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1 概要

1.1 モジュール式設計

Access Professional Edition System（以下、「Access PE」）は、中小企業向けに自己完結型のア
クセスコントロールを提供し、以下の幾つか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
– Alarm Management
– Video Verification

1.2 サーバーおよびクライアントモジュール

これらのモジュールは、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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2 全般

2.1 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最高度のセキュリ
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。第 1 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 b 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によって構成されます。
クライアント、サーバー、カード所有者との間の通信は AES によって暗号化されています。
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（最大 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。

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
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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

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。

2.2 ユーザーログイン

次のアプリケーションが利用可能です。詳細については、該当するユーザーマニュアルを参照してく

ださい。

Personnel Management

Configurator

Logviewer

Map and Alarm Management

Video Verification
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注記!
クライアントからのログインは、サーバーで LAC サービスが実行されている場合のみ可能です。

クライアントのログイン

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。最初の使用におけるデフォルトの

パスワードは次のとおりです。

– ユーザー名：bosch
– パスワード：bosch

ユーザー名とパスワードを入力すると、［パスワードの変更］ボタンが有効になります。

誤った入力を 3 回すると、その後、しばらくしてからでないと次回のログオンが行えません。これ
は、［アプリケーションの起動］ボタンと［パスワードの変更］ボタンに適用されます。

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

– フランス語

– 日本語

– 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）

注記!
機器名、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。

［パスワードの変更］ボタンをクリックしたら、次のダイアログでユーザー名とパスワードを入力し

ます。
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注記!
パスワードは必ず変更してください。

［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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2.3 Personnel Management のレイアウト
ダイアログは次の部分で構成されます。

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
ンドウを最小化する、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 — 最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）。

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。
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2.4 Personnel Management のツールバー
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

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。

人物をクリア 人物のデータベースをクリアする

ためのダイアログを呼び出しま

す。

レポートの表示/印
刷(R)

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。
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機能 アイコン 説明

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

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。

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。
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機能 アイコン 説明

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

Personnel Management に関す
る情報が表示されます。
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2.4.1 人物をクリア
システムに残す必要がなくなった人物を削除するには、［Persons（人物）］プルダウンメニューか
ら［Cleanup persons（人物をクリア）］を選択します。

人物のリストが表示されます。さまざまなフィルター条件により、人物を選択できます。既存のユー

ザー権限を持つ人物は表示されません。下の例は、割り当て済みのカードを持たない人物を示してい

ます。

– 削除する人物を選択します。

– 下にある［Delete selected persons（選択した人物の削除）］ボタンをクリックします。
– 検索記号をクリックして、選択内容を更新します。

2.5 設定の変更

2.5.1 登録リーダー設定の変更
1. Access PE Personnel Management アプリケーションを開きます。
2. Access PE Personnel Management アプリケーションのメニューバーで［ツール］をクリッ

クします。

3. ドロップダウンリストの［プロパティ］をクリックします。

– ［設定の変更］ダイアログボックスが開きます。

– ［設定の変更］ダイアログボックスでは、最初のセクションのみが［登録リーダー］を参照して

いることに注意してください。
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4. 製造元の仕様に従って、登録リーダーのデータをパラメータ化し、設定します。

注記!
登録リーダーをダイアログステーションに接続することによって、カードデータの手動登録は一時的

にブロックされます。

対応登録リーダーの必須設定は次のとおりです。

リーダータイプ カードタイプ ボーレー

ト

パリティ データビ

ット

ストップ

ビット

LECTUS enroll 5000 MD -
MIFARE Data Record

– Bosch コード
（63 ビッ
ト）

– カードシリア

ル番号

（CSN）

9600 なし 8 1

Interflex USB Hitag, Mifare – Bosch コード
（63 ビッ
ト）

– カードシリア

ル番号

（CSN）

AMC Readers Wiegand, 4R4

Rosslare ARD-1200EM USB 9600 なし 8 1

Delta 1200 Prox RS232 9600 なし 8 1

Delta 1200 iClass RS232 57600 偶数 8 1

Delta 1200 USB Hitag, Legic,
Mifare

9600 なし 8 1
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リーダータイプ カードタイプ ボーレー

ト

パリティ データビ

ット

ストップ

ビット

Delta 1200 RS232 Hitag, Legic,
Mifare

19200 なし 8 1

注記!
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。

2.5.2 カードパーソナライゼーション機能の許可とブロック
カードパーソナライゼーション（CP）モジュール付きのシステムをインストールした場合、設定の中
の対応するチェックボックスがデフォルトでオンになります。

1. Access PE Personnel Management アプリケーションを開きます。
2. Access PE Personnel Management アプリケーションのメニューバーで［ツール］をクリッ

クします。

3. ドロップダウンリストの［プロパティ］をクリックします。

– ［設定の変更］ダイアログボックスが開きます。

4. すべてのカードパーソナライゼーション機能を許可するには、［カードパーソナライズ用の CP
システム］チェックボックスを選択します。

5. すべてのカードパーソナライゼーション機能をブロックするには、［カードパーソナライズ用の

CP システム］チェックボックスをクリアします。

2.5.3 LAC サービスへの接続と切断
1. Access PE Personnel Management アプリケーションを開きます。
2. Access PE Personnel Management アプリケーションのメニューバーで［ツール］をクリッ

クします。

3. ドロップダウンリストの［プロパティ］をクリックします。

– ［設定の変更］ダイアログボックスが開きます。

4. ［LAC サービスへの接続］チェックボックスは、デフォルトで選択されています（推奨）。こ
れにより、LAC サービスへの接続が可能です。

5. LAC サービスを切断するには、［LAC サービスへの接続］チェックボックスをクリアします。

注記!
LAC サービスが切断された場合、このサービスとのメッセージは共有されません（オンラインスワ
イプなど）。

2.5.4 カード内部情報を編集および表示するためのダイアログの有効化と無効化
カード内部情報の編集と表示のためのダイアログは、会社の標準設定に従ってカードデータ設定を変

更しなければならないときに必要です。

1. Access PE Personnel Management アプリケーションを開きます。
2. Access PE Personnel Management アプリケーションのメニューバーで［ツール］をクリッ

クします。

3. ドロップダウンリストの［プロパティ］をクリックします。

– ［設定の変更］ダイアログボックスが開きます。

4. カード内部情報を編集および表示するためのダイアログを無効にするには、［カード内部情報を

編集および表示するためのダイアログを表示しない］チェックボックスを選択します。

5. カード内部情報を編集および表示するためのダイアログを有効にするには、［カード内部情報を

編集および表示するためのダイアログを表示しない］チェックボックスをクリアします。
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2.5.5 レポートでのタイ語のフォントの有効化と無効化 (特殊フォントを使用)
1. Access PE Personnel Management アプリケーションを開きます。
2. Access PE Personnel Management アプリケーションのメニューバーで［ツール］をクリッ

クします。

3. ドロップダウンリストの［プロパティ］をクリックします。

– ［設定の変更］ダイアログボックスが開きます。

4. レポート用のタイ語とそのフォントを有効にするには、［レポートでタイ語のフォントを有効化

（特殊フォントを使用）］チェックボックスを選択します。

5. レポート用のタイ語とそのフォントを無効にするには、［レポートでタイ語のフォントを有効化

（特殊フォントを使用）］チェックボックスをクリアします。

注記!
この機能は、英語の寸法でのみ使用可能です。

2.5.6 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）］（たとえば AMC2
Wiegand）を選択します。

［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。
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［入口］ダイアログウィンドウが開きます。

このダイアログでは、以下を行います。

– ［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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3 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。

3.1 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。

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

– 前回のアクセス

注記!
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。
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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［従業員］または［訪問者］に表示されます。

注：他のグループを追加する場合（VIP など）、このグループのメンバーは自動的に［従業員］の下
にリストされます。

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。

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。

注記!
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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3.2 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。

最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, ページ 32」）。
会社/部署

人事番号

カード番号

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。最大 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。最大 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。
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表示 / 機能 説明

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

各表示行に最大 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。

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。

3.3 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。

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。

機器ステータス シンボル

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



24 ja | Personnel Management Access Professional Edition

2019-07 | | ソフトウェアマニュアル Bosch Security Systems B.V.

機器ステータス シンボル

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。

動作モード/
ドアステータス

標準

の記号

永続的に開放

の記号

永続的に施錠

の記号

閉じられている

開放標準 なし

開放タイムアウト なし なし

開放故障 なし

不明

欠陥

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。

注記!
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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3.4 オンラインスワイプの使用

オンラインスワイプは、1 つ以上の選択された入口のアクセス履歴とドアの状態をリストする機能で
す。

選択された入口の過去 48 時間の最大 400 件のイベントがオンラインスワイプペインに一覧表示され
ます。イベントはリアルタイムで表示されます。

入口と相互作用した（認証情報の提示など）各ユーザーについて、オンラインスワイプペインに以下

の情報が表示されます。

– 写真

– 日付

– 時刻

– 入口の名前

– ドアイベント

– アクセスに関するシステムの決定

イベントの左側の垂直バーの色は、次のことを意味しています。

色 意味

緑色 アクセスが許可されました

赤色 アクセスが拒否されました

透明 システムメッセージ/警告

3.4.1 オンラインスワイプを開く
1. Access PE Personnel Management アプリケーションを開きます。
– メインアプリケーションウィンドウが開きます。

2. 機器ツリーから入口を選択します。

3. 選択した入口を右クリックします。

4. コンテキストメニューの［オンラインスワイプ］を選択します。

– メインアプリケーションウィンドウの右側にオンラインスワイプペインが開きます。

– 選択された入口の過去 48 時間の最大 400 件のイベントがオンラインスワイプペインに一覧表示
されます。

– オンラインスワイプペインで表示対象として選択した各入口には、機器ツリー内でアスタリスク

が付けられます。
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追加の入口のアクセス履歴を表示するには、機器ツリー内の目的の入口のコンテキストメニューで

［オンラインスワイプ］を明示的に選択する必要があります。

注記!
機器ツリー内の別の入口を選択した後も、以前に選択した入口のアクセス履歴はオンラインスワイプ

に表示されたままです。

3.4.2 オンラインスワイプペインの非表示と表示
オプション 1
1. 機器ツリーからアクティブな入口（アスタリスクが付いている）を選択します。

2. 選択した入口を右クリックします。

3. オンラインスワイプペインを非表示にするには、［オンラインスワイプを非表示］を選択しま

す。

– 機器ツリー内で、選択されたすべての入口にはアスタリスクが付いたままです。

オプション 2
1. Access PE Personnel Management アプリケーションのメインメニューバーで［表示］をクリ

ックします。

2. オンラインスワイプペインを非表示にするには、［オンラインスワイプを非表示］を選択しま

す。

– 機器ツリー内で、選択されたすべての入口にはアスタリスクが付いたままです。

3.4.3 オンラインスワイプペインのスイッチオフ
1. Access PE Personnel Management アプリケーションのメインメニューバーで［表示］をクリ

ックします。

2. オンラインスワイプをスイッチオフにするには、［オンラインスワイプのスイッチオフ］を選択

します。

– 選択されたすべての入口がリセットされ、アスタリスクが消えます。

3.4.4 オンラインスワイプ情報表示オプションの設定
オプション 1



Access Professional Edition Personnel Management | ja 27

Bosch Security Systems B.V. ソフトウェアマニュアル 2019-07 | |

1. Access PE Personnel Management アプリケーションのメインメニューバーで［表示］をクリ
ックします。

2. ［以下にオンラインスワイプ］を選択します。

– 3 種類の情報表示オプションを示すサブメニューが表示されます。以下から選択できます。
– 人物のメッセージの表示

– 入口メッセージの表示

– リーダーのメッセージの表示

3. 1 つまたは複数の情報表示オプションを選択します。
– 選択された情報表示オプションのみがオンラインスワイプに表示されます。

オプション 2
1. オンラインスワイプペインで、イベントメッセージを右クリックします。

– 3 つの情報表示オプションを示すコンテキストメニューが表示されます。以下から選択できま
す。

– 人物のメッセージの表示

– 入口メッセージの表示

– リーダーのメッセージの表示

2. 1 つまたは複数の情報表示オプションを選択します。
– 選択された情報表示オプションのみがオンラインスワイプに表示されます。
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3.5 Video Management
Access Professional Edition アクセスコントロールシステムに統合されたビデオコンポーネントは、
特に注意が必要な入口で、ライブ画像をデータベースに保存された画像と比較したり周辺エリアをチ

ェックしたりするための追加のコントロールファシリティとして使用できます。ビデオ記録を使用し

て特別なアラーム応答を生成したり、入口とは無関係に特定のエリアを監視したりすることもできま

す。

さらに、Access PE のビデオコンポーネントは次の分野でアクセスして使用できます。
– ビデオ確認：入口での付加的な光学制御

– アラーム管理：記録されたビデオシーケンスにより、特別に構成されたアラームメッセージとエ

ントリをサポート可能

– ビデオ表示：最大 4 台の構成可能なカメラからの現在のカメラ画像を同時に再生

関連項目

– ビデオパネル, ページ 28
– ライブ画像, ページ 30

3.5.1 ビデオパネル

Personnel Management ツールバーの  ボタンを押すと、ダイアログフィールドが 4 つのビ
デオビューを示す表示に置き換わります。
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ビデオパネルでは、異なる入口の最大 4 つのビデオを選択することができます。
各表示ウィンドウで次の機能を使用できます。

選択リスト アクセスコントロールシステムにロードされた

カメラをいつでも選択して置き換えることがで

きます。

現在のビューの静止画像を <デバイス名
>_yyyyMMddhhmmsstttt.jpg として C:
\BOSCH\Access Professional Edition\PE
\Data\Video（デフォルトのパス）に保存しま
す。

現在のビューのビデオ記録を開始 / 終了し、<デ
バイス名>_yyyyMMddhhmmsstttt.vxx として
C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE
\Data\Video（デフォルトのパス）に保存しま
す。

（= 関心地点）現在のビューの静止画像を作成
します。ファイル名の先頭には POI_ が追加さ
れます。

マーカーとしてログブックメッセージも作成さ

れます。

ビデオ表示用のビューのカスタマイズ

カメラの特定の選択内容と順序を保存し、後で名前によって呼び出すことができます。これにより、

同じビューを手動で選択して構成する場合にかかる時間を節約できます。

まず、カメラをそれぞれのウィンドウ内に適切に配置することにより、必要なビューを手動で構成し

ます。
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次に、下部のコンボボックスを編集することによってビューに意味のある名前を付け、Enter キーを
押して保存します。これらのビューは、後で同じコンボボックスから名前によって呼び出すことがで

きます。

このようにして、オペレータはさまざまな目的（たとえば、人員の朝の出社と晩の退社の監視）で異

なるカメラビューを保存できます。保存したビューは、個々のオペレータではなくワークステーショ

ンに属します。個々のオペレータに属するものとして編集することはできません。ビューを変更する

には、まずコンボボックスからそのビューを呼び出し、コンボボックスの右にある

 ボタンを使用して削除してから、カメラの位置を必要に応じて変更し、Enter キーを押して前と
同じ名前で保存します。

保存したビューはオペレータではなくワークステーションに属しているため、オペレータは同僚がカ

スタマイズしたビューを使用できます。

3.5.2 ライブ画像
ドア制御機能に加え、機器の状態リスト内で入口とリーダーを表示するポップアップメニューにはラ

イブ画像を接続するためのエントリも含まれています。

注記!
これらの機能は Logviewer の機器の状態リストでは使用できません。

この入口に割り当てられたすべての構成済みのカメラに関する一般的なエントリがあります。最大数

のカメラを構成した場合、ライブ画像モード用のポップアップメニューは次のように表示されます。

– 識別カメラ

– 背面カメラ 1
– 背面カメラ 2
– 前面カメラ 1
– 前面カメラ 2

カメラを選択すると、そのライブ画像が表示されます。人事レコードを選択していない場合は、ライ

ブ画像が（時刻の代わりに）ダイアログフィールドに表示されます。選択した場合は、ライブ画像が

機器の状態リストの右に小さい形式で表示されます。

大きいライブ画像が表示されているときに人事レコードを編集用に選択すると、ライブ画像モードは

小さい形式に切り替わります。

いずれかのカメラについてライブ画像機能が有効な場合、ポップアップメニューには［ビデオオフ］

エントリが含まれ、デフォルトの状態を復元するために使用できます。

注記!
ライブ画像モードは、カメラリストの［ビデオ機器］タブで必要なリストエントリを選択することに

よっても有効化できます。
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4 人事データ

新しい人物を作成するには、  ボタンを使用するか、メニューの［人物］ > ［新規人物］から
空のダイアログボックスを開きます。

注記!
ここでは新しい人事レコードの作成について述べています。既存の人事データを編集する必要がある

場合、人物リストで人物をダブルクリックするか、目的の人物を選択してツールバーの  ボタ
ンをクリックします。開かれるダイアログボックスは同じですが、選択した人物のデータが含まれて

います。
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4.1 人事およびカードデータ

 個人データおよび承認ダイアログには、関連するすべての個人およびカードデータだけでなく、特別
なカード情報も含まれています。データベースに保存される人物での最小入力項目は、名前と人事グ

ループです。

以下の情報を保存することができます。

データフィール

ド／

入力フィールド

説明

人物

肩書 これらのデータは、肩書、名、姓の順にここに

表示されます。人物リストには、肩書は表示さ

れません。
姓

名

生年月日 日付は数字で入力するか、スピンボタン（小さ

なアップ／ダウン矢印）を使用して選択するこ

とができます。

会社 会社または部署は、4 行分入力できます。改行
は、Ctrl キーを押しながら Enter キーを押して
入力できます。最大 114 文字。

電話 その人物の稼働状況の情報としても表示されま

す。最大 30 文字。

有効期間の指定 アクセスコントロールの有効期間は、ここで指

定できます。空のフィールドは、有効期間に制

限がないことを示しています。

人事グループ 入力が必要です。1 つの人事グループを選択す
る必要があります。

カードデータ

（カードステー

タスの表示）

現在のカードステータスのシンボル表示。

 カード割り当てなし

 カード割り当て済み

人事番号 最大 6 桁の人事番号を入力する

1.カード番号 最大 6 桁のカード番号を入力する
すべてのカードに、同一のアクセス承認が付与

されます。
2.カード番号

3.カード番号

特殊機能

ドアの長時間開

放の権限（オフ

ィスモード）

該当する構成済みドアでオフィスモードを使用

するための承認を与えます（設定マニュアルを

参照）。
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データフィール

ド／

入力フィールド

説明

制御機能 1 を有
効化

該当する構成済みリーダーで制御機能 1 が呼び
出されます。

制御機能 2 を有
効化

該当する構成済みリーダーで制御機能 2 が呼び
出されます。

リーダー上の特別なメッセージ

表示名 使用可能なカードリーダーの表示テキスト。デ

フォルトでは、名、姓となっています。最大

20 文字。

到着時のテキス

ト

到着時および出発時のカスタマイズされた表示

テキストは、TA リーダーではここに入力でき
ます。前提条件として、［ようこそ/終了メッ
セージの表示］のシステムパラメータが

Configurator の設定で有効になっている必要
があります。最大 20 文字。

出発時のテキス

ト

アクセスコントロールデータ

時刻モデル 既存の勤務モデルを選択します。その人物は、

定義された期間中のみアクセスが許可されま

す。

PIN キーボードリーダーで使用する PIN 入力。PIN
では、連続する数字（例：1234）や回文
（例：0110）を含めることは許可されていま
せん。PIN の全般設定は、［Configurator］ >
［設定］ダイアログで行います。

PIN の検証と確
認

この PIN は、
– システムが自動で生成するか、

– 追加のセキュリティ対策として、入口でカ

ードを提示した後、4 ～ 8 桁の PIN（デ
フォルトでは 4 桁）として入力すること
ができます。

識別 PIN / ID-
PIN

この PIN はシステム全体で一意でなければなら
ないため、

– システムが自動で生成するか、

– 追加のセキュリティ対策として、入口でカ

ードを提示した後、4 ～ 8 桁の PIN（デ
フォルトでは 4 桁）として入力すること
ができます。

ID PIN は保存前にメッセージダイアログに表
示されます。
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データフィール

ド／

入力フィールド

説明

カードを提示する代わりに、この識別 PIN をキ
ーボードリーダーで入力できます。この PIN は
事実上、カード番号として機能するため、その

カード番号に割り当てられたすべての承認も含

まれます。

作動 PIN ／ IDS
PIN

4 ～ 8 桁の PIN（デフォルトでは 4 桁。確認
PIN と同じ長さ）を入力し、アラームシステム
を作動させます。

これらのフィールドが表示されるかどうかは、

個別の IDS PIN（［Configurator］ > ［設
定］）チェックボックスによって決まります。

デフォルトでは、IDS（侵入検知システム）を
作動／解除させるためのフィールドは表示され

ていません。

個別の作動 PIN が設定されていない場合は、
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。しかし、個別の作動 PIN が設定
されている場合は、それを単独で使用できま

す。確認 PIN は作動 PIN として機能しませ
ん。

注：4 種類目の PIN であるドア PIN は、個々のドアに個別に割り
当てることができます。このコードは、ドアを使用する人に周知

されている必要があります。

ドア PIN は、［PIN またはカード］機能の下にある［入口］ペー
ジの Configurator で設定して有効にします。

重要：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、作動 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。

ダイアログボックスの右側のボタン
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データフィール

ド／

入力フィールド

説明

写真の撮影 これらのボタンは、このワークステーション上

で［Card Personalization（CP））］（カー
ドの作成, ページ 42）がインストールおよび
実行されている場合にのみ表示されます。

カードのプレビ

ュー

カードの印刷

カードの裏面の

印刷

確認

画像のインポー

ト

.jpg または .bmp 形式の画像をインポートでき
ます。画像は個人データの表示に統合されま

す。

画像の削除 画像がインポートされている場合にのみ有効で

す。

カード 1 の削除 カードが割り当てられている場合にのみ有効で

す。カードステータスの表示を変更します（上

記参照）。
カード 2 の削除

カード 3 の削除

カード 1 の割り
当て

選択された人物にカード番号を割り当て、カー

ドステータスの表示を変更します（上記参

照）。
カード 2 の割り
当て

カード 3 の割り
当て

注記!
識別 PIN およびドア PIN の類は、セキュリティシステムが作動しているドアモデルで使用すること
はできません（TM 10 および 14）。

4.2 カードの割り当てと取り消し

各カード所有者は最大 3 枚のカードを保持することができ、個別の割り当てや取り消しを行うことが
できます。システム構成によっては、カードデータは手動または登録リーダーを経由して記録できま

すが、一度に有効にできるのは 1 つの方法のみです。登録リーダーが構成されると（[ツール］ >
［プロパティ］）、並行して手動による方法を使用することはできません。

手動によるデータ記録は、オペレーターが元のカードビット形式を変更できるようにすることで、異

なるカード技術の使用をサポートします。ただし、登録リーダーを使用する場合、元の同じカード技

術を使用したカードのみを使用できます。
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注記!
Access PE では、カード所有者は複数の形式と技術による、複数の資格情報を使用できます。ただし
各資格情報は、承認、ブロック、PIN、時刻モデル、およびエリア制限の同じセットにより、同一の
個人を識別します。

［プロパティ］（登録リーダー設定の変更, ページ 14）によっては、カードは手動またはリーダー経
由で確認できます。一度に有効にできるのは 1 つのモードのみです。リーダーが構成されるとすぐ
に、カード番号は手動で確認できなくなります。

手動でのカード確認

カードを番号を手動で確認する場合は、名前と人事グループの最低限の人事データに加えて、デフォ

ルトで最大 6 桁のカード番号を定義する必要があります。その人物の有効なカード番号を入力してく
ださい!
［カードの割り当て］をクリックすると、カード番号の一意性の確認が開始されます。このカードは

次の人物に割り当て済みです：xxx
現在、カード番号は、Access PE Configurator の［設定］ダイアログに表示される、デフォルトのカ
ードデータに基づいてエンコードされています。割り当てに成功するとダイアログボックスで通知さ

れますが、データを保存する前に［OK］をクリックして確認する必要があります。

［LAC サービスへの接続］が［人事管理プロパティ］（登録リーダー設定の変更, ページ 14）で有効
になっている場合、人事データへの変更または追加は LAC サービスにすぐに転送され、システム全
体で有効になります。
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注記!
人物には、カード番号だけでなく、すべての入口で必要となる承認（承認, ページ 37）も割り当て
られる必要があります。

［人事管理プロパティ］で［カード情報を編集するためのダイアログを表示しますか］チェックボッ

クスがオフになっている場合は、［カードの割り当て］ボタンで以下のダイアログが呼び出され、デ

フォルト設定を上書きできます（詳細は「Access PE Configurator」を参照してください）。

ダイアログリーダーによるカードの確認。

カード確認用の接続済みダイアログリーダーを、［人事管理プロパティ］で構成する必要がありま

す。それにより手動での確認は自動的に無効になります。

この場合、すべてのデータがカードから読み込まれます。そのため、キー入力は不要で、システムで

無視されます。

ユーザーはダイアログリーダー上にカードをかざすように求められ、ユーザーは入室権限またはエラ

ーメッセージを受け取ります。

4.3 承認

このページは現在、ログイン中のユーザーが承認を変更する管理者権限（ユーザー権限）を持ってい

る場合にのみ表示されます。

このタブでは、アクセスコントロールシステムで人物に承認の割り当てを行います。

Configurator（［権限グループ］ダイアログ）が特定の人事グループにデフォルトの承認を割り当て
るために既に使用されている場合、その人事グループに割り当てられることにより、その人物はその

承認を受け取っています。

ただし、ユーザーの承認は、このタブを使用して補うことができます。
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このダイアログには、4 つのリストボックスが含まれています。右側のボックスには、すべての構成
済みの承認グループ（上側のリスト）、およびすべての構成済みの個々の入口（下側のリスト）が一

覧表示されます。ある人物の承認全体は、このダイアログで割り当てられたすべての承認グループと

すべての個々の入口が含まれています。

右側のリストボックスの 1 人をダブルクリックするか、1 人を選んで  をクリックし、承認（グ

ループまたは入口）をその人物に移すことができます。  ボタンで、すべての利用可能な承認を
一度に移します。グループまたは個々の承認を任意の組み合わせで割り当てることができます。逆

に、割り当てられた承認は、ダブルクリックするか、  ボタンと  ボタンを使用して取り消
すことができます。

承認グループに時刻モデル（これらには適切に名前を付ける必要がある）が含まれる場合、その人物

だけがその時刻モデルの間にグループの割り当てられた入口を通行できます。Access PE の時刻モデ
ルの用途 *** XRef ME TO Anwendung_von_Zeitmodellen.xml の特殊なケースに留意してくださ
い。

デフォルトでは承認は時間的に制限されていませんが、［次の日付から有効］と［次の日付まで有

効］列に日付を入力することによって、グループと個々の承認を制限することができます。これらの

列のセルをクリックすると、日時を入力するためのインラインエディタが起動します：

日付は、キーボードまたはエディタの右側にあるスピンコントロール（小さな矢印）を使用してマウ

スから入力できます。スペースバーでカーソルを日から月、年などに移動できます。さらに、開いて

いる日付フィールドを右クリックすると、さらに速く快適な日付選択カレンダーを起動できます。
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これにより、ある人物を作成する際に、後日に有効になる承認を割り当てることができます。したが

って、これらの承認は特定の日付に自動的に有効期限が切れるように設定できるため、ある人物の承

認を再編集するためにリマインダーを設定する必要はありません。次の日付から有効の日付が次の日

付まで有効の日付より後の場合、承認は次の日付まで有効の日付に達すると無効になり、次の日付か

ら有効の日付に達すると再び有効になります。この機能は、ある人物が休暇を取る場合などに便利で

す。

［OK］をクリックして確認するまで、承認および他の人事データへの変更は保存されません。すべて
の変更が自動的にコントローラーに転送されるようにするには、［設定］（［ツール］ > ［プロパテ
ィ］）で［LAC サービスへの接続］オプションが有効になっている必要があります。特殊なケースで
は、［［人物］ > ［選択した人物の LAC サービスへの転送］］または［［人物］ > ［LAC サービス
へのすべての人物の転送］］のメニューを使用して、明示的にデータを転送できます。

4.4 追加フィールド

このタブは、10 種類の利用可能な追加データフィールドのうち、最低 1 種類が Access PE
Configurator で構成されている場合にのみ表示されます。
最大 10 種類の追加データフィールドを構成することができます。これらは、番号とフィールド名の
両方で異なる場合があります。フィールドには、最大 40 文字の値を含めることができます。
フィールドが順に表示されます。10 種類のフィールドのうちの 1 つがスキップされると、スペース
がプレースホルダ―として残されます。そのフィールドが後に構成されると、順にそのプレースホル
ダ―に取って代わります。
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!

注意!
各テキスト入力フィールドにはデータベースのフィールドを割り当てられるため、レポートでデータ

を保存して選択し、含めることができます。とはいえ、使用中の追加データフィールドを変更する

と、そこに含まれるデータがデータベースから失われることを意味します。追加フィールドの内容の

使用が変わらない場合、フィールド名はいつでも変更できます。

4.5 時刻モデルの用途

人事データに関連付けられた時刻モデルが有効になるのは、リーダーのデフォルト設定が変更されて

いないため、［時刻モデルのチェックなし］がチェックされていない場合だけです。

時刻モデルは多くの方法で使用することができます。それで、システムによる複数の割り当ての処理

方法を理解できるように、次の競合解決ルールに留意してください。

ある人物が時刻モデル経由で特定の入口にアクセスできる場合、およびその人物が時刻モデルなしで

同じ入口にアクセスできる場合、緩い方の制限が優先されます。つまり、この場合は時刻モデルは適

用されません。

例：

ある人物に、以下のアクセス権が付与されています。

– 毎日 09:00 ～ 17:00 の時刻モデル内での、入口 A、B、C、D へのアクセス。
– 時刻モデルなしでの入口 B および D への個々のアクセス権。
現在、この人物は、入口 A および C には毎日 09:00 ～ 17:00 のアクセス権、入口 B および D には
制限なしのアクセス権を持っています。

– ある人物が同じ入口を網羅する異なるアクセス権を与えられるものの、異なる時刻モデルによっ

て管理されている場合、その時刻モデルの和集合が適用されます。

例：

ある人物に、以下のアクセス権が付与されています。

– 毎日 07:00 ～ 13:00 の時刻モデル内での、入口 A、B、C、D へのアクセス。
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– 毎日 09:00 ～ 17:00 の時刻モデル内での、入口 B、D、E へのアクセス。
現在、この人物は、入口 A および C には毎日 07:00 ～ 13:00 のアクセス権、入口 E および F には
09:00 ～ 17:00 のアクセス権を持っています。
– ある人物が時刻モデルを含む承認グループに割り当てられ、その同じ人物にカードの使用に関し

て時刻モデルが与えられている場合、定義された期間の積集合が適用されます。

例：

ある人物に、以下のアクセス権が付与されています。

– 入口 A、B、C、D へのアクセス権および毎日 07:00 ～ 13:00 の時刻モデルを含む承認グルー
プ。

– 入口 B、D、E、F へのアクセス権および毎日 09:00 ～ 17:00 の時刻モデルを含む承認グルー
プ。

– さらに、毎日 11:00 ～ 19:00 の勤務モデル
現在、この人物は、入口 A および C には毎日 11:00 ～ 13:00 のアクセス権、入口 B、D、E、F には
11:00 ～ 17:00 のアクセス権を持っています。
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5 カードの作成
Access PE には、独自のカードパーソナライゼーションプログラムが付属しています。ユーザーは希
望する特定のコンピューターにこのソフトウェアをインストールできます。カードをパーソナライズ

するには、適切なハードウェア（カメラおよびプリンター）も必要です。そのため、カードのパーソ

ナライズに使用するコンピューターには、これらのコンポーネントのみをインストールすることをお

勧めします。

画像インポート機能にも注意してください。たとえば、人事ダイアログで画像を表示する場合、これ

が機能するのは、カードパーソナライゼーションプログラムがインストールおよび起動されているコ

ンピューター上のみです。

5.1 カードの作成

カード作成に必要な機能は、バッジデザイナープログラムがインストールおよび実行されているすべ

てのワークステーションで実行できます。これに使用するボタンは、［人事データ］タブにありま

す。

これに加えて、ワークステーションが必要な機器（カメラおよびカードプリンター）に接続されてい

る必要があります。

ハードウェアを構成するには、［カードパーソナライゼーション設定］を選択します。

カメラまたはプリンターを、［ビデオ］および［印刷］タブ上の入力によりパラメーター化します。

このツールのオンラインヘルプもご覧ください。
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カード作成では、以下の手順をお勧めします。

– 画像のインポートまたは撮影

– カードのプレビュー（オプション）

– カード/裏面の印刷
– カード領収書の印刷（オプション）

5.2 画像の撮影またはインポート

カードに印刷される、または人事データダイアログに表示される人事画像は、接続されているカメラ

で撮影するか、利用可能であればファイルからインポートすることができます。

画像のインポート

従業員の画像をファイルとしてインポートしたり、人事データに割り当てることができます。

注記!
画像のインポートは、Card Personalization アプリケーションがインストールされていないワーク
ステーションでも利用できます。ただしこの場合、画像は元のサイズでのみインポートできます。以

下で説明する編集機能は利用できません。
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ファイルから画像をインポートするには、［画像のインポート］をクリックし、ファイル選択ダイア

ログでファイルを選択します。Card Personalization プログラムの構成設定では、インポートされた
ファイルのデフォルトディレクトリが定義されます。これは、インポート機能によって開かれる最初

のディレクトリです。とはいえ、ファイル選択ダイアログではシステム上の任意の画像ファイルを探

し、選択することができます。

ファイルが選択されると、適切な画像を見つけやすいようにプレビューウィンドウに表示されます。

画像が選択されると編集ダイアログが表示され、画像をトリミングしたり、サイズを変更することが

できます。その人物用にシステムで保存される部分の画像が赤枠でマークされます。

画像の選択された部分は、マウスの左ボタンでドラッグアンドドロップして、フレーム内に再配置で

きます。
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画像の選択された部分は、マウスの左ボタンでクリックしたまま広げて、拡大することもできます。

この方法により、画像に拡大できるだけの解像度がある場合は、画像の小さな部分もカード用に使用

できます。

［OK］をクリックし、画像の選択した部分をインポートします。

フレームサイズは、ダイアログウィンドウのフレーム、または定義されているカードレイアウトの画

像フレームのサイズに調整され、インポートを確認した後、すぐにそこでプレビューされます。
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画像の撮影

カード作成アプリケーションの Card Personalization（CP）では、ワークステーションに接続され
たカメラタイプに設定する必要があります。これは［CP 設定］ダイアログより行います。可能な設
定の詳細については、そのアプリケーションのヘルプ機能をご覧ください。

以下のスクリーンショットは Windows 向けビデオから撮影されており、すべてのカメラタイプで同
じではありません。

［写真の撮影］ボタンをクリックすると、以下のダイアログが表示されます。

必要に応じて、  ボタンで、現在のカメラの設定を確認および変更することができます。
設定および要件が一致する場合は、［フリーズ］ボタンを押して画像をフリーズさせることができま

す。

フリーズ画像に満足できない場合は、いつでもライブ画像モードを再度有効にできます。その画像を

カードおよび人事データに使用する場合は、［適用］をクリックしてください。

さらに［画像のトリミング］ダイアログが表示されます。トリミング枠を使用すると、カードに表示

される画像の一部を選択することができます。

トリミング枠の使用の詳細については、上記の「画像のインポート」セクションを参照してくださ

い。

5.3 カードのプレビューと印刷

 ［カードのプレビュー］および［カードの裏面の印刷］ボタンは、カードレイアウトが Access PE
Configurator（ダイアログ：人事グループ）でそれぞれの人事グループに割り当てられている場合に
のみ有効です。

カードのプレビュー

画像の撮影後、自動的にカードレイアウト内の所定の領域に挿入され、印刷前にプレビューすること

ができます。カードは、［カードのプレビュー］ボタンによって起動される、以下のダイアログボッ

クスでプレビューします。
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［OK］をクリックして、ダイアログを閉じます。

カードの印刷

カードのレイアウトに満足できる場合は、最後の手順として印刷できます。［カードの印刷］ボタン

により、上記のダイアログに類似した以下のダイアログが起動しますが、印刷コマンドがある点が異

なります。

［印刷］ボタンにより、プリンターを選択するダイアログが起動し、印刷プロセスが開始されます。

デフォルトのプリンターが Configurator で定義されている場合、印刷はすぐに進みます。

カードの裏面の印刷

カードの裏面を印刷する場合、目的に合わせて特殊なレイアウトおよび内容を定義することができま

す。

注：裏面を印刷するコマンドを出す前に、表面が印刷済みのカードがカードプリンターのホッパーの

一番上にあることを確認してください。
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ヒント：裏面には人物固有のデータではなく、一般的なデータのみを含めることをお勧めします。こ

の場合、いくらかのカードの裏面を事前印刷して在庫にしておくと、必要が生じたときに完成した個

人用カードをより迅速に作成することができます。

5.4 カード領収書の印刷

 カード作成アプリケーションの別の特徴は、標準的な領収書を印刷する機能です。領収書ではカード
の引き渡しが文書化されており、カード所有者はそこに保存されているデータについての情報を受け

取ることができます。

この機能を使用するには、テンプレートが作成され、Access PE Configurator の［人事グループ］ダ
イアログで人事グループ用に保存されている必要があります。
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6 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。

6.1 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。

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。

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

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。



Access Professional Edition レポート | ja 51

Bosch Security Systems B.V. ソフトウェアマニュアル 2019-07 | |

レイアウト 使用可能なフィルタ

ー

説明

カード番号（範囲）

部署/会社
人事グループ

場所

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。

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。

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。
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レイアウト 使用可能なフィルタ

ー

説明

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。

6.2 レポート：ページビュー

フィルターを設定してレポートの内容をサブセットに限定することができます。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。

注記!
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。
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注記!
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

の最初、前、次、または最後のペー

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。

［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。



54 ja | レポート Access Professional Edition

2019-07 | | ソフトウェアマニュアル Bosch Security Systems B.V.

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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7 ローカル記録
静止画像とビデオの記録

アクセスコントロールダイアログで表示されるビデオシーケンスは、設定済み監視カメラが接続され

たビデオ記録機器から取られています。機器の保存容量に応じて、最も古い記録は最新の記録によっ

て上書きされるときに削除されます（循環バッファ）。

特定のセクションを保存するには、個々の画像またはビデオのローカルコピーを保存できます。デフ

ォルトのインストールパスを使用している場合、画像とビデオは C:\BOSCH\Access Professional
Edition\PE\Data\Video に保存されます。

 ボタンを押すと、JPG 形式の静止画像が <機器名>_yyyyMMddhhmmsstttt.jpg として保存さ
れます。

（y= 年、M= 月、d= 日、h= 時、m= 分、s= 秒、t= 1000 分の 1 秒）。

 ボタンを押すと、現在実行中のシーケンスの記録が開始し、再び押すとシーケンスが終了しま
す。ビデオ記録のローカルコピーは画像と同じように名前が付けられ、.vxx または .mpeg 形式で保
存されます。.vxx 形式は、標準的な市販アプリケーションではビデオとして表示できません。これら
のローカルコピーを表示するには、付属の Bosch Video Player を使用してください。

関心地点（POI）の現在のビューの静止画像を保存するには、  ボタンを押します。_POI が次の
ファイル名の先頭に追加されます: _POI <機器名>_yyyyMMddhhmmsstttt.jpg.
（y= 年、M= 月、d= 日、h= 時、m= 分、s= 秒、t= 1000 分の 1 秒）。
マーカーとしてログブックメッセージも作成されます。

Bosch Video Player
静止画像はほとんどすべての画像ビューアープログラムやインターネットブラウザで開くことができ

ますが、ビデオ記録は特殊な形式であり、Bosch Video Player が必要です。

注記!
.mpeg 形式で保存したビデオシーケンスは、任意のプレーヤーを使用して表示できます。

このダイアログは意図的にシンプルになっており、ビデオ再生フィールドの横に［ファイルを開く］

および［開始/停止］という 2 つのボタンがあるだけです。
［ファイルを開く］を押してデフォルトのビデオ記録保存場所（C:\）を参照し、必要なファイルを見
つけます。

ビデオファイルを選択すると、そのパスがビデオプレーヤーに表示されます。選択したファイルは、

［開始］を押すことによっていつでも表示できます。ビデオが再生中の間、［開始］ボタンは再生を

中断できるように［停止］に変わります。
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8 ユーザー権限の設定
標準のシステム管理者アカウントのユーザー名とパスワードは、どちらも bosch です。このアカウン
トに強いパスワードをすぐに与え、それを使用して管理者アカウントと非特権アカウントを強いパス

ワードで設定してください。

Access PE アプリケーション（および Configurator と Logviewer）のユーザー権限は、Personnel
Management アプリケーションの［人事データおよび承認］ダイアログ > ［ユーザー権限］タブで
割り当てられます。

このタブは、管理者権限を持つユーザーに対してのみ表示されます。管理者のみが自分と他のユーザ

ーの権限を設定および変更できます。

Access PE アプリケーションのユーザー権限を受け取る人は、それを明示的に割り当てられる必要が
あります。デフォルトでは、すべてのユーザーはユーザー権限なしで構成されています。

ユーザー権限は、ユーザー名とパスワードを入力することで割り当てられます。ユーザーの姓がデフ

ォルトのユーザー名として表示されますが、これは任意です。パスワードは最大 16 文字で、大文字/
小文字を区別し、任意の特殊文字を含めることができます。

注記!
アカウンタビリティの確保

汎用ではなく、個別のユーザーアカウントを維持してください。すべてのデータ入力と変更はユーザ

ー名ごとに記録されます。勤務交代の際には、引き継ぎを行うようにしてください。

管理者は、ユーザー権限を管理できるという点のみが、通常のユーザーと異なります。アプリケーシ

ョンの使用可能性またはデータやログファイルへのアクセスに関しては、ユーザータイプに違いはあ

りません。新しく作成される各ユーザーは、データアクセスを制限または無制限にして構成できま

す。

割り当て可能なユーザー権限の詳細は次のとおりです。
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アプリ

ケーション

ユーザー権限 説明

人事データ 人事データの表

示

人事データのダイアログボックスだけを表示できます。人の場所は表示されません。変

更はできません。

人事データの編

集

人事データの表示と変更ができます。人の場所は表示されません。

場所の変更 上記のいずれかのオプションと一緒に使用できます。

［人事データの表示］が有効な場合、場所も表示のみ可能です。

［人事データの編集］が有効な場合、場所も変更できます。

承認の変更 ［アクセス承認］タブは、このチェックボックスがオンの場合にのみ有効になります。

Configurat
or

システムの設定 Configurator の完全なユーザー権限を有効にします。

ドア管理 ドアの開放 / 施
錠（長時間）

ドア管理は、同じ名前のメニューおよびデバイスステータスリスト（Personnel
Management および Log Viewer にある）のコンテキストメニューで有効にされます。

Log Viewer 自身のメッセー

ジの表示

ユーザー自身に関係のないすべてのログメッセージを除外します。

個人データ以外

のすべてのメッ

セージの表示

すべてのログメッセージが表示されますが、個人データは非表示になります。

すべてのメッセ

ージの表示

すべてのログメッセージがフィルターされることなく表示されます。

新しいユーザーの設定手順

1. Access PE Personnel Management を、デスクトップアイコン  から起動して、事前
構成されたユーザー管理者アカウントでログインします。

2. 人事データを追加するためのダイアログを、ボタン  またはメニュー［人物］＞［新規人
物］から開きます。

3. 新しいユーザーを、少なくとも新しい名前と人事グループを指定して追加します

4. ［ユーザー権限］タブをクリックして、

– 必要に応じて［ユーザー名］を変更します。

– ［パスワード］を割り当てます。

– ユーザーのタイプを定義します（ユーザーまたはユーザー管理者）。

– このユーザーにデータを変更する権限を割り当てます。

– 入力を確認し、［OK］をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

5.  またはメニュー［その他］＞［ログオン］をクリックして Personnel Management から
ログアウトし、安全チェックで［はい］と回答して確定します。

6. ボタン  またはメニューを再度使用して、先ほど作成したユーザーの認証情報を使ってロ
グオンします。
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8.1 ユーザーハンドオーバーとワークステーションセキュリティ

ユーザーハンドオーバー

同じワークステーションで 1 人のユーザーが別のユーザーにコントロールを譲渡した場合、正式なハ
ンドオーバーを行う必要があります。これにより、すべてのアクションが、そのアクションを実行し

たユーザーに正しく関連付けられます。

1. まず、現在のユーザーがログアウトします。このためには、ツールバーの  ボタンをクリ
ックします。次のような安全チェックが表示されます。［ユーザー権限を使用した作業を終了し

ますか?］
2. 確認後、システムはアプリケーションのメインダイアログに戻ります。

3. 新しいユーザーが  ボタンを使用してログインします。

ワークステーションのセキュリティ

一時的にだれもワークステーションを使用していない場合、不正なアクセスから個人データを保護し

てください。いくつかの対処法を利用できます。

– 一般に、そのようなワークステーションには Configurator も Log Viewer もインストールすべ
きではありません。

– 使用していない場合には、  ボタンと上記の安全チェックを使って Personnel
Management からログアウトします。人事リストは表示されていますが、個人データにはアク
セスできなくなります。

– アプリケーションを閉じるために、［ファイル］＞［終了］またはタイトルバーにある

Windows x ボタンをクリックします。人事リストを表示するには、アプリケーションを再起動
する必要があります。

– 標準の Windows 機能を使ってコンピューターをロックします。Ctrl + Alt + Del を押して、表
示されるシステム機能から［このコンピューターのロック］を選択します。［このコンピュータ

ーのロック］はデフォルトの設定であるため、RETURN を押すだけで通常はすぐに実行できま
す。現在のユーザーまたは Windows システム管理者のみがシステムをロック解除できます。
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9 脅威アラートのトリガーとキャンセル
概要

脅威とは、アクセス制御システムの一部または全部の入口からただちに、かつ同時に応答する必要が

ある重大な状況です。

脅威アラートは、脅威に対応するアラームです。Access PE Configurator の設定に応じて、入口は脅
威アラートに対してさまざまな方法で応答できます。

適切に許可された人物は、Access PE ユーザーインターフェイスから、ボタンを押すことによって、
または特別な ID カードをリーダーに提示することによってなど、シングルアクションで脅威アラー
トを作成できます。

前提条件

– 脅威アラートに応答するには、システムハードウェアを Configurator プログラムで設定する必
要があります。詳細については、Configurator ヘルプの以下のセクションを参照してくださ
い。

– 脅威アラートに対する入力信号の割り当て

– 脅威アラートに対する入口の応答を定義する

– Access PE のダイアログから脅威アラートを設定または無効化するには、ダイアログユーザーは
［ドアの開放/施錠（長時間）］ユーザー権限を持っている必要があります。
Access PE Configurator プログラムで、メイン人事リストのダイアログユーザーをダブルクリ
ック > ［人事データおよび承認］ > ［ユーザー権限］を選択し、［ドアの開放/施錠（長時
間）］チェックボックスを選択します。

– 脅威アラートの設定は、任意のユーザーがハードウェアから（押しボタンなど）、または脅威ア

ラートカードから行うことができますが、そのユーザーがそれらに物理的にアクセスできる場合

に限られます。

概要

Access PE システムユーザーは、［脅威アラートの設定］ボタンをクリックすることによって、脅威
アラートをトリガーできます。このボタンは、アラーム管理、Personnel Management、および
Logviewer にあります。
脅威アラートのトリガーは、だれでも次のいずれかの方法で行うことができます。

– Access PE Configurator で脅威アラートに割り当てられた AMC 入力信号に接続する押しボタ
ンまたはその他のスイッチによって。

– 特別な脅威アラートカードをアクセスリーダーに提示することによって。

適切に承認された Access PE システムユーザーのみが、いずれかのアプリケーションの［脅威アラー
トの無効化］ボタンをクリックすることによって、脅威アラートを無効化できます。セキュリティ上

の理由から、脅威アラートカードによってキャンセルすることはできません。

9.1 脅威アラートの設定/無効化ボタンの使用
［脅威アラートの設定］ボタンは、以下の Access PE アプリケーションのホーム画面の目立つ位置に
あります。

– Personnel Management
– アラームとマップ管理

– Logviewer

<->
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手順

1. ［脅威アラートの設定］ボタンをクリックし、ポップアップウィンドウで確定します。

ボタンが［脅威アラートの無効化］に変わります。

2. 脅威が解決されたら、［脅威アラートの無効化］ボタンをクリックし、ポップアップウィンドウ

で確定します。

ボタンが［脅威アラートの設定］に戻ります。

注記!
「ブロックされた」（セキュリティで保護された）ドア

ドアブロック（セキュリティで保護）状態に明示的に設定された入口は、［脅威アラートの無効化］

ボタンによって脅威アラートが無効化されるまで、セキュリティで保護されたままです。脅威アラー

ト後のセキュリティ侵犯を避けるためには、ドアのセキュリティ保護状態を明示的に無効化する必要

があります。

ダイアログパス：

Personnel Management メイン画面 > ［機器の状態］ツリー > セキュリティ保護されている入口
（南京錠が付いている）を右クリックして、コンテキストメニューを表示します。

9.2 脅威アラートカード

概要

脅威アラートカードは、ユーザー管理者（つまり、Access PE システムでユーザーの設定と変更を行
うユーザー権限を持つユーザー）がカード所有者に割り当てることができる特殊な認証情報です。

脅威アラートカードは、入口でアクセスを提供するのではなく、Access PE システムのカードリーダ
ーに提示された場合に脅威アラートをトリガーします。

脅威アラートカードによって脅威アラートを無効化することはできません。システム管理者だけが、

次の Access PE アプリケーションのホーム画面にある［脅威アラートの無効化］ボタンをクリックす
ることによって、脅威アラートを無効化できます。

– Personnel Management
– アラームとマップ管理

– Logviewer

脅威アラートカードをユーザーに割り当てる

1. Personnel Management アプリケーションにユーザー管理者としてログオンします。
2. カード所有者のリストで、脅威アラートカードを割り当てるカード所有者をダブルクリックしま

す。

［人事データと承認］ダイアログが開きます。

3. ［人事データ］タブを選択します。

4. ［脅威アラートの有効化に対するカードの割り当て］ボタンをクリックします。

5. 次のステップは、登録リーダーの有無によって異なります。

– 通常どおり、登録リーダーがワークステーションで設定済みの場合は、カードをユーザーに

割り当てる際の通常の手順に従ってください。

– 登録リーダーが設定されていない場合は、カードデータを手動で入力する必要があります。

どちらの手順とも、「カードの割り当てと取り消し」のセクションで説明されています。こ

のセクションの最後にあるリンクを参照してください。

対応するカード内部情報を備えたカードは、システムのいずれかのカードリーダーに提示された場合

に脅威アラートをトリガーします。
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ユーザーから脅威アラートカードを削除する

1. カード所有者のリストで、脅威アラートカードを削除するカード所有者をダブルクリックしま

す。

［人事データと承認］ダイアログが開きます。

2. ［人事データ］タブを選択します。

3. ［脅威アラートの有効化に対するカードの削除］ボタンをクリックします。

4. ポップアップウィンドウで削除を確定します。

このカードは、システムのいずれかのカードリーダーに提示されても、脅威アラートをトリガーしな

くなります。

関連項目

– カードの割り当てと取り消し, ページ 35
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10 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 コントローラ
– LACi コントローラ
– APC-AMC2-4R4CF コントローラ

– BG 900 リーダーインターフェイスプロトコル
– L-BUS リーダーインターフェイスプロトコル

– 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
– カードの作成

– レポート

– ユーザー権限

– 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
以下の Bosch モデルカードリーダーは、UL によって Bosch の APE-SW ソフトウェアシステムとの
互換性が評価されました。

– LECTUS secure 1000 WI
– LECTUS secure 4000 WI
– LECTUS secure 5000 WI
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用語解説
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