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DCNM-LSYS システムサーバーソフトウェアライセンス
DICENTIS

u デバイスの自動検出
u 参加者のために最大 750 台の DICENTIS デバイス
をコントロール可能
u クライアントサーバーソリューション
u システム実行のためのユーザー操作不要
u フロア音声用の DanteTM 入出力

DICENTIS システムソフトウェアは、DICENTIS 会議シス
テム全体を制御するプラットフォームとして使用します。
基本機能を搭載しているほか、必要に応じてその他の機能
も追加できます。
システムの概要
DICENTIS 会議システムは、定期的なソフトウェアアップ
デートによって最新の状態に保つことができます。これら
のソフトウェアアップデートは、DICENTIS システムのア
クティベーションから 1 年間無償です。2 年目以降は、
1（DCNM-1SMA）、2（DCNM-2SMA）、または
5（DCNM-5SMA）年間のソフトウェアメンテナンス契約
（SMA）を購入できます。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。
機能
DICENTIS システムソフトウェアは、サーバークライアン
トソリューションで、サーバーソフトウェアと会議アプリ
ケーションの 2 つの主なコンポーネントから構成されてい
ます。
サーバーソフトウェア
サーバーソフトウェアは Windows サービスのセットで
す。個々のサービスはユーザーインターフェイスを持た
ず、バックグラウンドで動作し、すべての DICENTIS コン
ポーネント、およびオプションでクライアント PC 上で実
行されている会議アプリケーションを制御および監視しま
す。システム状態と診断についてはユーザーインターフェ
イスが存在します。サーバーソフトウェアには、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、完全な DICENTIS 会議システムのライセンスを有効化
するために必要となります。

会議アプリケーションを使用してサーバーソフトウェアの
設定が完了したら、サーバーソフトウェアはユーザーの介
入なしで自動で動作可能になります。
会議アプリケーション
会議アプリケーションは PC ユーザーインターフェイスと
して機能し、システムの設定、および会議の管理と準備を
行います。このアプリケーションは、マルチメディアデバ
イスのほか、システムのユーザーインターフェイスになり
ます。会議アプリケーションから会議を準備および管理す
るには、「DICENTIS 会議準備と管理」ソフトウェアモジ
ュールが必要です。
必要な場合、ソフトウェアサーバーと会議アプリケーショ
ンは、別々のコンピュータで実行できます。別々にするこ
とで、機能を異なるユーザーや PC に割り当てることがで
きます。たとえば、1 名以上のユーザーがシステムを設定
しながら（設定）、他のユーザーは次を行えます。
• 個人を登録して参加者になるように割り当てる（会議の
準備）。
• 別の PC で実際に会議を管理する（会議の管理）。
システムソフトウェアには、次の基本機能があります。
会議アプリケーションからの設定：
• 自動で検出されたデバイスを座席に自動または手動で割
り当て。
• 議長席のセットアップ。
• ユーザー管理。
• マルチメディアスピーカーの音量と DCNM‑APS での音
声外部出力の設定（ライン入力／出力および Dante 入
力／出力を使用可能）。
• ハウリング抑制機能の有効化／無効化。
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• 5 バンドパラメトリックルームイコライザー。
• ユーザー定義可能な優先／招集トーン。
• 発言機会ごとに設定するスピーチタイマー。これにより
参加者の発言時間が均等になり、会議をより効率的なも
のにすることが可能。
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会議資料用の Web サーバー
サーバーでは、会議関連の資料の保管と取得を可能にする
Web サーバーもホストしています。Web ベースのシノプ
ティックマイクコントロール。Web サーバーには、次の
機能があります。
• 会議関連資料のアップロード
• Web ページや資料を会議と議題項目にリンク

議長席として設定されたマルチメディアデバイスからアク
セス可能な機能：
• マイクモード：
– オープンモード自動、オープンモード手動管理、オ
ーバーライドモード、音声モード。

付属部品
数量
1

コンポーネント
電子メールでライセンスの有効化情報を配
信。

• オープンマイク数：1～25 台。
• 発言待機者数：0～200 名。

技術仕様

• 30 秒後の自動マイクオフの有効化／無効化。

技術情報
このセクションでは、システム各部の最小要件を一覧で示
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。

• 優先トーンの有効化／無効化。
• マスター音量コントロール。
• 招集チャイムの開始。

ソフトウェアサーバーを実行する PC は使用前にライセン
スを有効化する必要があります。DCNM‑LSYS DICENTIS
システムソフトウェアを注文すると、電子メールが送信さ
れます。その電子メールに、システムを有効化する方法が
すべて記載されています。
ソフトウェアサーバーを実行する PC を交換する必要があ
る場合は、新しいソフトウェアを注文することなく、交換
後の PC を有効化するための簡単な方法があります。必要
な場合は、Bosch の担当者がこれに関する追加の情報を提
供できます。

PC
DICENTIS システムでサービスを実行するコンピュータの
PC 要件は次のように分類できます。
• 識別または参加者のイメージのない最大 100 台のデバ
イス
• 識別または参加者のイメージのある最大 100 台のデバ
イス
• 識別または参加者のイメージのない最大 750 台のデバ
イス
• 識別または参加者のイメージのある最大 750 台のデバ
イス
用途別の最小要件：

Web ベースのシノプティックマイクコントロール
サーバーでは、Web ベースのシノプティックマイクコン
トロールが可能な Web サーバーもホストしています。
Web ベースのシノプティックマイクコントロールには、
次の機能があります。
• マイクのオン/オフ
• 座席のマイクの状態の表示
• 部屋のレイアウトを再現するための背景のアップロード

サーバーソフトウェア（オプションの
会議アプリケーション）を実行する
PC：
識別または参加
者のイメージの
ない 100 台未満
のデバイス

• Windows Server 2016（.NET
Framework 3.5 機能を含む）、
または

CPU パスマーク

• 6000 以上*

• 使用中の対象デバイスでレイアウトの自動拡張
• ディスカッションデバイスがエラー状態かどうかの表示
• 会議の有効化と無効化の際にユーザー権限の自動アップ
デート
• 参加者の写真の表示

RAM
空きディスク容
量
イーサネット カ
ード

• Windows Server 2019（.NET
Framework 3.5 機能を含む）。

• 8 GB
• 20 GB
• 1 GB
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識別または参加
者のイメージの
ある 100 台未満
のデバイス

CPU パスマー
ク：
RAM：
空きディスク容
量：

• Windows Server 2016（.NET
Framework 3.5 機能を含む）、
または
• Windows Server 2019（.NET
Framework 3.5 機能を含む）。
• 7000 以上*
• 16 GB
• 50 GB
• 1 GB

イーサネット カ
ード：
識別または参加
者のイメージの
ない最大 750 台
のデバイス

CPU パスマーク

• Windows Server 2016（.NET
Framework 3.5 機能を含む）、
または
• Windows Server 2019（.NET
Framework 3.5 機能を含む）。
• 9000 以上*

RAM

• 16 GB

空きディスク容
量

• 50 GB

イーサネット カ
ード

• 1 GB

識別または参加
者のイメージの
ある最大 750 台
のデバイス

• Windows Server 2016（.NET
Framework 3.5 機能を含む）、
または

CPU パスマーク

• 10000 以上*

• Windows Server 2019（.NET
Framework 3.5 機能を含む）。

RAM

• 16 GB

空きディスク容
量

• 50 GB

イーサネット カ
ード

• 1 GB

空きディスク容
量
イーサネット カ
ード
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• 20 GB
• 1 GB

注：プロセッサのパワーは、CPU パスマークのスコアに
よって測定されます。これは、プロセッサファミリーのみ
で測定するよりもベンチマークスコアの信頼性が向上する
ためです。
• 多くのさまざまなプロセッサブランドおよびファミリー
を利用可能
• ノート PC 用のプロセッサはデスクトップ用のプロセッ
サほど強力ではないが、どちらも i7 などにできる
• 同じプロセッサでも、新しいバージョンは古いバージョ
ンより高速
プロセッサのパスマークスコアを確認するには、次を実行
します。
1. https://www.cpubenchmark.net/
CPU_mega_page.html にアクセスします
2. ［CPU Name（CPU 名）］テキストボックスにプロ
セッサ（例：i3-8100）を入力します
3. ［CPU Mark（CPU マーク）］列で CPU パスマーク
スコアを確認します（例：i3-8100 のスコアは
8079）
または、［CPU Name（CPU 名）］テキストボックスを
クリアし、［CPU Mark（CPU マーク）］列を並べ替え
て、特定のスコア（7000 など）を超えるプロセッサを確
認することもできます。

ネットワークスイッチ
DICENTIS で使用されるネットワークスイッチには、次の
最小要件および推奨事項が適用されます。
要件

標準

設定

Gbit イー
サネット

IEEE8
02.3

スイッチ遅延は Gbit で最大 10
マイクロ秒です。
銅線ポートとファイバポートの
両方で有効です。

パケット転
送率は各ポ
ートあたり
HW で 1.2
Mpps 超

n.a.

SW によってパケット切り替え
が行われると、許容できない可
変遅延が発生します。

サービス品
質機能
厳密な優先
順位

DiffSe
rv

PTP 同期パケットと音声パケッ
トが制御パケットよりも優先さ
れるようにすること。
OMNEO では IP レベルで QoS
を使用して、ビジー状態のネッ
トワーク上の同期や音声に関す

会議アプリケーションのみを実行する
PC：
識別または参加
者のイメージの
有無にかかわら
ず最大 750 台の
デバイス

CPU パスマーク
RAM

• Windows 8.1 Pro/Windows 10
Pro 64 ビット（.NET
Framework 3.5 機能を含む）。
• 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。
• 6000 以上*
• 8 GB
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要件

標準

設定
る問題を回避します。システム
は比較的静かなネットワーク
（10% 未満のネットワーク負
荷）で問題なく動作しますが、
ネットワークスイッチを適切に
構成することが重要です。
使用されている QoS は、IP ヘ
ッダーの Type of Services フ
ィールド（ToS）の一部である
差別化サービス（DiffServ）で
す。DiffServ および IP ヘッダ
ーの詳細については、ウィキペ
ディアをご参照ください。
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警告：ネットワークスイッチの最優先待機リストのラベル
をしっかりと確認してください。ブランドによって #1 ま
たは #8 など異なる場合があります。残念ながら、これは
異なるブランドでは一貫していません。誤って設定する
と、優先順位を設定しない場合よりもさらに機能が低下し
ます。
ネットワークスイッチは DiffServ（DSCP）サービス品質
をサポートするように構成する必要があります。DiffServ
メカニズムを機能させるには、ネットワークスイッチに 4
つの優先度付き待機リストが必要です。
警告：VOIP QoS 設定は決して使用しないでください。

要件

標準

設定

警告：IEEE802.1p は QoS にも使用されますが、レイヤー
2 に限定されます。OMNEO では、このメカニズムに適切
ではない IP 通信を使用するため、お使いの機器が
DiffServ QoS を使用するようにしてください。

1000 を
超える
MAC テー
ブル

n.a.

ネットワークスイッチがスペー
スを使い果たし、ネットワーク
スイッチがユニキャストパケッ
トのブロードキャストを開始し
ないようにします。

下記の表は、使用される DSCP の値の概要を示しており、
スイッチで構成する必要があります。

EEE の無
効化

IEEE
802.3
az

EEE の実装には不備があるた
め、実装すると大抵問題が発生
します。適切に実装すれば機能
しますが、PTP 同期により節電
はされません。そのため、
EEE（グリーンイーサネットまた
は低電力イーサネット）は常に
無効にする必要があります。

デー
タ

DSC
P 10
進数

DSC
P 16
進数

DSC
Pラ
ベル

TOS
バイ
ト
（16
進
数）

ネッ
トワ
ーク
スイ
ッチ
の優
先度
付き
待機
リス
ト

PTP
同
期、
遅延
要求

56

0x38

CS7

0xE0

最高

RSTP の
無効化
（ケーブ
ルループ
を使用し
ない場
合）

PTP
フォ
ロー
アッ
プ、
遅延
応
答、
音声

46

0x2E

EF

0xB8

高

VLAN の
作成機能

（予
備）

8

0x08

CS1

0x20

低

制御
部

0

0x00

ベス
トエ
フ
ォー
ト

0x00

なし

ハードウ
ェアの
IGMPv3
IGMPv2
スヌーピ
ング

冗長性のために（ケーブル）ル
ープを作成する場合、高速スパ
ニングツリープロトコル
（RSTP）が必要です。ループを
作成しない場合は、最適に動作
させるために RSTP を無効にす
る必要があります。有効にした
場合、ネットワークスイッチへ
の接続速度が低下する可能性が
あります。
n.a.

ほとんどのネットワークスイッ
チはシステム内のマルチキャス
ト変更を処理できないため、
IGMP スヌーピングではなく
VLAN セパレーションの使用を推
奨します。100 Mb デバイス
（Sony カメラ、TVOne、AMX
など）をはじめ、一部のデバイ
スでは、マルチキャストデータ
のフィルタリングが必要になる
可能性があります。
IGMPv3 または IGMPv2 スヌー
ピング。帯域幅の使用を最適化
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。ネットワ
ークスイッチに（直接または間
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要件

標準

設定
接に）接続されるデバイスの数
に応じて、多数の IGMP クエリ
応答を処理するのに十分な性
能。IGMP スヌーピングのハー
ドウェアサポートを強く推奨し
ます。

冗長配線
を使用す
る場合の
要件

標準

RSTP

IEEE8
02.1D
-2004

設定

RSTP を使用することで、冗長性
用のループを作成できるように
なります。ネットワークスイッ
チは、次のようにパラメータの
値を変更した状態で対応する必
要があります。

• Hello_Time = 9 seconds
• Forwarding_delay = 30
seconds
• Max_age = 22 seconds
診断
リンク層
の検出

IEEE
802.1
AB

Network Docent を使用したネ
ットワーク診断用。

SNMP

SNMP

Network Docent を使用したネ
ットワーク診断用。

ルーター
ルーターの最小要件：
• 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最小化する、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
最小 1,000 アドレス。
オーダー情報
DCNM-LSYS システムサーバーソフトウェアライセンス
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。
オーダー番号 DCNM-LSYS | F.01U.287.751
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ソフトウェアオプション
DCNM-LMPM 会議準備および管理ライセンス
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。
オーダー番号 DCNM-LMPM | F.01U.287.752
DCNM-LPD 参加者データベースライセンス
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。
オーダー番号 DCNM-LPD | F.01U.287.754
DCNM-LMS 発言者ライセンス
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。
オーダー番号 DCNM-LMS | F.01U.287.756
DCNM-LCC カメラコントロールライセンス
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カメラを使用で
きるようになります。
オーダー番号 DCNM-LCC | F.01U.287.755
DCNM-LSVT 投票ライセンス（1 座席用）
DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS マルチ
メディア、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 拡張ワイヤレスデバイスで座
席での投票が可能です。DICENTIS 投票機能付きディスカッ
ションデバイスには、この機能が内蔵されています。
オーダー番号 DCNM-LSVT | F.01U.300.532
DCNM-LSID ID ライセンス（1 座席用）
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、DICENTIS マルチメディ
アデバイス、および DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスで座
席での識別が可能です。
オーダー番号 DCNM-LSID | F.01U.300.533
DCNM-LSSL 言語選択機能ライセンス（1 座席用）
DICENTIS 座席別言語選択ライセンスにより、DICENTIS マ
ルチメディアおよび DICENTIS タッチスクリーン付きディス
カッションデバイスで言語選択機能を利用できるようになり
ます。DICENTIS 言語選択機能付きディスカッションデバイ
スには、この機能が内蔵されています。
オーダー番号 DCNM-LSSL | F.01U.300.534
DCNM-LVPM 投票準備および管理ライセンス
投票の準備と管理を有効にします。DCNM-LMPM ライセン
スと DCNM-LPD ライセンスが必要です。個別の座席ライセ
ンス（DCNM-LSVT）は、各 DICENTIS タッチスクリーン付
きディスカッションデバイスや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。
オーダー番号 DCNM-LVPM | F.01U.308.595
DCNM-LIPM 通訳準備および管理ライセンス
このソフトウェアライセンスにより、会議アプリケーション
または API からの通訳デスクの設定と管理が可能になりま
す。
オーダー番号 DCNM-LIPM | F.01U.345.402
DCNM-LDANTE 1 Dante ストリーム用ライセンス
Dante マルチキャストオーディオストリームの送受信を可能
にするソフトウェアライセンスです。
オーダー番号 DCNM-LDANTE | F.01U.354.449
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DCNM-1SMA ソフトウェアメンテナンス契約 1 年間
DICENTIS ソフトウェアメンテナンス契約を 1 年間延長しま
す。契約には、ライセンスの有効な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。
オーダー番号 DCNM-1SMA | F.01U.289.628
DCNM-2SMA ソフトウェアメンテナンス契約 2 年間
DICENTIS ソフトウェアメンテナンス契約を 2 年間延長しま
す。契約には、ライセンスの有効な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。
オーダー番号 DCNM-2SMA | F.01U.289.629
DCNM-5SMA ソフトウェアメンテナンス契約 5 年間
DICENTIS ソフトウェアメンテナンス契約を 5 年間延長しま
す。契約には、ライセンスの有効な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。
オーダー番号 DCNM-5SMA | F.01U.289.630
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