
DICENTIS ワイヤレス議システム
最大の柔性と干なしを現。
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モバイル代から生まれたモバイル代のための
システム
自体や企業では、オフィススペースをより的に
使用する必性にられているため、会議や多目的
などのスペースをよりうまく活用できる方を模
しています。このため、性だけでなく、よりい
柔性をも併せ持った会議システムがめられていま
す。また、モバイルデバイス (電、タブレット、ノー
ト PC) が会合や会議に持ちまれる機会は増加の一
をっているため、会議において、これらすべて
の Wi-Fi ネットワークで干が発生しないようにす
る必があります。

大の柔性と干なしを現
DICENTIS ワイヤレス会議システムは、これらのニー
ズににします。このクラス最のソリュー
ションは、DICENTIS ワイヤレスアクセスポイント 
(WAP) をコントロールユニットとして使用する、最も
柔性のい議システムとして設計されています。
設置に必な時が最小でむため、のイベン
トを開することができ、会議の計においてを
上させることができます。

DICENTIS ワイヤレス会議システムは、他のネット
ワークと存することができるため、会議を最も楽し
く的なものにすることができます。つまり、帯
電や Wi-Fi ネットワークのワイヤレスアクセスポイ
ントなど、会議内の他のワイヤレスネットワークか
らの干が発生しないように設計されています。

 ▶  Wi-Fi テクノロジにより、他の Wi-Fi ネットワークと存能。

 ▶ スマートワイヤレスコントロールによる、干のないワイヤレス会議。

 ▶ NFC リーダー内のタッチスクリーンワイヤレスデバイスによる、優れた
会議エクスペリエンスと来への拡張性。

 ▶ 本格的なワイヤレスによるコントロールのおよび冗長。

 ▶ OMNEO により、DICENTIS 会議システムと来拡張能。

モバイル代けのワイヤレス議システム

DICENTIS ワイヤレス
議システムでは、
人々がうどのような
場でも、干が生
しない議を行うこと
ができます。
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このしいシステムは、目的や歴的物での用にで
す。柔なワイヤレスソリューションにより、大きなメリットを得
られます。
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ワイヤレスデバイス

参加者用または議長用にソフトウェア
で設定できるワイヤレス機器。

非接触式スマートカード用の近距
離通信 (NFC) リーダーを内蔵。

シンプルなユーザーインターフェイスを備えた 
4.3 インチのタッチスクリーン。オリジナル言語
およびすべての標準的な国際文字をサポート。

独自の企業ロゴでカスタマイズ可能。

優れた音声明瞭度。

ハイエンド仕上げの時代を超えたデ
ザイン。

ワイヤレスデバイスの選択
デバイスは 2 種類あり、1 つは Wireless Device、も
う 1 つは Wireless Device Extended です。Wireless 
Device Extended は、すばやく直観的に使用でき
る、4.3 インチ静電容量方式タッチスクリーンを備え
ています。また、企業ロゴをアップロードしてデバイ
スをカスタマイズできる、組織やレンタル会社にとっ
て魅力的な機能も用意されています。また、発言者を
特定できる便利な機能もあります。その他にも、投票
や識別、デュアルモードなどの追加ソフトウェアモ 
ジュールを使用してデバイスをアップグレードするこ
とにより、機能を拡張できます。

視野の妨げにならないマイク。
ショートアームタイプまたはロ
ングアームタイプの差し込み式
マイクも使用可能。

エレガントなデザイン
DICENTIS ワイヤレス会議システムには、最先端の会
議装置を設計してきた Bosch の長年の経験が生かされ
ています。また、2015 年 iF デザイン賞を受賞した 
Wireless Device Extended の美しいデザインは、どの
ような内装にもマッチするため、歴史ある重厚な建物
にも、新しい超現代的な多目的な建物にも、違和感な
く設置できます。さらに、このシステムの外観は、 
ハイエンド仕上げにより、モダンでトレンディなもの
になっています。



WPA2
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コントロールユニットとして使用される WAP

WAP は、や井、三にり付けたり、自設置に
したり、ほぼどこにでも設置することができます。基
本システムのセットアップでもワイヤレススタンドア
ロンシステムとして使用する場合でも、WAP はコント
ローラとして機能するため、他のコントロールユニッ
トを追加する必がありません。ワイヤレスディス
カッションデバイスの追加や置えも、デバイスを
移動するだけで行うことができます。WAP にはブラウ
ザインターフェイスが内されているため、本格的な
ワイヤレスが能になり、自動コントロールもサ
ポートされています。

水準のセキュリティ
DICENTIS ワイヤレス会議システム内のすべての
は、WPA2 でされます。WPA2 は、受や盗
にするをするためにモバイルデバイスで使
用される、常にセキュリティのい的な
方です。本システムでは Wi-Fi を採用している
ため、WPA2 格のに常にできます。

サブスクリプションモードを使用すると、ワイヤレス
デバイスを本システムにに追加できます。これ
は、者やオペレータが加者の加をめり
れた場合でも、システムが自動的にの加をブ
ロックする機能です。Bosch は、本システム内の情
がされ、機が持されるように、あらゆる力
を行っています。

スタンドアロン形式のワイヤレスア
クセスポイント (WAP)

内蔵のブラウザインターフェイス

自動 HD カメラコントロールのサ
ポート

議の性
オプションで WAP を 2 セットアップすることによ
り、ワイヤレスを冗長し、の性を最大に
めることができます。これにより、WAP が 1 故
してもりの 1 が代わりに動作するため、会議の
性をすることができます。また、本システムで
は WAP でを追加する必がありません。これ
は類のにはない自の特長です。

なカメラ設定
最大 6 の Bosch の HD Conference Dome カメラの
自動カメラコントロールをサポートしているため、
サードパーティのソフトウェアアプリケーションは必
ありません。これらのカメラの設定は、内のブラ
ウザインターフェイスから行えます。カメラを 1 だ
け使用する場合は、ハードウェアを追加する必はあ
りません。

システムのスムーズな設定
とコントロール
内のブラウザインター
フェイスで、拡張された機
能およびタブレットコント
ロールを使用できます。本
格的なワイヤレスによ
り、タブレットやノート 
PC で WAP に直で
きます。ルーターなどの機
を追加する必はありま
せん。
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あらゆる面で便利

ストラクチャで常に能です。他の Wi-Fi アクセ
スポイントによって DICENTIS の WAP が識される
ので、じチャネルの使用を止できます。このた
め、従来のような「帯の合」が発生しません。

使用が
特別なトレーニングは必ありません。議長は自の
モバイルデバイス (タブレットまたはノート PC) のブ
ラウザインターフェイスから会議全体をすること
ができます。これには、発言の利や投票をする
機能もまれます。

加者には、4.3 インチのタッチスクリーンにより、
操作に関する明なガイダンスが提されます。この
ユーザーインターフェイスでは、加者のオリジナル
言がサポートされ、すべての的な国が
されます。DICENTIS WAP のブラウザインターフェ
イスでは、デバイスにを付したり、加者リ
ストを定義することができます。Wireless Device 
Extended の場合は、会議の机ので識別を行う
ための (NFC) カードも使用できます。

設が
本システムの設置と動は常にです。インス
トールウィザードに従えば、最のセットアップで 
WAP 1 、タブレットまたはノート PC 1 、必な
の Wireless Device をかつに設置すること
ができます。一セットアップが了したら、その他
のデバイスもにシステムに追加できます。

が
Wireless Device には、スマートバッテリとリチ
ウムイオンバッテリが採用されています。リチウムイ
オンバッテリは長命で、電容量の下がほとんど
発生しません。フル電した電池は最長で 24 時使
用することができるので、ほとんどの会合や会議の開
時を優にカバーできます。また、者は、ブラ
ウザインターフェイスにより、すべてのアクティブな
ディスカッションデバイスの電力消況をでき
ます。バッテリパックの使用も能です。
バッテリのり外しやはに行えます。

が
本システムは IEEE 802.11n 格に拠する Wi-Fi 
に基づいているため、IT スタッフはシステムのや
をに行うことができます。本システムは 
2.4 GHz および 5 GHz で動作し、ワイヤレスインフラ

スマートバッテリ
フル電したバッテリ
は長で 24 時使用
できます。バッテリ
パックの LED をる
と、バッテリのステー
タスがわかります。
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優れた音性能
Bosch の会議システムが提するオーディオエクスペ
リエンスの優さは、DICENTIS ワイヤレス会議シス
テムでも明らかです。この優れた性能は、な
声処をはじめとするのテクノロジによって
現しています。な声処により、面で行う会
議のようにマイクとスピーカーを時に使用できま
す。また、本システムでは、Bosch が開発したインテリ
ジェントな内の Digital Acoustic Feedback 
Suppression (DAFS) も採用されています。そのため
に合わせて自動的にしたり、より大きい量
が必な場合に、声のきりやすさを最大に
めたりすることができます。

その他のなテクノロジとしては、Bosch が開発した
指性マイクが挙げられます。めてクリアなスピー
チが現するため、発言者はマイクの置を気にせずに
発言でき、他の加者も発言を楽にきることができ
ます。

さらに、パケット損失処により、損傷パケットま
たは消失パケットの内容を自動的に予測し、ギャップを
めることができるため、損失のないした声が提
されます。これは、他の合にはない自の機能
です。

快な議エクスペリエンス
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目的に最

会議センターや多目的では、さまざまなイベントがに開か
れ、各イベントでなるセットアップおよび設定が使用されま
す。DICENTIS ワイヤレス会議システムはい柔性を備えてお
り、設置しやすいため、このような種類の用に最です。セッ
トアップ、使用の、別のでの再置もに行えま
す。これにより、と機を最も有かつ的な方で使用
することが能になります。 2

DICENTIS ワイヤレス
議システムは、柔性が
必な用において
なソリューションです。
また、の場で行われ
る議への移動もに
行えます。
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歴的物に最

DICENTIS ワイヤレス会議システムは、歴史的建物に工する
ことなく設置、再置、用することができます。ケーブルを
設したり、を開けたりする必はありません。これにより、建
物を損傷したり、歴史的に重な会場の外観を損なったりする
心がなくなります。

1  DICENTIS Wireless 
Device Extended

2  DICENTIS ワイヤレス
アクセスポイント

3  Bosch の HD 
Conference Dome

1

1

3
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ニーズに合わせて拡張できるシステム

1 DICENTIS Wireless Device Extended
2 DICENTIS ワイヤレスアクセスポイント
3 Bosch の HD Conference Dome
4 PoEPower over Ethernetスイッチングハブ
5  ブラウザインターフェイスおよび WAP を使用し

たタブレットコントロール 2

4

5

3

1

1

トウェアをアップグレードして、DICENTIS ワイヤレ
ス会議システムを、その他の OMNEO デバイスに追加
するのと様に DICENTIS 会議システムに追加して、
ワイヤードデバイスとワイヤレスデバイスが在した
を現することができます。Dante ベースの 
OMNEO は、業用オーディオ機業に重を置い
ています。OMNEO には、レーテンシーでな
声のトランスポート、およびなコントロールプ
ロトコルのプロビジョニングの方を能にする、2 
つの主なコンポーネントがあります。ますます多くの 
Bosch の業用オーディオ機が、この新しいオーデ
ィオコントロールを基として構築され、
のデジタル声が期されてあらゆる場にルーティ
ングされるようになります。

来にけた性
DICENTIS ワイヤレス会議システムへの投は、未来
への投です。本システムは、模的にも機能的にも
拡張能な設計になっていることに加え、ソフトウェ
アモジュールで機能を追加して機能をすることも
できます。これにより、ニーズに合わせて拡張能な
システム、つまり来にけた拡張性を備えたシステ
ムが現します。デバイスをすることなく、
なソフトウェアモジュールを追加するだけで、投票や
言のような機能を追加することができます。

OMNEO に
DICENTIS ワイヤレス会議システムは、Bosch が開発
した自の IP ベースの OMNEO メディアネットワー
キングアーキテクチャにしています。来はソフ
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 ▶ ソフトウェアによる設定が能な自のデバイス
 ▶ モードをり替え能(デレゲートモード、議長モード、またはデュアル

ディスカッションモード)
 ▶ マイクのミュート機能
 ▶ 「発言リクエスト」インジケータ
 ▶ 「能」インジケータ
 ▶ 使用能なソフトウェアモジュール:「デュアルモード」により、2 人の

加者が 1 つのデバイスを使用能

 ▶ Wireless Device のすべての機能を使用能
 ▶ 式スマートカードで識別を行うための NFC リーダーを内
 ▶ 4.3 インチの静電容量方式タッチスクリーン
 ▶ 企業ロゴのアップロード
 ▶ 2015 年 iF デザイン賞を受賞
 ▶ オプションのソフトウェアモジュール:「識別」と「投票」

 ▶ WPA2 による水のセキュリティ
 ▶ IEEE 802.11n に拠した不の波帯
 ▶ 井、、フロアスタンドに設置能
 ▶ カバーエリア 30 m x 30 m100 フィート x 100 フィート上
 ▶ インテリジェントな Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS) 

を内。

 ▶ ブラウザインターフェイスを使用したで直観的なシステムコント
ロール

 ▶ タッチスクリーンコントロール
 ▶ マイクコントロール、投票、加者データベースなど、すべての必

機能を搭載
 ▶ 投票をむリアルタイムの会議データにより、ホールディスプレイ

や Web キャスティングなどの外アプリケーションをサポート

 ▶ り外し能なリチウムイオン長命バッテリパック最長 24 時
 ▶ スリープモード設定によるバッテリ動作時の
 ▶ 電量の下が発生しない長命設計
 ▶  3 時で電了
 ▶ 内型マイクロプロセッサが電を
 ▶ 最大 5 のバッテリパックを時電能

 ▶ 1 つのケースで、WAP、マイク付き Wireless Device (8 ) をおよ
び能

 ▶ 丈である構
 ▶ 機に合わせて型りされたフォーム材の内装
 ▶ 機をに梱、開梱、
 ▶ に便利なキャスタ、クッショングリップハンドル、トリガーリリー

スラッチ付き

 ▶ DICENTIS 指性マイク、ショートアームタイプのマイク、ロングア
ームタイプのマイクから

Wireless Device

Wireless Device Extended

ワイヤレスアクセスポイント (WAP)

ブラウザインターフェイス

バッテリパック/電器 (バッテリ 5 用)

用ケースデバイス 8 用

アクセサリ

DICENTIS のシステムコンポーネント



との
125 年にわたり、Bosch のはと
性をしてきました。Bosch は、
最水のサービスとサポートに打ち
された、新的な技を提する的
なサプライヤーです。

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

DICENTIS アプリは App Store からダウンロードで
きます (iPad のみ)。

Bosch Security Systems
Bosch のやサービスのについて
は、www.boschsecurity.com をごいただ
くか、emea.securitysystems@bosch.com 
までメールでおい合わせください。
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