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システムの概要
Access Professional Edition System（以下、「Access PE」）は 4 つ
のモジュールで構成されます。
– LAC Service：LAC（ローカルアクセスコントローラ – 以下、「コ

ントローラ」）と常にコミュニケーションを取るプロセス。AMC
（Access Modular Controllers）がコントローラとして使用され
ます。

– Configurator
– Personnel Management
– Logviewer
これらの 4 つは、サーバーおよびクライアントモジュールに分けられ
ます。
LAC サービスは常にコントローラと接続を保つ必要があります。そ
の理由として、まずカード所有者の動き、存在、不在に関するメッセ
ージを常に受け取るから、また新しいカードの割り当てなどのデータ
の変更をコントローラに送信するから、しかし主にはメタレベルのチ
ェックを行うからです（アクセスシーケンスチェック、アンチパスバ
ックチェック、ランダムスクリーニング）。
Configurator はサーバーでも実行される必要がありますが、クライア
ントワークステーションにインストールして、そこから実行すること
もできます。
Personnel Management および Logviewer の各モジュールは
Client コンポーネントに属し、Server でも実行でき、サーバーにネッ
トワーク接続のある異なる PC でも実行可能です。
以下のコントローラを使用できます。
– AMC2 4W（4 つの Wiegand リーダーインターフェイス）- AMC2

4W-EXT で拡張可能
– AMC2 4R4（4 つの RS485 リーダーインターフェイス）
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制限とオプション
接続可能なコンポーネントと管理可能なデータ量の次の閾値を超えな
いシステムでは、Access PE を使用できます。
– 大 10,000 枚のカード
– 1 人あたり 大 3 枚のカード
– PIN の長さ：4 ～ 8 文字（設定可能）
– PIN タイプ：

– 確認 PIN
– 識別 PIN
– 作動 PIN
– ドア PIN

– アクセスの種類：
– カードのみ
– PIN のみ
– PIN またはカード

– 大 255 時刻モデル
– 大 255 アクセス承認
– 大 255 エリア-時刻承認
– 大 255 承認グループ
– 大 16 ワークステーション
– 大 512 リーダー
– コントローラあたり 大 3 つの I/O 拡張ボード（AMC2 8I-8O-

EXT、AMC2 16I-16O-EXT、または AMC2 16I-EXT）
– 各コントローラタイプに次の制限が適用されます。

コントローラ AMC2 4W AMC2 4W と
AMC2 4W-EXT

AMC2 4R4

リーダー/入口

AMC あたりの 大リ
ーダー

4 8 8

インターフェイス/バ
スあたりの 大リー
ダー

1 1 8

表 1.1: システム制限 - リーダーおよび入り口

1.1
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ビデオシステム - 制限とオプション
– 大 128 台のカメラ
– 入口ごとに 大 5 台のカメラ

– 1 台の識別カメラ
– 2 台の背面監視カメラ
– 2 台の前面監視カメラ
– いずれかのカメラをアラームおよびログブックカメラとし

て設定できます。
 

オフラインロッキングシステム（OLS） - 制限とオプション
– 大 256 ドア
– 入口および承認内の承認グループの数は、カードに記録できるデ

ータセットの長さに依存します。
– 大 15 時刻モデル
– 時刻モデルごとに 大 4 期間
– 大 10 特別日/祝祭日（オンラインシステムから）
– OLS 機能はカード No.1 にのみ付与されます。
 

注意!

リモートデスクトップに登録リーダーなどとして接続されている
USB デバイスはサポートされていません。
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1 台のコンピューターでのインストール
次の図は、Access PE の完全なシステムが単一のコンピューターにイ
ンストールされた状態を示しています。コントローラはシリアルイン
ターフェイス経由で接続できます。ダイアログリーダーが使用された
場合、シリアルインターフェイス経由でも接続されます。

図 1.1: システムの概要 – 単一のコンピューターの設定
 

1.2
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複数のコンピューターでのインストール
次の図は、Access PE システムが 2 台のコンピューターに配置された
状態を示しています。これは、コントローラが接続されているサーバ
ーがロックされたコンピュータールームにあり、人事データが人事部
門など別の場所で維持されている場合に特にメリットがあります。
Access PE Client は 大 16 台のコンピューターにインストールす
ることができ、ネットワーク経由でサーバーにある一般的なデータに
アクセスします。
Client ワークステーションは 2 台のモニターを使用するよう設定で
きます。オペレーティングシステムが維持するウィンドウの位置によ
り、ログインセッション全体で慣れ親しんだオペレーター環境を確保
します。

注意!

更新のためにアンインストールした後、フォルダー：\BOSCH\Access

Professional Edition からすべてのファイルが削除されたことを確
認します（例外はフォルダー SaveData）。

1.3
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図 1.2: システムの概要 - 配置されたシステム

システム要件
Access PE のインストールには次が必要です。
オペレーティングシステム（いずれか）：
– Windows 10 X64 professional
– Windows 2008 R2
– Windows 2008 Server
– Windows 7

 

1.4
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注意!

Microsoft Windows XP のどのバージョンも Access Professional

Edition 3.1 以降ではサポートされていません。

 
ハードウェア要件
サーバーとクライアントの両方で次の標準 Windows PC が必要で
す。
– 4 GHz CPU
– 低 4 GB RAM
– 20 GB 空きディスク容量（サーバー）
– 1 GB 空きディスク容量（クライアント）
– 100 Mbit イーサネットネットワークカード（PCI）
– 1024x768 の解像度と 32k カラーのグラフィカルアダプター
– 解像度の対応：

– 1024x768
– 1280x1024
– 2048x768
– 2560x1024

– CD/DVD-ROM ドライブ
– I/O 拡張オプション
– USB キーボードとマウス
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シングルボードコンピューター
Access Professional Edition（APE）を、シングルボードコンピュー
ター（SBC）で実行できます。
Intel Compute Stick STK1AW32SC などのシングルボードコンピュ
ーター（SBC）または他の低性能のハードウェアの容量は、Access
Professional Edition のシステム要件に合致しない可能性があります

（1.4 章を参照）。

注意!

SBC は、LAN または WIFI と接続されているハードウェアが恒久的
に利用可能な場合にのみ使用できます。
SBC は、ベースライセンス（ 大 16 台のリーダー）で指定された制
限機能セットでのみ構成する必要があります。
ハードウェアのパフォーマンスが低いため、ワイヤレスで接続され
た SBC はアラーム管理およびビデオ管理では使用しないでくださ
い。これらの機能では、ネットワークの安定性が非常に重要です。

 
APE は以下のデバイスでテストされ、ベースライセンスを操作するシ
ステム 小要件の参考として使用できます。
Intel Compute Stick STK1AW32SC

製品名 Intel BOXSTCK1A32WFCR

寸法 147 x 89 x 0.7 mm

プロセッサーブランド Intel Atom x5-Z8-300, 4x1.44
GHz

RAM サイズ 2 GB

メモリ技術 DDR3L

コンピューターメモリタイプ DDR3 SDRAM

ハードドライブサイズ 32 GB

電圧 1.35 V

1.5
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製品名 Intel BOXSTCK1A32WFCR

ワット数 4 W

電源 USB

オペレーティングシステム Windows 10

Windows オペレーティングシステム前提条件
SBC などの低性能のハードウェアを使用している場合、APE ソフトウ
ェアのシームレスな運用を保証するために、次のハードウェアおよび
オペレーティングシステム固有の設定や前提条件を推奨します。
– 固定 IP アドレスを使用します。
– すべての節電オプションを無効にします。

– 高パフォーマンスの電源プランを選択します。
– USB 設定で節電を無効にします。

– 休止機能を無効にします。
– Windows オペレーティングシステムの自動更新を無効にしま

す。
– WiFi 接続が不安定な場合に備え、USB イーサネットアダプタを

適用します。
– 画面の解像度が SBC ハードウェア要件と一致しているかを確認

します。例のテストされたデバイスの推奨解像度は 1920x1080
です。

– 十分なメモリが使用可能であることを確認します。APE ソフト
ウェアのインストールと操作に、5 GB の空のメモリを推奨しま
す。内部メモリが不十分な場合、外部ハードディスクを使用する
か、microSD を SBC に適用します。

– Windows リカバリ CD を作成し、エントリーポイントを定期的
に保存します。

注意!

シングルボードコンピューター（SBC）を使用する場合、リカバリ
CD の作成やエントリーポイントの使用ができない可能性がありま
す。
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全般
概要
Access PE はアクセスコントロールシステムで、小規模および中規模
の設置環境で 高度のセキュリティと柔軟性を提供するように設計さ
れています。
Access PE の安定性と更新可能性は 3 層の設計により実現されてい
ます。 上層は管理レベルで、制御サービスが含まれます。新しいカ
ードの登録やアクセス権限の割り当てなど、すべての管理タスクはこ
こで実行されます。
第 2 層はローカルアクセスコントローラ（LAC）で構成され、ドアま
たは入口の各グループを統制します。システムがオフラインでも、
LAC は独自にアクセスコントロールの決定を行えます。LAC は入口
の統制、ドアの開閉時間の管理、または重要なアクセスポイントで PIN
コードを要求する責任を持ちます。
第 3 層はカードリーダーで構成され、コントローラと同様に、すべて
の BOSCH アクセスコントロールで同一です。高度で一貫したセキ
ュリティだけでなく、システムの簡単なアップグレードと拡張パスを
提供して、以前の投資を保護します。
Access PE マルチユーザーバージョンでは、複数のワークステーショ
ンがシステムを統制できます。カスタマイズ可能なユーザー権限レベ
ルで、アクセスを管理し、セキュリティを確保します。これにより、
1 つのワークステーションでカードデータを保持しながら、別のワー
クステーションで従業員が建物内にいるかどうかを確認できます。
Access PE は、アクセス権限、タイムモデル、入口パラメータに対し
て優れた柔軟性を持つ構成を提供します。次のリストは重要な機能の
概要を示しています。
迅速で簡単なカードの割り当て
カード（ 大 3 枚）は、手動で、またはシリアル接続経由で PC に接
続されたダイアログリーダーを使って割り当てることができます。割
り当てられたすべてのカードは有効です。カードをアップグレードす
る場合、古いカードは自動で上書きされて無効になります。そのため、
担当者がキャンセルするのを忘れたり、できなかったりした場合でも、
古いカードでのアクセスを防げます。

2
2.1
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アクセス権限（グループ権限を含む）
各人は、グループ権限を引き継ぐことも、個別の権限を割り当てられ
ることも可能です。権限は場所で制限することも、1 分単位の時間で
制限することもできます。グループ権限は、任意またはすべてのカー
ド所有者に対して同時にアクセス権限を付与または制限するために使
用できます。グループ権限は、時刻モデルに依存する、つまり 1 日の
特定の時間にアクセスを制限することができます。
アクセスの追跡
場所を定義することにより、アクセスの適切なシーケンスを追跡およ
び強制することができます。この構成では、監視することなく、カー
ド所有者の場所を表示することができます。
アンチパスバック
カードを読み取ると、同じアクセスポイントから入るのを一定期間ブ
ロックすることができます。これにより、ユーザーが自分のカードを
後ろに戻して未承認の人にアクセスを提供する「パスバック」を防ぐ
ことができます。
有効期限切れのカードの自動キャンセル
訪問者や臨時スタッフの場合、限定的な期間のみアクセスが必要なこ
とがよくあります。
カードは特定の期間のみ登録することが可能で、その期間が経過する
と自動的に有効性が失われます。
時刻モデルと日付モデル
カード所有者には特定の時刻モデルを割り当てることができ、該当者
がアクセスできる時間を管理できます。時刻モデルは日付モデルを使
って柔軟に定義でき、特定の平日、週末、祝祭日、特別な日が、通常
の仕事日とどのように異なるかを識別できます。
PIN コードによる識別
カードではなく特定の PIN コードを使って入場することもできます。
PIN コードによる確認
特に機密性の高い場所では、追加の PIN コードを求めるようプログラ
ムすることもできます。また、この保護は時刻モデルに依存するよう
にも構成でき、たとえば祝祭日や定義された仕事時間外でのみ PIN コ
ードが求められるように設定できます。
柔軟なドア管理
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個別のドアモデルの柔軟なパラメータ化により、セキュリティと使い
勝手の良さの絶妙なバランスを保つことができます。「シャント」つま
りアラーム抑制期間を個別に指定することにより、ドアが開いている
時間を制御できます。アラームシステムとの組み合わせにより、アク
セスポイントをオプションでロックすることもできます。
定期的なドアのリリース
アクセスを容易にするために、ドアアラームを抑制することで、特定
の期間だけドアを開けたままにすることができます。ドアリリース期
間は、手動で定義することも、時刻モデルで自動で定義することもで
きます。
出退勤管理
アクセスポイントは、パラメータ化して出退勤管理の目的で入場およ
び退場を管理できます。
カードの設計
Access Control システムにはグラフィカルアドインモジュール
Card Personalization (CP) が完全装備されており、オペレーターは
アプリケーションを切り替えることなくカードを作成できます。
写真の割り当て
アドインモジュール Card Personalization (CP) が有効でない場合
でも、写真 ID をインポートしてカード所有者に関連付けることがで
きます。
オフラインロッキングシステム
何らかの理由で、可用性の高いオンラインアクセスコントロールシス
テムが適用されていない場所でも、オフラインでロックすることがで
きます。
ビデオデバイスの管理
入口には追加でカメラを設置して、人の出入りを識別および追跡する
ことができます。
 

ユーザーログイン
– 次のデスクトップアイコンを使ってユーザーアプリケーション

を起動します。

2.2

16 ja | 全般 Access Professional
Edition

2016-10 | APE-UL | Log Viewer Bosch Access Systems GmbH



Personnel Management

Configurator

Logviewer

Map and Alarm Management

Video Verification

または、ツールを次から選択します：［スタート］＞［プログラム］＞
［Access Professional Edition］
 
– Map & Alarm Management アプリケーションを、デスクトッ

プアイコン  を使用するか、［スタート］＞［プログラ
ム］＞［Access Professional Edition］＞［Map & Alarm
Management］から起動します。

– Video Verification アプリケーションを、デスクトップアイコ

ン  を使用するか、［スタート］＞［プログラム］＞
［Access Professional Edition］＞［Video Verification］から
起動します。
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– Configurator アプリケーションを、デスクトップアイコン

 を使用するか、［スタート］＞［プログラム］＞［Access
Professional Edition］＞［Configurator］から起動します。

 
– Logviewer アプリケーションを、デスクトップアイコン

 を使用するか、［スタート］＞［プログラム］＞［Access
Professional Edition］＞［Logviewer］から起動します。

 
– Personnel Management アプリケーションを、デスクトップア

イコン  を使用するか、［スタート］＞［プログラム］
＞［Access Professional Edition］＞［Personnel
Management］から起動します。

 
システムのアプリケーションは不正な使用から保護されています。ダ
イアログベースのサブシステムを呼び出すには、有効なユーザー名と
パスワードでログインすることが求められます。

上部のドロップダウンリストを使って、希望するインタラクションの
言語を選択できます。デフォルトは、アプリケーションをインストー
ルするのに使われた言語です。アプリケーションを再起動せずにユー
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ザーを変更した場合、以前の言語が維持されます。そのため、ダイア
ログボックスが希望する言語で表示されない可能性があります。これ
を避けるには、Access PE に再度ログインします。
Access PE は次の言語で実行できます。
– 英語
– ドイツ語
– ロシア語
– ポーランド語
– 中国語（中国）
– オランダ語
– スペイン語
– ポルトガル語（ブラジル）

注意!

デバイス名、ラベル、モデル、ユーザー権限スキーマなどのすべての
ファシリティは、入力された言語で表示されます。同様に、オペレー
ティングシステムが制御するボタンやラベルは、オペレーティングシ
ステムの言語で表示されます。

 
有効なユーザー名とパスワードのペアが入力されると、［パスワードの
変更］ボタンが表示されます。これを使うと新しいダイアログが開始
され、パスワードを変更できます。

［アプリケーションの起動］ボタンはユーザーの権限を確認し、それに
基いてアプリケーションを起動します。システムがログインを認証で
きない場合、次のエラーメッセージが表示されます：「ユーザー名また
はパスワードが間違っています!」
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Personnel Management 経由のログイン
ユーザーがすでに Access PE Personnel Management アプリケーシ
ョンにログインしていて、ユーザーの権限に他のツールが含まれる場
合、ツールバーボタンを使用して、LogViewer、Configurator、Alarm
Management、および Video Verification を開始します。
 
ユーザーがすでに Access PE Personnel Management アプリケー
ションにログインしていて、ユーザーの権限に LogViewer が含まれ

る場合、LogViewer はツールリストの  ボタンを使用して呼び
出すことができ、LogViewer アプリケーションに個別にログインする
必要はありません。
 
ユーザーがすでに Access PE Personnel Management アプリケー
ションにログインしていて、ユーザーの権限に Configurator が含ま

れる場合、Configurator はツールリストの  ボタンを使用して
呼び出すことができ、Configurator アプリケーションに個別にログイ
ンする必要はありません。
 
ユーザーがすでに Access PE Personnel Management アプリケー
ションにログインしていて、ユーザーの権限に Video Verification が

含まれる場合、Video Verification はツールリストの  ボタン
を使用して呼び出すことができ、Video Verification アプリケーショ
ンに個別にログインする必要はありません。
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ユーザーがすでに Access PE Personnel Management アプリケー
ションにログインしていて、ユーザーの権限に Alarm Management

が含まれる場合、Alarm Management はツールリストの  ボ
タンを使用して呼び出すことができ、Alarm Management アプリケー
ションに個別にログインする必要はありません。
 

メニューとツールバー
次の機能は、メニュー、ツールバーにあるアイコン、またはショート
カットキーで呼び出すことができます。
 

機能 アイコン/
ショート
カット

説明

 
メニュー ファイル

新規

Crtl + N

新しい設定を定義するために、すべ
ての設定ダイアログボックスをクリ
アします（デフォルト設定以外）。

開く...

Crtl + O

異なる設定を読み込むためのダイア
ログボックスを開きます。

保存

Crtl + S

変更を現在の設定ファイルに保存し
ます。

名前を付けて保
存

 現在の設定を新しいファイルに保存
します。

2.3
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機能 アイコン/
ショート
カット

説明

設定の有効化 読み込まれた設定を有効化して、現
在まで有効だった設定を保存しま
す。

LAC への設定の
送信

保存した設定の変更を LAC サービ
スに送ります。

近アクティブ
な設定を一覧表
示

 設定を直接開き、［開く］機能の選択
ダイアログを迂回します。

終了  Access PE Configurator をシャッ
トダウンします。

機能 アイコン/
ショート
カット

説明

 
メニュー ビュー

ツールバー  ツールバーの表示を切り替えます
（デフォルト = オン）。

ステータスバー  ウィンドウ下部の端にあるステー
タスバーの表示を切り替えます（デ
フォルト = オン）。

 
メニュー 設定

全般 ［全般設定］ダイアログが開き、コ
ントローラおよび全般的なシステ
ムパラメータを設定することがで
きます。
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機能 アイコン/
ショート
カット

説明

入力信号 入力信号をパラメータ化するため
のダイアログボックスが開きます。

出力信号 出力信号をパラメータ化するため
のダイアログボックスが開きます。

入口 ドアおよびカードリーダーをパラ
メータ化するための入口ダイアロ
グが開きます。

エリア 保護された施設を仮想エリアに分
割するためのエリア設定ダイアロ
グが開きます。

休日 休日や特別な日を定義するための
休日ダイアログが開きます。

日付モデル アクセス機能の有効化の期間を日
単位で定義するための日付モデル
ダイアログボックスが開きます。

時刻モデル 曜日やカレンダーに依存するタイ
ムゾーンを定義するための時刻モ
デルダイアログが開きます。

人事グループ 従業員を論理グループに分けるた
めの人事グループダイアログボッ
クスが開きます。

アクセス承認グル
ープ

入口に対する承認のグループ化を
定義するためのアクセス承認グル
ープダイアログボックスが開きま
す。
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機能 アイコン/
ショート
カット

説明

オフラインロッキ
ングシステム

施設の特別な要素（入口、時刻モデ
ル、承認グループ）を設定するため
のオフラインロッキングシステム
ダイアログが開きます。

表示テキスト カードリーダーで表示するテキス
トを編集するための表示テキスト
ダイアログボックスが開きます。

ログメッセージ ログメッセージを編集および分類
するためのログメッセージダイア
ログボックスが開きます。

追加の人事フィー
ルド

人事のデータフィールドを定義す
るための追加の人事フィールドダ
イアログボックスが開きます。

Wiegand - カード カードデータの構造を定義するた
めの Wiegand - カードダイアログ
ボックスが開きます。

ビデオ機器の管理 ビデオ確認で使用するカメラを設
定するためのビデオ機器ダイアロ
グが開きます。

マップビューアー
とアラーム管理

マップと制御デバイスの空中ビュ
ーおよびアラーム処理用のアラー
ムリストのためのマップビューア
ーが開きます。

 
メニュー （ヘルプ）
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機能 アイコン/
ショート
カット

説明

ヘルプトピック このヘルプテキストを開きます。

Access
Professional
Edition -
Configurator に
ついて

 Access Professional Edition -
Configurator の全般情報を表示し
ます

一般システム設定
一般システム設定は、コントローラ設定のリストの下に表示されます。
これらはすべてのインストールで有効です。

パラメータ デフォルト 説明

国コード 00 一部のカードデータは、手動で入力
されたカード番号に追加されます。顧客コード 056720

シリアル接続
LAC でのポーリ
ング間隔（ミリ
秒）

200 コントローラに対する接続が正常
に確立されていることを確認する
ために LAC-Service が行うポーリ
ングの間隔（ミリ秒単位）です。

2.4
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パラメータ デフォルト 説明

シリアル接続の
LAC での読み取
りタイムアウト

（ミリ秒）

ポーリング間隔の値の範囲：1 ～
500
読み取りタイムアウトで可能な
値：1 ～ 3000

500

TA データの作成 00:01 出退勤管理データファイルを作成
する時間を指定します。

人事データおよ
び TA データの
エクスポート

無効化済み このオプションを有効化すると、出
退勤管理データが継続的にエクス
ポートファイルに書き込まれます。
有効化されていない場合、データフ
ァイルは TA データの作成パラメ
ータで指定された時間に作成され
ます。

出勤タイムスタンプが含まれるファイルは次のディレクトリにあり
ます。
C:\Program Files\Bosch\Access Professional Edition\PE\Data
\Export
ファイル名：TA_<Current date YYYYMMDD>.dat

ようこそ/終了メ
ッセージの表示

有効化済み 適切なリーダータイプと設定（入口
ダイアログでの到着、出発、または
チェック OK）を提供すると、リー
ダーはカード所有者のために
Personnel Management アプリ
ケーションの人事データダイアロ
グに保存されている「ようこそ/終
了」テキストを表示します。
Wiegand リーダーには適用されま
せん。
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パラメータ デフォルト 説明

カード所有者名
をディスプレイ
に表示

aktiviert 表示付きのリーダーでは、カード所
有者の人事データで保存されてい
る表示名が表示されます。
Wiegand リーダーには適用されま
せん。

桁数 4 確認 PIN または作動 PIN に必要
な桁数が指定されます。
この設定は、入口の構成で設定する
ドア PIN にも適用されます。
利用可能な値：4 ～ 8

個別の IDS PIN
を使用する

 個別の IDS PIN が設定されていな
い場合、IDS を作動させるために
確認 PIN を使用することができま
す。
チェックボックスがオンの場合に
のみ、作動 PIN の入力フィールド
が人事ダイアログ画面で有効にな
ります。この場合、確認 PIN は
IDS を作動するためには使えなく
なります。

ブロックするま
での試行回数

3 PIN の入力で失敗可能な回数です。
カード所有者が PIN の入力をこの
回数分だけ間違えると、システム全
体でブロックされ、承認されたシス
テムユーザー（Personnel
Management）のみが解除できま
す。
利用可能な値：1 ～ 9
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パラメータ デフォルト 説明

ログブックパラ
メータ

366
 

1 日あたりのログファイル数
利用可能な値：180 ～ 9999。

次へのディレク
トリパス：
データベース
ログファイル
インポートファ
イル
エクスポートフ
ァイル
DLL ファイル
画像データ
テストログ

C:\Program
Files
\BOSCH
\Access
Professiona
l Edition\PE
\Data...
\Db
\MsgLog
\Import
\Export
\Dll
\Pictures
\Log

これらはデフォルトのパスです。
インポート、エクスポート、および
画像ファイルのディレクトリは変
更できます。

 

注意!

Wiegand コントローラーおよびリーダーを使用する場合は、識別
PIN、アーミング PIN、またはドア PIN を使用するには、Wiegand

カード定義［PIN またはカード］（6 番）を有効にする必要がありま
す。

メインダイアログのレイアウト
ダイアログは次の部分で構成されます。
 

2.5
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1 = メニューバー — メニューの順番に応じてダイアログ機能
が表示されます。

2 = ツールバー — 重要なダイアログ機能のショートカットキ
ーが表示されます。

3 = タイトルバー — Windows の基準に従って、ダイアログウ
ィンドウを 小化する、または閉じるためのボタンが含ま
れます。登録されているユーザーの名前が角カッコで表示
されます。

4 = 人事テーブル — システムで認識されているすべての人と
その出席ステータスを一覧表示します（承認と場所）。

5 = ダイアログフィールド — 初にこのフィールドが開かれ
たとき、またはだれもユーザーがログインしていないとき、
ここにはニュートラルな画像（世界地図）が表示されます。
人事リストからエントリが選択されると、その人のデータ
が表示されます。

6 = オンラインスワイプ — 選択した入口でカードをスワイプ
した直近 5 人を一覧表示します（データベースにある画像
と共に）。
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7 = デバイスステータス — 設定した機器と入口およびその接
続ステータスを一覧表示します。ドア制御機能を有効にし
ます。

8 = イベント表示 — 障害は、点滅する赤いバー（3 回点滅）と
原因の詳細によって示されます。

9 = ステータスバー — カーソルで制御されるボタンやメニュ
ーのエントリに関する情報が表示されます。カードパーソ
ナライゼーションプログラム（CP）、ダイアログリーダー、
および LAC サービスにステータスが表示されます。

Video Verification コンポーネントを有効化すると、他のファシリテ
ィがこのダイアログに追加されます。Personnel Management を参
照してください。
 
Video Verification コンポーネントを有効化すると、他のファシリテ
ィがこのダイアログに追加されます。
 

メニューとツールバー
次の機能をメニューまたはアイコンボタンから利用できます。

機能 アイコ
ン

説明

メニュー オプション

リフレッシュ 人事リストをリフレッシュします

終了  Access PE Personnel
Management アプリケーション
を終了します

メニュー 人物

新しい人物 空の人事およびカードデータダイ
アログを開きます

2.6
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機能 アイコ
ン

説明

人物の変更 選択した人のデータが入った人事
およびカードデータダイアログが
開きます。

人物の削除 選択した人を削除します（安全チェ
ックダイアログに同意した後）。

選択した人を LAC
サービスへ伝達し
て、正常に完了した
ことを報告します。

 選択した人物データを LAC サー
ビスへ伝達して、正常に完了したこ
とを報告します。

LAC サービスへの
すべての人物の伝
達

 選択したすべての人物データを
LAC サービスへ伝達して、正常に
完了したことを報告します。

すべての人物を不
在に設定

 すべての人を不在に設定します（安
全チェックダイアログに同意した
後）。

在室しているすべ
ての人物の場所を
不明に設定

 すべての人の場所を不明に設定し
て、それぞれの人の次回の予約でア
クセスの追跡を無効にします。

レポートの表示/印
刷

レポートのリストを作成するため
にダイアログを呼び出します。

 リスト
制御

表示される人を、選択したグループ
にのみ制限します。
 

メニュー ビュー

記号バー  ツールバーの表示を切り替えます。
デフォルト = オン
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機能 アイコ
ン

説明

ステータスバー ステータスバーの表示を切り替え
ます。デフォルト = オン

人事データ：
状態
カード番号
人事番号
会社
人事グループ
電話
場所

 記号と名前の列以外に、人事概要に
表示される列の選択肢です。
デフォルト = 状態 - 会社 - 場所

メニュー ドア管理

ドアの開放 これら
の機能
はコン
テキス
ト メニ
ューか
らでも
使用で
きます

（該当す
るド
ア / 入
口を右
クリッ
ク）

機器リストで選択した入口が表示
され、開放することができます（1
回限り）。

長時間開放 機器リストで選択した入口が表示
され、開放することができます（長
期）。

ドアの施錠 機器リストで選択された入口が表
示され、施錠することができます。

メニュー ツール

ユーザーログオン Personnel Management のログ
イン / ログオフ。
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機能 アイコ
ン

説明

Configurator の実
行

Configurator を実行して、
Personnel Management からデ
ータを移動します。

Logviewer の実行 Logviewer を実行して、Personnel
Management からデータを移動し
ます。

ビデオ確認の実行 ビデオ確認を実行するためのアプ
リケーションを起動します。

アラームとマップ
管理の実行

マップビューアーとアラーム管理
プロセスアプリケーションを起動
します。

ビデオパネル それぞれのビデオカメラフィード
について、ダイアログフィールド
で 4 つのディスプレイが表示され
ます。

プロパティ  一般システム設定用にダイアログ
ボックスが開かれます。

メニュー ?（ヘルプ）

ヘルプトピック このヘルプファイルを開きます。

Access
Professional
Edition -
Personnel
Management につ
いて

 Personnel Management に関す
る情報が表示されます。
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メインダイアログのレイアウト

1 = メニューバー - すべてのダイアログ機能がメニューに分類
されて表示されます。

2 = ツールバー — 重要なダイアログ機能がアイコンボタンと
して表示されます。

3 = タイトルバー — Windows の基準に従って、メインダイア
ログウィンドウを 小化する、または閉じるためのボタン
が含まれます。現在のユーザーの名前が角カッコで表示
されます。

4 = デバイスステータス — 設定した機器と入口およびその接
続ステータスを一覧表示します。

5 = メッセージリスト - これまでに受け取ったメッセージの
リストです。表示は、特定のフィルター設定で変更できま
す。

6 = フィルターの選択 - 事前定義されたフィルターとカスタマ
イズされたフィルターをコンボボックスから選べます。

2.7
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7 = アラームの有効化 - メッセージのアラームの有効化/無効
化をトリガーします。受信メッセージに音声シグナルを
添えることもできます。

8 = ステータスバー -ログファイルを開いた日付。LAC サービ
スのステータス。アラーム設定。

メニューとツールバー
次の機能は、メニューまたはアイコンボタンでログの評価のために利
用できます。

メニュー 機能 アイコンボ
タン

説明

ファイル 印刷... 表示されたログメッセ
ージを印刷します

終了  LogViewer アプリケー
ションを閉じます。

フィルター フィルター
定義

メッセージフィルター
ダイアログを開きます。

連続モード
オン

連続メッセージ表示を
開始します。このアイ
コンは、機能がすでに実
行されておらず、メッセ
ージフィルターが現在
の日にちに設定されて
いる場合に有効です。
デフォルト設定は連続
メッセージ表示です。

2.8
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メニュー 機能 アイコンボ
タン

説明

連続モード
オフ

連続メッセージ表示を
一時停止します。この
アイコンは、連続メッセ
ージ表示が実行中の場
合にのみ有効です。

前日のイベ
ント

前日のメッセージに切
り替えます。

翌日のイベ
ント

翌日のメッセージに切
り替えます。

表示 記号バー  ツールバーを非表示/表
示にします。
デフォルト = オン。

ステータス
バー

 ステータスバーを非表
示/表示にします。
デフォルト = オン。

メニューアイテムなし

   

   

?（ヘルプ） ヘルプトピ
ック

このヘルプファイルを
開きます。

Logviewer
について

 Access PE LogViewer
に関するヘルプを開き
ます。
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登録設定
［登録リーダー（RS 232）］＞［ツール］＞［設定］で呼び出されるダ
イアログでは、どのワークステーションからでも実行できる基本設定
タスク（有効化、変更）を行えます。
– 従業員にカードが割り当てられる管理施設では、登録リーダーを

設置することができます。これは、製造元の仕様または機器と共
に提供された仕様に従って、パラメータ化および設定する必要が
あります。登録リーダーが設定されると、手動のカード確認は無
効化されます。

対応リーダーの必須設定は次のとおりです。

リーダー名 BAUD D P S

DELTA 1200 Prox RS232 9600 8 N 1

DELTA 1200 iClass RS232 57600 8 E 1

DELTA 1200 USB Hitag、Legic、Mifare 9600 8 N 1

DELTA 1200 RS232 Hitag、Legic、Mifare 19200 8 N 1

Rosslare ARD-1200EM USB 9600 8 N 1

LECTUS secure 5000 MD 9600 8 N 1

D = データビット N = なし

P = パリティ E = 偶数

S = ストップビット O = 奇数

注意!

Delta 1200 シリーズと Rosslare ARD-1200EM シリーズは UL によ
って評価されていません。
 

 
– チップカードシステム

2.9
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カード技術を表示します — MIFARE classic および Hitag1 を
Access PE で使用できます。

– システムにオプションの Card Personalization (CP) モジュー
ルがインストールされている場合、対応するチェックボックスが
設定でオンになります。このチェックボックスをオフにすると、
カードの設計/作成に関するすべての機能がブロックされます。

– 加えて、LAC サーバーへの接続による人事データの自動転送もオ
ンになります。このチェックボックスは常にオンになっている
必要があります。

38 ja | 全般 Access Professional
Edition

2016-10 | APE-UL | Log Viewer Bosch Access Systems GmbH



– カード割り当て時のカード情報の表示はここで無効にできます。
この表示は、デフォルト設定（Access PE Configurator の全般
設定を参照）とは異なり、企業基準設定に準拠しないカードデー
タが求められる場合にのみ必要です。

AMC 接続リーダーによる登録
少なくとも 1 つのリーダーが、登録のためのドアモデルであるドアモ
デル 06c で構成されていることを確認してください。

［Configurator］を起動して、［ローカルアクセスコントローラ（LAC）］
（例えば AMC2 など）を選択する

［入口］のシンボルをクリックし、 新しい入口リーダーを追加します。

2.9.1
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［入口の定義］ダイアログウィンドウが開きます。

40 ja | 全般 Access Professional
Edition

2016-10 | APE-UL | Log Viewer Bosch Access Systems GmbH



このダイアログで：
– ［説明］の入力（「登録リーダー AMC」など）
– LAC およびグループ ID（GID）の選択
– リーダータイプ（たとえば、Wiegand）の選択
– カードリーダーのアドレスとして、1 ～ 8 の数字の選択

［OK］をクリックし、登録構成に準拠するようにします。
 
構成された登録リーダーを特定のワークステーションに割り当てるに
は、APE クライアントに変更する必要があります。
– ［ツール］ > ［プロパティ］を選択します。
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利用可能な登録リーダーを選択し、登録プロセスを有効にします。
登録リーダーがオンラインであることを確認してください。
すぐに応答がない場合、［人事管理］ダイアログを再起動します。
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SQL Server サポート
イベントログファイルに書き込まれるすべてのデータは、SQL データ
ベースに保管することもできます。参考として、Windows 10 x64
Pro にインストールされた Microsoft® SQLServer® 2014 Express,
SP 1x 64 を利用することもできます。
SQL サーバー接続は、設定画面の右下の部分で構成できます。
詳細については、インストールマニュアルを参照してください。

注意!

SQL データベースを APE サーバーと同じ物理または仮想マシンに
インストールするようにします。
 

注意!

SQL データベースを構成するために Configurator を使用する場合、
Configurator は APE サーバー PC で開始する必要があります。
この場合、Configurator はクライアントでは開始しません。
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– ［インスタンス］フィールドにデータベースのインスタンス ID を
入力します。

– 認証情報が必要な場合、［ユーザー］と［パスワード］を入力し
ます。

– ［SQL データベース接続をチェック］ボタンをクリックします。
– これまでに APE データベースサーバーが存在したことがない場

合、［APE データベースの作成］をクリックします。
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SQL データベース接続をチェック

有効な新しいインスタンス ID の名前を編集します。これにより、指
定したインスタンスで新しい APE データベースが作成されます。
APE データベースがすでに存在するか、作成した場合、［SQL データ
ベースの有効化］をクリックします。
システムは、SQL データベースサポートによって APE リリースにア
ップグレードした場合、既存のログブックデータはインポートしませ
ん。
上限の 100,000 メッセージに達すると、システムはイベントのバッフ
ァを停止します。SQL サービスが再びアクセス可能になると、バッフ
ァされたメッセージは SQL データベースに追加されます。メッセー
ジバッファは APE システムバックアップには含まれません。
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注意!

ユーザーは、古いエントリの削除や SQL インストールの更新などの
ためにデータベースを維持する責任があります。
 

 

注意!

SQL データベースサービスは有効または無効にできます。
サービスが無効の場合、Windows メッセージボックスでユーザーに
警告が表示されます。
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SQL データベースの設定
Microsoft ホームページから Microsoft® SQL Server® 2014
Express Edition SP1 をダウンロードします。アプリケーションを
起動すると、［SQL Server インストール センター］が表示されます。

［インストール］を選択します。

– ［新しい SQL Server］を選択します。
［ライセンス条項］を選択します。

2.11
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– ライセンス条項に同意して、［次へ］をクリックして続行します。
［Microsoft Update］を選択します。
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– ［Microsoft Update を使用して更新プログラムを確認する］を
選択し、［次へ］をクリックして次に進みます。

［機能の選択］を選択します。

– リストから必要な機能を選択した後、［次へ］をクリックして次
に進みます。

［インスタンスの構成］を選択します。
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– ［既定のインスタンス］または［名前付きインスタンス］のいず
れかのオプションボタンを選択します。

– ［次へ］をクリックして次に進みます。
［サーバーの構成］を選択します。
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– リストから必要なサービスアカウントを選択した後、［次へ］を
クリックして次に進みます。

［データベース エンジンの構成］を選択します。
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– ［サーバーの構成］タブを選択して、［Windows 認証モード］オ
プションボタンを有効化します。

– ［次へ］をクリックして次に進みます。
［完了］を選択し、［状態］列を見て、すべての該当する機能が正常に
インストールされていることを確認します。これには数分かかる場合
があります。

– これでインストールは完了です。［閉じる］をクリックして、イ
ンストールを終了します。

注意!

インストールに失敗した場合は、Microsoft カスタマーサポートに連
絡してください。
 

SQL データベースのエンドユーザーには次の責任があります。
– SQL データベースへのアクセスを許可するための認証情報を作

成する。
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– APE システムでは SQL データベースのバックアップがサポー
トされていないため、SQL サーバーのバックアップを作成する。

– SQL のセキュリティを管理する。
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ログブック
Access PE アクセスコントロールシステム内のすべてのプロセス（た
とえば、ワークステーションでのユーザーのログインおよびログアウ
トデータ）は、対応するメッセージを使用して転送され、イベントロ
グに保存されます。分類によりセキュリティ関連のメッセージ（アラ
ームメッセージ）を単なる情報関連の項目から分離すると、必要な追
加の手段を実装しやすくなります。
重要なメッセージをフィルターしてダイアログのユーザーに警告でき
るオプションを持つわかりやすい画面を使用するには、Logviewer ダ
イアログをワークステーションにインストールして開始できます（ロ
グイン中の人物のユーザー権限によって許可される場合）。
 

メッセージリスト
Logviewer の主な機能は、現在と過去のログメッセージの表示です。

デフォルトでは、表示は受信メッセージによって継続的に更新されま
す。関連するアイコンボタンが  の状態で表示されます。
Logviewer の起動時には、その日のメッセージが表示されます。それ

より前の日のメッセージは  ボタンを使用して表示できます。
ファイル名が Msg<yyyymmdd>.log という形式のログファイルが、
ディレクトリ C:\BOSCH\Access Professional Edition\Data
\MsgLog 内に毎日作成されます。これらのファイルすべては
Logviewer で表示できます。
メッセージリスト内の列には次の情報が入っています。

3
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列 説明

（タイトルなし） Configurator で定義されたメッセージカ
テゴリを表す記号。

（タイトルなし） ビデオ記録が存在するメッセージの記号：

日付 メッセージが作成された日時。

LAC / PC メッセージのソース（コントローラまたは
ワークステーションの名前）。

リーダー/ログイン メッセージのソース（コントローラがメッ
セージを転送しただけの場合）。ソースが
ワークステーションである場合はワークス
テーションユーザーの名前。

場所 (ドア) / プログ
ラム

入口、信号、またはその他の設置場所の名
前。ワークステーションである場合はアプ
リケーションの名前。

番号 Configurator 内にあるイベントログテキ
ストのリストごとのメッセージ番号。

メッセージ Configurator で定義されたメッセージテ
キスト。

カード番号 カード番号（読み取り可能でシステムに認
識されている場合）。

姓 カード所有者の姓。

名 カード所有者の名。

会社/部署 カード所有者の会社 / 部署。

ローカル日付 AMC が異なるタイムゾーンにある場合、メ
ッセージのローカル作成時刻がここに表示
されます。
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メッセージリストは必要に応じてカスタマイズできます。たとえば、
列ヘッダーをドラッグアンドドロップすることによって列の順序を変
更できます。このようにして、特に重要と思われる列を目立たせるこ
とができます。
関心のあるメッセージをより効果的に見つけるため、リストビューで
は列ヘッダーをダブルクリックすることによって並べ替え（昇順と降
順の切り替え）を行うことができます。

注意!

ユーザーに割り当てられた権限に応じて、表示されるメッセージは多
かれ少なかれ制限されます。自身のメッセージの表示だけが許可さ
れているユーザーには、他の人物に関連したメッセージはすべて隠さ
れます。いかなる人事データの表示も許可されていないユーザーに
は、 後の 4 つの列は空白として表示されます。

 

メッセージのフィルター
特定の条件と一致するメッセージだけを表示するには、［フィルター］

> ［フィルター定義］またはツールバーの  アイコンボタンをク
リックします。フィルター条件を選択するためのダイアログが開きま
す。

 

3.2

56 ja | ログブック Access Professional
Edition

2016-10 | APE-UL | Log Viewer Bosch Access Systems GmbH



次の条件に従ってメッセージをフィルターできます。
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フィルター条件 説明 注記

期間の指定 ここに日付を入力する
ことにより、表示を特定
の期間に制限できます。
現在の日付を 終日と
して入力できます。
過去の日付からのイベ
ントの別の日付表示を
入力することにより、表
示済みのデータを変更
または拡張できます。

すべてのログファイ
ルが読み込まれるた
め、非常に長い期間
を表示用に指定する
ことは賢明ではあり
ません。ログファイ
ルのサイズに応じ
て、合計が 大で 1
か月になるようにす
ることをお勧めしま
す。

名前 名前がフィルター条件
と一致する人物に表示
を制限できます。

フィルター［名前］、
［会社/部署］および
［カード］は単独で使
用する必要があり、
組み合わせて使用す
ることはできませ
ん。

会社/部署 指定した会社や部署の
人物に表示を制限でき
ます。

カード カード番号が指定した
範囲に含まれる人物に
表示を制限できます（た
とえば、6 で始まるすべ
てのカード番号）。

入口 指定した入口に関する
メッセージに表示を制
限します。
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フィルター条件 説明 注記

メッセージ 特定のメッセージタイ
プに表示を制限します。

 

Alarm siren
with .wav file

（.wav ファイルに
よるアラームサイ
レン）

音声シグナルを鳴らす
ことによってアラーム
メッセージを強調でき
ます。任意のシステム
オーディオファイルを
アラーム用に選択でき
ます。

 

注意!

フィルターはアプリケーションが実行中の間だけアクティブになり
ます。Logviewer を再起動すると直ちにデフォルト設定（現在の日
付、フィルターなし）が復元されます。

 

フィルターの保存と再ロード
プログラムを再起動するたびにフィルターを再定義しなくてもよいよ
う、Logviewer では各ユーザーがフィルター設定を保存して再ロード
できるようになっています。
個人フィルター設定を定義した後、ダイアログボックス下部の［保
存...］をクリックすることによって保存できます。デフォルトでは、
名前の付いたフィルター設定（<ファイル名>.flt）は C:\BOSCH
\Access Professional Edition\Data\Cfg に保存されます。
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保存したフィルター設定は、左下角の［フィルター］コンボボックス
から選択することによって再ロードおよび有効化できます。
以前に定義したフィルターをチェックまたは編集するには、［フィルタ

ー表示］ダイアログで 初に 、次に［ロード...］をクリックす
ることによってロードして開きます。

ロードしたフィルター設定を確認および変更した後、［OK］をクリッ
クすることによって実行中のアプリケーションに 終的に適用できま
す。
 

アラームモードの有効化
［アラームの有効化］をクリックするか、保存したフィルターをアラー
ムの有効化によって選択すると、Logviewer ウィンドウは閉じてスタ
ンバイモードに移行し、システムトレイに  アイコンとして表示され
ます。マウスカーソルを合わせると、"Access PE: アラームの待機"
というテキストが表示されます。アイコンをダブルクリックすること
により、いつでもダイアログウィンドウを 前面に戻すことができま
す。

注意!

アラームモードがアクティブである限り、このアプリケーションをタ
イトルバーの x ボタンや［ファイル］ > ［終了］によって閉じるこ
とはできません。その代わりに、Logviewer はスタンバイモードに戻
ります。
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メッセージを受信すると、メインウィンドウが 前面に戻ります。
［音声オフ］ボックスをチェックしていない限り、アラームの受信時に
は音声シグナルも鳴ります。
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Personnel Management
このダイアログはワークステーションのメインアプリケーションで
す。データの保存および編集ファシリティとともに、個々の人物の場
所とその人に対して実施されているブロックが表示されます。ドア制
御機能と機器の状態表示を介してシステム監視プロセスを実行するこ
ともできます。
 

人物リスト
人物リストには、システムに認識されているすべての人物が含まれて
います。デフォルトでは、姓、名、および会社または部署がリストさ
れます。別個の記号列により、人物またはカードの状態に関する追加
の詳細が次のように提供されます。

人物にカードがありません

人物は不在です

人物は在室しています

人物は不在であり、ブロックされています。ダイア
ログには点滅する光も表示されます。

人物は在室しており、ブロックされています。ダイ
アログには点滅する光も表示されます。

4
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列［記号］、［名前］、［会社/部署］のあるデフォルトのリストビュー
は、ワークステーションごとにカスタマイズすることができます。［表
示］ > ［人事データ］メニューを使用して、その他の列の追加や削除
を行うことができます。表示される列にはチェックマークが付いてお
り、選択するたびにオンとオフが切り替わります。
次の追加の列が利用可能です。
– カード番号
– 人事番号
– 会社/部署
– 人事グループ
– 電話
– 場所（エリアを定義した場合）
– 画像

注意!

リストボックスの現在の幅によっては、選択した列の一部が表示され
ない場合もあります。その場合は、ボックスと列の幅や順序を必要に
合わせて調整してください。列の順序は列ヘッダーをドラッグアン
ドドロップすることによって変更できます。人物リストの幅を大き
くすると、当然ながらダイアログボックスの右側の幅に影響します。

 
ツールバーには人物リストをフィルターするためのコンボボックスが
あります。デフォルトでは［すべての人物］が表示されますが、［従業
員］または［訪問者］に制限することもできます。

 
人事リストには［画像］列を追加できます。［表示］ > ［人事デー
タ］ > ［画像］メニューを使用して、列の非表示と表示を切り替える
ことができます。

 

Access Professional
Edition

Personnel Management | ja 63

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Log Viewer



この列は右端に追加されるため、表示するために人事リストをスクロ
ールしなければならない場合もあります。その他の列は非表示にしな
ければならない場合があります。

注意!

画像は列の高さに合わせられるため、表示が小さいと人物の識別が難
しくなる可能性もあります。画像を表示する主な理由は、まだ写真を
保存していない人物を素早くチェックできるようにすることです。
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人事データ用のダイアログボックス
人物リストでエントリを選択すると、その人物のデータがダイアログ
フィールドの右側に表示されます。

も重要な個人データを表示する以外に、さまざまな機能をこのダイ
アログから呼び出すことができます。

表示 / 機能 説明

名前
（タイトル - 名 - 姓）

表示のみ。変更は変更ダイアログを使
用して行うことができます（「人事およ
びカードデータ」）。会社/部署

人事番号

カード番号

4.2
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表示 / 機能 説明

写真

現在のステータス 日付を含む在室 / 不在の表示。

在室に設定、不在に設定 現在のステータスに応じて、ここで人
物を在室または不在に設定できます。

注記 この人物に関するテキスト注記を自由
に記入する場所。 大 50 文字。

メモ この人物へのテキストメモを自由に記
入する場所。 大 300 文字。

メモのプレビュー / メモ
の印刷

事前に定義した印刷レイアウトに従っ
てメモテキストを表示または印刷でき
ます。

電話 この人物の電話番号または連絡方法。

場所 人物の場所の表示と変更。任意のエリ
アまたはデフォルト値 "-- 不明 --" を選
択できます。

リーダー上の特別なメッ
セージ

各表示行に 大 20 文字を含めること
ができます。

名前 適切に設置されたリーダーによって表
示される人物の名前。

到着時 特別な歓迎テキスト。

出発時 特別な送別テキスト。
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表示 / 機能 説明

カードステータス  

– 有効
– 明示的にブロック済

み
– 3 回の不正な PIN 入

力
– ランダムスクリーニ

ング用に選択済み

カードステータスの表示と変更。ここ
では次のカードパラメータを設定でき
ます。

機器ステータス
Personnel Management のメインダイアログにある 3 番目のエリア
は、人物リストの下にある機器ステータス表示です。

（［ビデオ機器］タブは、Video Verification で使用できる特別なファ
シリティの 1 つです。「ビデオ機器」を参照してください）

（［ビデオ機器］タブは、Video Verification で使用できる特別なファ
シリティの 1 つです。）
ログメッセージのリストの横にあるのは機器ステータス表示です。

機器のステータスは次の記号によって示されます。

4.3
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コントローラはオンラインです。

コントローラはオフラインです。

コントローラへの接続を判別できません。

拡張ボードはオンラインです。

拡張ボードはオフラインです。

拡張ボードへの接続を判別できません。

入口への接続は OK です。

入口への接続に障害があります。

入口への接続を判別できません。

入口は施錠されています。

入口が開放 / 長時間開放されています。

入口の開放時間が超過しています / 侵入の可能性が
あります。

リーダーへの接続は OK です。

リーダーへの接続に障害があります。

リーダーへの接続を判別できません。

接続の障害は、ダイアログの下端にあるバーがダイアログの開始時に
赤色に点滅することによっても示されます。
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注意!

Wiegand リーダーのステータス表示は誤解を招く可能性がありま
す。ステータス要求に応答できないため、パラメータ化された
Wiegand リーダーはコントローラがオンラインである限り、オンラ
インとして示されます。

 

コントロール
この機能がアクティブなのは、ログイン中のユーザーがドア制御権限
を持っている場合だけです（「ユーザー権限」）。
この機能がアクティブなのは、ログイン中のユーザーがドア制御権限
を持っている場合だけです。
機器ステータスリストで選択したエントリ（接続が存在する）には、
コンテキストメニュー（右クリック）または［ドア管理］メニューに
よってコマンドを付与できます。

選択したエントリの名前がコンテキストから読み取られます。

<入口> を開く 選択した入口が 1 回開きます（1
人の人物向け）。

<入口> の長時間開放 選択した入口がより長い期間開
きます。

<入口> をロック 選択した入口が施錠されます。
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マップビューアーとアラーム管理

1. マップツリー
2. 有効な場所マップ
3. マップからのデバイスコントロール、コントロールはマップに表

示されます
4. イベント情報を含むアラームリスト (ビデオを含む)
5. ステータスの概要と制御要素を含むデバイスツリー
Mapviewer の機能：
– 簡単なナビゲーションのためのホームマップ
– ハイパーリンクによるフォトビューとフロアプランとの間のナ

ビゲーション
– 大 3 レベルのデバイスツリー構造のナビゲーション
– 統合アラームリスト付きのアラーム用インタラクティブグラフ

ィカルマップ
– マップおよびデバイスツリーからのライブビューとドアコント

ロール
– システムあたり 128 マップ
– マップあたり 64 機器

4.4
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– マップあたり 64 ハイパーリンク
– マップあたり 大 2 MB
– マップビューアーは .bmp、.jpg、.png の標準画像フォーマット

を使用します

マップの構成
Map Editor の開始

 ボタンをクリックしてマップを追加します。

4.4.1
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マップがダイアログに表示されます。
– オプションとして、このマップをホームマップとして設定しま

す。
マップツリーに食堂などの詳細ビューを追加します。
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– 新しい［食堂マップ］をメインマップに関連付けるには、［シェ
イプ］タブで［長方形］を選択します。

– 詳細ビューとして表示するメインマップの部分に長方形を置き
ます（下の例では赤い長方形として表示）。

– ［マップにリンク］ディスプレイで、それぞれの詳細ビューを選
択します。この例では「食堂」です。
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マップへの機器の追加
［機器］タブを選択して、機器をマウスでドラッグしてマップに追加し
ます。下の例では、次の機器が追加されています。
– 1 つのアクセスポイント
– 1 つのリーダー
– 2 つのカメラ

 

4.4.2
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– マップの機器をクリックして、マウスボタンを押したままにする
ことでリサイズできます。

– デバイスをクリックして、マウスのスクロールホイールを使用し
て回転できます。

 

機器タイプ コントロール要素

アクセスポイント
（入口）

ドアの開放

 ドアの長時間開放/ドアの長時間リセット

 ドアのロック/ドアのアンロック

 前面識別カメラ

 背面識別カメラ

 背面カメラ

 前面カメラ
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機器タイプ コントロール要素

リーダー すべての入口コントロール

  

カメラ ライブビデオ

 

機器タイプ アラーム

アクセスポイント
（入口）

ドアが承認なしで開けられました

 ドアの開放時間が長すぎました

 （* すべてのリーダーアラームも入口アラーム
として反映されます）

  

リーダー リーダーエラー

  

カメラ なし

 
*）これらのアラームイベントはユーザーによってカスタマイズできま
す。つまり、ユーザーは［AcConfig］＞［イベントログ］メッセージ
を使って任意のイベントをアラームインベントにできます（2 列目を
ダブルクリックするとアラームが発生します）。

オンラインスワイプ
機器の状態リストにあるエントリのコンテキストメニューには、［オン
ラインスワイプ］という機能もあります。これを選択すると、ダイア
ログフィールドの右側にペインが開きます。
このエリアには、選択した入口に関する予約とメッセージの履歴が表
示されます。この入口のいずれかのリーダーでカードを 後にスキャ
ンした人物が、アーカイブ画像、タイムスタンプ、およびアクセスに
関するシステムの決定とともにリストされます。

4.5
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加えて、［メッセージ］または［情報］カテゴリに属さないメッセージ

（メッセージ番号 61 － 67 を除く）が、  記号でマークされてここ
に表示されます。
ペインの 上部には当該の入口が表示されます。機器の状態リストで
異なる入口を選択した後も、 初の入口に関するオンラインスワイプ
ビューがそのまま残ります。別の入口に関するオンラインスワイプビ
ューに切り替えるには、その入口のコンテキストメニューで明示的に
呼び出す必要があります。
アクティブな間、コンテキストメニューには［オンラインスワイプの
スイッチオフ］の行があり、いつでも立ち入り履歴を再び非表示にで
きるようになっています。色付きで強調表示された注記は、それぞれ
のケースで立ち入りが許可（緑色）または拒否（赤色）されたことを
示します。

 
後の 5 件のメッセージまたは予約だけが表示されます。

オンラインスワイプビューがアクティブである間、表示は新しいメッ
セージによって頻繁に更新され、 新のメッセージが 上部に表示さ
れます。

Access Professional
Edition

Personnel Management | ja 77

Bosch Access Systems GmbH 2016-10 | APE-UL | Log Viewer



リストには現在の日付と前日におけるアクセス要求だけが含まれま
す。この期間にカードがスキャンされなかった場合、リストは空のま
まです。
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レポート
Access PE のリスト機能を使用すると、データベースの内容を特別な
方法で照合し、印刷向けのわかりやすい形式に編成できます。
ユーザーが見る必要のあるデータだけが表示されるように結果をフィ
ルターするには、アクセスコントロールの特定の面に関する具体的な
情報（たとえば、どのドアに関して誰がどんな許可を得ているか）を
提供する、事前に準備されたレイアウトを使用できます。
 

レポート

 ボタンを使用すると、ビューが人事データビューから、アクセ
スコントロールに関連するレポートの作成と表示を行うためのダイア
ログに変わります。

 

5

5.1
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複数のレポートレイアウトとコンテンツフィルターを使用できます。
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レイアウト 使用可能なフィルタ
ー

説明

人事データ 姓
名
人事番号
カード番号
カード番号（範囲）
部署/会社
人事グループ

人事データが表示されます。
データは使用可能なフィルタ
ーの一部またはすべてに従っ
てフィルターできます。複数
のフィルターは限定的に機能
します（論理 AND）。
たとえば、名前が A で始まり
カード番号が 900 － 999 の
範囲にあるすべての人物を検
索できます。
文字 * は、任意の文字または文
字なしを表すワイルドカード
として使用できます。

ブロックさ
れた人物

姓
名
人事番号
カード番号
カード番号（範囲）
部署/会社
人事グループ

カードステータスが有効以外
（たとえば、明示的にブロック
済み、3 回の不正な PIN 入力、
ランダムスクリーニング用に
選択済み）である人員のデータ
がメインの人事データ画面に
表示されます。
データは使用可能なフィルタ
ーの一部またはすべてに従っ
てフィルターできます。複数
のフィルターは限定的に機能
します（論理 AND）。
たとえば、名前が A で始まり
カード番号が 900 － 999 の
範囲にあるすべての人物を検
索できます。
文字 * は、任意の文字または文
字なしを表すワイルドカード
として使用できます。
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レイアウト 使用可能なフィルタ
ー

説明

人物 - 承認 姓
名
人事番号
カード番号
カード番号（範囲）
部署/会社
人事グループ
承認

人物と付与された承認をリス
トするレポート。グループ承
認には (G)、個々の承認には
(E) のマークが付いています。
有効期間も示されます。
1 つまたは複数の承認に基づ
いてフィルターできます。各
承認はシングルクリックで選
択または選択解除できます。

人物 - エリ
ア

姓
名
人事番号
カード番号
カード番号（範囲）
部署/会社
人事グループ
場所

システム内の構成済みエリア
に基づき、指定した場所にいる
人物の名前と数がリストされ
ます。
1 つまたは複数のエリアに基
づいてフィルターできます。
各エリアはシングルクリック
で選択または選択解除できま
す。

承認 - 人物 承認 承認と割り当てられた人物を
リストするレポート。グルー
プ承認には (G)、個々の承認に
は (E) のマークが付いていま
す。有効期間も示されます。
1 つまたは複数の承認に基づ
いてフィルターできます。各
承認はシングルクリックで選
択または選択解除できます。
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レイアウト 使用可能なフィルタ
ー

説明

機器 機器タイプ
機器の説明

機器タイプ（コントローラ、入
口、リーダー）をリストするレ
ポート。
1 つまたは複数の機器タイプ
に基づいてフィルターできま
す。各機器タイプはシングル
クリックで選択または選択解
除できます。
機器は説明のテキスト一致に
よってフィルターできます（た
とえば、説明が A で始まるす
べての機器）。
文字 * は、機器の説明で任意の
文字または文字なしを表すワ
イルドカードとして使用でき
ます。
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レイアウト 使用可能なフィルタ
ー

説明

ユーザー 姓
名
人事番号
カード番号
カード番号（範囲）
部署/会社
人事グループ

システムのユーザーでもある
人物と割り当てられたユーザ
ー権限をリストするレポート
データは使用可能なフィルタ
ーの一部またはすべてに従っ
てフィルターできます。複数
のフィルターは限定的に機能
します（論理 AND）。
たとえば、名前が A で始まり
カード番号が 900 － 999 の
範囲にあるすべての人物を検
索できます。
文字 * は、任意の文字または文
字なしを表すワイルドカード
として使用できます。

人物 - ドア 姓
名
人事番号
カード番号
カード番号（範囲）
部署/会社
人事グループ
承認

人物と割り当てられたドアを
リストするレポート。グルー
プ承認には (G)、個々の承認に
は (E) のマークが付いていま
す。有効期間も示されます。
人物はテキスト一致によって
フィルターできます（たとえ
ば、名前が A で始まるすべて
の人物）。
文字 * は、機器の説明で任意の
文字または文字なしを表すワ
イルドカードとして使用でき
ます。
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レポート：ページビュー
レイアウトの選択に応じて、フィルター条件を設定するためのさまざ
なフィールドが有効化されます。これらのフィルターを使用すると、
レポートの内容がサブセットに限定されます。フィルターを設定しな
い場合はすべてのデータが報告されます。［検索］ボタンを使用する
と、データのコレクションがトリガーされてプレビューウィンドウに
表示されます。

注意!

意図しないフィルターが使用されて誤解を招くレポートが作成され
ることを避けるため、フィルター条件を変更する際は［フォームのク
リア］ボタンを使用することをお勧めします。

開いているログファイルは保存または印刷できます。メニュー項目

［ファイル］ > ［印刷］または  ボタンを使用すると、プレビュ
ーが開きます。

5.2
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注意!

開いているすべてのログファイルが印刷されます。
印刷しないファイルをすべて閉じるか、重要なメッセージの選択数を
減らしてください。

 
レポートページビューには、表示の変更や操作を行うためのツールが
いくつか備わっています。

ボタン 意味 説明

エクスポー
ト

さらに処理するためにリストをファ
イルにエクスポートできます。次の
形式が利用可能です。
Acrobat Portable Document
Format（PDF）
コンマ区切り値（CSV）

印刷 デフォルトプリンターの設定が可能
な印刷ダイアログ経由でレポートを
印刷します。

Select page
（ページの選
択）

矢印ボタンを使用すると、レポートの
初、前、次、または 後のページに

移動します。このコントロールには、
レポートの現在のページと合計ペー
ジ数も示されます。

ページ数 現在のページと全ページ数を入力す
るよう促されます。

ズーム ビューの標準の拡大率（100%）を必
要に応じて変更できます。

リストのエクスポート
 ボタンを押すと、エクスポート条件を定義するためのダイアログが

開きます。
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［Format（形式）］選択リストフィールドでは、出力形式として .pdf
（特定の検索結果の転送とアーカイブ向け）および .csv（データの追
加処理向け）を選択できます。
データを CSV ファイルにエクスポートする際は、途中で何らかの処理
を行うことができます。
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区切り文字とエクスポートのモードを入力するほか、レポートおよび
ページセクション（列ヘッダーとページの詳細）とグループセクショ
ン（選択したデータ）をエクスポートから除外または分離できます。
次のいずれかのオプションを［行き先］として選択できます。
– ［アプリケーション］ — ファイルを適切なアプリケーションで開

きます。このアプリケーションもコンピューターにインストー
ルされている必要があります（.pdf ファイルは Adobe Acrobat
Reader で、.csv ファイルは MS Excel で開きます）。

– ［ディスクファイル］（デフォルト） — 必要なディレクトリを選
択するためのエクスプローラーダイアログを開きます。ファイ
ルの保存用の名前が提案されます。

– ［交換フォルダー］ — ファイルを MS Outlook の受信者に直接
送信できます。

– ［Lotus Domino Mail］ — ファイルを Lotus Mail の受信者に直
接送信できます。
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UL 294 要件
UL によって評価されない機能：
– ビデオ確認システム
– マップおよびビデオ確認を備えたマップビューアーとアラーム

管理
– ビデオプレーヤー
– Badge Designer
– Delta 1200 シリーズ
– Rosslare ARD-1200EM シリーズ
– LAC タイプ
– LACi コントローラ AMC-4R4 BG900
– L-Bus タイプ
– Security System IDS - 作動/作動解除
– エレベーター用
– テキスト
– ログブック
– Personnel Management
– レポート
– 盗難警報機用
 

UL によって評価される機能：
– 26 ビット Wiegand フォーマットリーダー
– AMC2 コントローラ：

– APC-AMC2-4WCF
– API-AMC2-4WE
– API-AMC2-8IOE
– API-AMC2-16IOE

– APE-SW は補足監視機器
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