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DCNM-LSDU デバイスあたり2 座席用ライセンス
DICENTIS

u 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

u 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

DICENTIS ディスカッションデバイス、言語選択機能付き
ディスカッションデバイス、投票機能付きディスカッショ
ンデバイス、および DICENTIS ワイヤレスデバイスの機能
は、ライセンスを使用して拡張できます。DICENTIS 座席
デュアルモードにより、2 人の参加者が同じデバイスを使
用でき、その場合でも発言者リストやカメラ画像に名前が
正しく表示されるようになります。1 人の参加者が発言
し、もう 1 人の参加者が待機リストに入っていることも可
能です。DICENTIS 座席デュアルモードのライセンスによ
り、識別や投票の機能を拡張し、DICENTIS タッチスクリ
ーン付きディスカッションデバイスや DICENTIS 拡張ワイ
ヤレスデバイスをさらに多目的に使用できるようになりま
す。
ライセンスは認証コードとして提供され、DICENTIS シス
テムの他の認証コードと同様の方法で有効にできます。

機能

操作
• 各参加者は、自分専用のマイク要求ボタンを使用して、

マイクをオンおよびオフにできます。
• マイク要求ボタンは、シングルモードに設定されている

ディスカッションデバイスと同様に操作できるため、使
いやすくなっています。

識別付きのデュアルモード
• DCNM-DE DICENTIS タッチスクリーン付きディスカッ

ションデバイス、または DCNM‑WDE DICENTIS 拡張
ワイヤレスデバイスがデュアルモード用に設定されてい
て、DICENTIS 座席識別ライセンス DCNM-LSID が有
効になっている場合、各参加者は自分の近距離通信
（NFC）タグを使用して、ディスカッションシステムに
簡単にログオンできます。

• 参加者はログオン時に、ディスカッションデバイスまた
はワイヤレスデバイスの左側または右側のどちらに座る
かを指定できます。

• 参加者は、自分のログオフボタンを押して、いつでもロ
グオフできます。

• 座席識別機能が必要な各デュアルモードのワイヤレスデ
バイスでは、DCNM-LSID ライセンスが 2 つ必要で
す。

投票付きのデュアルモード
• DCNM-DE DICENTIS タッチスクリーン付きディスカッ

ションデバイス、または DCNM‑WDE DICENTIS 拡張
ワイヤレスデバイスがデュアルモード用に設定されてい
て、DICENTIS 座席投票ライセンス DCNM-LSVT が有
効になっている場合、各参加者は自分の投票ボタンを使
用して、同時に投票できます。

• 座席投票機能が必要な各デュアルモード DCNM-DE
DICENTIS タッチスクリーン付きディスカッションデバ
イスおよび DCNM‑WDE DICENTIS 拡張ワイヤレスデ
バイスでは、DCNM-LSVT ライセンスが 2 つ必要で
す。

付属部品

数量 コンポーネント

1 電子メールでライセンスの有効化情報を配信。

技術仕様

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
シングル 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 i7 4 コア 2.5

GHZ
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– 16 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 i7 4 コア、

2.5 GHZ
– 16 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 はクライアン
ト PC での使用にのみ対応して
います。

DICENTIS 会議システム： • DCNM-LSYS ライセンス

オーダー情報

DCNM-LSDU デバイスあたり2 座席用ライセンス
DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS ディス
カッションデバイス、DICENTIS 言語選択機能付きディスカ
ッションデバイス、DICENTIS タッチスクリーン付きディス
カッションデバイス、および DICENTIS ワイヤレスデバイス
で座席でのデュアルモード機能の使用が可能です。
オーダー番号 DCNM-LSDU | F.01U.310.246
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