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CCS 900 Ultro ディスカッションシステム
優れた会議テクノロジー
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完成度の高いスタイル、音響レベル、
機能性を追求した設計

ff 革新的かつ本格的なヨーロピアンデザイン
ff Bosch 独自の「通話可能」インジケータ（特許申請中）
ff デジタル式ハウリング抑制機能によるクリアな音声
ff 完全なディスカッションコントロール
ff 優れた操作性と簡単なインストール
ff 将来的な拡張性
ff モバイルまたは据え置き設置

スタイリッシュでコンパクトなディスカッション

コンパクトでありながら完成度も高いシステム

システム

このオールインワンシステムの特長の 1 つに、特許

世界最高の会議向けソリューションを提供している

申請中の新しい通話機能があります。これは、マイクを

Bosch が、コンパクトでありながら高い性能を備えた

使用できるようになったことを参加者に視覚的に知ら

CCS 900 Ultro ディスカッションシステムを発表しま

せるインジケータです。ハウリングを避けるためのデ

した。Bosch のヨーロッパ専任チームが設計、開発し

ジタル式ハウリング抑制機能も搭載しています。本格

たこのシステムは、会議の管理を大幅に単純化しま

的な機能を搭載した CCS 900 Ultro の直感的な操作

す。タウンホール、地域ビジネスセンター、法廷など

と設置環境に対する柔軟性は、さまざまな会議施設に

小規模から中規模の会議室に最適なシステムです。ま

最適といえます。

た、どのような内装にもマッチするデザインで、モダン
なオフィスにも、歴史のある重厚な建物にも、違和感
なく設置できます。このシステムには優れた音響特性
が備わっており、音声は極めてクリアです。Bosch の
クオリティの高さを実感していただけます。

CCS 900 Ultro では、小規模から中規模のビ
ジネスセンターおよび会議センターに最適な
ベースインストール環境を構築できます。
テレビ会議や言語配信などのさまざまな統合構
成に対応する CCS 900 Ultro は、真の柔軟性を
提供します。
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ディスカッションユニット

コントロールユニット

他にはないデザインと高い性能

コンパクトなディスカッション管理システム

CCS 900 Ultro ディスカッションユニットは、どんなインテ

ディスカッションシステムの核となる CCS 900 Ultro

リアにもマッチし、人間工学と高い音響性能を念頭に置いて

コントロールユニットでは、操作性に優れた 4 つの動作モー

設計されています。ユニットにはチェアマン（議長）用とデ

ドを使用して会議を直感的に制御できます。また、最大 50

レゲート（参加者）用があり、どちらにも内蔵スピーカーと

台のデレゲートユニットおよびチェアマンユニットに電力を

音量コントロール、デュアルヘッドホン接続、ショートタイ

供給し、最大 150 台のディスカッションユニットを制御

プまたはロングタイプのフレキシブルアームマイクが付いて

できます。外部装置と接続するためのオプションもあり、

います。

正規の音声接続を使用して音響拡声システムと接続したり、
高音質の電話会議を実現するために特定の接続を使用して電
話カプラを統合することができます。

Ultro のハウリングの限界
標準的なハウリングの限界
音圧
レベル

ユニティゲイン

システムゲイン

信頼性の高い内蔵 Bosch デジタル式
ハウリング抑制機能により、非常に
クリアな音声を実現

Bosch が独自に開発したマイクは、
極めてクリアな音声を実現します。

スピーカーが内蔵されたエレガントで
安定したケースには、優れた音響性能が
備わっています。

「通話可能」インジケータ
（特許申請中）

軽くタッチするだけで機能する人間工学に
沿った大型ボタンなので、ディスカッション
ユニットは簡単に操作できます。チェアマン
ユニットには、警告音機能付きの優先ボタン
も付いています。

信頼の Bosch が開発した「通話可能」インジケー
タは、2 色の LED でマイクを使用できるようになっ
たことを参加者に知らせます。

音量コントロールが内蔵された
デュアルヘッドホン接続

直感的なマイクモードスイッチを備えて
いるため、CCS 900 Ultro システムはオ
ペレータがいなくても簡単に操作できま
す。最大 4 本のマイクを同時に作動させ
ることができます。
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理想的なディスカッションソリューション...
極めてはっきりとした音声と優れた参加者管理機能
タウンホールや法廷などの小規模から中規模の施設で
は、さまざまな種類の会議が行われますが、どのよう

1

な場合でも極めてクリアな音声を提供する必要があり

5

2
3
4
5

ます。このような会議施設に最適な柔軟性の高い
CCS 900 Ultro では、オペレータがいなくても会議を
簡単に運営できます。議長が会議を主導して、各参加

4

者が発言したり、複数の参加者がマイクを同時に使用

6

したりすることができます。参加者は LED で発言す
るタイミングを視覚的に把握できます。

6
5

デイジーチェーン接続されたシステムには、直感的な

3

インターフェイスが備わっており、設置も簡単です。
会議内容を聴衆にも聞こえるようにするためのハンド
マイクや音響拡声システムなどの外部装置にも簡単に
対応できます。

3

2
1

CCS 900 Ultro ディスカッションシステムは、議長に
よる会議の進行管理 に使用されるシステムです。チェ
アマンユニットには、参加者のマイクをミュートする
優先ボタン（警告音機能付き）があります。マイクや他
の装置を追加することもできます。

使いやすいケーブルクランプが付いているので、
デイジーチェーン接続が非常に安全にできます。

コントロール
ユニット
チェアマンユニット
デレゲートユニット
Plena ミキサーアンプ 120W
XLA 3200 ラインアレイ
スピーカー 60W（x2）
マイク
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会場の規模に合わせて拡張可能
ダイナミックに変化するビジネス環境に最適
CCS 900 Ultro ディスカッションシステムは、国際ビ

9

ジネスセンターや会議センターなどの中規模施設に最
適なベースインストール環境を構築できます。

6

5

また、Bosch インテグラスデジタル赤外線言語配信

11
9

システムとも簡単に統合できます。このソリューショ
ンでは、ワイヤレスインテグラス受信機自体で言語を
選択できるので、参加者や聴衆は、通訳者が Bosch

8

1

4
7

通訳者ユニットで配信した任意の言語の同時通訳を聞

10

くことができます。

12

11

7
3

このほかにも、Bosch のハンドマイクと統合してスピー

10

チやプレゼンテーションを行うなど、さまざまな装置

6

と統合して用途を広げることができます。電話会議お

3
2

3

よびテレビ会議用のインターフェイスを使用すれば、離

10

れた場所との相互接続も可能です。

10
6

CCS 900 Ultro ディスカッションシステムは、通訳
システム、言語配信、音響拡声システム、電話会議お
よびテレビ会議用のインターフェイスなど、さまざま
な外部装置に対応できます。

コントロール ユニット
チェアマンユニット
デレゲートユニット
テレビ会議インターフェイス
Plena ミキサーアンプ 120W
XLA 3200 ラインアレイ
スピーカー 60W（x2）
7 6 チャンネルアナログ通訳
ユニット
8 インテグラストランスミッタ
9 インテグラスラジエータ
10 インテグラスレシーバ
11 ワイヤレスマイク／受信機
12 カメラシステム
1
2
3
4
5
6

6
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信頼性の高い Bosch の製品開発

オールインワンのディスカッション
ソリューション
コストパフォーマンスの高い CCS 900 Ultro は、大規模で複雑な会議センターのニーズに合わせて拡張するこ
とも簡単です。

独自開発

品質を保証するためのさまざまなテスト

CCS 900 Ultro はヨーロッパで設計されており、先進

Bosch は、ヨーロッパでも最大規模の音響テストおよ

的な会議装置を製作してきた Bosch の長年の経験が

び測定施設を所有しており、これらの施設でマイクや

生かされています。Bosch は、技術、設計、操作性の

内蔵スピーカーを正確に測定しています。すべての試

点で優れた製品を製作することを基本方針としていま

験を国際的に認知されている業界基準に従って実施し

す。設計プロセスのあらゆる過程で、Bosch の品質

ているので、お客様には高品質の Bosch 製品を安心

と耐久性を保証するために次の点で特別な注意が払わ

してお使いいただけます。

デレゲートユニット

ff
ff
ff
ff
ff

チェアマンユニット

ff デレゲートユニットのすべての機能を装備
(「通話可能」インジケータを除く）
ff 動作中のすべてのデレゲートマイクをミュートする優先機能
ff チェアマンユニット用警告音（議長優先機能）

コントロールユニット

ff
ff
ff
ff
ff

強固なスーツケース

ff 最大 10 台のデレゲート／チェアマンユニットを持ち運びおよび
保管することが可能
ff コントロールユニット、最大 6 台のデレゲート／チェアマン
ユニット（標準アームマイク）、延長ケーブルを持ち運びおよび
保管することが可能

アクセサリ

ff 延長ケーブル、敷設ケーブル、ラックマウント用ブラケット、
ケーブルクランプ、ハンドマイク

れています。
- 人間工学に沿った美しい製品設計
- 性能の高い音響設計

参加者は発言したり会議の進行を傍聴したりすることが可能
｢通話可能」インジケータ（特許申請中）
内蔵スピーカー／ヘッドホンでモニタリングが可能
フレキシブルアームのマイク（ロングタイプはオプション）
音量コントロール内蔵のヘッドホンソケット（2 個）

デジタル式ハウリング抑制機能を装備
内蔵スピーカー／ヘッドホンでモニタリングが可能
外部装置と連動
最大 150 台のユニットをコントロール
2 種類のコントロールユニットを使用可能

- 柔軟性と新しい機能を備えたシステム設計

実績のある革新性
Bosch の会議システムには、特許申請中の「通話可
能」インジケータ、Bosch の会議システムおよび音
響拡声システムで長年使用されているデジタル式ハウリ
ング抑制機能など、数多くの優れた機能が備わってい
ます。

