opened（会議の開始による議題の自
動開始）］：このオプションを選択すると、会議が開始されたとき、議題も自動的に開始されます。

– ［Identification（ID）］（システムに DCNM-LSID ライセンスが存在する場合にのみ存在します）：
このオプションを選択すると、会議参加者は本人確認をするようにリクエストされます。次から
必要なオプションを選択してください。
– ［No identification at seat required（座席での ID 確認は必要ありません）］：参加者は、

会議の準備中に固定席が割り当てられ、DICENTIS デバイスでの本人確認が不要です。
– Identify participant at seat by（次の方法で参加者の ID を座席で確認する）：

［Confirmation（確認）］：参加者は、座席でログインボタンを使用して本人確認します（マ
ルチメディアと DCNM-DE のみ）。

［User name（ユーザー名）］：参加者は、ユーザー名を入力して本人確認します（マルチメ
ディアデバイスのみ）。

［Select from list（リストから選択）］：参加者は、（スクリーンラインに表示される）参加
者のリストから自分の名前を選択して本人確認します（マルチメディアデバイスのみ）。

［External system（外部システム）］：参加者は、外部システムによって識別されます（すべ
ての DICENTIS デバイス）。

［NFC card（NFC カード）］：参加者は、NFC カードを使用して自分自身を識別できます
（DCNM-MMD2、DCNM-DE、DCNM-DSL および DCNM-DVT）。このオプションを使用する
には、システムが NFC タグを使用できるように構成されている必要があります。「登録者,
ページ 38」を参照してください。

– Authenticate participant at seat by（次の方法で参加者を認証する）：
［User name + password（ユーザー名 + パスワード）］：参加者は、自分のユーザー名とパ
スワードを使用して自分自身を認証します（マルチメディアデバイスのみ）。

［Select from list + password（リストから選択 + パスワード）］：参加者は、リストから自
分の名前を選択するとともに、パスワードを入力して自分自身を認証します（マルチメディ
アデバイスのみ）。

［External system（外部システム）］：参加者は、外部システムによって認証されます（すべ
ての DICENTIS デバイス）。

［NFC card + password（NFC カード + パスワード）］：参加者は、NFC カードとパスワー
ドを使用して自分自身を認証できます（DCNM-MMD2 デバイスのみ）。このオプションを使
用するには、システムが NFC タグを使用できるように構成されている必要があります。「登
録者, ページ 38」を参照してください。
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注意!

［Identify participant at seat by（次の方法で参加者の ID を座席で確認する）］オプションのいずれ
かを選択すると、参加者には座席が割り当てられますが、必要に応じて別のデバイスにログオンする
ことができます。

［Authenticate participant at seat by（次の方法で参加者を認証する）］オプションのいずれかを選択
すると、参加者は［Participants（参加者）］ペインで割り当てられたデバイスにのみログオンするこ
とができます。「参加者, ページ 45」を参照してください。
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参加者
会議の登録者は、［Participants（参加者）］ペインの［Add（追加）］および［Remove（削除）］ボタ
ンを使用して追加または削除できます。登録者を会議に追加するとすぐに、その登録者は参加者になり
ます。
登録者は、「登録者, ページ 38」に記載されているようにシステムに追加されます。

ボタン 説明

Add（追加） 登録者を会議に追加するために使用します。

Remove（削除） 選択した参加者をリストから削除します。

表 6.1: ボタンの機能

 
– ［Discuss（議論）］：このオプションを選択すると、参加者に議論が許可されます。
– ［Vote（投票）］：このオプションを選択すると、参加者は投票を許可されます（DCNM LVPM の

システムライセンスと DCNM-LSVT の座席識別ライセンスが必要です）。DCNM-MMD2、DCNM-
DE、および DCNM-DVT 専用。

– ［Manage meeting（会議の管理）］：このオプションを選択すると、参加者に会議を管理すること
が許可されます（DCNM-MMD2 または会議アプリケーションのみ）。

– ［Priority（優先）］：このオプションを選択すると、参加者は優先ボタンを使用できます。
– ［Vip type（VIP タイプ）］：マイクモードやオープンマイク数に関係なく、参加者に追加のマイク

権限を割り当てます（小さい三角形とドロップダウンリストを使用して VIP タイプを選択しま
す）。
– ［Button Operated（ボタン操作）］：マイクボタンを押すと、マイクは常に有効になります。

これは、議長のデフォルト設定です。
– ［Ptt Operated（PTT 操作）］：Push‑to‑talk。マイクボタンを押し続けた場合、マイクが常

に有効になります。これは、割り込みマイクとして使用されるディスカッションデバイスの
デフォルト設定です。

– ［Seat name（座席名）］：参加者を選択した座席名に割り当てます。座席名を選択するには、小さ
い三角形とドロップダウンリストを使用します。

– ［Screen Line（スクリーンライン）］：参加者が目にするテキストや名前を表示します。スクリー
ンラインは、［Configure（設定）］ > ［Rooms（会議室設定）］で設定します。「会議室設定, ペ
ージ 50」を参照してください。

 

注意!

会議アプリケーションの座席に参加者を割り当てないでください。ユーザーが混乱する原因になる可
能性があります。会議アプリケーションにはログイン画面があり、ユーザーはその画面を使用してシ
ステムにログインする必要があります。

議題
各会議の一部である議題には、1 つ以上の項目を含めることができます。
– 項目の追加または削除を行うには、編集アイコンを使用します。
– 項目の順序を変更するには、矢印ボタンを使用します。
– 議題をコピーするには、コピーアイコンを使用します。
– 項目を準備するには、ツリー内で新しい項目を選択して、必要な情報を入力します。以下を参照

してください。
– 項目の詳細, ページ 46
– 参加者リスト, ページ 46

6.3.5
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– 発言待機者リスト, ページ 46
 

注意!

議題ペインのトップバーの項目（［Subject（件名）］、［Description（説明）］、［URL］、［Discussion

Settings（議論の設定）］）は、項目の 1 つを右クリックして必要な項目を選択/選択解除することで、
表示/非表示を切り替えることができます。

 

参照項目:
– 議論プロファイル, ページ 40

項目の詳細
議題項目に対して次の情報を定義できます。
– ［Subject（件名）］：適切な件名を入力します。
– ［Description（説明）］：適切な説明を入力します。
– ［URL］：「（ドキュメント、画像、プレゼンテーション）ファイルのアップロードとアクセス, ペー

ジ 90」に記載されているとおり、適切な URL を入力します。マルチメディアデバイスで青色
の［More info（詳細）］ハイパーリンクを押したときに、ドキュメントを表示できます（DCNM-
MMD2 のみ）。これらのドキュメントは次の場所に保存できます。
– DcnmMeetingDocuments Web サイト
– カスタマーの Web サイト

– ［Discussion settings（議論の設定）］：
– ドロップダウンリストから、必要なプロファイルを選択します。
– ドロップダウンリスト内のテキストをクリックします。議題項目の議論設定が開きます。設

定を行い、オプションで変更後のテンプレートを新しいプロファイルとして保存します。
– 「議論プロファイル, ページ 40」も参照してください。

注意!

議論設定はプロファイル内で定義されているので、議論設定のローカルコピーが作成され、議題項目
の中に保存されることになります。これは、議題項目の中でプロファイルを選択した後、プロファイ
ルを変更したときでも、議題項目の議論設定が更新されないことを意味します。

 

参加者リスト
会議に割り当てられているすべての参加者を選択し、［Speaker waiting list（発言者待機リスト）］に
追加できます。
– ［Add（追加）］ボタンを使用して、選択した参加者を Speaker waiting list（発言者待機リスト）

に追加します。
– ［Filter by（フィルタ基準）］テキストボックスを使用して、例えば参加者の名前で検索を絞り込

むことができます。

発言待機者リスト
Speaker waiting list（発言者待機リスト）を使用して、議題項目中に発言することを計画している参
加者の順序を設定できます。
– 順序を変更するには、矢印ボタンを使用します。
– ［Remove（削除）］ボタンを使用して、選択した参加者を Speaker waiting list（発言者待機リ

スト）から削除します。 この参加者は、この会議では参加者のままとなります。

 

6.3.7

 

6.3.8

6.3.9

46 ja | 会議アプリケーション DICENTIS

2016.10 | V1.7 | ソフトウェアマニュアル Bosch Security Systems B.V.



投票スクリプト
1 つ以上の投票を含む投票スクリプトは、会議に追加することができます。次の手順に従って、投票ス
クリプトに投票を追加します。
1. ツリーで［Voting script（投票スクリプト）］（緑色のチェックマーク）をクリックします。
2. 右ペインで 1 行クリックします。
3. ページの上部で、次を行うことができます。

– 空の投票を作成するには、青色の + アイコンを使用します（設定はすべて手動で更新する必
要があります）。

– 選択した投票を削除するには、青色の - アイコンを使用します。
注：複数の投票を削除するには、Shift キーを押したまま複数の投票をクリックして選択し、
赤色の × をクリックします。

– 選択した投票の設定に基づいて新しい投票を作成するには、重複アイコンを使用します。
– 選択した投票の順序を変更するには、上/下の矢印を使用します。

4. 投票を準備するには、ツリー内で投票を選択し、「投票の詳細, ページ 47」に記載されているよ
うに、必要な情報を入力します。

投票の詳細
次の情報を投票で定義できます（投票機能は、マルチメディアデバイス、DCNM-DE、および DCNM-
DVT でのみ使用できます）。

［Number（番号）］：投票参照番号を入力します。
［Subject（件名）］：投票の件名を入力します。
［Description（説明）］：投票に関する短い説明を入力します。
［URL］：「（ドキュメント、画像、プレゼンテーション）ファイルのアップロードとアクセス, ページ
90」に記載されているとおり、適切な URL を入力します。マルチメディアデバイスで青色の［More
info（詳細）］ハイパーリンクを押すと、DcnmMeetingDocuments Web サイトに保存されているド
キュメントが表示されます（マルチメディアデバイスのみ）。

［Vote settings（投票設定）］：
［Answer set（回答セット）］：次のオプションを備えたドロップダウンリストです。
– For/Against（賛成/反対）
– For/Against/Abstain（賛成/反対/棄権）
– For/Against/Abstain/DNPV（賛成/反対/棄権/不参加）
– Yes/No（賛成/反対）
– Yes/No/Abstain（賛成/反対/棄権）
– Yes/No/Abstain/DNPV（賛成/反対/棄権/不参加）

注意!

DNPV（不参加）。このオプションを選択すると、参加者は「投票に参加したくない」ことを示すこと
ができます。

 
［Voting timer（投票タイマー）］：投票の時間を定義します。投票の時間は、マルチメディアデバイス
上、および会議アプリケーションの投票画面に表示されます（DCNM-MMD2 のみ）。
投票タイマーには、次のようなラジオボタンのオプションがあります。
– ［No voting timer（投票タイマーなし）］：このオプションを選択すると、投票タイマーは使用さ

れず、投票タイマーの［Duration（継続時間）］ボックスは非表示になります。

6.3.10

6.3.11
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– ［Keep voting round open when time is reached（時間になると投票を開いた状態を維持）］：
このオプションを選択すると、投票の時間が過ぎても、投票は開いた状態のままになります。参
加者はまだ投票したり投票の内容を変更したりできます。追加の時間は負の値で表示されます。
例えば、投票の時間が 30 秒間（00:30）に設定されていた場合、1 分後に「-00:30」と表示され
ます。

– ［Hold voting round when time is reached（時間になると投票を保留）］：このオプションを選
択すると、投票の時間が過ぎたとき、投票が保留になります。投票は、必要に応じて再開したり、
保留にしたりすることができます。追加の時間は負の値で表示されます。参加者はまだ投票した
り投票の内容を変更したりできます。

– ［Close voting round when time is reached（時間になると投票を終了）］：このオプションを選
択すると、投票の時間が過ぎたとき、投票は終了します。参加者はこれ以降、投票したり投票の
内容を変更したりすることはできません。投票は指定された時間内に行う必要があります。

– ［Duration（継続時間）］：投票タイマーの値を入力します。上／下の矢印を使用して、時刻の分
と秒を選択します。

［Type（タイプ）］
– ［Open voting with（記名投票を次で開く）］：「記名投票」のオプションを 1 つ選択します（「記

名投票」は「公開投票」と呼ばれることもあります）。このオプションを選択すると、個々の投票
のデータが DICENTIS サーバー上の XML ファイルに保存されます。詳細については、「投票結果
ファイル, ページ 68」を参照してください。
– ［Total and individual interim results（合計および個々の中間結果）］：投票中に、合計の

中間結果がマルチメディアデバイスと会議アプリケーションに表示されます。投票が行われ
ている間、合計および個々の結果は API で使用できます。

– ［Total interim results（合計の中間結果）］：投票中に、合計の中間結果がマルチメディア
デバイスと会議アプリケーションに表示されます。投票が行われている間、合計の結果は
API で使用できます。個々の結果は、投票が保留または終了になったときに表示されます。

– ［No interim results（中間結果なし）］：投票中に、各参加者が投票したかどうかだけがマル
チメディアデバイスに表示されます。中間結果（個々および合計）は、マルチメディアデバ
イス、会議アプリケーション、API に表示されません。個々および合計の結果は、投票が保
留または終了になったときに API で使用できます。

– ［Prevent influencing（影響の防止）］（中間結果なし。投票したかどうかも非表示）：このオプシ
ョンを選択すると、投票したかどうかということ自体を非表示にできます。投票が開始されても、
中間結果や合計の結果は、マルチメディアデバイス、会議アプリケーション、API に表示されま
せん。合計および個々の結果は DICENTIS サーバーに保存されます。投票が保留または終了にな
ったとき、次のようになります。
– 合計の結果は、マルチメディアデバイスおよび会議アプリケーションに表示されます。
– 個々の結果は、投票が保留または終了になったときに API で使用できます。

– ［Secret ballot（無記名投票）］：このオプションを選択すると、投票したかどうかということ自
体を非表示にできます。個々の結果はマルチメディアデバイス、会議アプリケーション、API に
表示されず、DICENTIS サーバーから、または API 経由で取得することもできません。
– ［Total interim results（合計の中間結果）］：このオプションを選択すると、合計の中間結

果がマルチメディアデバイスと会議アプリケーションに表示されます。
– ［No interim results（中間結果なし）］：このオプションを選択すると、投票が保留または終

了になったとき、合計の結果のみ表示されます。
［Save settings as default（設定を既定値として保存設定）］ボタン：選択した投票の投票設定を、新
しい投票を作成するための既定値として保存します。

注意!

［Save settings as default（設定を既定値として保存設定）］機能は、同じ投票設定を持つ投票を複数
作成する場合に有用です。
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– 次のようにボタンを使用します。
– ツリーで緑色のアイコンをクリックして、再利用する投票を選択します。
– ［Save settings as default（設定を既定値として保存設定）］ボタンをクリックします。
– ［Voting script（投票スクリプト）］をクリックし、［+］アイコンを使用して、お気に入りの

設定で新しい投票を作成します。
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Configure（設定）
［Configure（設定）］を使用して、システムの設定と構成を行います。メイン画面の構成を開始するに
は、［Configure（設定）］をクリックします。［Configure（設定）］画面が開きます。この画面内を移
動するには、左側のペインのツリーを使用します。ツリーのメニュー項目を開くには、小さい三角形を
クリックします。
 

設定では以下のことができます。
– ユーザーグループの追加。
– ユーザー情報の追加、変更、または削除。
– 会議室設定の定義。
 

前提条件
– ログイン済みユーザーには、ユーザー権限「Configure system（システムを構成）」が必要です。

ユーザーグループ
ユーザーグループを定義するには権限が必要です。各ユーザーグループに対して権限を定義すること
により、さまざまな種類のユーザーグループを作成できます。ユーザーグループの例には、「幹事」や

「オペレータ」などがあります。
– ユーザーグループの追加、削除、コピーを行うには、編集アイコンを使用します。
– ［Access Rights（アクセス権限）］：ユーザーグループごとに複数のオプションを選択できます。

ユーザー
システムにログインする必要のあるユーザーを追加するには、ツリー内の［Users（ユーザー）］をク
リックします。
ここにはユーザーが表示されます。ユーザーを追加または削除するには、編集アイコンを使用します。
 
各ユーザーに対して、［General（全般）］フィールドと［Security（セキュリティ）］フィールドを入
力できます。
– ［General（全般）］フィールドは、例えば氏名、職責、国などです。
– ［Security（セキュリティ）］フィールドは、会議アプリケーションおよびマルチメディアデバイ

スにログインできるようにするために使用します。
参加者の写真を追加するには、［Change（変更）］をクリックします。ユーザー用に表示する写真を選
択して、［Open（開く）］をクリックします。写真は、ログイン画面の［Select from list（リストか
ら選択）］、会議に参加中のユーザーのリストにある参加者の詳細、およびシノプティックマイクコント
ロール（参加者が存在する場合）に表示されます。写真を削除するには、［Delete image（画像の削
除）］をクリックします。

会議室設定
［Room（会議室設定）］には、会議室に関連するすべての設定が含まれています。
会議室の詳細を変更するには、ユーザー権限「Configure system（システムの構成）」が必要です。
 

会議室設定の詳細
– ［Automatic seat assignment（座席の自動割り当て）］：このオプションを選択すると、システ

ムに接続された新しいデバイスには次のことが行われます。
– 自動的に座席に割り当てられます。
– （利用できる場合）座席ライセンスが割り当てられます。
システムの構成が終わったら、［Automatic seat assignment（座席の自動割り当て）］チェック
ボックスをオフにします。これにより、デバイスの交換や座席の追加などに関して、システムで
さらに詳細な制御を行えるようになります。

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3
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– ［Default participants device GUI language（参加者デバイスのデフォルト GUI 言語）］：ドロ
ップダウンリストを使用して、すべてのマルチメディアデバイスで必要とされる GUI の言語を選
択します。

– ［Screenline definition（スクリーンラインの定義）］：ここでは、スクリーンラインを定義しま
す。スクリーンラインを有効にするには、［Apply（適用）］ボタンをクリックします。登録者ま
たはユーザーの［General（全般）］フィールドに入力した情報（つまり名、姓、ミドルネーム、
役職、地域、国）は、記述の直前に $ 記号を使用することで、ここに挿入できます。
スクリーンラインの定義例：$FirstName $LastName $MiddleName $Title $Region $Country

オプションで、フィールドの後に括弧に入れた数字を追加することで、表示される項目の文字数を 1
～ 99 に制限することができます。1 より小さい数字または 99 より大きい数字は、通常テキストとし
て解析されます。スクリーンラインのエントリには、上記の項目が少なくとも 1 つ含まれている必要
があります。エントリが受け付けられない場合、赤いボックスに囲まれて表示されます。
– ［Meeting notes location（会議メモの場所）］：会議メモの場所をここで定義します。デフォル

トでは、会議メモはサーバー PC の \ProgramData\Bosch\DICENTIS に保存されます。
必要に応じて、［Browse（参照）］ボタンを使用して別の場所を選択します。会議メモの詳細につ
いては、「会議後のツール, ページ 67」を参照してください。
注：会議メモのデフォルトの場所は、DCNM‑LMPM ライセンスが有効な場合にのみ表示されま
す。

– ［HTTP Proxy devices（HTTP プロキシデバイス）］：
– ［Proxy address（プロキシアドレス）］：プロキシサーバーを実行しているホストのアドレ

ス（IP アドレスまたはホスト名）。
– ［Proxy port（プロキシポート）］：プロキシサーバーを実行しているホストのポート番号。

これは、プロキシサーバーがクライアントをリッスンするポートです。
– ［Image server info（画像サーバー情報）］：

– ［Image server url（画像サーバー URL）］：画像サーバーを実行しているホストのアドレス
（IP アドレスまたはホスト名）。デフォルトでは、DICENTIS 会議アプリケーションがインス
トールされているのと同じ PC です。パフォーマンスやスペースの問題を避けるには、画像
サーバーを異なるコンピューターにインストールすることができます。「異なるコンピュー
タへの画像サーバーのインストール, ページ 89」を参照してください。

– ［Test image server connection（画像サーバー接続のテスト）］ボタン：画像サーバー接
続が機能しているかどうかをテストするために使用します。構成が正しく機能していると、
メッセージ「Successful（成功しました）」が表示されます。これは特に、画像サーバーを
異なる PC に移動した場合に役立ちます。

– ［Customer logo（カスタマーロゴ）］:［Change（変更）］をクリックして、次の場所に表示され
るロゴ（たとえば企業ロゴ）を選択します。
– マルチメディアデバイスのホーム画面
– マルチメディアデバイスのカメラビュー（カメラが構成されていない場合、または［Prepare

（準備）］ > ［Discussion profiles（議論プロファイル）］ > ［Speaker Viewing Options
（発言者表示オプション）］で［Display video on device（デバイスでビデオを表示）］が選
択されていない場合）。「会議, ページ 41」を参照してください。

– 会議アプリケーションのホーム画面
– 注：
– ロゴ画像の推奨サイズは 1024 x 600 ピクセルです。
– カメラビューで表示するために画像の各端が 150 ピクセル分トリミングされるため、選択し

たロゴは角の部分を無地にしておくことをお勧めします。
– 文字の読みやすさを 適にするため、背景が暗い色（黒色が望ましい）の画像を使用するこ

とをお勧めします。
– 縦横比が 1024 x 600 ピクセルと異なる場合、カメラビューウィンドウに適合するよう、画

像は自動的に縦長に拡大されます（左側と右側が少しトリミングされます）。
– ［Presentation Source（プレゼンテーションソース）］：
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– ［Default (DcnBeamer)（デフォルト（DcnBeamer））］：デフォルトのプレゼンテーション
ソースとして DcnBeamer アプリケーションを使用します。DcnBeamer ディレクトリを
USB ドライブにコピーし、リモートノートブックのその場所からそれを実行します。

注意!

DcnBeamer.bat を実行している PC の水平解像度は 8 で割ることができなければなりません。そう
でない場合、マルチメディアデバイスや会議アプリケーションで画像が歪む可能性があります。

– ［H.264 stream（H.264 ストリーム）］：たとえば RTSP://<IP アドレス HD Conference
Dome> のように、使用する H.264 プレゼンテーションソースの URL を入力します。お使
いのプレゼンテーションソースのドキュメントを参照してください。H.264 ストリームは、
http://www.rfc-base.org/txt/rfc-3984.txt に従って RTP ストリームでパックされます。
次のものとして構成できます。
- 直接 RTP ストリーム（ユニキャストとマルチキャスト）。
- RTSP サーバーによって提供される RTP ストリーム（ユニキャストとマルチキャスト）。
H.264 ストリームの設定は次のとおりです。
- 720p25 または 720p30。
- ターゲットビットレートは 2Mbit/s。
- 大ビットレートは 2.5Mbit/s。
- GOP 長は 15（「I フレーム距離」とも呼びます）。
- B フレームなし、I フレームと P フレームのみ。
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音声設定
– ［Audio tones（音声トーン）］：［Set（設定）］および［Remove（削除）］ボタンを使用して、

［Summon（招集）］および［Priority（優先）］のカスタムチャイムをアップロードおよび削除し
ます。音声ファイルの仕様は次のとおりです。
– PCM 形式。
– 16 bits per sample（サンプル当りのビット数）。
– 48 k のサンプルレート。
– モノラル。
– 大 700 Kb のファイルサイズ。

– System（システム）：
– ［Master volume（マスター音量）］：デバイスのスピーカーと音声外部出力を制御するため

のマスター音量。
– ［LSP］：デバイスのスピーカーの音量を設定します。
– ［SR］：音声外部出力の音量を設定します。
– ［Change EQ（EQ の変更）］：デバイスのスピーカーと音声外部出力の両方に対してイコラ

イザを設定します。
– Line Input / Output（ライン入出力）：

– ［In 1（入力 1）］：ライン入力 1 の感度を設定します。
– ［Out 1（出力 1）］：ライン出力 1 の感度を設定します。
– ［Ambient（アンビエント）］：ライン入力 1 のアンビエント音声を［ON（オン）］または

［OFF（オフ）］に設定します。
［ON（オン）］（デフォルト設定）：マイクがアクティブでない場合、入力 1 に接続された音
声は、デレゲートヘッドホンとレコーダ出力のみに転送されます。

［OFF（オフ）］：入力 1 に接続された音声は、常にデレゲートスピーカー、デレゲートヘッ
ドホン、および PA 出力に転送されます。

– ［In 2（入力 2）］：ライン入力 2 の感度を設定します。
– ［Out 2（出力 2）］：ライン出力 2 の感度を設定します。
– ［In 2/Out 2 mode selection（入力 2/出力 2 モード選択）］メニュー：ライン入力 2 およ

びライン出力 2 のモードを定義します。ドロップダウンリストの矢印をクリックして、次の
いずれかを選択します。

［LSP］：このオプションを選択すると、デレゲートスピーカーからの音声が外部システムに
よって増幅されます。

［Recorder (Int floor)（レコーダ（通訳フロア））］：このオプションを選択すると、音声が
録音されます。

［Mix-minus（ミックスマイナス）］：このオプションを選択すると、電話カプラなどを経由
して 2 つのシステムが接続されている場合に、ハウリングが抑制されます。

［Insertion（インサーション）］：このオプションを選択すると、外部システムによって音声
が処理/イコライズされます。

– 詳細については、「音声ルーティングの設定」を参照してください。
– Acoustic Feedback（ハウリング）：

– ［Acoustic Feedback Suppression (AFS)（ハウリング抑制機能（AFS））］：このオプショ
ンを選択すると、AFS が有効になります。

– ［Loudspeaker is active when microphone is on（スピーカはマイクがオンになったとき
に有効になります）］：マイクがオンのときに、デバイスのスピーカーを有効にします。

– ［Attenuate headphone when speaking by x dB（発言時にヘッドホンの音量を x dB 下
げる）］：x はテキストボックスまたはスライダを使用して設定できます。x の範囲は 0 ～
12 dB です。マイクがオンのときにデバイスのヘッドホンの音量が下がります。
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– ［Test Tone（テストトーン）］：システム内で音響テストする目的で使用します。［OFF（オフ）］、
［1 kHz］、［Sweep（スイープ）］のいずれかを選択します。
注：［Test Tone（テストトーン）］オプションが選択されている場合、［Test Tone（テストトー
ン）］チェックボックスが［System（システム）］および［Line Input/Output（ライン入出力）］
フィールドに表示されます。

参照項目:
– 音声ルーティングの設定, ページ 55

 

54 ja | 会議アプリケーション DICENTIS

2016.10 | V1.7 | ソフトウェアマニュアル Bosch Security Systems B.V.



音声ルーティングの設定
［LSP］：オーディオ電源スイッチングハブの音声出力 2 が外部音響拡声システムに接続可能な信号を
送信するようにしたい場合は、このモードを使用します。オーディオ電源スイッチングハブでは、次の
ものが設定されます。
– 音声信号レベル。
– 音声のイコライゼーション。
オーディオ電源スイッチングハブの音声入力 2 の信号がフロア信号に追加されます。これらの設定の
概要については、次の図を参照してください。
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図 6.3: LSP（アンビエント音声がオフの場合）
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図 6.4: LSP（アンビエント音声がオンの場合）
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［Recorder (Int floor)（レコーダ（通訳フロア））］：デフォルトの音声 I/O ルーティングモードです。
オーディオ電源スイッチングハブの音声出力 2 が外部音声レコーダに接続可能な信号を送信するよう
にしたい場合は、このモードを使用します。オーディオ電源スイッチングハブは、信号の音量レベルに
影響を与えません。オーディオ電源スイッチングハブの音声入力 2 の信号がフロア信号に追加されま
す。
これらの設定の概要については、次の図を参照してください。
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図 6.5: レコーダ（アンビエント音声がオフの場合）
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図 6.6: レコーダ（アンビエント音声がオンの場合）

［Mix‑minus（ミックスマイナス）］：このモードを使用すると、電話カプラなどを使用して音声入力と
音声出力 2 経由で 2 つのシステムが接続されている場合、ハウリングを抑制できます。
これらの設定の概要については、次の図を参照してください。
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図 6.7: ミックスマイナス（アンビエント音声がオフの場合）
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図 6.8: ミックスマイナス（アンビエント音声がオンの場合）

［Insertion（インサーション）］：このモードを使用すると、オーディオ電源スイッチングハブの音声出
力 2 と音声入力 2 を使用して、外部の音声デバイスからの信号を追加できます。
例：外部オーディオミキサーは、オーディオ電源スイッチングハブの音声出力 2 と音声入力 2 の間で
接続されています。
これらの設定の概要については、次の図を参照してください。
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図 6.9: インサーション（アンビエント音声がオフの場合）
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図 6.10: インサーション（アンビエント音声がオンの場合）
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カメラ設定
［camera settings（カメラ設定）］ページにより、技術者はカメラ設定を素早く簡単に構成／更新する
ことができます。
– 使用しなくなったカメラを簡単に削除できます。
– カメラ名を論理的な名前に変更して、見つけやすくすることができます。
– ハイパーリンクをクリックしてカメラの Web サイトに素早くアクセスできます。
– カメラのタイプが自動的に検出されて表示されます。

［Camera settings（カメラ設定）］は DCNM‑LCC のソフトウェアライセンスがインストールされてい
る場合にのみ使用できます。
 

Camera Settings（カメラ設定）
– ［Overview（オーバービュー）］：オーバービューカメラとして使用するカメラを定義します。

注意!

Bosch の Onvif カメラにファームウェア 5.80 以降が実装され、次の設定が使用されていることを確
認してください。
- H.264。
- 遅延を減らすため、HD Conference Dome のメイン周波数を 50Hz から 60Hz に設定します

（［Settings（設定）］ > ［Advanced mode（詳細モード）］ > ［Camera（カメラ）］ > ［Installer

Menu（インストールソフトウェアメニュー）］）。
- 720p50 または 720p60。
- ターゲットビットレートは 2Mbit/s。
- 大ビットレートは 2.5Mbit/s。
- GOP 長は 15（「I フレーム距離」とも呼びます）。
- B フレームなし、I フレームと P フレームのみ。

– ［Delete（削除）］：接続されなくなったカメラを削除するには、ごみ箱をクリックします。削除さ
れたカメラは、HD-SDI ビデオスイッチャーの構成ファイルからも削除されます。これにより、保
守が容易になります。

– ［Camera name（カメラ名）］：これは、接続されたカメラのデフォルト名です（たとえば、
044000110228010003）。

［Camera name（カメラ名）］列のカメラ名をダブルクリックして、論理的な名前（たとえば
「right-side（右側）」や「front（前側）」）に変更してください。これにより、［Seats and Devices
（座席とデバイス）］ページで座席に割り当てる際にカメラを容易に識別できるようになります。
「座席とデバイス, ページ 60」を参照してください。

– ［Serial number（シリアル番号）］：これは、接続されたカメラのシリアル番号です（たとえば、
044000110228010003）。カメラの Web サイトにアクセスするには、青色のハイパーリンクを
クリックします（カメラの容易な構成が可能になります）。

– ［Type（タイプ）］：これは、接続されたカメラのタイプです（たとえば、PTZ（パン／チルト／ズ
ーム））。

 

追加のビデオストリームの構成
DICENTIS システムには ONVIF カメラを発見する機能があるため、有効な発言者をマルチメディアデ
バイスに表示できます。現時点では、このカメラプロトコルだけがサポートされています。
ただし、その他のビデオ入力ソリューションや、エンコーダを介してビデオを変換する HD カメラを
構成して、サポートされるカメラであるかのように DICENTIS システムで検出されるようにすること
もできます。ビデオストリームは、システム内で使用される標準（たとえば RTSP）に準拠している必
要があります。

6.4.6
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H.264 ストリームは次の情報に従って RTP ストリームでパックされます。
http://www.rfc-base.org/txt/rfc-3984.txt
次のものとして構成できます。
– 直接 RTP ストリーム（ユニキャストとマルチキャスト）。
– RTSP サーバーによって提供される RTP ストリーム（ユニキャストとマルチキャスト）。
H.264 ストリームの設定は次のとおりです。
- 遅延を減らすため、HD Conference Dome のメイン周波数を 50Hz から 60Hz に設定します

（［Settings（設定）］ > ［Advanced mode（詳細モード）］ > ［Camera（カメラ）］ > ［Installer
Menu（インストールソフトウェアメニュー）］）。
– 720p50 または 720p60。
– ターゲットビットレートは 2Mbit/s。
– 大ビットレートは 2.5Mbit/s。
– GOP 長は 15（「I フレーム距離」とも呼びます）。
– B フレームなし、I フレームと P フレームのみ。
 
この構成は、その目的で作成された構成ファイルを編集することによって行われます。このファイルに
は、使用方法の説明が記載されています。ファイルの編集は次の手順で実行します。
1. 管理者権限でメモ帳を起動します。
2. メモ帳で、構成ファイルを開きます（［ファイル］ -> ［開く...］）。
3. ［テキスト文書 (*.txt)］の代わりに［すべてのファイル (*.*)］を選択します。
4. Dcnm インストールディレクトリを参照します。デフォルトは %PROGRAMFILES%\Bosch

\DICENTIS です（通常、%PROGRAMFILES% は C:\Program Files）。
5. 構成ファイル（VideoStreamDeviceConfiguration.xml）を選択して開きます。
6. 編集した後、

– 変更を保存し、
– サーバーコンソールを使用してサービスを停止してから起動すると、構成したビデオストリ

ームが適用されます。

座席とデバイス
この画面の主な目的は、デバイスへの座席の割り当てと、デバイスからの座席の割り当て解除です。

［Rooms（会議室設定）］タブの下にある［Automatic seat assignment（座席の自動割り当て）］チ
ェックボックスをオンにすると、システムに新しく接続されたデバイスは、座席に自動的に割り当てら
れ、（利用できる場合）座席ライセンスが自動的に割り当てられます。
座席の割り当てや割り当て解除を手動で行う場合は、［Rooms（会議室設定）］タブの下にある

［Automatic seat assignment（座席の自動割り当て）］チェックボックスをオンにしてはなりません。
［Assign device to seat（デバイスを座席に割り当て）］ボタンおよび［Unassign devices from seat
（座席からデバイスを割り当て解除）］ボタンを使用して、デバイスを手動で割り当ておよび割り当て解
除します。これらのボタンと関連オプションについては、次のセクションで説明します。
 

［Seats Assignment（座席の割り当て）］ペイン
– ［Configure mode (select on device)（構成モード（デバイスで選択））］チェックボックス：マ

ルチメディアデバイスの場所の確認に使用します。このオプションを選択すると、すべてのマル
チメディアデバイスで［Select device（デバイスを選択）］ボタンが表示されます。このボタン
をクリックすると、次のようになります。
– マイク LED のスイッチがオンになります。
– 座席とデバイス名の隣にある［Select（選択）］列に緑色のチェックマークが表示されます。

この機能は、大きな会議室で座席の位置を確認するとき、特に有用です。
注：［Configure mode（構成モード）］が有効な場合、マルチメディアデバイスは使用でき
ません。
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– ［Rename Seats（座席の名前を変更）］チェックボックス：会議室での座席の位置を示す論理的
な名前（たとえば、Row 1, Seat 1（1 列目の座席 1））を割り当てることができます。

［Configure mode（構成モード）］が有効でこのチェックボックスが選択されている場合は、選
択される 初の座席の名前を入力できます。入力した座席名は、［Select device（デバイスを選
択）］またはマイクボタンをタッチした 初のデバイス／座席に付けられます。連続するデバイス
ごとに、番号が 1 つずつ増加します。座席名としてテキストだけを入力した場合、値は増加しま
せん。

注：座席の名前を変更した後、［Configure mode（構成モード）］を選択解除して、マルチメディアデ
バイスを通常の状態に復元してください。［Configure mode（構成モード）］が有効である場合、会議
を有効にすることはできません。その逆に、会議が進行中のときは［Configure mode（構成モード）］
を使用できません。
– ［Select（選択）］：割り当てられたマルチメディアデバイスの場所の確認に使用します。

行の任意の場所をクリックして選択します（その行は青色で強調表示されます）。［Select（選
択）］の十字線をクリックして、マウスボタンを押したままにします。座席とデバイス名の隣に青
色のチェックマークが表示されます。選択されたデバイスは下側のペインでも示されます。マウ
スのボタンをクリックするたびにデバイスの画面が点滅するので、マルチメディアデバイスに割
り当てられた座席の位置を確認することができます。

– ［Name（名前）］：座席の名前です。このフィールドを選択するには、ダブルクリックします。新
しい座席名を入力することができます。

– ［Status（状態）］：座席に割り当てられたマルチメディアデバイスの状態を表示します。
– 青色のチェックマーク：デバイスは座席に割り当てられています。
– 赤色の十字：デバイスは座席から割り当て解除されています。

– ［Devices（デバイス）］：接続されているデバイスのリストです。
– ［Discuss（議論）］チェックボックス：議論の権限を座席に設定するために使用します。
– ［Manage meeting（会議の管理）］チェックボックス：会議の管理の権限を座席に設定するため

に使用します。
– ［Priority（優先）］チェックボックス：優先の権限を座席に設定するために使用します。
– ［VIS type（VIS タイプ）］（Very Important Seat：VIS）：このドロップダウンリストは、マイク

モードやオープンマイク数に関係なく、座席に追加のマイク権限を割り当てるために使用します。
– ［None（なし）］：VIP 設定は選択されていません。
– ［Button Operated（ボタン操作）］：マイクボタンを一度押すと、マイクが有効になります。

これは、議長のデフォルト設定です。
– ［Ptt Operated（PTT 操作）］：Push‑to‑talk。マイクボタンを押したままの状態でいる間、

マイクが有効になります。この設定は、割り込みマイクの場合にデフォルトで使用されます。
– ［Voting（投票）］：DCNM‑LSVT が利用できる場合、ライセンスが付与された座席に投票機能を

割り当てることができます（DCNM-MMD2、DCNM-DE および DCNM-DVT のみ）。空いていて
利用できるライセンスの数が投票列のヘッダーに表示されます。このオプションを選択すると、
次のようになります。
– 空いている投票ライセンスの数が減ります。
– 投票セッションを管理およびコントロールできます（DCNM-MMD2 または会議アプリケー

ションのみ）。
– ライセンスが付与された DICENTIS デバイスで、デバイスのディスプレイにある色分けされ

た代表ボタンにタッチして投票することができます。
– 投票結果は、色分けされた棒グラフとして会議デバイスのディスプレイ上に自動的に表示さ

れます（会議アプリケーション、マルチメディアデバイスおよび DCNM-DE のみ）。
注：有効な会議内で投票を管理およびコントロールするには、ユーザー権限「Manage
meeting（会議の管理）」が必要です。
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– ［Identification（ID）］：DCNM‑LSID が利用できる場合は、参加者のログイン ID 認証情報を、
ライセンスが付与された座席／マルチメディアデバイスに割り当てることができます（マルチメ
ディアデバイス、DCNM-DE、DCNM-DSL および DCNM-DVT のみ）。空いていて利用できるラ
イセンスの数が ID 列のヘッダーに表示されます。
このオプションを選択すると、次のようになります。
– 空いている ID ライセンスの数が減ります。
– 自由な着席も固定された着席も可能です。
– マルチメディアデバイスのディスプレイに、参加者ウェルカム画面が（参加者の認証情報な

どとともに）表示されます（マルチメディアデバイスおよび DCNM-DE のみ）。
– マルチメディアデバイスのディスプレイ上に、会議参加者ログイン画面を表示できます（マ

ルチメディアデバイスおよび DCNM-DE のみ）。
– マルチメディアデバイスで、ユーザーログイン認証情報をリクエストし、入力できます（マ

ルチメディアデバイスのみ）。
– 会議用の識別方式を構成すると、会議と投票のための出席登録が有効になります。
– DCNM‑LCC が利用できる場合は、カメラ、およびこのカメラのプレポジションを座席に割

り当てることができます。
– ［Language Selection（言語選択）］チェックボックス：DCNM‑LSSL が利用できる場合は、ライ

センスが付与された座席に言語選択機能を割り当てることができます（マルチメディアデバイス、
DCNM-DE および DCNM-DSL のみ）。これによりユーザーは、デバイスで通訳言語を選択するこ
とができます。空いていて利用できるライセンスの数が投票列のヘッダーに表示されます。

– ［Camera（カメラ）］：このドロップダウンリストは、カメラを選択するために使用します。カメ
ラ名は［Camera Settings（カメラ設定）］で変更できます。「カメラ設定, ページ 59」を参照し
てください。

– ［Preposition（プレポジション）］：オーバービューで使用するプレポジションを定義します。「オ
ーバービュー用に選択されたカメラ」がプレポジションをサポートしていない場合、このフィー
ルドは表示されません。

– ［Unassign Devices from Seat（座席からデバイスを割り当て解除）］ボタン：選択したデバイス
を座席から割り当て解除します。
次のようにボタンを使用します。［Devices（デバイス）］列で、割り当て解除するデバイスをク
リックします（その行は青色で強調表示されます）。［Unassign Devices from Seat（座席からデ
バイスを割り当て解除）］ボタンをクリックします。［Status（状態）］列に、割り当てられていな
いデバイスを意味する赤いアイコンが表示されます。割り当てられていないデバイスの詳細は

［Unassigned Devices（未割り当てデバイス）］ウィンドウに表示されます。
– ［Delete empty seats（空席を削除）］ボタン：空席の行を削除します。空席の行は、上記で説明

されているとおり、デバイスが座席から割り当てを解除されたときに作成されます。このボタン
をクリックすると、複数の座席の行が同時に削除されます。

– ［Create empty seat（空席を作成）］ボタン：座席にデバイスを割り当てるために、新しい行を
作成します。

［Unassigned Devices（未割り当てデバイス）］ペイン
– ［Select（選択）］：割り当て解除されたマルチメディアデバイスの場所の確認に使用します。

次のようにボタンを使用します。行の任意の場所をクリックして選択します（その行は青色で強
調表示されます）。［Select（選択）］チェックボックスをクリックして、マウスボタンを押したま
まにします。座席とデバイス名の隣に緑色のチェックマークが表示されます。マウスのボタンを
クリックするたびにデバイスの画面が点滅するので、マルチメディアデバイスの位置を確認する
ことができます。

– ［Name（名前）］：インストール済みコンポーネントの名前（例：EINZ1315-
MeetingApplication、MMD-5811430716101008-MultimediaDevice）。

– ［Type（タイプ）］：デバイスのタイプ（例：MultimediaDevice）。
– ［Serial（シリアル）］：デバイスのシリアル番号（例：5811430716101008）。
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– ［Version（バージョン）］：デバイスのファームウェアのバージョン（例：1.40.7715）。
– ［Assign Device to Seat（デバイスを座席に割り当て）］ボタン：選択したデバイスを座席に割り

当てます。デバイスに不具合のある場合など、既存のデバイスを交換するときにこのボタンを使
用します。
次のようにボタンを使用します。行の任意の場所をクリックして選択します（その行は青色で強
調表示されます）。［Seats Assignment（座席の割り当て）］ペインで、デバイスを割り当てる座
席をクリックします。［Unassigned Devices（未割り当てデバイス）］ペインで、［Assign Device
to Seat（デバイスを座席に割り当て）］ボタンをクリックします。

– ［Create Seat from Device（デバイスから座席を作成）］ボタン：［Seat Assignment（座席の
割り当て）］ペインで新しい座席の行を作成し、選択したデバイスをその座席に割り当てます。
新しい座席の位置を簡単に作成し、自動的にデバイスを割り当てるには、このボタンを使用しま
す。行の任意の場所をクリックして選択します（その行は青色で強調表示されます）。［Create
Seat from Device（デバイスから座席を作成）］ボタンをクリックします。デバイスおよび新し
く作成された座席が［Seats Assignment（座席の割り当て）］ペインに表示されます。

下側の［Overview（概要）］ペイン
このペインでは、マルチメディアデバイス、（オーディオ）電源スイッチングハブ、ビデオスイッチャ
ー、会議アプリケーション、カメラなど、すべてのインストール済みコンポーネントの概要とバージョ
ンおよび状態が表示されます。このペインから、電源オフ機能や音量コントロール機能を有効化できま
す。また、診断にも有用です。
– ［Select（選択）］：マルチメディアデバイスの場所の確認に使用します。
– ［Name（名前）］：インストール済みコンポーネントの名前（例：EINZ1315-

MeetingApplication、MMD-5811430716101008-MultimediaDevice）。
– ［Type（タイプ）］：コンポーネントのタイプ。
– ［Status（状態）］：コンポーネントの動作状態。
– ［Serial Number（シリアル番号）］：コンポーネントのシリアル番号。
– ［Version（バージョン）］：コンポーネントのファームウェアのバージョン。
– ［Has Power Off（電源オフ機能あり）］チェックボックス：デバイスがシステムの電源をオフに

することが許可されます（DCNM-MMD2 のみ）。
– ［Has Volume Control（音量コントロール機能あり） ］チェックボックス：デバイスがマスター

音量を制御することが許可されます（DCNM-MMD2 のみ）。
– ［Dual Use（デュアルモード）］チェックボックス：デバイスを 2 人の参加者が共有できるように

します（DCNM-D、DCNM-DE および DCNM-DSL のみ）。DCNM‑LSDU ソフトウェアライセン
スが必要です。

 

DICENTIS 会議アプリケーション | ja 63

Bosch Security Systems B.V. ソフトウェアマニュアル 2016.10 | V1.7 |



言語選択
– [Language Selection（言語選択）]：DCNM‑LSSL が利用できる場合は、言語選択（通訳）をラ

イセンスが付与された座席／マルチメディアデバイスに割り当てることができます。空いていて
利用できるライセンスの数が言語選択列のヘッダーに表示されます。
ライセンスを選択すると、
– 空きの言語選択ライセンスの数が減ります。
– ライセンスが付与されたマルチメディアデバイスでは、利用できる言語を選択し、聴くこと

ができます。
ここでは、次のものを構成できます。
– DCN Next Generation システムにフロア言語を配信するために使用する Omneo チャネル。
– DCN Next Generation システムから受け取る言語。
– デバイスに言語を表示する方法。
– ［Original（オリジナル）］ – 言語の元の説明を表示します。
– ［Number and abbreviation（番号と略称）］ – ［Languages（言語）］で言語に割り当てられた

番号を、略称とともに表示します。
– ［Number and original（番号とオリジナル）］ – 言語の番号と元の説明を表示します。
– ［Abbreviation（略称）］ – 言語の略称を表示します。
システムチャネルは、少なくとも 1 つの DCNM‑LSSL ライセンスが検出されると、使用できるように
なります。
– ［Floor output from DICENTIS（DCN Multimedia からのフロア出力）］：DCN Next Generation

システムにフロア音声を配信するために使用するデバイスと入力番号を設定します。
– ［Device（デバイス）］：接続されているすべての Omneo デバイスが［Device（デバイス）］

の下に表示されます。矢印を押して、デバイスを選択します。
– ［Omi Input（Omi 入力）］：選択したデバイスの Omi 入力の番号です。上/下の矢印を押し

て、入力番号を選択します。
– ［Languages from DCN Next Generation（DCN Next Generation からの言語）］：DCN Next

Generation システムから通訳言語を配信するために使用するデバイスと出力番号を設定します。
– ［Device（デバイス）］：接続されているすべての Omneo デバイスが［Device（デバイス）］

の下に表示されます。矢印を押して、デバイスを選択します。
– ［Omi Output（Omi 出力）］：選択したデバイスの Omi 出力の番号です。上/下の矢印を押

して、出力番号を選択します。
– ［Languages（言語）］：（通訳言語の）言語名を Omi 出力番号に割り当てます。

– ［Displayed on device（デバイスに表示）］。
 

言語の選択／設定を有効にする
– デバイスで言語を選択できるようにするには、［Seats and Devices（座席とデバイス）］画面で

［Language selection（言語選択）］チェックボックスを選択します。「座席とデバイス, ページ
60」を参照してください。

– 変更した設定をシステムで有効にするには、次のいずれかのようにします。
– 会議を開始します。
– DICENTIS サービスを再起動します。

言語選択の構成
DICENTIS を DCN Next Generation に接続して、通訳を有効にすることができます（次の図を参照）。
DCN Next Generation システムでは次のことが行われます。
– DICENTIS からフロア音声を受信します。
– 通訳言語を DICENTIS に提供します。
 
DCN-IDESK は、DCN Next Generation チャンネルの言語を構成するために使用します。これを行う
方法については、DCN Next Generation 設置マニュアルを参照してください。

6.4.8
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Omneo メディアインターフェイス（PRS-4OMI4）のプッシュ／回転ボタンは、次のものを構成する
ために使用します。
– DICENTIS からフロア音声を受信するために使用する Omneo 入力。これを行うには、次の手順

に従います。
– Omneo 入力番号を選択します。
– フロアの DCN NG チャンネルを構成します（00 は DCN NG のフロアチャンネルです）。

– 通訳言語を DICENTIS に送信するために使用する Omneo 出力。これを行うには、次の手順に従
います。
– Omneo 出力番号を選択します。
– DICENTIS に転送される DCN NG チャンネル（01 ～ 31）を構成します。

DICENTIS アプリケーションは、次のものを構成するために使用します。
– Omneo メディアインターフェイス出力を受信する言語（言語の順序により、DICENTIS デバイス

で言語が表示される方法が決まります）。
– DICENTIS フロア音声が送信される Omneo メディアインターフェイス入力。
 

1 2 3 4 5 6

7

8

9 10 11 12 13

図 6.11: 言語選択の構成

 
1. DCN‑IDESK:

– どの言語がどの出力チャンネルを使用するかを構成するための通訳デスク。
2. LBB 4116：

– 両方の端に成形 6 極円形コネクタが付いている DCN 延長ケーブル。
3. DCN‑CCU2：

– DCN Next Generation および DCN ワイヤレスシステム用のセントラルコントロールユニ
ット。

4. LBB 4416：
– 両方の端にネットワークコネクタが付いている光ネットワークケーブル。

5. Omneo メディアデバイス：
– 各 4OMI4 デバイスで DCNNG チャンネルを構成するためのプッシュ／回転ボタンがある

メディアデバイス。
6. イーサネットケーブル：

– 両方の端にネットワークコネクタが付いているイーサネットケーブル。
7. ネットワークスイッチ：

– デバイスをネットワークで接続します。
8. イーサネットケーブル：

– 両方の端にネットワークコネクタが付いているイーサネットケーブル。
9. DCNM サーバー PC：

– 座席識別ライセンスで、DCNM‑LSSL 言語選択を有効にします。
– 言語選択ライセンスを座席に割り当てます。
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– システムチャンネルを構成します。
10. イーサネットケーブル：

– 両方の端にネットワークコネクタが付いているイーサネットケーブル。
11. DCNM‑APS（オーディオ電源スイッチングハブ）：

– 音声信号を転送、制御、および処理します。
– DICENTIS デバイスに電力を供給します。

12. DCNM‑CBxx：
– DICENTIS コンポーネントを相互に接続するための DCNM システムネットワークケーブ

ル。
13. マルチメディアデバイス、DCNM-DE、DCNM-DSL：

– 参加者は、DICENTIS デバイスでフロアおよび通訳言語を選択することができます。

言語
会議アプリケーションで定義済みの言語は削除できません。ただし、独自の（カスタム）言語を追加ま
たは削除したり、会議の準備中に言語を表示するために使用する並べ替え順序を設定したりすることは
できます。
カスタム言語を追加するには、次の手順を実行します。
1. ［Configure（構成）］ > ［Languages（言語）］に移動します。
2. + 記号をクリックして新しい言語を追加します。リストに空白行が挿入されます。
3. ［Sorting Order（並べ替え順序）］に番号（たとえば 26）を入力します。言語の並べ替え順序の

番号は変更できます。これは、技術者が言語のセットアップを容易に構成するのに役立ちます。
「言語選択, ページ 64」を参照してください。

4. ［Language（言語）］に名前（たとえば「Swahili（スワヒリ語）」）を入力します。これは概要説
明として使用されます。

5. ［Original name（元の名前）］に言語の元の名前を入力します。たとえば、「Swahili（スワヒリ
語）」を「Kiswahili」として表示できます。

6. ［Abbreviation（略称）］に言語の略称を入力します。たとえば SW です。「Swahili（スワヒリ
語）」を OMI 出力 2 に割り当てた場合、ディスカッションおよびマルチメディアデバイスでは

「26 Kiswahili」（番号と元の名前）として表示できます。言語が表示される方法は、［Language
Selection（言語選択）］ > ［Language is displayed on device as（デバイスで言語を次のよう
に表示）］で選択した設定によって決まります。

カスタム言語を削除するには、削除する行を選択して - 記号をクリックします。

6.4.9
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会議後のツール
インストール済みのライセンスとシステム設定に応じて、DICENTIS システムでは会議後の分析（つま
り、会議の議事録作成）に使用できる XML 会議メモファイルと投票結果ファイルを自動的に作成でき
ます。会議メモファイルと投票結果ファイルには独自の XSLT スタイルシートがあり、これによって
XML の内容をブラウザに簡単に表示できます。これらのスタイルシート内の「ルックアップテーブル」
を変更して、たとえばローカル言語で情報が表示されるようにすることもできます。詳細については、
続くセクションを参照してください。

会議メモファイル
準備された会議が有効になると（ソフトウェアモジュール DCNM‑LMPM が必要です）、XML 会議メモ
ファイルが作成されます。会議中、対象となるデータはこのファイルに保存されます。会議が無効にな
ると、このファイルは閉じられます。
デフォルトでは、XML 会議メモファイル（改ざん検知機能付き）はサーバー PC に保存されます。必
要に応じて、ファイルの保存場所を変更できます。「会議室設定, ページ 50」セクションの「Meeting
notes location（会議メモの場所）」にある説明を参照してください。
デフォルトでは、次のフィールド名が会議用に作成されます。
Meeting（会議）：
– Name（名前）
– 説明
– URL
– Activated（有効化済み）
– Opened（開始済み）
– Closed（終了済み）
– De-activated（有効化解除済み）
List of all present participants（出席しているすべての参加者のリスト）
– Participant name（参加者の名前）
– Group（グループ）
– Login time（ログイン時刻）
List of absent participants（欠席している参加者のリスト）
– Participant name（参加者の名前）
– Group（グループ）
Agenda（議題）：
– Name（名前）
– 説明
– URL
– Opened（開始済み）
– Closed（終了済み）
List of all present participants（出席しているすべての参加者のリスト）
– Participant name（参加者の名前）
– Group（グループ）
– Login time（ログイン時刻）
List of absent participants（欠席している参加者のリスト）
– Participant name（参加者の名前）
– Group（グループ）
Voting round details（投票の詳細）
– Reference number（参照番号）
– Subject（題材）
– 説明
– Opened（開始済み）

7

7.1
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– Closed（終了済み）
– State（都道府県）
– URL
– Answer set（回答セット）
– Voting type（投票タイプ）
– Voting timer type（投票タイマータイプ）
会議と議題項目に関する参加者の出欠記録には、ソフトウェアモジュール DCNM‑LPD および
DCNM‑LSID が必要です。出欠記録は、API を通じてサードパーティ製システムでも使用できます。
会議用の投票の詳細には、ソフトウェアモジュール DCNM-LVPM および DCNM-LSVT が必要です。
会議メモを表示するには、次の手順に従います。
1. DICENTIS サーバーで会議メモの保存先として選択したフォルダを参照します。「会議室設定, ペ

ージ 50」セクションの「Meeting notes location（会議メモの場所）」にある説明を参照してく
ださい。XML ファイルが案件名と日時の順に表示されます。

2. Web ブラウザ（Mozilla Firefox、Google Chrome、または Internet Explorer）を使用して XML
ファイルのいずれかを開きます。表示されたブラウザのページは、保存したり印刷したりするこ
とができます。

参照項目:
– 会議室設定, ページ 50

投票結果ファイル
投票結果ファイル
準備された投票が開始されると（ソフトウェアモジュール DCNM‑LVPM および DCNM‑LSVT が必要
です）、XML 投票結果ファイルが作成されます。投票中、対象となるデータはこのファイルに保存され
ます。投票が終了すると、投票結果ファイルは閉じられます。
デフォルトでは、XML 投票結果ファイル（改ざん検知機能付き）はサーバー PC に保存されます。必
要に応じて、ファイルの保存場所を変更できます。
デフォルトでは、次のフィールドが投票用に作成されます。
Meeting（会議）：
– Name（名前）
– 説明
– URL
Agenda（議題）：
– Subject（題材）
– 説明
– URL
Voting round（投票）
– Reference Number（参照番号）
– Subject（題材）
– 説明
– Opened（開始済み）
– Closed（終了済み）
– State（都道府県）
– URL
– Answer set（回答セット）
– Voting type（投票タイプ）
– Voting timer type（投票タイマータイプ）
投票結果ファイルを表示するには、次の手順に従います。

7.2
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1. DICENTIS サーバーで会議メモの保存先として選択したフォルダを参照します。「会議室設定, ペ
ージ 50」セクションの「Meeting notes location（会議メモの場所）」にある説明を参照してく
ださい。XML ファイルが案件名と日時の順に表示されます。

2. Web ブラウザ（Mozilla Firefox、Google Chrome、または Internet Explorer）を使用して XML
ファイルのいずれかを開きます。表示されたブラウザのページは、保存したり印刷したりするこ
とができます。

XSLT スタイルシートの変更
投票結果が保存される場所には会議メモファイルと投票メモファイル用の XSLT スタイルシートが含
まれており、これによって XML の内容をブラウザに簡単に表示できます。
これらの XSLT スタイルシート内の「ルックアップテーブル」を変更して、たとえばローカル言語で
情報が表示されるようにすることもできます。これを行うには、次の手順に従います。
1. DICENTIS サーバーで会議メモの保存先として選択したフォルダを参照します。「会議室設定, ペ

ージ 50」セクションの「Meeting notes location（会議メモの場所）」にある説明を参照してく
ださい。

2. XSLT スタイルシートのバックアップを作成します。
3. ソースコードエディタ（たとえば Notepad++）を使用して XSLT スタイルシートを開きます。
4. ルックアップテーブルで、select 値を必要に応じて変更します。name 値は変更しないでくださ

い。次の例を参照してください。
 
select のデフォルト設定：

<xsl:variable name="variableMeeting" select="'Meeting'" />
<xsl:variable name="variableMeetingName" select="'Name: '" />
<xsl:variable name="variableDescription" select="'Description: '" />
 
ローカル言語用に変更した select 値：

<xsl:variable name="variableMeeting" select="'Vergadering'" />
<xsl:variable name="variableMeetingName" select="'Naam: '" />
<xsl:variable name="variableDescription" select="'Beschrijving: '" />

ソフトウェア更新後のスタイルシートへのカスタム設定の追加
DICENTIS ソフトウェアが更新されても、既存の XSLT スタイルシートは上書きされません。上書きさ
れるとカスタム設定がすべて削除されてしまうからです。その代わり、インストールソフトウェアは、

新の更新がすべて含まれた新しいバージョンのスタイルシートをデフォルトの :\ProgramData
\Bosch\DICENTIS\ ディレクトリ、または結果を保存する場所を変更した場合に入力した場所にコピ
ーします。
この新しいスタイルシートを更新するには（また、以前のスタイルシートから任意のカスタム設定を追
加するには）、次の手順に従います。
 
MeetingResult.xslt スタイルシート：
1. MeetingResult.xslt の名前を適切な名前（たとえば MeetingResult_old1.xslt）に変更します。
2. 自動的に作成された MeetingResult_new.xslt を開き、MeetingResult_old1.xslt に行ったのと

同じカスタム設定を適用します。
3. 必要に応じて、任意の新しいカスタム設定を MeetingResult_new.xslt に追加します。
4. MeetingResult_new.xslt の名前を VotingResult.xslt に変更します。
 
VotingResult.xslt スタイルシート：
1. VotingResult.xslt の名前を適切な名前（たとえば VotingResult_old1.xslt）に変更します。

7.3
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2. 自動的に作成された VotingResult_new.xslt を開き、VotingResult_old1.xslt に行ったのと同
じカスタム設定を適用します。

3. 必要に応じて、任意の新しいカスタム設定を VotingResult_new.xslt に追加します。
4. VotingResult_new.xslt の名前を VotingResult.xslt に変更します。
 
注：インストールソフトウェアは、ソフトウェアの更新中、MeetingResult_new.xslt と
VotingResult_new.xslt を常に上書きします。そのため、どのようなカスタム設定もこれらの名前の
ファイルに保存してはなりません。
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システム拡張
DICENTIS 会議システムには小規模から、中規模、大規模システムまでの拡張性があります。
小規模な DICENTIS 会議システム（「システムの概要, ページ 10」を参照）は、以下で構成されていま
す。
– 大 100 台の DICENTIS ディスカッションまたはマルチメディアデバイス
– すべてのデバイスは 1 つのサブネットに含まれています
– オーディオ処理用の DICENTIS オーディオ電源スイッチングハブ 1 台
– DICENTIS サービスをホストするサーバー PC 1 台
 
100 台を超えるディスカッションまたはマルチメディアデバイスのあるシステムには ARNI（Audio
Routed Network Interface）が必要です。システムのセットアップについては、ハードウェア設置マ
ニュアルの「システム拡張」を参照してください。
ARNI は、単一サブネット上の DICENTIS デバイス数を増やしたり、複数の DICENTIS システムサブ
ネットを接続したりするために使用されます。複数のサブネットが必要な場合は、2 種類の ARNI を使
用する必要があります。
– OMN‑ARNIS（ARNI S OMNEO インターフェイス）：ARNI S は、DICENTIS ディスカッションま

たはマルチメディアデバイスが 100 台を超えるほどシステムサイズを拡大する場合に必要です。
そのサブネットで 大 450 台の DICENTIS ノードがサポートされます。そのサブネットで
DHCP サーバーとしても機能します。

– OMN‑ARNIE（ARNI E OMNEO インターフェイス）：ARNI E は、DICENTIS ノードが 450 台を
超えるほどシステムサイズを拡大する場合に必要です。そのサブネットで 大 450 台の
DICENTIS ノードがサポートされます。そのサブネットで DHCP サーバーとしても機能します。
それぞれ ARNI S がある、 大 40 個のサブネットを接続してまとめることができます。

注意!

DICENTIS 会議システムでは、冗長 ARNI はサポートされていません。

 

注意!

ARNI の詳しい説明は、ARNI のマニュアルにあります（www.boschsecurity.com > DICENTIS 製品
関連情報）。

 

DICENTIS 会議システムサブネットと ARNI の前提条件
– 100 台を超える DICENTIS デバイスが必要である場合、システムで ARNI が使用されます。
– 複数のサブネットが使用される場合、DICENTIS PC サーバーが存在するサブネットに ARNI‑E が

必要であり、残りのサブネットに ARNI‑S が必要です。
– ARNI Configuration Tool を使用する必要があります。これは、DICENTIS システムサーバーソ

フトウェアのインストール後、スタートメニューにあります。
– ARNI を構成するときは、DICENTIS サーバー PC サービスが実行中でないことを確認してくださ

い。サービスはサーバーコンソールを使用して停止します。
– ARNI を構成するときは、ARNI を直接（間に（管理されている）スイッチを使用しないで）PC

に接続してください。
– マルチサブネット構成をセットアップするときは、ARNI を 1 つずつ PC に接続して構成してく

ださい。
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ARNI の構成
1. 必要／リクエストがあれば、ARNI を OMNEO ファームウェアアップグレードツールで

DICENTIS システム設定によってすでに利用できるかインストールされているファームウェアバ
ージョンにアップグレードします。

2. ARNI Configuration Tool を起動します。
3. ARNI Configuration Tool のウィザード手順に従って、1 つまたは複数の ARNI を構成します。追

加情報：
– 冗長化して作業していない場合、ARNI のタイプが常に優先されます。
– 特にシステムで複数の ARNI が使用されている場合、各 ARNI に名前を付けてください。
– IGMP querier が無効になっていることを確認してください。
– すべての ARNI に対して DHCP を有効にしてください。
– ARNI の IP アドレスを変更する必要がある場合は、ARNI Configuration Tool で ARNI を初

期設定値にリセットします。「Restore factory defaults（初期設定に戻す）」機能を使用し
ます。

VLAN のあるスイッチの構成
VLAN のあるスイッチを構成するには、以下を確認します。
– DICENTIS デバイス、DCNM‑APS および DCNM‑PS ユニットを含むすべての VLAN について、

ARNI を DHCP サーバーとして使用します。その他の VLAN には、他の任意の DHCP サーバーを
使用できます。

– すべてのポートに対して IGMP スヌーピングを有効にします。
– すべての VLAN の間でマルチキャストルーティングを有効にします。「dense‑mode」ルーティン

グモードを使用します。
– すべての VLAN の間でユニキャストルーティングを正しく構成します。
– MTU 1500 以上を使用します。
– IGMP スヌーピングを 70 秒（通常、10 秒間隔で 7 回再試行）以上に設定します。
– モード「pvst」へのスパニングツリープロトコルを有効にします。
– IGMP バージョン 3 を使います。
– マルチキャストでの登録タイムアウトを 1 秒に設定します。

参照項目:
– システムの概要, ページ 10
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外部 HD‑SDI スイッチャの構成
詳細情報
外部ビデオスイッチャーサービスを DICENTIS 会議システムに追加して、HD‑SDI ビデオ信号を動的に
スイッチングすることができます。これにより、ドームカメラからのビデオ信号がホールディスプレイ
に低遅延で表示されます。
 

!

注意!

サードパーティのビデオスイッチャーを正しく動作させるには、スイッチャーサービスを正しく構成
する必要があります。

ハードウェア／ソフトウェア要件
– DICENTIS ソフトウェアを実行しているサーバー PC。
– サーバー PC に Bosch DICENTIS Ext.VideoSwitcher サービスがインストールされているこ

と。
– DCNM‑LCC DICENTIS カメラコントロールライセンス。
– HD‑SDI スイッチャー：次のスイッチがサポートされています。
– TvOne S2‑108HD と組み合わせた TvOne C2-2355A。
– Kramer MV‑6。
– TvOne CORIOmatrix。
– TvOne C2-2355A および Kramer MV‑6 のみ：HD‑SDI スイッチング機器に送信されるマルチキ

ャストデータをフィルタするネットワークスイッチ（これは、IGMP スヌーピング経由で、また
は独立した VLAN を作成することで可能になります）。

– 1 つのシステムでサポートされる HD‑SDI ビデオスイッチャーは 1 個だけです。

注意!

HD‑SDI ビデオスイッチャーを制御するには、まず External Video サービスをインストールする必要
があります。このサービスは、DICENTIS セットアップウィザードの一部です。インストール中に、

［Bosch DICENTIS Ext.VideoSwitcher］チェックボックスが選択されていることを確認してくださ
い。このチェックボックスは、デフォルトでは選択されていません。サービスがインストールされた
ら、サービスを設定する必要があります。

 

構成手順
External Video サービスは、主に 3 つの入力で動作します。
– HD‑SDI スイッチャーの詳細
– プレゼンテーションソースの入力の詳細
– カメラ名の詳細
これらの入力を設定するには、次の手順に従います。
1. XML エディタを使用して、次のファイルを開きます。

C:\Program Files\Bosch\DICENTIS\Configuration\Config.xml
2. スイッチャーのセクションで、使用している HD‑SDI スイッチャーへの接続を構成します。構成

ファイルの内容を削除しないように注意してください。次の例を参照してください。
– VideoSwitchers Model は “TvOne”、“Kramer” または “TvOneCorioMatrix” です。
– VidSwitchPort はビデオスイッチのポート番号です。

TvOne と TvOneCorioMatrix の場合はデフォルトで 10001 です。
Kramer の場合はデフォルトで 5000 です。

9
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– VidSwitchIPaddress（例：192.168.0.80）は、スイッチャーの IP アドレスです。
– VidSwitchUserName はスイッチャーの管理者のユーザー名です

（TvOneCorioMatrix の場合のみ使用されます）。
– VidSwitchPassword はスイッチャーの管理者のパスワードです

（TvOneCorioMatrix の場合のみ使用されます）。
<VideoSwitchers Model="TvOne"> 

  <VideoSwitcher> 

    <VidSwitchPort>10001</VidSwitchPort> 

    <VidSwitchIPaddress>192.168.0.80</VidSwitchIPaddress> 

    <VidSwitchUserName></VidSwitchUserName> 

    <VidSwitchPassword></VidSwitchPassword> 

  </VideoSwitcher> 

</VideoSwitchers> 

3. プレゼンテーションソース（例：RGB）がある場合、次の例のように、<VideoSwitchInput> の
間にプレゼンテーションソースの入力を入力します。プレゼンテーションソースがない場合は、
<PresentationConfig> を削除しないでください。
– TvOne は、RGB と DVI という 2 つのプレゼンテーションソースの入力をサポートしていま

す。None と入力することもできます。
［RGB］：プレゼンテーションは VGA ポートから取得されます。
［DVI］：プレゼンテーションは DVI ポートから取得されます。
［None］：プレゼンテーションはありません（ビデオスイッチャーは、プレゼンテーション
モード中にプレゼンテーションソースにスイッチしません。その代わり、カメラ画像を表示
し続けます）。

– Kramer には VGA 入力または DVI 入力がありません。そのため、Kramer MV-6 を使用する
場合は、None と入力する必要があります。

– TvOneCorioMatrix は None または Slot_<X>_in_<Y> のような特定の入力をサポートしま
す。
例：Slot_5_in_1 （スロット 5 に挿入された SDI 入力カードの入力 1 の場合）。
<PresentationConfig> 

  <PresentationSources> 

    <VideoSwitchInput>RGB</VideoSwitchInput> 

  </PresentationSources> 

</PresentationConfig> 

4. 次の例のように、システムは使用できるカメラを検出し、構成ファイルに詳細を追加します。
– <CameraId>、<CameraName>、および <CameraState> は、システムによって生成された

読み取り専用の値です。これらの値は変更しないでください。
– <CameraState> の値の意味は次のとおりです。

［True］：アクティブな発言者がいて、プレゼンテーションが非アクティブである。
［False］：アクティブな発言者がおらず、プレゼンテーションがアクティブである。

– <VideoSwitchInput> の入力はカメラの場所を示します。
1 ～ X（数字）（TvOne および Kramer モデルの場合）。
Slot_<X>_in_<Y>（TvOneCorioMatrix の場合）。
例：Slot_5_in_1 （スロット 5 に挿入された SDI 入力カードの入力 1 の場合）。
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<CameraConfig> 

 <Camera> 

  <CameraId>99bfb876-59eb-39af-9d3b-b64d0cbc4957</CameraId> 

  <CameraName>044000110225010081</CameraName> 

  <VideoSwitchInput>1</VideoSwitchInput> 

  <CameraState>false</CameraState> 

 </Camera> 

 <Camera> 

  <CameraId>9939afb876-39af-59eb-9d3b-b64d0cbc4587</CameraId> 

  <CameraName>0440240110225012382</CameraName> 

  <VideoSwitchInput>2</VideoSwitchInput> 

  <CameraState>false</CameraState> 

 </Camera> 

</CameraConfig> 

5. 外部ビデオスイッチャーが TvOneCorioMatrix とともに使用される場合、次の例のように出力を
設定する必要があります。
– 別のスイッチャーモデルを使用している場合、<OutputConfig> を削除しないでください。
– <VideoSwitchOutput> は Slot_<X>_out_<Y> のような特定の方法で TvOneCorioMatrix

の出力を記述します。
例：Slot_3_out_1 （スロット 3 に挿入された SDI 出力カードの出力 1 の場合）。
<OutputConfig> 

  <Output> 

    <VideoSwitchOutput></VideoSwitchOutput> 

  </Output> 

</OutputConfig> 

注意!

スイッチャーモデルや IP ポート などスイッチャーの情報が変更されると、外部ビデオスイッチャー
のサービスを再起動する必要があります。
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シノプティックマイクコントロール
詳細情報
議長または書記は、発言者室のビジュアルレイアウト経由で発言を許可または停止することによって会
議を管理し、議論をより生産的なものにすることができます。この機能は 2 つの部分で構成されてい
ます。
– シノプティックマイクコントロールの構成
– シノプティックマイクコントロールの管理

構成手順
シノプティックマイクコントロールは、サーバーソフトウェアとともに自動的にサーバー PC にインス
トールされます。“Synoptic” というユーザーアカウントが自動的に作成されます。このユーザーは、
Web アプリケーションと DICENTIS サーバーの間の通信に必要です。
前提条件
– このページを使用するには、ログイン中のユーザーが「Configure System（システムの構成）」

権限を持つユーザーグループ（たとえば管理者ユーザー）に属している必要があります。
 
会議アプリケーションでシノプティックコントロールを構成するには、次の手順を実行します。
1. ［Configure（構成）］ > ［Users（ユーザー）］に移動します。

– “Synoptic” というユーザーアカウントが正しく作成されたかどうかを確認します。
– シノプティックユーザーのパスワードは “synoptic” です。

2. Web アドレス「https://<serverpc>:31416」に移動します。
– 例外を追加し、シノプティックマイクコントロールを実行するすべてのクライアントについ

て、提案された証明書を受け入れます。
3. ユーザー "Synoptic" を使用して会議アプリケーションにログインします。

– ［Select background（背景を選択）］ボタンをクリックし、会議室に適した背景を選択しま
す。

– ［Start configuration（構成を開始）］ボタンをクリックします。
– シノプティックアイコンを、会議室内の物理的な座席位置にドラッグアンドドロップします。

［Show grid（グリッドを表示）］と［Snap to grid（グリッドに合わせる）］を使用すると、
（大きい）会議室で容易に配置できます。

– 青色の + および - 記号を使用して、アイコンのサイズを調整します。
– レイアウトに満足できたら、［Stop configuration（構成を停止）］をクリックします。

4. 会議アプリケーションで［Seats and devices（座席とデバイス）］に移動します。
– デバイス <serverpc> Web クライアント用の座席を作成します。
– 座席に論理的な名前（たとえば「Synoptic control（シノプティックコントロール）」）を付

けます。
– 座席に「Manage meeting（会議の管理）」権限を付与します。これは、シノプティックでマ

イクのオン／オフを切り替えるために必要です。
5. 参加者の写真が使用可能な場合、シノプティックコントロールに表示するには次の手順を実行し

ます（DCNM-LPD が必要です）。
– Web アドレス「https://<serverpc>:31418」に移動します。
– 例外を追加し、シノプティックマイクコントロールを実行するすべてのクライアントについ

て、提案された証明書を受け入れます。
– 参加者の写真がシノプティックマイクコントロールに表示されます。

シノプティックマイクコントロールの管理
前提条件
– 初めてのログインであり、参加者の写真を使用しています。
注：これを行っていない場合、シノプティックマイクコントロールを使用することはできません。
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初めてのログインであり、参加者の写真を使用している場合
1. シノプティックコントロールに初めてログインする際は、次の手順を実行します。

– Web アドレス「https://<serverpc>:31416」に移動します。
– 例外を追加し、シノプティックマイクコントロールを実行するすべてのクライアントについ

て、提案された証明書を受け入れます。
2. シノプティックコントロールで参加者の写真を初めて使用する場合（DCNM-LPD が必要です）

– Web アドレス「https://<serverpc>:31418」に移動します。
– 例外を追加し、シノプティックマイクコントロールを実行するすべてのクライアントについ

て、提案された証明書を受け入れます。参加者の写真がシノプティックマイクコントロール
に表示されます。

 
発言者のマイクを管理する
1. 初めてのログインで参加者の写真が使用されたことを確認します。
2. シノプティックコントロールに次のようにログインします。

– 「Activate meeting（会議を有効化）」権限を持つユーザーのユーザー名とパスワードを使用
します。
または

– 会議が有効化済みである場合は、「Manage meeting（会議の管理）」権限を持つ参加者のユ
ーザー名とパスワードを使用します。

3. 必要に応じて発言者のマイクを管理するには、次の手順を実行します。
– シノプティックアイコンをクリックすると、発言していない発言者に発言を許可できます。
– 発言者が発言している場合、シノプティックアイコンをクリックすると、発言を停止できま

す。
シノプティックアイコンはさまざまな色で表示され、発言者の状態を示します。
– 発言中である - 赤色
– 発言中でない - 灰色
– 発言を待機中である - 緑色
– 発言者リストの先頭にある - 緑色の点滅
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システムアクティベーション Web サイト
システムアクティベーションサイト Web サイト（https://license.boschsecurity.com）は、「システ
ムの 初の有効化, ページ 25」および「その他のフルフィルメント／ライセンスの追加, ページ 25」
で説明されているように、DICENTIS ライセンスを有効化するために使用します。
この Web サイトは、次の目的で使用することもできます。
– 受け取った（有効になっているものとそうでないものを含む）ライセンスを表示する。
– ユーザーを作成して保守する。
– （サブ）ディーラーを作成して保守する。
 
次のタイプのユーザーには、ログイン中にユーザー権限が割り当てられます。
– 管理者ユーザー：ユーザーおよびディーラーアカウントを変更できます。［Manage license（ラ

イセンスの管理）］ページにアクセスすることはできません。
– 物流ユーザー：ディーラーに注文を割り当てることができます。［Manage license（ライセンス

の管理）］、［Manage users（ユーザーの管理）］、および［Manage dealers（ディーラーの管理）］
ページにアクセスすることはできません。

– 技術者：フルフィルメントを有効化、返却、および修理することができます。［Manage users
（ユーザーの管理）］および［Manage dealers（ディーラーの管理）］ページにアクセスすること
はできません。

 
この Web サイトにアクセスするには、次の手順を実行します。
1. Web ブラウザに「https://licensing.boschsecurity.com/StartPage.aspx」と入力します。次の

ページが表示されます。

図 11.1: システムアクティベーションサイトのログインページ

 
1. ページの左上にあるドロップダウンリストを使用して、必要な言語を選択します。
2. ［Login（ログイン）］をクリックし、［User name（ユーザー名）］と［Password（パスワード）］

を入力します。
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3. 青色の［Login（ログイン）］ボタンをクリックします。［Overview（概要）］ページが表示され
ます。

注：パスワードを忘れた場合は、［Login（ログイン）］ > ［Forgotten your password?（パスワード
を忘れましたか?）］をクリックして新しいパスワードをリクエストできます。

Overview（概要）
ログインの後、デフォルトでは［Overview（概要）］ページが表示されます。このページは、組織に
提供されたアクティベーション ID（有効になっているものとそうでないもの）を示します。
– ページの右側にある青色の左／右矢印をクリックすると、次または前のページが表示されます。
– 列の上部にある青色の上／下矢印をクリックすると、注文のアルファベット順を変更できます。
注文を検索する
既存の注文を検索するには、［Search for Orders（注文の検索）］フィールドを使用します。これを行
うには、次の手順に従います。
1. ［Enter the search text（検索テキストを入力）］フィールドに、注文番号を入力します。
2. ［Search For（検索対象）］ドロップダウンリストから［Sales order（販売注文）］を選択しま

す。
3. ［Search（検索）］をクリックします。検索結果が表示されます。
 

販売注文
［Sales order（販売注文）］列にある青色のハイパーリンクのいずれかをクリックすると、［Order
details（注文の詳細）］が表示されます。
– ［Order number（注文番号）］：［Sales order（販売注文）］列（読み取り専用）から得られた注

文番号。
– ［Create date（作成日）］：注文が作成された日付（読み取り専用）。
– ［Assign order（注文の割り当て）］：組織内のディーラーにライセンスを割り当てるには、この機

能を使用します（これを行う前に組織を作成する必要があります）。技術者は、組織に割り当てら
れたライセンスだけを有効にできます。ライセンスを組織に割り当てるのは、消失を防ぐためで
す。
– ［Select Dealer（ディーラーの選択）］：注文を割り当てるディーラーをクリックします。
– ［Dealer ID（ディーラー ID）］：ディーラーの一意の ID 番号（読み取り専用）。
– ［Assign order（注文の割り当て）］ボタン：選択したディーラーに注文を割り当てます

（「Logistics user（物流ユーザー）」権限が必要です）。
Dealer（ディーラー）
ディーラーの名前。
Location（場所）
青色のハイパーリンクのいずれかをクリックすると、［System details（システムの詳細）］が表示さ
れます。1 つのシステムに複数の販売注文を含めることができます（必要に応じてライセンスを追加で
きます）。
特に次の情報が表示されます。システムのインストール場所、住所、電子メールアドレス、システムソ
フトウェアの有効化の日付、およびソフトウェアメンテナンス契約の満了日です。
Customer（カスタマー）
カスタマーの名前。
City（都市）
カスタマーの所在都市。
Activation ID（アクティベーション ID）
ライセンスを有効にするためのアクティベーション ID。
Activation date（有効化の日付）
ライセンスが有効化された日付。
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Manage license（ライセンスの管理）
前提条件
– このページを使用するには、ログインしたユーザーが「Technician（技術者）」ユーザー権限を持

っている必要があります。
 

［Manage license（ライセンスの管理）］ページは、フルフィルメントを有効化、返却、および修理す
るために使用します。
Browse（参照）
必要な XML ファイルを選択するには、このボタンを使用します。
Process（処理）
選択した XML ファイルを処理するには、このボタンを使用します。

Manage users（ユーザーの管理）
前提条件
– このページを使用するには、ログインしたユーザーが「Admin user（管理者ユーザー）」ユーザ

ー権限を持っている必要があります。
 
Web サイトにアクセスしてライセンスを有効化できる技術者用のユーザーアカウントを作成するに
は、［Manage users（ユーザーの管理）］ページを使用します。
Create Technician（技術者の作成）
新しい技術者を作成するには、このボタンをクリックします。必須フィールドである［First name

（名）］、［Last name（姓）］、［User name（ユーザー名）］、および［Email address（電子メールアド
レス）］に入力してください。入力した情報は、［Manage users（ユーザーの管理）］ページの列に表
示され、「Technician（技術者）」権限の列のチェックボックスが選択されます。
Edit（編集）
技術者の名、姓、および電子メールアドレスを変更するには、このハイパーリンクをクリックします。
設定を保存または破棄するには、［Save（保存）］または［Cancel（キャンセル）］をクリックします。
Delete（削除）
選択した技術者を削除するには、このハイパーリンクをクリックします。操作の確認を求めるダイアロ
グボックスが表示されます。

Manage dealers（ディーラーの管理）
前提条件
– このページを使用するには、ログインしたユーザーが「Admin user（管理者ユーザー）」ユーザ

ー権限を持っている必要があります。
 

（サブ）ディーラーを表示して管理するには、［Manage dealers（ディーラーの管理）］ページを使用
します。通常、このページは Bosch ディーラーが注文を（サブ）ディーラーに割り当てるために使用
します。
 

Create dealer（ディーラーの作成）
アクティベーション ID（販売注文）の割り当てを受けることができるサブ組織を作成するには、この
ボタンをクリックします。サブ組織は、次の情報だけを見ることができます。
– 自身に割り当てられたアクティベーション ID。
– 自身が設置したシステム。
注文は［Overview（概要）］ページで（サブ）ディーラーに割り当てられます。「Overview（概要）」
を参照してください。

11.2
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必須フィールドである［Dealer ID（ディーラー ID）］、［Dealer name（ディーラー名）］、［First name
（名）］、［Last name（姓）］、［User name（ユーザー名）］、および［Email（電子メール）］に入力して
ください。入力したディーラー ID、ディーラー名、管理者ユーザー名、および管理者電子メールアド
レスは［Manage dealers（ディーラーの管理）］ページに表示されます。
Dealer ID（ディーラー ID）
ディーラー名や管理者の詳細を変更するには、［Dealer ID（ディーラー ID）］列にある青色のハイパー
リンクのいずれかをクリックします。設定を保存するか［Manage dealers（ディーラーの管理）］ペ
ージに戻るには、［Save（保存）］または［Back（戻る）］をクリックします。
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ヒント
この章には次の情報が記載されています。
– デバイスへの他のキーボードの追加, ページ 82
– （リモート）SQL server を DICENTIS に接続, ページ 83
– NetTime オプションの変更, ページ 86
– DICENTIS ソフトウェアを前のバージョンにダウングレード, ページ 87
– クリーンデータベースの作成, ページ 88
– 既存のデータベースのインポート, ページ 88
– データベースのコピーの作成, ページ 89
– フェイルセーフモードからのデバイスの復旧, ページ 89
– 不具合のあるデバイスの交換, ページ 89
– （ドキュメント、画像、プレゼンテーション）ファイルのアップロードとアクセス, ページ 90
– 幹事の PC を他の VLAN で DICENTIS サーバーとして使用できるように構成する, ページ 86
– コントロールの暗号化の無効化, ページ 87

デバイスへの他のキーボードの追加
必要な場合は、他の非ヨーロッパ系言語のキーボード（中国語や韓国語のキーボードなど）を DICENTIS
デバイスに追加することができます。
別の言語の Android キーボードを追加するには、まずそのキーボード用の APK をアップロードしてか
ら、次のセットアップ手順に従います。APK のアップロードの詳細については、「デバイスへのサード
パーティ製アプリケーションの追加, ページ 21」を参照してください。
次に APK の例を 2 つ挙げます。
– com.google.android.inputmethod.korean-0.91.apk、韓国語、877 KB
– com.google.android.inputmethod.pinyin-3.2.1.65352638.apk、中国語、12.103 KB

セットアップ手順
DICENTIS デバイスで、次の手順に従います。
1. ホームアイコンを押してから［WWW］を押し、インターネットブラウザを開きます。
2. ブラウザのアドレスバーを押してキーボードを表示します。
3. キーボードの右下にある「スライダアイコン」を押します。
4. ［Input Languages（入力言語）］を押します。
5. ［Use system language（システム言語を使用）］チェックボックスをオフにする。
6. リストから言語を 2 つ以上選択します。
7. ブラウザでアドレスバーを押してキーボードを表示します。
8. Bosch のロゴの隣にある「Android ボタンバー」にある「キーボードアイコン」を押します。
9. ［Set up input methods（入力方法を設定）］を押します。
10. 他のキーボードを確認します。
11. ブラウザでアドレスバーを押してキーボードを表示します。
12. Bosch ロゴの隣にある「Android ボタンバー」にある「キーボードアイコン」を押します。
13. 使用するキーボードを選択します。
 

注意!

追加のキーボードは、各 DCNM-MMD2 デバイスで個別に構成する必要があります。

 

12

12.1

 

82 ja | ヒント DICENTIS

2016.10 | V1.7 | ソフトウェアマニュアル Bosch Security Systems B.V.



注意!

追加のキーボードは、ファームウェアのアップグレード後、再構成する必要があります。

 

（リモート）SQL server を DICENTIS に接続
必要なもの
必要なファイルと情報は次のとおりです。
– メモ帳や Notepad++ のようなテキストエディタ。ファイルの変更に使用します。
– DICENTIS のインストールフォルダ（通常は C:\Program Files\Bosch\DICENTIS）にあるデー

タ接続の構成ファイル Bosch.Dcnm.Service.dll.config。
– 使用する SQL server の名前（デフォルト：.SQLEXPRESS）。この SQL server は、DICENTIS

PC からアクセスできなければなりません。
– DICENTIS データベースに接続するための認証情報。これは、Windows 認証または SQL 認証の

いずれかです。
– DICENTIS データベースの名前（デフォルト：DcnmDatabase）。
 

接続文字列の形式
1. 接続文字列の形式を確認するには、テキストエディタを使用して構成ファイル

Bosch.Dcnm.Service.dll.config を開きます。
2. 構成ファイルで接続文字列 DbConnectionString を検索します。デフォルトの内容は次のよう

なものです。

値の内容には接続文字列が含まれ、その中には次のような情報が含まれています（セミコロンで区切ら
れています）。
1. metadata=res://*;
2. provider=System.Data.SqlClient;
3. provider connection string="Data Source=.SQLEXPRESS;Initial

Catalog=DcnmDatabase;Integrated Security=True; MultipleActiveResultSets=True";
 
3 番目の部分には SQL 接続文字列が含まれ、SQL server とデータベースが定義されています。ここ
に記載されている SQL 接続文字列は Windows 認証の形式に基づいており、SQLEXPRESS という名
前のローカル SQL server を参照しています。データベースの名前は DcnmDatabase です。
 

Windows 認証の形式
SQL 接続文字列は Windows 認証に基づいており、次の形式で記載されています。この形式では、変
更する要素に印が付けられています。
Data Source =.SQLEXPRESS;Initial Catalog=DcnmDatabase;Integrated Security=True;
MultipleActiveResultSets=True

初の印は SQL server を定義しています。2 つめの印は、使用するデータベースの名前を定義してい
ます。
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SQL 認証の形式
SQL 接続文字列は SQL 認証に基づいており、次の形式で記載されています。この形式では、変更する
要素に印が付けられています。
Data Source=.SQLEXPRESS;Initial Catalog=DcnmDatabase;User
ID=DbUser;Password=DbPassword;MultipleActiveResultSets=True
– 初の印は SQL server を定義しています。
– 2 つめの印は、使用するデータベースの名前を定義しています。
– 3 つめの印は、接続に使用する SQL のユーザー名を定義しています。
– 4 つめの印は、接続に使用する SQL のユーザーのパスワードを定義しています。

注：このパスワードは暗号化されていません。
 

SQL server の参照
サーバーは接続文字列の中で参照される必要があります。上記の例では、SQL server
は .SQLEXPRESS として定義されています。実際の参照は 2 つの部分で構成されています。
– SQL server が置かれているマシン名
– SQL server インスタンスの名前
マシンの部分は、バックスラッシュ 2 つで定義されます。例：
MySQLMachine
ローカルマシンが使用されている場合はマシンの名前。マシン名はドット（.）で置き換えることがで
きます。SQL server インスタンスは、インストール中に指定された SQL の名前です。例：
SQLEXPRESS
この名前はマシンの参照の後に追加され、バックスラッシュ 1 つで区切られます。インストール中に
デフォルトのインスタンスを選択することもできます。その場合、インスタンスの名前は省略できま
す。記載する必要があるのはマシンの名前だけです。
 

SQL server でのデータベースの作成
データベースの作成が可能なのは、Windows 認証を使用した場合のみです（データベース作成ツール
は、現在 SQL 認証をサポートしていません）。管理者権限を使用してターゲットマシン上にデータベ
ースを作成することをお勧めします。
コンソールツール DcnmDatabaseConsole.exe は、データベースの作成に使用します。このツール
をコピーする必要が生じた場合は、次のファイルをコピーしてください。
– DcnmDatabaseConsole.exe
– DcnmDatabaseConsole.exe.config
– Bosch.Interfaces.dll
コマンドラインの構文や使用できるオプションに関してヘルプを参照したいときは、コマンドに -? オ
プションを付けて実行してください。
 

リモートでの作成
リモートでの作成の場合、サーバーおよびデータベースのオプションは、次の例のように受け渡す必要
があります。
DcnmDatabaseConsole.exe –s SQL-Server –d Database
– コマンドに –n オプションを追加して実行すると、新しいデータベースが強制的に作成されます

（古いデータベースはドロップされます）（オプション）。
– -n オプションを省略すると、データベースの存在がチェックされ、必要に応じてバックアップや

アップグレードが行われます。
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ターゲットマシン上での作成
ターゲットマシン上にデータベースを作成するには、上記で言及されているファイルをターゲットマシ
ンにコピーする必要があります。使用するコマンドのオプションも同じです。ただし、マシンの部分は
不要です。マシンの部分はドット（.）で置き換えることができます。
 

Windows 認証の例
これは、Windows 認証を使用して、マシン SQLSRV 上にある SQLENT1 という名前のリモート SQL
server に接続する方法の例です。
使用するシステムのデータベースは MainConfHall です。変更された設定は次のとおりです（変更さ
れた要素には下線が引かれています）。

 
データベース作成：
リモート：

ターゲット上：

 

SQL 認証の例
これは、SQL 認証を使用して、マシン SQLSRV 上にある SQLENT2 という名前のリモート SQL
server に接続する方法の例です。
使用するユーザー名は DcnmUser、パスワードは P@ssw0rd です。使用するデータベースは
ConfHallE53 です。変更された設定は次のとおりです（変更された要素には下線が引かれています）。

注：この場合、Integrated Security=True は削除されています。
データベース作成：
リモート：

ターゲット上：
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デフォルトのインスタンスへの SQL 認証の接続の例
これは、SQL 認証を使用して、マシン SQLSRV 上にあるデフォルトの SQL server に接続する方法の
例です。この例は前のバージョンの例と同じです。ただし接続は、定義されたインスタンスではなく、
デフォルトの SQL server への接続です。
使用するユーザー名は DcnmUser、パスワードは P@ssw0rd です。使用するデータベースは
ConfHallE53 です。変更された設定は次のとおりです（変更された要素には下線が引かれています）。

 
注：この場合、Integrated Security=True は削除されています。
データベース作成：
リモート：

ターゲット上：

NetTime オプションの変更
NetTime は、DICENTIS 会議システムで使用するタイマーを同期させるために使用します。DICENTIS
会議システムが企業の環境で使用される場合、NetTime オプションを変更する必要が生じる可能性が
あります。
これらのオプションを変更するには、次の手順に従います。
1. 通知領域で［NetworkTime］アイコンを右クリックし、［Properties（プロパティ）］ > ［Settings

（設定）］の順に選択します。
2. お使いの環境のタイムサーバーの正しいホスト名と IP アドレスを入力します。通常、タイムサー

バーは DHCP サーバーと同じサーバーです。詳細については、IT 部門にお問い合わせください。
3. ［OK］をクリックします。
4. ［Stop（停止）］をクリックしてから［Start（開始）］をクリックすると、新しい設定が有効にな

ります。

幹事の PC を他の VLAN で DICENTIS サーバーとして使用できるよ
うに構成する
詳細情報
幹事（または書記）は自身の PC で会議アプリケーションを使用して会議を準備する必要があります。
幹事の PC が DICENTIS サーバーとは異なる VLAN にある場合、会議アプリケーションは DICENTIS
サーバーを見つけることができません。これは、DICENTIS デバイスと会議アプリケーションで使用さ
れる DNS-SD プロトコルが、異なる VLAN 間では機能しないためです。
必要に応じて、技術者は次の手順を使用して、DICENTIS サーバーと通信できるように幹事の PC の会
議アプリケーションを構成できます。
手順
幹事の PC で次の手順を実行します。
1. DICENTIS サーバーへの ping を実行します。

– ［スタート］ロゴをクリックします。

12.3
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– 検索フィールドに「コマンド」と入力し、［プログラム］の下に表示された［コマンド プロ
ンプト］を選択します。

– 「ping [DICENTIS サーバーのホスト名]」と入力します。
– Enter キーを押すと、DICENTIS サーバーへの ping が実行されます。

2. DICENTIS サーバーへの ping を実行できない場合は、IT 部門のサポートが必要な可能性があり
ます。それでも DICENTIS サーバーへの ping を実行できない場合は、IP アドレスを代わりに使
用できます。ただし、IP アドレスは変化する可能性があるため、これはお勧めしません。

3. 会議アプリケーションへのショートカットをデスクトップに作成します（C:Program Files
(x86)BoschDICENTIS ディレクトリにある
Bosch.Dcnm.UserInterfaces.MeetingManager.exe ファイルを使用します）。

4. ショートカットを右クリックし、［プロパティ］を選択します。
5. ［ショートカット］タブで、PC が接続する必要のあるサーバーを追加することによってリンク先

を更新します。
– 使用法：Bosch.Dcnm.Userinterfaces.MeetingManager.exe [/server 'servername']

/server DCNM サーバーのホスト名または IP アドレスを指定するオプションのパラメータ
– 例：Bosch.Dcnm.Userinterfaces.MeetingManager.exe /server

COMPUTERNAME.network.com
6. ショートカットをダブルクリックします。会議アプリケーションからリモートサーバーに接続す

ることができます。
その他の情報
– /window：会議マネージャーを（フルスクリーンの代わりに）ウィンドウで起動します。
– /?：コマンドライン引数の説明を含むメッセージボックスを表示します。
 

コントロールの暗号化の無効化
コントロールの暗号化は、次の手順で無効化できます。
1. C:\Program Files\Bosch\DICENTIS にあるファイル

Bosch.Dcnm.Services.DeviceService.Main.exe.config を編集します。
2. この部分
<add key="OcpControlSecurityForced" value="true"/>
を次のように変更します。
<add key="OcpControlSecurityForced" value="false"/>
1. サーバーコンソールを使用してサーバーを再起動します。
注：コントロールの暗号化を有効にするには、値を再び true に設定してからサービスを再起動しま
す。

DICENTIS ソフトウェアを前のバージョンにダウングレード
DICENTIS ソフトウェアをアンインストールして前のバージョンをインストールしても、システムは動
作しません。次の手順に従って、DICENTIS システムを現在のバージョンから前のバージョンにダウン
グレードしてください。
1. Windows の［スタート］メニューで、［コントロールパネル］ > ［プログラムと機能］の順に選

択します。
2. 次のプログラムを手動でアンインストールします。

– ARNI Configuration Tool。
– Bosch DICENTIS。
– Bosch DNS-SD Service（アンインストールすると再起動するように求められます）。
– OMNEO ARNI ファームウェア。
– OMNEO Firmware Upload Tool。

3. PC を再起動します。

12.5

12.6
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4. 「クリーンデータベースの作成, ページ 88」に記載されているとおり、DCNM データベース
（DcnmDataBase）をクリアします（オプション）。

5. 「DICENTIS ソフトウェアスイートのインストール, ページ 20」に記載されているとおり、前のバ
ージョンの DICENTIS をインストールします。

6. データベースを削除します。
– 次の URL から「SQL Server Management Studio 2008 R2」をダウンロードします。

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22985
– Microsoft SQL Server Management Studio を開始します。
– データベース DcnmDatabase を選択します。
– 右クリックしてコンテキストメニューから［Delete（削除）］を選択します。
– チェックボックスをオンにします。
– 既存の接続を閉じて、［OK］を押します。

7. バックアップデータベースを復元します。
– フォルダ System Databases を選択します。
– 右クリックしてコンテキストメニューから［Restore Database...（データベースを復

元...）］を選択します。
– ［From Device（デバイスから）］ラジオボタンを選択して［...］ボタンを押すと、［Specify

backup（バックアップを指定）］ウィンドウが開きます。
– ［Specify backup（バックアップを指定）］ウィンドウで、［Add（追加）］を押します。
– 次のディレクトリを参照します。

%ProgramFiles%\Microsoft SQLServer\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA
\DcnmBackup

– ファイル DcnmBackup_v1.00.bak を選択して［OK］を押し、［Restore Database（デー
タベースを復元）］画面に戻ります。

– ［To database（データベースへ）］コンボボックスで、データベース MmcnDatabase を選
択します。

– ［Restore（復元）］チェックボックスをオンにします。
– ［OK］を押します。
– 復元が成功すると、メッセージ「Restore is successful（復元が成功しました）」が表示さ

れます。

クリーンデータベースの作成
1. DICENTIS サーバーコンソールを使用して、DICENTIS サービスを停止します。
2. 管理者モードでコマンドプロンプトを開きます。
3. C:\Program Files\Bosch\DICENTIS に移動します。
4. DcnmDatabaseConsole.exe -n –y を実行します。
5. DICENTIS サーバーを再起動します。

既存のデータベースのインポート
1. DICENTIS サーバーコンソールを使用して、DICENTIS サービスを停止します。
2. サービスから SQL server (SQLEXPRESS) を停止します。
3. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA にあ

るオリジナルの DcnmDatabase_log.LDF ファイルおよび DcnmDatabase.mdf ファイルを、使
用するデータベースファイルで上書きします。

4. サービスから SQL server (SQLEXPRESS) を開始します。
5. 管理者モードでコマンドプロンプトを開きます。
6. C:\Program Files\Bosch\DICENTIS に移動します。
7. データベースをアップグレードするには、DcnmDatabaseConsole.exe -y を実行します。
8. DICENTIS サーバーを再起動します。

12.7

12.8

88 ja | ヒント DICENTIS

2016.10 | V1.7 | ソフトウェアマニュアル Bosch Security Systems B.V.



異なるコンピュータへの画像サーバーのインストール
パフォーマンスの向上やスペースの節約を目的として、DICENTIS 画像サーバーを次の手順で異なるコ
ンピュータにインストールすることができます。
1. DVD を開きます。
2. DccnmApi.msi と DccnmImageServer.msi を見つけます。
3. 画像サーバーをインストールするコンピュータにログインします。
4. まず DccnmApi.msi をインストールし、次に DccnmImageServer.msi をインストールします。
5. 画像サーバーが使用するコンピュータ名または IP アドレス、およびポートをメモします。
6. デフォルトは 31418 です。
画像サービスの場所を変更するには、次の手順を実行します。
1. 会議アプリケーションを起動します。
2. ［Configure（構成）］ > ［Rooms（会議室）］に移動します。
3. 新しい画像サーバーの URL を［Image Server url（画像サーバー URL）］に入力します。
4. 例：コンピュータ名が CITYCOUNCILIMAGESERVER でポートが 31418 である場合、URL とし

て「https://CITYCOUNCILIMAGESERVER:31418/」と入力します。
5. ［Test image server connection（画像サーバー接続のテスト）］ボタンをクリックして、新し

い DICENTIS 画像サーバーが有効であることを確認します。
6. ［Apply（適用）］ボタンをクリックして新しい画像サーバーの URL を保存します。

データベースのコピーの作成
1. DICENTIS サーバーコンソールを使用して、DICENTIS サービスを停止します。
2. サービスから SQL server (SQLEXPRESS) を停止します。
3. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA に移

動します。
4. DcnmDatabase_log.LDF と DcnmDatabase.mdf をバックアップ場所にコピーします。
5. DICENTIS サーバーを再起動します。

フェイルセーフモードからのデバイスの復旧
システムの可用性を保護するために 大限のことを行ったとしても、DICENTIS デバイスがフェールセ
ーフモードに入り、ファームウェアのリロードが必要になる場合があります。ファームウェアをリロー
ドするには、次の手順を実行します。
1. デバイスの電源をオンにします。
2. Firmware Upload Tool を起動します。しばらくすると、Firmware Upload Tool に［devices

in failsafe mode（フェールセーフモードのデバイス）］ウィンドウが開き、不具合のあるデバイ
スの ID が表示されます。

3. デバイスが Firmware Upload Tool の当該のタブに表示されるまで待機します（DCNM-APS／
DCNM-APS2、DCNM-PS2 または DCNM-MMD2／DICENTIS ディスカッションデバイス）。

4. Firmware Upload Tool を閉じます。これで、デバイスは再び正常に動作するようになります。

不具合のあるデバイスの交換
不具合のあるデバイスを、再構成しなくても簡単に交換できます。次の手順に従います。
1. 不具合のあるデバイスを交換します。
2. 必要に応じて、交換後のデバイスを正しいファームウェアでアップグレードします。
3. ［Configure（設定）］ > ［Seats and Devices（座席とデバイス）］ > ［Seat Assignment（座

席の割り当て）］の順に選択します。
4. ［Unassign Devices from Seat（座席からデバイスを割り当て解除）］ボタンを使用して、不具合

のあるデバイスを座席から割り当て解除します。不具合のあるデバイスの番号と名前を記録しま
す（デバイスの底のステッカーを参照）。
ヒント：携帯電話を使用するとステッカーの写真を簡単に撮ることができます。

12.9
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5. ［Automatic seat assignment（自動座席割り当て）］が有効になっている場合は、まず交換後の
デバイスを現在の座席から割り当て解除してから、正しい座席に割り当てる必要があります。

［Unassign Devices from Seat（座席からデバイスを割り当て解除）］ボタンを使用して、交換後
のデバイスを座席から割り当て解除します。

6. ［Assign Device to Seat（デバイスを座席に割り当て）］ボタンを使用して、交換後のデバイスを
正しい座席に割り当てます。

7. ［Delete empty seats（空席を削除）］ボタンで空席を削除します。

（ドキュメント、画像、プレゼンテーション）ファイルのアップロード
とアクセス
詳細情報
会議中、参加者は、マルチメディアデバイスの青い［More info（詳細）］ハイパーリンクをクリック
することで、ドキュメントや画像、プレゼンテーションなどのファイルを開いて確認することができま
す（DCNM-MMD2 および DCNM-DE のみ）。［More info（詳細）］ハイパーリンクは次の情報ごとに
表示されます。
– 各会議
– 各議題項目
– 各投票
 
このハイパーリンクを使用できる参加者の場合は、次のとおりです。
– ドキュメントを次のいずれかにアップロードする必要があります。

– お客様のコンテンツ管理システム（CMS）、または
– DICENTIS サーバー上の DcnmMeetingDocuments Web サイトにある 1 つ以上のフォル

ダ。
– URL（リンク）を［Prepare（会議設定）］ページで次の項目のために入力する必要があります。

– 各会議（「Meeting details（会議の詳細）, ページ 43」を参照）
– 各議題項目（「項目の詳細, ページ 46」を参照）
– 各投票（「投票の詳細, ページ 47」を参照）

 
必要に応じてドキュメントフォルダを作成することができます。例えば、「会議」、「議題」、「投票」用
のドキュメントフォルダを個別に作成して、関連ドキュメントをそれぞれのフォルダに保存できます。
または、「会議」用フォルダを 1 つ作成して、すべてのドキュメントをそこに保存することもできま
す。
フォルダを個別に作成することの利点としては、［More info（詳細）］ハイパーリンクの 1 つを押す
と、関連するドキュメントだけが表示されるということが挙げられます。たとえば、投票用の［More
info（詳細）］ハイパーリンクを押すと、投票に関連するドキュメントだけが表示されます。ただし、
各フォルダの［Prepare（会議設定）］ページでそれぞれのハイパーリンクの内容を入力する必要があ
るという点が不便です。
デフォルトでは、DICENTIS（バージョン 1.5 以降）では Internet Information Server がインストー
ルされ、ドキュメントの閲覧を可能にするために meetingdocuments ディレクトリと単純な Web サ
イトが作成されます。meetingdocuments ディレクトリは、サーバー上で も使用可能なスペースの
多いドライブにインストールされます。
注：必ずしも C ドライブではありません。
技術者のタスク
meetingdocuments ディレクトリを次のようにセットアップします。
1. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーと Explore（inetmgr）を使用

して、meetingdocuments ディレクトリがインストールされているドライブを確認します。
2. 幹事がアクセスできるように meetingdocuments ディレクトリを共有します。
3. 幹事のコンピュータ上の meetingdocuments ディレクトリへのショートカットを作成します。
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DcnmMeetingDocuments Web サイトでフォルダを 1 つ以上作成します。
1. meetingdocuments ディレクトリで、各会議用にフォルダを作成します（例：meeting_1、

meeting_2、meeting_3）。これらのフォルダは、［More info（詳細）］ハイパーリンクを押すと
表示されるドキュメントを保存するために使用します。

2. オプション：会議用フォルダの中に、各議題項目や各投票用のフォルダを作成することもできま
す（例：agenda_1、agenda_2 および voting round_1、voting round_2）。

 

幹事または書記のタスク
meetingdocuments ディレクトリにファイルをアップロードします。
1. meetingdocuments ディレクトリへのショートカットをクリックするか、Windows エクスプロ

ーラーを使用して（ドライブ）:\inetpub\wwwroot\DcnmMeetingDocuments を参照します。
2. 技術者が「技術者のタスク」に記載されているとおりに適切なフォルダを作成したかどうかを確

認します。前のセクションを参照してください。
3. 必要に応じて、ドキュメントや画像、プレゼンテーションなどのファイルを適切なフォルダにア

ップロードします。
 
会議および議題項目の URL（リンク）を次のように入力します。
– 次の形式を使用して、会議および議題項目で URL（リンク）を作成します。

http://<DICENTIS サーバー PC の IP アドレス>:31415/Default.aspx
– 各会議にドキュメントを入れる独自のディレクトリがある場合、URL（リンク）は次の形式にな

ります。
http://<DICENTIS サーバー PC の IP アドレス>:31415/Default.aspx?meeting=<この会議で
使用したディレクトリの名前>

– 各議題にドキュメントを入れる独自のディレクトリがある場合、URL（リンク）は次の形式にな
ります。
http://<DICENTIS サーバー PC の IP アドレス>:31415/Default.aspx?meeting=<この会議で
使用したディレクトリの名前>&agenda=<この議題項目に使用したドキュメントが入っているデ
ィレクトリの名前>
– Meeting details（会議の詳細）, ページ 43
– 項目の詳細, ページ 46
– 投票の詳細, ページ 47

 
URL（リンク）を確認する
1. 各会議を有効化し、［More info（詳細）］ハイパーリンクを押すと会議用ドキュメントへの URL

（リンク）が表示されることを確認します。
2. オプション：会議の各議題項目および各投票についても同じことを行います。
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トラブルシューティング
トラブルシューティングの詳細については、『DICENTIS ハードウェア設置マニュアル』の「Installation
Test（設置テスト）」セクションも参照してください。
詳細については、www.boschsecurity.com の製品関連情報を参照してください。
 

カスタマサービス
障害を解決できない場合は、サプライヤまたはシステムインテグレータにお問い合わせいただくか、
Bosch 代理店担当者まで直接お問い合わせください。

既知の問題
既知の問題と解決方法については、次のセクションを参照してください。
– ライセンシング, ページ 92
– ネットワーク, ページ 92
– ソフトウェアのインストール／ハードウェアの設置, ページ 93
– 会議アプリケーションと DICENTIS デバイス, ページ 93
– カメラコントロール, ページ 94

ライセンシング
問題：
非標準の ANSI 文字を使用して DICENTIS のライセンスを有効化した場合、次のようなエラーメッセ
ージが表示されます。「Request xml file is tampered.Please submit valid xml（Request.xml フ
ァイルが改ざんされています。有効な xml を送信してください）」
バージョン：1.2。
解決方法：
標準の ANSI 文字を使用して、新しい Request.xml（オフラインを有効化）を作成します。

ネットワーク
問題：
Cisco c3560x（ファームウェア：15.0.1 SE3 c3560e-universalk9-mz.150-1.SE3.bin）を使用したマ
ルチサブネット DICENTIS 会議システムで音声が遅れます。
解決方法：
次のような、テスト済みでサポートされているファームウェアのバージョンを使用してください。
– 12.2.55 SE5（c3560e-universalk9-mz.122-55.SE5.bin）
– 15.2.2E（c3560e-universalk9-mz.152-2.E.bin）
 
問題：
DICENTIS デバイスではデフォルトで高速スパニングツリープロトコル（RSTP）が有効になっていま
すが、このプロトコルはすべてのネットワークスイッチでサポートされているわけではありません。そ
のため、DICENTIS デバイスを購入してすぐそのままネットワークスイッチに接続すると、接続で問題
が発生します。
解決方法：
DICENTIS デバイスのアップグレードは DCNM-APS／DCNM-APS2 および PC 接続でのみ行ってく
ださい。
問題：
クライアント PC が、同じサブネットにない DICENTIS サーバーに接続しません。
解決方法：
すべてのクライアント PC が DICENTIS サーバーと同じサブネットにあるようにシステムを定義およ
び構成してください。

13

13.1

13.2

13.2.1

13.2.2
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問題：
管理対象のネットワークスイッチを、IGMP を有効にした状態で使用すると、音声が失われるなどの障
害が発生します。
解決方法：
スイッチで、igmp-last-member-query-count=7、igmp-last-member-query-interval=10000 に設定
し、IGMP クエリアを有効化して 60 秒間隔にします。お使いのスイッチで IGMP クエリアを実装でき
ない場合は、ARNI-E で IGMP クエリアを使用できます。

ソフトウェアのインストール／ハードウェアの設置
問題：
Windows 2012 で DICENTIS をアップグレードできません。
解決方法：
インストールをもう一度実行してください。
 
問題：
フェールセーフデバイスが（ARNI を備えたマルチサブネットのネットワークなど）FWUT と同じサブ
ネットにない場合、デバイスは FWUT によって自動的に復元されません。
解決方法：
フェールセーフモードになっているすべてのデバイスの接続を解除し、それらを ARNI を持たない 1
つのサブネットのシステムに接続してください。フェールセーフのメカニズムはマルチキャスト DNS
に基づいており、これがこの技術的制約の原因になっています。フェールセーフはマルチキャスト
DNS で動作します。これは技術的制約です。
注：フェールセーフデバイスは、同時に 11 個以上接続しないでください。
 
問題：
Firmware Upload Tool のリストに DCNM-MMD がないため、ARNI を備えたシステムでは、工場出荷
時ファームウェアのバージョンが 1.2 より前の DICENTIS デバイス（DCNM-MMD）をアップグレー
ドできません。
解決方法：
ARNI を接続せずに DICENTIS デバイスをアップグレードしてください。
注：アップグレード中は、システムのサイズを 大で 100 個の DCNM-MMD に制限してください。
 
問題：
エラー「Failed to verify signature of payload: SQLServer2008R2（ペイロードの署名を確認でき
ませんでした： SQLServer2008R2）」のため、DICENTIS をインストールできません。
解決方法：
PC に 新の Microsoft Windows Update が適用されていません。 DICENTIS のセットアップを開
始する前に、 新の Microsoft Windows Update を PC にインストールしてください。
 
問題：
DICENTIS ソフトウェアサービスを実行中の PC で新しいユーザーが作成されると、システムが停止し
ます。
解決方法：
サーバー PC を再起動してください。

会議アプリケーションと DICENTIS デバイス
問題：

13.2.3

13.2.4
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DICENTIS サーバーコンソールで、すべてのサービスが正しく開始され、システムに適切なライセンス
が付与されていることを示す緑色のチェックマークが表示されています。しかし、次のような問題が発
生しています。
– DCNM-APS／DCNM-APS2 で LED が緑色で点滅している。
– DCNM-MMD2／DCNM-DE の画面にイーサネットのリンクが表示されている。
– 会議アプリケーションがスプラッシュスクリーンのままである。
解決方法：
DICENTIS をインストールする前に Microsoft SQL server を手動でアンインストールしたため、SQL
server に DICENTIS のデータベースが認識されていません。
1. DICENTIS サーバーコンソールを使用して DICENTIS サービスを停止します。
2. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA にあ

るすべての Dcnm*.* ファイルを削除します。
3. より高度な権限でコマンドプロンプトを開きます（管理者として実行）。
4. C:\Program Files\Bosch\DICENTIS に移動します。
5. コマンド DcnmDatabaseConsole.exe –y –n を実行します。
6. DICENTIS サーバーコンソールを使用して DICENTIS サービスを起動します。
 
問題：
インターネットの閲覧後にブラウザのホームボタンと［Back To Active（会議に戻る）］ボタン（大き
な緑色のボタン）を使用して有効な会議に戻ると、4 秒ほどの遅れが発生します。
解決方法：
これは Android の通常の動作です。
ブラウザの戻るボタンを使用してから［Back To Active（会議に戻る）］ボタンを使用すると、遅れは
発生しません。
 
問題：
会議アプリケーションに、無効なボタンや見つからないボタンが表示されています。また、DICENTIS
デバイスには、接続されていない画面が表示されています。
解決方法：
サーバー PC のスリープモードを無効にして、サーバーを再起動してください。
 
問題：
会議アプリケーションと DICENTIS デバイスで、異なる時刻が表示されています。
解決方法：
会議アプリケーションを実行している PC でサマータイムを有効にしてください。
 

カメラコントロール
問題：
カメラのファームウェアがバージョン 5.73 の場合、会議アプリケーションで PTZ 矢印を使用すると、
カメラの動きが止まらなくなります。
解決方法：
カメラのファームウェアのバージョンを 5.72 にダウングレードしてください。
 
問題：
カメラのプレポジションを座席に設定できません。
解決方法：
1. 会議アプリケーションを閉じます。
2. 次のファイルを削除します。C:\Users\«servername»\AppData\Local\Bosch

\Bosch.Mmcn.UserInterfaces_...

13.2.5
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3. 会議アプリケーションを再起動します。
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