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法的情報 

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.All rights reserved. 

このマニュアルについて 

このマニュアルには、本製品の使用方法と管理方法が記載されています。以下の写真、図表、画

像その他すべての情報は、説明のみを目的としています。本マニュアルに記載されている情報

は、ファームウェアのアップデートやその他の理由により、予告なく変更される場合があります。

本書の最新版は、ハイクビジョンのホームページ(https://www.hikvision.com/)でご確認ください。 

このマニュアルは、製品のサポートに関するトレーニングを受けたプロフェッショナルのガイダンス

と支援とともに使用してください。 

商標 

 その他のHikvision の商標およびロゴは、Hikvision のさまざまな地

域におけるプロパティです。 

記載されているその他の商標およびロゴは、それぞれの所有者の所有物です。 

免責事項 

適用法により許される最大限の有効期間まで、このマニュアルと、そのハードウェア、ソフトウェ

ア、およびファームウェアに記載されている製品は、「現状のまま」および「すべての障害およびエ

ラーと共に」提供されます。「HIKVISION」は、「限定」なし、「商品性」、「十分な品質」、または「特

定の目的への適合性」を含む、「明示」または「暗黙」を問わず、いかなる保証も行いません。お

客様による本製品の使用は、お客様のRISKにおいて行われます。いかなる場合においても、

HIKVISIONは、本製品の使用に関連して、契約違反、不法行為(過失を含む)、製品責任、または

その他に基づくかを問わず、特別損害、派生的損害、付随的損害、または間接的損害(事業利益

の損失、事業の中断、またはデータの損失、システムの中断、または文書の喪失を含む)に対し

て、たとえHIKVISIONが当該損害または喪失の可能性を通知されていたとしても、あなたに対し

て責任を負いません。 

お客様は、インターネットのNATURE OF INTERNETが本質的なセキュリティリスクを提供し、

HIKVISIONはCYBER-ATTACK、HACKER ATTACK、VIRUS INSPECTION、またはその他のイン

ターネットセキュリティリスクに起因する異常なOPERATION、PRIVACY LEAKAGE、またはその他

の損害に対して一切の責任を負わないことを確認します。ただし、HIKVISIONは、必要に応じてタ

イムリーな技術サポートを提供します。 

お客様は、適用されるすべての法律に準拠して本製品を使用することに同意し、お客様の使用

が適用される法律に準拠していることを確認する単独の責任を負います。特に、お客様は、第三

者の権利(パブリシティ権、知的財産権、またはデータ保護権、その他のプライバシー権を含みま

すが、これらに限定されません)を侵害しない方法で本製品を使用する責任を負います。お客様

は、MASS DESTRUCTION、CHICEMAL OR BIOLOGICAL WEAPONS の開発または製造、核エ

クスプロイブまたは安全でない核FUEL-CYCLE に関連するCONTEXT 内のアクティビティ、また

は人権侵害のサポートを含む、禁止されているいかなる最終用途にも、本製品を使用しないでく
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ださい。 

本マニュアルと適用される法律との間に矛盾がある場合、後者が優先されます。 

データ保護 

デバイスの使用中、個人データは収集、保存、処理されます。データを保護するために、

Hikvisionデバイスの開発には設計原則によるプライバシーが組み込まれています。たとえば、顔

認識機能を備えたデバイスの場合、生体認証データは暗号化方式でデバイスに保存されます。

指紋デバイスの場合、指紋テンプレートのみが保存され、指紋画像を再構成することはできませ

ん。 

データ・コントローラーとして、データの収集、保管、処理、および転送を、適用されるデータ保護

法規に準拠して行うことをお勧めします。これには、合理的な管理上および物理的なセキュリティ

統制の導入、セキュリティ統制の有効性の定期的なレビューおよび評価など、個人データを保護

するためのセキュリティ統制の実施が含まれますが、これに限定されません。 
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記号の表記規則 

本書に記載されている記号は、次のように定義されています。 
 

記号 説明 

危険 
回避しない場合、致命的または重傷を招く可能性がある危険な状況

を示します。 

注意 
回避しないと、装置の損傷、データの損失、性能の劣化、または予

期しない結果を招く可能性のある危険な状況を示します。 

注意 
本文の重要なポイントを強調または補足するための追加情報を提

供します。 
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規制に関する情報 

FCC情報 

準拠の責任者によって明示的に承認されていない変更や修正を行うと、機器を操作するユーザ

ーの権限が無効になる可能性があることに注意してください。 

FCC 準拠: この装置は、FCC 規則のパート15 に準拠し、クラスB デジタル装置の制限に準拠

していることがテストおよび確認されています。これらの限度は、居住地域における設置におい

て、有害な干渉から適度に保護するために設計されています。本製品は無線周波数エネルギー

を発生、使用、放出し、指示に従って取り付けられ、使用されなかった場合は、無線通信に有害

な干渉を与える可能性があります。しかし、特定の設置条件で障害が発生しないことを保証する

ものではありません。この機器が無線およびテレビの受信に有害な干渉の原因になったかどうか

は、機器をオフにしてオンにすることによって判定できますが、こういったことを引き起こす場合

は、以下にある対策のひとつあるいはいくつかを行って干渉を無くすよう試してみることをお勧め

します。 

受信アンテナの向きを変更するか、位置を変更します。 

- 機器と受信機の分離を増やします。 

-受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに装置を接続します。 

-販売店または専門知識をお持ちのラジオ/テレビ技術者に相談してください。 

本装置は、放射体とユーザーの身体の間に最低20cmの距離を置いて設置および操作する必要

があります。 

FCC条件 

本装置は、FCC規制のパート15に適合しています。運用は、以下の二つの条件に依存します。 

1. 本デバイスが有害な干渉を引き起こすことはありません。 

2. このデバイスが、望ましくない操作の原因となる妨害を含め、被った妨害を受け入れる必要が

あること 

EU 適合性宣言 
 

 
この製品および - 該当する場合 - 付属のアクセサリにも 

"CE" のマークが付いているため、EMC 指令 

2014/30/EU、RE 指令 2014/53/EU、RoHS 指令 

2011/65/EU に記載されている適合欧州規格に準拠して

います。 

 

2012/19/EU (WEEE指令):このマークが付いた製品は、欧

州連合では未分別の自治体廃棄物として廃棄できませ

ん。適切なリサイクルを行うには、同等の新しい装置を購

入したときにこの製品を最寄りのサプライヤに返品する

か、指定の回収ポイントで廃棄します。詳細については、

www.recyclethis.info を参照してください。 
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2006/66/EC (バッテリー指令):本製品には、欧州連合で分

別されていない一般廃棄物として廃棄できないバッテリー

が含まれています。特定のバッテリー情報については、製

品のマニュアルを参照してください。バッテリにはこのマー

クが付いています。このマークには、カドミum (Cd)、リード

(Pb)、または水球(Hg)を示す文字が含まれている場合があ

ります。適切にリサイクルするには、バッテリをサプライヤ

または指定された回収ポイントに返却してください。詳細に

ついては、www.recyclethis.info を参照してください。 
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安全上の注意 

この説明書は、危険や物性の損失を防ぐために、ユーザーが製品を正しく使用できるようにする

ことを目的としています。 

予防措置は危険と注意に分かれています: 

危険: 警告を無視すると、重傷または致命的な事故を引き起こす可能性があります。 

注意: 注意事項を無視すると、けがや装置の破損の原因となる場合があります。 
 

  

危険: 重傷または致命を防ぐために、以下の

安全対策に従ってください。 

注意: けがや破損を防ぐために、以下の注意

事項に従ってください。 
  

危険: 

● すべての電子操作は、お住まいの地域の電気安全規則、消防規制、およびその他の関連規

制に厳密に準拠している必要があります。 

● 電源アダプタは、一般社製のものを使用してください。本装置は、定格DC 12V、3A のクラス2 

サージ保護電源から供給されることを意図しています。 

● 1 つの電源アダプタに複数のデバイスを接続しないでください。アダプタが過負荷状態になる

と、過熱や火災の危険があります。 

● デバイスの配線、取り付け、取り外しを行う前に、電源が切断されていることを確認してくださ

い。 

● 製品を壁面や天壁に設置する場合は、デバイスをしっかり固定する。 

● 本装置から煙、異臭、異音が出たりする場合は、一度電源を切り、電源ケーブルを抜いてか

ら、サービスセンターにご連絡ください。 

● バッテリ、ケミカル・バーン・ハザードを取り込まないでください。 

本機のリモコンにはボタン型電池が使用されています。コイン型 / ボタン型電池を取り替える

と、わずか 2 時間で重大な内部消費が発生し、消耗する可能性があります。 

新しいバッテリや使用済みのバッテリは、お子様から離して保管してください。リモコンの電池

カバーがしっかり閉まらない場合は、使用を中止し、子どもの手の届かないところに保管してく

ださい。電池を飲み込んだり、電池が身体の内部にあると疑われる場合は、ただちに医師の診

療を受けてください。 

● 製品が正常に動作しない場合は、販売店または最寄りのサービスセンターにお問い合わせく

ださい。本装置をご自身で分解しないでください。(無断修理・メンテナンスによるトラブルにつ

いては、一切の責任を負いかねます。 

注意: 

● デバイスを落としたり衝撃を与えたり、高電磁放射にさらさないでください。振動面や衝撃のあ

る場所への設置は避けてください(無視すると装置破損の原因となります)。 

● デバイスを極端に高温の場所(動作温度の詳細については、デバイスの仕様を参照)、低温の
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場所、ほこりの多い場所、または湿気の多い場所に置かないでください。また、高電磁放射に

さらさないでください。 

● 屋内使用のための装置カバーは、降水や湿気から保管するものとします。 

● 装置を直射日光や低通気、ヒーターやラジエータなどの熱源にさらすことは禁止されています

(無視すると火災の危険性があります)。 

● デバイスを太陽や明るい場所に向けないでください。それ以外の場合(誤動作ではありませ

ん)、同時にセンサーの耐久性に影響を与えるブルーミングまたはスメアが発生することがあり

ます。 

● デバイスカバーを開けるときには、付属のグローブを使用してください。指の絶対的な湿りは、

デバイスカバーの表面コートを損なう可能性があるため、デバイスカバーとの直接の接触は避

けてください。 

● デバイスカバーの内面と外面を清掃するときは、アルファベットの洗浄剤を使用しないでくださ

い。柔らかくて乾燥した布を使用してください。 

● すべてのラッパーは、将来使用するために開梱してから保管してください。何らかの障害が発

生した場合は、元のラッパーを使用してデバイスを出荷時の状態に戻す必要があります。元の

ラッパーを使用せずに輸送すると、デバイスが破損し、追加コストが発生する可能性がありま

す。 

● バッテリーの不適切な使用または交換は、爆発の危険があります。同じ型または同等の型で

のみ置換します。使用済みのバッテリーは、バッテリーメーカーの指示に従って廃棄してくださ

い。 

● 生体認証製品は、スプーフィング対策環境には100%適用できません。より高いセキュリティレ

ベルが必要な場合は、複数の認証モードを使用します。 

● 使用温度: 0 °C ～50 °C 

● 屋内使用。装置は、ライトから2 メートル以上離し、ウィンドウから3 メートル以上離してくださ

い。 
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使用可能なモデル 

 

製品名 型式 

顔認識端末 DS-K1T671TM-3XF 
  

ユーザー手順に記載されている電源装置のみを使用してください: 
 

型式 製造元 標準 

C2000IC12.0-24P-DE 
MOSOパワーサプライテクノロ

ジー(株) 
CEE 

C2000IC12.0-24P-GB 
MOSOパワーサプライテクノロ

ジー(株) 
BS 

KPL-040F-VI 
チャネルウェルテクノロジー株

式会社 
CEE 
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第1章概要 

1.1 概要 

顔認識端末は顔認識のための一種のアクセス制御装置であり、主に物流センター、空港、大学

構内、警報センター、住宅等のセキュリティアクセス制御システムに適用される。 

1.2 機能 

● ターゲットの温度を測定するために酸化バナジウム非冷却センサをサポート 

● 温度測定範囲: 30 °C ～45 °C (86 °F ～113 °F)、精度: 0.1 °C、偏差: ± 0.5 °C 黒体

校正なし 

● 認識距離: 0.3 ～ 2 m 

● 高速温度測定モード:顔を検出し、身元認証なしでスキン表面温度を取得します。 

● カードと温度、顔と温度、カードと顔と温度など、複数の認証モードを使用できます。 

● フェイスマスク着信音 

認識している顔がマスクを着用していない場合、デバイスは音声リマインダーを表示します。同

時に、認証または出席が有効になります。 

● マスク着信強制音 

認識している顔がマスクを着用していない場合、デバイスは音声リマインダーを表示します。同

時に、認証や出席に失敗します。 

● 認証ページに温度測定結果を表示します。 

● 温度異常検出時に音声プロンプトをトリガーします 

● 温度異常検出時のドアの状態(開/閉)を設定可能 

● TCP/IP通信を介してクライアントソフトウェアにオンラインおよびオフラインの温度情報を送信

し、クライアントソフトウェアにデータを保存します。 

● 顔認識時間< 0.2s/ユーザー; 顔認識精度率≧99% 

● 50,000 フェイスキャパシティ、50,000カードキャパシティ、100,000イベントキャパシティ 

● 顔認識の推奨高さ: 1.4m ～1.9 m 

● チェックイン、チェックアウト、侵入、休憩、時間外労働、時間外労働など6つの出勤状況をサポ

ートします。 

● ウォッチドッグ設計とタンパ機能 

● 認証結果のオーディオプロンプト 

● NTP、手動による時刻同期、自動同期 

● Wiegand プロトコル経由で外部アクセスコントローラまたはWiegand カードリーダーに接続しま

す。 

● RS-485プロトコルでドアコントロールユニットに接続し、端末破壊時にドアが開かないようにし
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ます。 

● クライアントソフトウェアからデバイスにデータをインポートおよびエクスポートします。 
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第2章外観 

顔認識端末の詳細情報については、以下の内容を参照してください: 

 

図2-1 顔認識端子図 

表2-1 顔認識端末の説明 

番号 名前 

1 USBインターフェース 

2 カードスワイプ領域 
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番号 名前 

3 タッチスクリーン 

4 カメラ 

5 IRライト 

6 サーモグラフィックモジュール 

7 IRライト 

8 カメラ 

9 TAMPER 

10 熱電モジュールインターフェース 

11 デバッグポート 

12 電源インタフェース 

13 配線端子 

14 PSAM カードスロット(予約済み) 

15 ネットワークインタフェース 
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第3章設置 

3.1 設置環境 

● バックライト、直射日光、間接日光は避けてください。 

● 認識を向上させるには、設置環境内または設置環境の近くにライトソースを設置する必要があ

ります。 

● 屋内および風のない環境でのみ使用します。 

注意 

設置環境については、「設置環境のヒント」を参照してください。 
  

3.2 フラッシュマウント 

手順 

1. ギャングボックスを取り付けます。 

2. 付属のネジ4 本(4_KA4 × 22-SUS)を使用して、ギャングボックスの取り付けプレートを固定し

ます。 

3. 背面パネルのネジ(2 本)を外し、シートを外すと配線端子が表示されます。 

4. 取り付けプレートのケーブル穴にケーブルを通し、対応する外部機器のケーブルに接続しま

す。 

5. シートを2 本のネジでデバイスに戻して取り付けます。 

6. 装置を取り付けプレートに合わせ、装置を取り付けプレートに掛けます。 
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図3-1 デバイスのインストール 

7. 付属のM4 ネジ2 本を使用して、デバイスと取り付けプレートを固定します。 

注意 

ネジの頭部がデバイス表面の下にある場合、デバイスは固定されます。 

  

 

 

図3-2 セキュアデバイス 



顔認証端末操作マニュアル 

7 

3.3 表面実装 

手順 

1. 取り付けテンプレートの基準線に従って、取り付けテンプレートを壁またはその他の面(地面よ

り1.4 メートル上) に貼り付けます。 

 

図3-3 取り付けテンプレート 

2. 取り付けテンプレートに従って、壁またはその他の表面に4 つの穴を開けます。 

3. ドリルで開けた穴に止めねじのねじソケットを挿入します。 

 

図3-4 挿入ねじソケット 

4. 4 つの穴をマウントプレートにドリルで開けた穴に合わせます。 

5. フラットトングを使用して、下図の用紙を取り除きます。 
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図3-5 シートの削除 

6. 背面パネルのネジ(2 本)を外し、シートを外すと配線端子が表示されます。 

7. 取り付けプレートのケーブル穴にケーブルを通し、対応する外部機器のケーブルに接続しま

す。 

8. 2 本のネジでシートをデバイスに背面に取り付けます。 

9. 装置を取り付けプレートに合わせ、装置を取り付けプレートに掛けます。 

 

図3-6 デバイスのインストール 

10. 付属のM4 ネジ2 本を使用して、デバイスと取り付けプレートを固定します。 

注意 

ネジの頭部がデバイス表面の下にある場合、デバイスは固定されます。 
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図3-7 セキュアデバイス 

注意 

● ここでの設置高さは推奨高さです。実際のニーズに合わせて変更できます。 

● 取り付けを容易にするために、付属の取り付けテンプレートに従って取り付け面に穴を開け

てください。 
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第4章配線 

RS-485 ターミナルとRS-485 カードリーダーを接続し、NC とCOM ターミナルをドアロックで接

続し、SENSOR ターミナルとドア接点を接続し、BTN/GND ターミナルと出口ボタンで接続し、ア

ラーム出力と入力ターミナルをアラーム出力/入力デバイスで接続し、Wiegand ターミナルと

Wiegand カードリーダーまたはアクセスコントローラを接続できます。 

WIEGAND端末をアクセスコントローラに接続すると、顔認識端末は認証情報をアクセスコントロ

ーラに送信でき、アクセスコントローラはドアを開くかどうかを判断できる。 

注意 

● ケーブルサイズが18 AWG の場合、12 V 電源を使用する必要があります。また、電源装置と

デバイスの距離は 20m 以下にしてください。 

● ケーブルサイズが15 AWG の場合、12 V 電源を使用する必要があります。また、電源装置と

装置の距離は30m 以内にしてください。 

● ケーブルサイズが12 AWG の場合は、12 V 電源を使用する必要があります。また、電源装置

とデバイスの距離は40m 以下にしてください。 
  

4.1 端末の説明 

端子には、電源入力、アラーム入力、アラーム出力、RS-485、Wiegand出力、ドアロックがありま

す。 

ターミナルの図は次のとおりです: 
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図4-1 端子図 

端末の説明は次のとおりです: 

表4-1 端末の説明 

グループ 番号 機能 色 名前 説明 

グループA 
A1 

電源入力 
赤 +12 V 12 VDC電源 

A2 黒 GND グランド 

グループB 

B1 

アラーム入力 

黄色/青 IN1 
アラーム入力

1 

B2 黄色/黒 GND グランド 

B3 黄/オレンジ IN2 
アラーム入力

2 
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グループ 番号 機能 色 名前 説明 

B4 

アラーム出力 

黄色/紫 NC 

アラーム出力

配線 
B5 

イエロー/ブラ

ウン 
COM 

B6 黄色/赤 NO 

グループC 

C1 

RS-485 

黄色 485+ 
RS-485 配線 

C2 青 485- 

C3 黒 GND グランド 

C4 

ウィーガンド 

緑 W0 
Wiegand 配

線 0 

C5 白 W1 
ワイヤーガン

ド配線1 

C6 ブラウン WG_OK 

Wiegand 

Authenticate

d 

C7 オレンジ色 WG_ERR 
Wiegand 認

証失敗 

C8 紫 バザー ブザー配線 

C9 グレー TAMPER 
改ざん警報

配線 

グループD 

D1 

ドアロック 

白/紫 NC 
ロック配線

(NC) 

D2 白/黄 COM 共通 

D3 白/赤 NO 
ロック配線

(NO) 

D4 黄/緑 センサ ドア接点 

D5 黄/グレー BTN 出口ドア配線 
  

4.2 ワイヤノーマルデバイス 

通常の周辺機器と接続できます。 

安全なドア制御部を持たない場合の配線図は以下のとおりです。 
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図4-2 デバイスの配線 

注意 

● 顔認識端末のWiegand方向を「入力」に設定してWiegandカードリーダーに接続する必要があり

ます。アクセスコントローラに接続する場合は、Wiegand方向を「出力」に設定して、認証情報を

アクセスコントローラに送信する必要があります。 

● Wiegand 方向の設定については、「通信設定のWiegand パラメータを設定する」を参照してくだ

さい。 

● デバイスの電源は、DC12V/2A である必要があります。ドアロック用の推奨外部電源は、12 

V、1 A です。Wiegand カードリーダーに推奨される外部電源は12 V、1A です。 

● 推奨される電源ケーブルの直径: 22 AWG。他のケーブルの直径は26 AWG と提案されていま

す。 

● 本器を直接電源に配線しないでください。 
  

 

警告 

顔認識端末は、サージ防止機能を備えた外付けクラス2電源を適合させるものとする。 
  

4.3 ワイヤ・セキュア・ドア・コントロール・ユニット 

セキュアなドアコントロールユニットと端末を接続することができます。 

配線図は以下の通りです。 
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図4-3 安全なドアコントロールユニットの配線 

注意 

固定ドアコントロールユニットは、別々に外部電源に接続する必要があります。推奨される外部

電源は12V、0.5Aです。 
  

4.4 ワイヤファイヤモジュール 

4.4.1 電源遮断時のドア開の配線図 

ロックタイプ:アノードロック、マグネットロック、電動ボルト(NO) 

セキュリティタイプ: 電源オフ時にドアが開く 

シナリオ: Fire Engine Access にインストール 

タイプ1 

注意 

火災システムは、アクセス制御システムの電源を制御する。 
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図4-4 ワイヤデバイス 

 

図4-5 ワイヤで固定されたドアコントロールユニット 

タイプ2 

注意 

消防システム(NOとCOM、電源を切るとノーマルオープン)は、ロックと電源装置が直列に接続さ

れています。火災アラームがトリガーされると、ドアは開いたままになります。通常はNOとCOMを

閉じます。 
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図4-6 配線機器 

 

図4-7 安全ドアコントロールユニットの配線 

4.4.2 電源遮断時にドアがロックされた場合の配線図 

ロックタイプ:カソードロック、エレクトリックロック、エレクトリックボルト(NC) 

セキュリティタイプ: 電源オフ時にドアがロックされる 

シナリオ: Fire Linkage で入退室に設置 

注意 

● UPS(Uninterpretable Power Supply)が必要です。 

● 消防システム(NCとCOM、電源遮断時ノーマルクローズ)は、ロックと電源が直列に接続されて

います。火災アラームがトリガーされると、ドアは開いたままになります。通常はNCとCOMが開

いています。 
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図4-8 デバイスの配線 

 

図4-9 配線図 
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第5 章アクティベーション 

最初のログインの前にデバイスをアクティブ化する必要があります。デバイスの電源を入れると、

システムはDevice Activation(デバイスのアクティベーション)ページに切り替わります。 

デバイス、SADP ツール、およびクライアントソフトウェアによるアクティベーションがサポートされ

ています。 

デバイスのデフォルト値は次のとおりです: 

● デフォルトのIP アドレス: 192.0.0.64 

● デフォルトのポート番号: 8000 

● デフォルトのユーザー名: admin 

5.1 デバイス経由で有効化 

デバイスがアクティブ化されていない場合は、電源投入後にデバイスをアクティブ化できます。 

Activate Device(デバイスのアクティブ化)ページで、パスワードを作成し、パスワードを確認しま

す。「Activate」をタップすると、デバイスがアクティブになります。 

 

図5-1 アクティベーションページ 
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注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、ご自

身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特殊文字の3 

種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更することをお勧めしま

す。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更すると、製品の保護が

向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者および/ま

たはエンドユーザーの責任となります。 
  

 

● アクティベーション後、アプリケーションモードを選択する必要があります。詳細は、「アプリケー

ションモードの設定」を参照してください。 

● アクティベーション後、デバイスをクライアントソフトウェアまたはその他のプラットフォームに追

加する必要がある場合は、デバイスのIP アドレスを編集する必要があります。詳細について

は、「通信設定」を参照してください。 

5.2 SADP 経由で有効化 

SADP は、LAN 経由でデバイスのIP アドレスを検出、アクティブ化、および変更するためのツー

ルです。 

はじめる前に 

● 付属のディスクまたは公式ウェブサイトhttp://www.hikvision.com/en/,からSADP ソフトウェア

を入手し、指示に従ってSADP をインストールします。 

● デバイスとSADP ツールを実行するPC は、同じサブネット内にある必要があります。 

次の手順は、デバイスをアクティブ化し、そのIP アドレスを変更する方法を示しています。一括起

動とIP アドレスの変更については、SADP のユーザーマニュアルを参照してください。 

手順 

1. SADPソフトウェアを実行し、オンラインデバイスを検索します。 

2. オンラインデバイスリストでお使いのデバイスを検索して選択します。 

3. 新しいパスワード(admin password)を入力し、パスワードを確認します。 

注意 

パスワードの使用をお勧めします-製品のセキュリティを高めるために、独自に選択した強力な

パスワードを作成することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特殊文字を含む8 文字

以上を使用)。また、特に高セキュリティシステムでは、パスワードを定期的にリセットすることを

お勧めします。毎月または毎週パスワードをリセットすると、製品の保護が向上します。 

  

4. アクティブ化をクリックしてアクティブ化を開始します。 
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アクティベーションが成功すると、デバイスのステータスがアクティブになります。 

5. デバイスのIP アドレスを変更します。 

1) デバイスを選択します。 

2) IP アドレスを手動で変更するか、「DHCP を有効にする」をオンにして、デバイスのIP アド

レスをコンピュータと同じサブネットに変更します。 

3) 管理者パスワードを入力し、変更をクリックしてIP アドレスの変更を有効にします。 

5.3 クライアントソフトウェアによるデバイスのアクティブ化 

一部のデバイスでは、ソフトウェアに追加して正常に動作させるために、パスワードを作成して有

効にする必要があります。 

手順 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. デバイス管理ページに入ります。 

2. Device Management の右側をクリックし、Device を選択します。  

3. オンラインデバイスをクリックすると、オンラインデバイスエリアが表示されます。 

検索したオンラインデバイスがリストに表示されます。 

4. デバイスのステータス(「セキュリティレベル」列に表示)を確認し、非アクティブなデバイスを選

択します。 

5. 「有効化」をクリックして、「有効化」ダイアログを開きます。 

6. パスワードフィールドにパスワードを作成し、パスワードを確認します。 
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注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、ご

自身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特殊文

字の3 種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更することをお

勧めします。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更すると、製品

の保護が向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者および/

またはエンドユーザーの責任となります。 

  

7. OK をクリックして、デバイスをアクティブ化します。 
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第6章基本操作 

6.1 アプリケーションモードの設定 

デバイスをアクティベートした後、デバイスアプリケーションを改善するためにアプリケーションモ

ードを選択する必要があります。 

手順 

1. 「ようこそ」ページで、ドロップダウンリストから「屋内」または「その他」を選択します。 

 

図6-1 ようこそページ 

2. 「OK」をタップして保存します。 
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注意 

● システム設定で設定を変更することもできます。 

● 窓の近くに室内に設置する場合や、顔認識機能がうまく動作しない場合は、「その他」を選

択します。 

● アプリケーションモードを設定せずにNext(次へ)をタップすると、システムはデフォルトで

Indoor(屋内)を選択します。 

● 他のツールを介してリモートでデバイスをアクティブ化すると、システムはデフォルトでアプリ

ケーションモードとしてIndoor を選択します。 

  

6.2 ログイン 

デバイスにログインして、デバイスの基本パラメータを設定します。最初のログインのデバイスア

クティベーションパスワードを入力する必要があります。または、管理者の認証情報を追加してい

る場合は、設定された認証情報を介してログインできます。 

6.2.1 初回ログイン 

他のデバイス操作の前にシステムにログインする必要があります。 

手順 

1. 最初のページをロングタップして3 秒間タップすると、パスワード入力ページに入ります。 

2. 「パスワード」フィールドをタップし、デバイスのアクティベーションパスワードを入力します。 

3. 「OK」をタップしてホームページに入ります。 

注意 

● パスワードの入力に5 回失敗すると、デバイスは30 分間ロックされます。 

● 管理者認証モードの設定については、「ユーザーの追加」を参照してください。 
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図6-2 ホームページ 

6.2.2 管理者によるログイン 

デバイスの管理者を追加すると、管理者のみがデバイス操作のためにデバイスにログインできま

す。 

手順 

1. 最初のページを3 秒間ロングタップして、管理者ログインページに入ります。 
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図6-3 管理者ログイン 

2. 管理者の顔またはカードを認証して、ホームページに入ります。 
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図6-4 ホームページ 

注意 

デバイスは、5 回のフェイスまたはカードの試行に失敗すると、30 分間ロックされます。 

  

3. (オプション) をタップすると、ログイン用のデバイスアクティベーションパスワードを入力できま

す。  

4. (オプション) をタップすると、管理者ログインページを終了できます。  

6.3 通信設定 

ネットワークパラメータ、RS-485パラメータ、Wiegandパラメータは、通信設定ページで設定できま
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す。 

6.3.1 ネットワークパラメータの設定 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイなどのデバイスネットワークパラメータを設定できま

す。 

手順 

1. 「通信」をタップします。ホームページの(通信設定)で、通信設定ページに入ります。 

2. 通信設定ページで、ネットワークをタップしてネットワークタブに入ります。 

 

図6-5 ネットワーク設定 

3. 「IPアドレス」、「サブネットマスク」、または「ゲートウェイ」をタップし、パラメータを入力します。 

4. 「OK」をタップして設定を保存します。 

注意 

デバイスのIP アドレスとコンピュータのIP アドレスは、同じIP セグメント内にある必要がありま

す。 

  

5. タップしてネットワークパラメータを保存します。  

6.3.2 RS-485 パラメータの設定 

顔認識端子は、RS-485端子を介して外部アクセスコントローラ、セキュアドアコントロールユニット

またはカードリーダーを接続することができます。 

手順 

1. 「通信」をタップします。ホームページの(通信設定)で、通信設定ページに入ります。 

2. 通信設定ページで、RS-485 をタップしてRS-485 タブに入ります。 
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図6-6 RS-485 パラメータの設定 

3. 実際のニーズに応じて、ペリフェラルタイプを選択します。 

注意 

● コントローラはアクセスコントローラを表し、Unit はセキュアドアコントロールユニットを表し、

Reader はカードリーダーを表します。 

● 「Controller」を選択した場合: RS-485 インターフェースを介してデバイスをターミナルに接続

する場合は、RS-485 アドレスを2 に設定します。コントローラに接続する場合は、ドアNo.に

合わせてRS-485アドレスを設定してください。 

  

4. タップしてネットワークパラメータを保存します。  

注意 

外部デバイスを変更すると、デバイスパラメータを保存した後、デバイスは自動的に再起動し

ます。 

  

6.3.3 Wiegand パラメータの設定 

Wiegand の送信方向を設定します。 

手順 

1. 「通信」をタップします。ホームページの(通信設定)で、通信設定ページに入ります。 

2. 「通信設定」ページで、「Wiegand」をタップして「Wiegand」タブに入ります。 

 

図6-7 Wiegand の設定 

3. Wiegand 機能を有効にします。 
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4. 送信方向を選択します。 

● 出力:顔認識端子は、外部アクセスコントローラを接続することができます。そして、2つのデ

バイスは、Wiegand 26またはWiegand 34を介してカード番号を送信します。 

● 入力: 顔認識端末は、Wiegand カードリーダーを接続できます。 

5. タップしてネットワークパラメータを保存します。  

注意 

外部デバイスを変更すると、デバイスパラメータを保存した後、デバイスは自動的に再起動し

ます。 

  

6.4 ユーザー管理 

ユーザー管理インターフェースでは、ユーザーの追加、編集、削除、検索を行うことができます。 

6.4.1 管理者の追加 

管理者は、デバイスバックエンドにログインし、デバイスパラメータを設定できます。 

手順 

1. 最初のページをロングタップして、バックエンドにログインします。 

2. 「ユーザー→+」をタップして、「ユーザーの追加」ページに入ります。 

3. 従業員ID を編集します。 

注意 

● 従業員ID は32 文字未満にする必要があります。また、小文字、大文字、数字の組み合わ

せも可能です。 

● 従業員ID は重複しないようにしてください。 

  

4. 「名前(Name)」フィールドをタップし、ソフトキーボードでユーザー名を入力します。 

注意 

● ユーザー名には、数字、大文字、小文字、特殊文字を使用できます。 

● ユーザー名には最大32 文字を使用できます。 

  

5. オプション:管理者の顔写真、カード、またはパスワードを追加します。 

注意 

● 顔画像の追加について詳しくは、「顔画像を追加する」を参照してください。 

● カードの追加について詳しくは、「カードの追加」を参照してください。 

● パスワードの追加の詳細については、「パスワードの追加」を参照してください。 
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6. オプション: 管理者の認証タイプを設定します。 

注意 

認証タイプの設定については、「認証モードの設定」を参照してください。 

  

7. Administrator Permission 機能を有効にします。 

管理者権限の有効化 

ユーザーは管理者です。通常の出席機能を除き、ユーザーは許可を認証した後に操作する

ホームページに入ることもできます。 

8. タップして設定を保存します。  

6.4.2 顔画像追加 

ユーザーの顔写真をデバイスに追加します。また、利用者は顔写真を用いて認証を行うことがで

きる。 

手順 

1. 最初のページをロングタップして、バックエンドにログインします。 

2. 「ユーザー→+」をタップして、「ユーザーの追加」ページに入ります。 

3. 従業員ID を編集します。 

注意 

● 従業員ID は32 文字未満にする必要があります。また、小文字、大文字、数字の組み合わ

せも可能です。 

● 従業員ID は重複しないようにしてください。 

  

4. 「名前(Name)」フィールドをタップし、ソフトキーボードでユーザー名を入力します。 

注意 

● ユーザー名には、数字、大文字、小文字、特殊文字を使用できます。 

● ユーザー名には最大32 文字を使用できます。 

  

5. 顔写真フィールドをタップして、顔写真追加ページに入ります。 
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図6-8 顔画像の追加 

6. カメラを見て顔を配置します。 

注意 

● 顔写真を追加するときは、顔写真が顔写真のアウトラインにあることを確認します。 

● キャプチャした顔画像が良好な品質で、正確であることを確認します。 

● 顔画像の追加手順については、「顔画像を収集/比較するときのヒント」を参照してください。 

  

顔画像を完全に追加すると、キャプチャした顔画像がページの右上隅に表示されます。 

7. 「保存」をタップして顔画像を保存します。 

8. 必要に応じて、「再試行」をタップし、顔の位置を調整して顔写真を再度追加します。 

注意 

顔画像を追加する場合の最長時間は15秒です。顔写真を追加する残り時間は、ページの左側

で確認できます。 
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9. Administrator Permission 機能を有効または無効にします。 

管理者権限の有効化 

ユーザーは管理者です。通常の出席機能を除き、ユーザーは許可を認証した後に操作する

ホームページに入ることもできます。 

管理者権限の無効化 

User は通常のユーザーです。ユーザーは、最初のページでのみ認証または出席できま

す。 

10. タップして設定を保存します。  

6.4.3 カードの追加 

ユーザーのカードを追加し、追加したカードを介してユーザーを認証できます。 

手順 

1. 最初のページをロングタップして、バックエンドにログインします。 

2. 「ユーザー→+」をタップして、「ユーザーの追加」ページに入ります。 

3. 「従業員ID.」フィールドをタップし、従業員ID を編集します。 

注意 

● 従業員ID は32 文字未満にする必要があります。また、小文字、大文字、数字の組み合わ

せも可能です。 

● 従業員ID は重複しないようにしてください。 

  

4. 「名前(Name)」フィールドをタップし、ソフトキーボードでユーザー名を入力します。 

注意 

● ユーザー名には、数字、大文字、小文字、特殊文字を使用できます。 

● ユーザー名には最大32 文字を使用できます。 

  

5. 「カード」欄をタップし、カード番号を入力します。 

6. カード番号を設定します。 

カード番号を手動で入力します。カードをカードスワイプエリアにスワイプして、カード番号を取得

します。 

注意 

● カード番号を空にすることはできません。 

● カード番号は20文字までです。 

● カード番号は重複できません。 

  

7. オプション: Duress Card 機能を有効にします。追加したカード 
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ユーザーがこの耐久性カードをスワイプして認証すると、デバイスは耐久性カードイベントをク

ライアントソフトウェアにアップロードします。 

8. Administrator Permission 機能を有効または無効にします。 

管理者権限の有効化 

ユーザーは管理者です。通常の出席機能を除き、ユーザーは許可を認証した後に操作する

ホームページに入ることもできます。 

管理者権限の無効化 

User は通常のユーザーです。ユーザーは、最初のページでのみ認証または出席できま

す。 

9. タップして設定を保存します。  

6.4.4 パスワードの追加 

ユーザーのパスワードを追加し、ユーザーがパスワードを介して認証できるようにします。 

手順 

1. 最初のページをロングタップして、バックエンドにログインします。 

2. 「ユーザー→+」をタップして、「ユーザーの追加」ページに入ります。 

3. 「従業員ID.」フィールドをタップし、従業員ID を編集します。 

注意 

● 従業員ID は32 文字未満にする必要があります。また、小文字、大文字、数字の組み合わ

せも可能です。 

● 従業員ID は重複しないようにしてください。 

  

4. 「名前(Name)」フィールドをタップし、ソフトキーボードでユーザー名を入力します。 

注意 

● ユーザー名には、数字、大文字、小文字、特殊文字を使用できます。 

● ユーザー名には最大32 文字を使用できます。 

  

5. 「パスワード」フィールドをタップし、パスワードを作成してパスワードを確認します。 

注意 

● パスワードには数字のみが許可されます。 

● パスワードには最大8 文字を使用できます。 

  

6. Administrator Permission 機能を有効または無効にします。 

管理者権限の有効化 
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ユーザーは管理者です。通常の出席機能を除き、ユーザーは許可を認証した後に操作する

ホームページに入ることもできます。 

管理者権限の無効化 

User は通常のユーザーです。ユーザーは、最初のページでのみ認証または出席できま

す。 

7. タップして設定を保存します。  

6.4.5 認証モードの設定 

ユーザーの顔写真、パスワード、またはその他の資格情報を追加したら、認証モードを設定する

必要があります。ユーザーは、設定された認証モードを介して自分の身元を認証できます。 

手順 

1. 最初のページをロングタップして、バックエンドにログインします。 

2. 「ユーザー→ユーザーの追加」/「ユーザー→認証モードの編集」を選択します。 

3. 認証モードとして「デバイス」または「カスタム」を選択します。 

装置 

デバイスモードを選択する場合は、まずAccess Control Settings ページでターミナル認証モ

ードを設定する必要があります。詳細は、「アクセス制御パラメータの設定」を参照してくださ

い。 

カスタム 

実際のニーズに応じて、異なる認証モードを組み合わせることができます。 

4. タップして設定を保存します。  

6.4.6 ユーザーの検索と編集 

ユーザーを追加したら、ユーザーを検索して編集できます。 

ユーザーの検索 

User Management(ユーザー管理)ページで、検索領域をタップしてSearch User(ユーザーの検索)

ページに入ります。ページの左側にある「カード」をタップし、ドロップダウンリストから検索の種類

を選択します。従業員ID、カード番号、または検索するユーザー名を入力します。タップして検索

します。  

ユーザーの編集 

User Management(ユーザー管理)ページで、ユーザーリストからユーザーを選択し、Edit User(ユ

ーザーの編集)ページに入ります。ユーザー管理の手順に従って、ユーザーパラメータを編集しま

す。タップして設定を保存します。  
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注意 

従業員ID は編集できません。 
  

6.5 温度測定設定 

温度検出、温度超過アラームしきい値、温度異常時にドアが開かない、温度測定モード、測定領

域キャリブレーション、測定領域、黒体などの温度測定パラメータを設定できます。 

Home(ホーム)ページで、Temp (温度)をタップして、Temperature Settings(温度設定)ページに入

ります。このページで温度測定パラメータを編集し、をタップして設定を保存します。  

 

図6-9 温度測定パラメータ 

使用可能なパラメータの説明は次のとおりです: 

表6-1 温度測定パラメータの説明 

パラメータ 説明 

温度検出を有効にする 

この機能を有効にすると、デバイスは権限を認証し、同時に温

度を取得します。デバイスを無効にすると、デバイスは権限の

みを認証します。 

Over-Temperature Alarm 

Threshold(最大/最小) 

実際の状況に応じてしきい値を編集します。検出された温度

が設定されたパラメータより高いまたは低い場合、アラームが

トリガーされます。デフォルトでは、値は37.3°です。 

温度異常時ドアが開かない 
この機能を有効にすると、検出された温度が設定された温度

しきい値よりも高いか低い場合、ドアは開きません。デフォルト
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パラメータ 説明 

では、温度は有効になっています。 

温度測定のみ 

この機能を有効にすると、デバイスは権限を認証せず、温度

のみを取得します。機能を無効にすると、デバイスは権限を認

証し、同時に温度を取得します。 

測定エリアの校正/測定エリ

アの設定 
温度測定エリアと補正パラメータを設定します。 

ブラックボディの設定 
この機能を有効にすると、距離、温度、放射率など、黒体のパ

ラメータを設定できます。 
  

6.6 データのインポートとエクスポート 

転送ページでは、イベント、ユーザーデータ、ユーザー画像、キャプチャーした画像をUSBフラッシ

ュドライブにエクスポートできます。また、USBメモリーからユーザーデータやユーザーピクチャー

を読み込むこともできます。 

6.6.1 データのエクスポート 

手順 

1. ホームページの「転送」をタップして、「転送」ページに入ります。 

2. 転送ページで、イベントのエクスポート、ユーザーデータのエクスポート、プロファイル写真のエ

クスポート、キャプチャ画像のエクスポートをタップします。 

3. ポップアップページで「はい」をタップすると、データがデバイスからUSBフラッシュドライブにエ

クスポートされます。 

注意 

● 対応しているディスクフラッシュドライブのフォーマットは、DBです。 

● システムは、1G ～32G のストレージのUSB フラッシュドライブをサポートします。USBメモリ

ーの空き容量が512M以上であることを確認してください。 

● エクスポートされたユーザーデータはDB ファイルですが、編集することはできません。 

  

6.6.2 データのインポート 

手順 

1. USB フラッシュドライブをデバイスに差し込みます。 
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2. 転送ページで、ユーザーデータのインポート、およびプロファイル写真のインポートをタップしま

す。 

3. ポップアップウィンドウで「はい」をタップすると、USBフラッシュドライブからデバイスにデータが

インポートされます。 

注意 

● あるデバイス(デバイスA)から別のデバイス(デバイスB)にすべてのユーザー情報を転送す

る場合は、デバイスA からUSB フラッシュドライブに情報をエクスポートしてから、USB フラ

ッシュドライブからデバイスB にインポートする必要があります。この場合、プロファイル写真

をインポートする前にユーザーデータをインポートする必要があります。 

● 対応するUSBメモリーのフォーマットはFAT32です。 

● 取り込んだ画像はルートディレクトリ(enroll_pic)に保存し、画像ファイルの名前は以下のルー

ルに従う必要があります: 

カードNo._Name_Department_Employee ID_Gender.jpg 

● 従業員ID は32 文字未満にする必要があります。小文字、大文字、数字を組み合わせるこ

とができます。重複しないでください。また、0 から始めてはいけません。 

● 顔写真の要件は、以下の規則に従う必要があります。カメラに直接向き、全面表示で撮影

する必要があります。顔写真を撮るときは、ハットやヘッドカバーを着けないでください。形式

はJPEG またはJPG にする必要があります。解像度は640 ×480 ピクセル以上、640 

×480 ピクセル以上にしてください。画像サイズは60KB～200KBです。 

  

6.7 アイデンティティ認証 

ネットワーク構成、システムパラメータ構成、およびユーザ構成の後、アイデンティティ認証の初

期ページに戻ることができます。システムは、設定された認証モードに従って個人を認証します。 

1:1 照合または1:N 照合を介してID を認証できます。 

1: N マッチング 

キャプチャした顔画像と、デバイスに保存されているすべての顔画像を比較します。 

1: 1 マッチング 

キャプチャした顔画像と、デバイスに保存されているすべての顔画像を比較します。 

6.7.1 複数の認証情報による認証 

はじめる前に 

認証前のユーザー認証種別を設定します。詳細については、「認証モードの設定」を参照してくだ

さい。 
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手順 

1. 認証モードが「Card and Face」、「Password and Face」、「Card and Password」の場合は、ライ

ブビューページの指示に従って認証情報を認証します。 

注意 

● カードは、通常のICカードでも、暗号化されたカードでもかまいません。 

● QRコード読み取り機能を有効にすると、QRコードを機器のカメラの前に置いて、QRコードで

認証することができます。 

  

2. 以前の認証情報が認証されたら、他の認証情報を引き続き認証します。 

注意 

顔認証の詳細については、「顔画像を収集/比較するときのヒント」を参照してください。 

  

認証に成功すると、「Authenticated」というプロンプトがポップアップ表示されます。 

6.7.2 単一認証情報による認証 

認証前のユーザー認証種別を設定します。詳細については、「認証モードの設定」を参照してくだ

さい。 

顔、カード、QRコードを認証します。 

フェイス 

カメラを手前に向け、顔を介して認証を開始します。 

カード 

カード提示部にカードを提示し、カードによる認証を開始する。 

注意 

カードは、通常のICカードでも、暗号化されたカードでもかまいません。 
  

QRコード 

QR コードをデバイスカメラの前に置き、QR コードで認証します。 

注意 

QR コードによる認証は、デバイスでサポートされている必要があります。 
  

認証が完了すると、「Authenticated」というプロンプトがポップアップ表示されます。 
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6.8 System Settings 

System Settings(システム設定)ページでは、システムの基本パラメータ、顔パラメータの設定、お

よびファームウェアのアップグレードを行うことができます。 

6.8.1 動作パラメータの設定 

コミュニティ番号、建物番号、ユニット番号、音声プロンプト、音声音量、アプリケーションモード、

白光明るさを設定できます。 

ホームページで、システム(システム設定)をタップして、システム設定ページに入ります。 

 

図6-10 基本パラメータ 

表6-2 基本パラメータ 

パラメータ 説明 

コミュニティ番号 デバイス装着コミュニティNo.を設定します。 

建物番号 機器設置建物番号を設定します。 

ユニット番号 デバイス装着ユニット番号を設定します。 

音声プロンプト 
またはをタップして、音声プロンプトを無効または有効にします。

 

ボイスボリューム 
声の音量を調節します。値が大きいほど、ボリュームは大きくなりま

す。 

アプリケーションモー

ド 

実際の環境に合わせて、他のものと屋内のもののどちらかを選択でき

ます。 
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パラメータ 説明 

白色ライトの明るさ 

補助白色光の明るさを設定します。明るさの範囲は0 ～100 です。 

0 はライトをオフにすることを意味し、1 は最も暗い、100 は最も明る

いを意味します。 
  

6.8.2 顔画像のパラメータを設定する 

顔の1:N (セキュリティ)レベル、1:1(セキュリティ)レベル、認識間隔、ライブネスセキュリティレベ

ル、WDRレベル、刺しゅう距離、マスク検出付き顔、ECOモードを設定できます。 

ホームページで、システム(システム設定)をタップして、システム設定ページに入ります。 

 

図6-11 顔画像のパラメータ 



顔認証端末操作マニュアル 

41 

表6-3 顔画像のパラメータ 

パラメータ 説明 

1: N(セキュリティ)レベ

ル 

1:N マッチングモードで認証する場合の一致しきい値を設定します。値

が大きいほど、誤受け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率が高くなりま

す。デフォルトでは、値は84 です。 

1:1 (セキュリティ)レベ

ル 

1:1 照合モードで認証する場合の照合しきい値を設定します。値が大

きいほど、誤受け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率が高くなります。

デフォルトでは、値は75 です。 

認識間隔 

1人の人物の許可を認証するときに、2つの連続した顔認識の間の時

間間隔を設定します。 

注意 

1 ～10 の数字を入力できます。 
  

 

ライブネスレベル

(Liveness Security 

Level) 

ライブ顔検出機能を有効にしたあと、ライブ顔認証を行うときに、一致

するセキュリティレベルを設定できます。 

WDRレベル 

デバイスは、WDR 機能を自動的に有効にできます。レベルが高いほ

ど、デバイスは簡単にWDR モードに入ることができます。0 は、WDR 

が無効であることを表します。 

瞳孔距離 

顔認識を開始するときの2 人の生徒間の最小解像度。実際の解像度

は、設定値より大きくする必要があります。 

デフォルトの解像度は40 です。 

マスク検出機能付き

顔 

この機能を有効にした後、認証ページで人が許可を認証すると、デバ

イスはマスクを着用しているかどうかにかかわらず顔を認識し、設定に

従ってマスクを着用するように促すことができます。 

マスク付き顔とマスク

付き顔(1:N) 

マスク1 の顔の一致しきい値: N. 値が大きいほど、偽の許容率が小さ

くなり、偽の拒否率が高くなります。最大値は100 です。 

フェイスマスクを着用

する必要がある 

この機能を有効にした後、認証された人はフェイスマスクを着用する必

要があります。着用しないと認証に失敗します。 

着用フェイスマスクの

注意 

この機能を有効にした後、認証された人が顔マスクを装着していない

場合、顔マスクを装着するように促すプロンプトがポップアップ表示さ

れます。 

エコモード ECO モードを有効にすると、デバイスはIR カメラを使用して、明るい
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パラメータ 説明 

環境または暗い環境で顔を認証します。また、ECO モードのしきい

値、ECO モード(1:N)、ECO モード(1:1)を設定できます。 

ECOモードしきい値 

ECO モードを有効にすると、ECO モードのしきい値を設定できます。

値が大きいほど、デバイスはECO モードに入りやすくなります。指定

可能な範囲: 0 ～8。 

ECOモード(1:N) 

ECO モード1:N マッチングモードで認証する場合の一致しきい値を設

定します。値が大きいほど、誤受け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率

が高くなります。デフォルトでは、値は84 です。 

ECOモード(1:1) 

ECO モード1:1 マッチモードで認証するときの一致しきい値を設定しま

す。値が大きいほど、誤受け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率が高く

なります。デフォルトでは、値は75 です。 

マスク付き顔文字

(1:N) (ECO) 

ECO モードでマスク1: N の顔の一致しきい値。値が大きいほど、誤受

け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率が高くなります。最大値は100 で

す。 
  

6.8.3 時刻設定 

このセクションでは、デバイスの時刻とDST を設定できます。 

ホームページの「時間(時間設定)」をタップして、「時間設定」ページに入ります。時間パラメータを

編集し、をタップして設定を保存します。  

 

図6-12 時間パラメータ 

6.9 アクセス制御パラメータの設定 

端末authの機能を含め、アクセス制御権限を設定することができます。モード、リーダー認証。モ
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ード、QRコード、リモート認証、ドア接点、ドアロック時間など 

ホームページで、ACS (アクセスコントロール設定)をタップして、アクセスコントロール設定ページ

に入ります。このページでアクセスコントロールパラメータを編集し、をタップして設定を保存しま

す。  

 

図6-13 アクセス制御パラメータ 

使用可能なパラメータの説明は次のとおりです: 

表6-4 アクセス制御パラメータの説明 

パラメータ 説明 

 ターミナル認証。モード 

顔認識端末の認証モードを選択します。認証モードをカスタマ

イズすることもできます。 

注意 

● 生体認証製品は、スプーフィング対策環境には100%適用で

きません。より高いセキュリティレベルが必要な場合は、複

数の認証モードを使用します。 

● 複数の認証モードを採用する場合は、顔を認証する前に他

の方法を認証する必要があります。 
  

 

リーダー認証。モード カードリーダーの認証モードを選択します。 

QRコード 

認証インターフェースでQRコードスキャン機能を使用できま

す。デバイスは、取得したQR コードに関連付けられている情

報をプラットフォームにアップロードします。 

リモート認証 
許可を認証すると、プラットフォームはアクセスをリモートで許

可するかどうかを制御します。 
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パラメータ 説明 

ドア接点 
実際のニーズに応じて、「開く」または「閉じる」を選択できま

す。デフォルトでは、閉じられています。 

ドアロック時間 

ドアのロック解除時間を設定します。設定した時間ドアが開か

れていない場合、ドアはロックされます。使用可能なドアロック

時間の範囲: 1 ～255 秒。 
  

6.10 メンテナンス 

6.10.1 ファームウェアのアップグレード 

USBフラッシュ・ドライバーを接続します。「メンテナンス」をタップします。(メンテナンス)システム設

定ページで、アップグレードをタップします。デバイスは、USBフラッシュドライブ内のアップグレー

ドファイルを自動的に読み取り、ファームウェアをアップグレードします。 

注意 

● デバイスのアップグレード中は、電源を切らないでください。 

● アップグレードファイルはルートディレクトリにある必要があります。 

● アップグレードするファイル名はdigicap.dav にする必要があります。 

 

図6-14 アップグレード 
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6.10.2 データ管理 

データ管理ページでは、ユーザーデータの削除、工場出荷時の設定への復元、またはデフォルト

設定への復元を行うことができます。 

データ(データ管理)をタップして、データ管理ページに入ります。ページ上のボタンをタップして、

データを管理します。ポップアップウィンドウで「はい」をタップして設定を完了します。 

使用可能なボタンの説明は次のとおりです: 

表6-5 データの説明 

パラメータ 説明 

ユーザデータ削除 デバイス内のすべてのユーザーデータを削除します。 

工場出荷時に復元す

る 

システムを工場出荷時の設定に復元します。設定後、デバイスは再起

動します。 

デフォルトに戻す 

システムをデフォルト設定に復元します。通信設定とリモートユーザー

設定が保存されます。その他のパラメータはデフォルトに復元されま

す。設定後、デバイスは再起動します。 
  

6.10.3 ログクエリ 

従業員ID、カード番号、ユーザー名を入力することで、認証ログを一定期間内に検索できます。 

手順 

1. ホームページで、「ログ(Log)」をタップして「ログ(Log)」ページに入ります。 

 

図6-15 ログクエリ 

2. ページの左側にある「カード」をタップし、ドロップダウンリストから検索の種類を選択します。 

3. 入力ボックスをタップし、従業員ID、カード番号、ユーザー名を入力して検索します。 

4. 時刻を選択します。 
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注意 

「カスタム」、「前日」、「今週」、「先週」、「今月」、「先月」、「すべて」から選択できます。「カスタ

ム」を選択すると、検索の開始時間と終了時間をカスタマイズできます。 

  

5. タップして検索を開始します。  

結果がページに表示されます。 

6.11 時刻と出席状況の設定 

時刻と出席状況を設定します。参加モードは、実際の状況に応じて、チェックイン、チェックアウ

ト、ブレイクアウト、ブレイクイン、オーバータイムイン、およびオーバータイムアウトとして設定で

きます。 

注意 

この機能は、クライアントソフトウェア上の時刻・出席機能と連携して利用することが望ましい。 
  

6.11.1 デバイス経由のアテンダンスモードの無効化 

アテンダントモードを無効にすると、システムは最初のページにアテンダントステータスを表示しま

せん。 

「T&A Status」をタップして、「T&A Status」ページに入ります。 

 

図6-16 アテンダントモードの無効化 

出席モードを無効に設定します。をタップします。  

初回ページでは、出席ステータスの表示や設定は行いません。システムは、プラットフォームで設

定されたアテンダンスルールに従います。 

6.11.2 デバイス経由の自動出席の設定 

出席モードを自動に設定し、出席ステータスと利用可能なスケジュールを設定できます。システム

は、設定されたパラメータに従って、自動的に応答ステータスを変更します。 

はじめる前に 

少なくとも1 人のユーザーを追加し、ユーザーの認証モードを設定します。詳細については、「ユ

ーザー管理」を参照してください。 
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手順 

1. 「T&A Status」をタップして、「T&A Status」ページに入ります。 

2. Attendance Mode をAuto に設定します。 

 

図6-17 自動応答モード 

3. 出席状況を選択し、スケジュールを設定します。 

1) 出席状況として、「チェックイン」、「チェックアウト」、「ブレークアウト」、「ブレークイン」、「時

間外」、または「時間外」を選択します。 

2) 「スケジュール」をタップします。 

3) 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日を選択します。 

4) 選択日をタップし、選択した出席状況の開始時刻を設定します。 

5) 「確定」をタップします。 

6) 実際のニーズに応じて、手順1 ～5 を繰り返します。 

注意 

出席ステータスは、設定されたスケジュール内で有効になります。 

  

4. タップします。  

結果 

最初のページで認証を行うと、設定されたスケジュールに従って、認証が設定済みの出席ステー

タスとしてマークされます。 

例 

Break Out Schedule を月曜日11:00 に設定し、Break In Schedule を月曜日12:00 に設定する

と、月曜日11:00 から12:00 までの有効なユーザの認証はbreak としてマークされます。 
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6.11.3 デバイス経由の手動出席の設定 

出席モードを手動に設定し、出席時に手動でステータスを選択できます。 

はじめる前に 

少なくとも1 人のユーザーを追加し、ユーザーの認証モードを設定します。詳細については、「ユ

ーザー管理」を参照してください。 

手順 

1. 「T&A Status」をタップして、「T&A Status」ページに入ります。 

2. 「出席モード」を「手動」に設定します。 

 

図6-18 手動出席モード 

3. Attendance Status 機能を有効にします。 

結果 

認証後、出席ステータスを手動で選択する必要があります。 

注意 

ステータスを選択しない場合、認証は失敗し、有効な出席としてマークされません。 
  

6.11.4 デバイス経由での手動出席と自動出席の設定 

アテンダンスモードを手動と自動に設定すると、システムは設定されたパラメータに従って自動的

にアテンダンスステータスを変更します。同時に、認証後に出席ステータスを手動で変更できま

す。 

はじめる前に 

少なくとも1 人のユーザーを追加し、ユーザーの認証モードを設定します。詳細については、「ユ

ーザー管理」を参照してください。 

手順 

1. 「T&A Status」をタップして、「T&A Status」ページに入ります。 

2. Attendance Mode をManual とAuto に設定します。 
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図6-19 手動および自動モード 

3. 出席状況を選択し、スケジュールを設定します。 

1) 出席状況として、「チェックイン」、「チェックアウト」、「ブレークアウト」、「ブレークイン」、「時

間外」、または「時間外」を選択します。 

2) 「スケジュール」をタップします。 

3) 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日を選択します。 

4) 選択日をタップし、選択した出席状況の開始時刻を設定します。 

5) 「確定」をタップします。 

6) 実際のニーズに応じて、手順1 ～5 を繰り返します。 

注意 

出席ステータスは、設定されたスケジュール内で有効になります。 

  

4. タップします。  

結果 

最初のページで、認証を行います。ステータスを選択しない場合、認証はスケジュールに従って

設定された出席ステータスとしてマークされます。「状況を選択」をタップし、出席状況を選択する

と、認証は選択した出席状況としてマークされます。 

例 

Break Out Schedule を月曜日11:00 に設定し、Break In Schedule を月曜日12:00 に設定する

と、月曜日11:00 から12:00 までの有効なユーザの認証はbreak としてマークされます。 
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6.12 システム情報を表示する 

デバイス容量、デバイス情報、およびオープンソースソフトウェアライセンスを表示します。 

容量の表示 

追加したユーザーの番号、顔写真の番号、マスク付き顔の番号、カードの番号、イベントの番号

を表示できます。 

「情報」をタップします。(システム情報)ホームページのキャパシティを→して、キャパシティページ

に入ります。 

 

図6-20 容量 

デバイス情報を表示する 

デバイス情報を表示できます。 

「情報」をタップします。(システム情報)「デバイス」を→して、「デバイス」ページに入ります。 
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オープンソースライセンス 

オープンソースライセンス情報を表示します。 

「情報」をタップします。(システム情報)オープンソースソフトウェア使用許諾ページに入るための

→許可。 

デバイスQR コードの表示 

デバイスのQR コードをスキャンして、デバイスをモバイルクライアントに追加できます。 

「情報」をタップします。(システム情報)QRコードを→すると、機器のQRコードが表示されます。 

6.13 ビデオインターコム 

デバイスをクライアントソフトウェアに追加したら、クライアントソフトウェアからデバイスを呼び出し

たり、デバイスからマスターステーションを呼び出したり、デバイスからクライアントソフトウェアを

呼び出したり、デバイスから屋内ステーションを呼び出したりできます。 

6.13.1 デバイスからクライアントソフトウェアを呼び出す 

手順 

1. 付属のディスクまたは公式ウェブサイトからクライアントソフトウェアを入手し、プロンプトに従っ

てソフトウェアをインストールします。 

2. クライアントソフトウェアを実行すると、ソフトウェアのコントロールパネルがポップアップ表示さ

れます。 

3. デバイス管理をクリックして、デバイス管理インタフェースに入ります。 

4. デバイスをクライアントソフトウェアに追加します。 

注意 

デバイスの追加については、「デバイスの追加」を参照してください。 

  

5. クライアントソフトウェアを呼び出します。 

1) デバイスの初期ページで「通話」をタップします。 

2) ポップアップウィンドウに0 を入力します。 

3) 「通話」をタップして、クライアントソフトウェアを呼び出します。 

6. クライアントソフトウェアのポップアップページで「応答」をタップすると、デバイスとクライアント

ソフトウェア間の双方向オーディオを開始できます。 

注意 

デバイスが複数のクライアントソフトウェアに追加され、デバイスがクライアントソフトウェアを呼

び出しているときに、デバイスが最初に追加されたクライアントソフトウェアのみが呼び出し受

信ウィンドウをポップアップ表示します。 
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6.13.2 デバイスからマスタ局を呼び出す 

手順 

1. 付属のディスクまたは公式ウェブサイトからクライアントソフトウェアを入手し、プロンプトに従っ

てソフトウェアをインストールします。 

2. クライアントソフトウェアを実行すると、ソフトウェアのコントロールパネルがポップアップ表示さ

れます。 

3. デバイス管理をクリックして、デバイス管理インタフェースに入ります。 

4. クライアントソフトウェアにマスタ局とデバイスを追加します。 

注意 

デバイスの追加については、「デバイスの追加」を参照してください。 

  

5. リモート設定ページで、マスタ局のIPアドレスとSIPアドレスを設定します。 

注意 

操作方法については、マスタ局の取扱説明書を参照してください。 

  

6. 親局経由で応答し、双方向音声を開始します。 

注意 

タップすると、デバイスはマスタ局を優先して呼び出します。  

  

6.13.3 クライアントソフトウェアからのデバイスの呼び出し 

手順 

1. 付属のディスクまたは公式ウェブサイトからクライアントソフトウェアを入手し、プロンプトに従っ

てソフトウェアをインストールします。 

2. クライアントソフトウェアを実行すると、ソフトウェアのコントロールパネルがポップアップ表示さ

れます。 

3. デバイス管理をクリックして、デバイス管理ページに入ります。 

4. デバイスをクライアントソフトウェアに追加します。 

注意 

デバイスの追加については、「デバイスの追加」を参照してください。 

  

5. ライブビューページに入り、追加したデバイスをダブルクリックしてライブビューを開始します。 
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注意 

ライブビューページでの操作については、クライアントソフトウェアのユーザーマニュアルの「ラ

イブビュー」を参照してください。 

  

6. ライブビュー画像を右クリックして、右クリックメニューを開きます。 

7. デバイスとクライアントソフトウェア間の双方向オーディオを開始するには、「双方向オーディオ

を開始」をクリックします。 

6.13.4 デバイスから屋内ステーションに電話をかける 

手順 

1. 付属のディスクまたは公式ウェブサイトからクライアントソフトウェアを入手し、プロンプトに従っ

てソフトウェアをインストールします。 

2. クライアントソフトウェアを実行すると、ソフトウェアのコントロールパネルがポップアップ表示さ

れます。 

3. デバイス管理をクリックして、デバイス管理インタフェースに入ります。 

4. 室内局と機器をクライアントソフトウェアに追加します。 

注意 

デバイスの追加については、「デバイスの追加」を参照してください。 

  

5. ユーザーを室内局にリンクし、室内局には部屋番号を設定します。 

6. デバイスの認証ページでをタップします。  

7. ダイヤルページで部屋番号を入力し、をタップすると、室内局に電話をかけることができます。

 
8. 屋内局が電話に応答すると、屋内局で双方向音声を開始できます。 



顔認証端末操作マニュアル 

54 

第7章クライアントソフトウェアの設定 

7.1 クライアントソフトウェアの設定フロー 

以下のフロー図に従って、クライアントソフトウェアで設定します。 

 

図7-1 クライアントソフトウェアの構成フロー図 

7.2 デバイス管理 

クライアントは、アクセス制御デバイスとビデオインターコムデバイスの管理をサポートします。 

例 

アクセス制御装置をクライアントに追加した後、入退室管理や出入り管理ができます。室内のス

テーションやドアステーションとのビデオインターホンが行えます。 . 
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7.2.1 デバイスの追加 

クライアントは、IP/ドメイン、IP セグメント、ISUP プロトコルなどの3 つのデバイス追加モードを

提供します。クライアントは、追加するデバイスが大量にある場合に、複数のデバイスを一括して

インポートすることもサポートしています。 

オンラインデバイスの追加 

クライアントソフトウェアと同じローカルサブネット内のアクティブなオンラインデバイスが、オンライ

ンデバイス領域に表示されます。60 秒ごとに更新をクリックすると、オンラインデバイスの情報を

更新できます。 

検出されたオンラインデバイスの追加 

オンラインデバイス一覧に表示されている検出されたオンラインデバイスを選択し、クライアントに

追加できます。 

手順 

1. デバイス管理モジュールを入力します。 

2. 右パネルの上部にある「デバイス(Device)」タブをクリックします。 

3. オンラインデバイスをクリックすると、オンラインデバイスエリアが表示されます。 

検索したオンラインデバイスがリストに表示されます。 

4. 「オンラインデバイス」領域でオンラインデバイスを選択し、「追加」をクリックしてデバイス追加

ウィンドウを開きます。 

注意 

非アクティブなデバイスの場合は、デバイスを適切に追加する前にパスワードを作成する必要

があります。詳細な手順については、を参照してください。 

  

5. 必要な情報を入力します。 

名前 

デバイスを説明する名前を入力します。 

IP アドレス 

デバイスのIP アドレスを入力します。この追加モードでは、デバイスのIP アドレスが自動的

に取得されます。 

ポート 

ポート番号をカスタマイズできます。この追加モードでは、デバイスのポート番号が自動的に

取得されます。 

ユーザー名 

デフォルトでは、ユーザー名はadmin です。 
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パスワード 

デバイスのパスワードを入力します。 

注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、

ご自身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特

殊文字の3 種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更するこ

とをお勧めします。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更する

と、製品の保護が向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者およ

び/またはエンドユーザーの責任となります。 
  

6. オプション: TLS (Transport Layer Security) プロトコルを使用した送信暗号化をセキュリティ目

的で有効にするには、Transmission Encryption (TLS) をオンにします。 

注意 

● この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

● 証明書の検証を有効にしている場合は、証明書ディレクトリを開くをクリックしてデフォルトフ

ォルダを開き、デバイスからエクスポートされた証明書ファイルをこのデフォルトディレクトリ

にコピーしてセキュリティを強化する必要があります。証明書検証の有効化の詳細について

は、を参照してください。 

● デバイスにログインして、Webブラウザで証明書ファイルを取得することができます。 

  

7. デバイスをクライアントに追加した後、デバイスの時刻をクライアントを実行しているPC と同期

するには、「時刻を同期」をオンにします。 

8. 必要に応じて、「グループに読み込む(Import to Group)」をオンにすると、デバイス名でグルー

プが作成され、デバイスのすべてのチャンネルがこのグループに読み込まれます。 

例 

アクセスコントロールデバイスの場合、アクセスポイント、アラーム入出力、エンコードチャンネ

ル(存在する場合)がこのグループにインポートされます。 

9. 追加をクリックします。 

検出された複数のオンラインデバイスの追加 

同じユーザー名とパスワードを共有するオンラインデバイスが検出された場合は、それらを一括

してクライアントに追加できます。 

はじめる前に 

追加するデバイスがオンラインになっていることを確認します。 

手順 

1. デバイス管理モジュールを入力します。 

2. 右パネルの上部にある「デバイス(Device)」タブをクリックします。 
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3. 「オンラインデバイス」をクリックすると、ページ下部にオンラインデバイス領域が表示されま

す。 

検索したオンラインデバイスがリストに表示されます。 

4. 複数のデバイスを選択します。 

注意 

非アクティブなデバイスの場合は、デバイスを適切に追加する前にパスワードを作成する必要

があります。詳しくはをご覧ください。 

  

5. 「追加」をクリックして、装置追加ウィンドウを開きます。 

6. 必要な情報を入力します。 

ユーザー名 

デフォルトでは、ユーザー名はadmin です。 

パスワード 

デバイスのパスワードを入力します。 

注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、

ご自身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特

殊文字の3 種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更するこ

とをお勧めします。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更する

と、製品の保護が向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者およ

び/またはエンドユーザーの責任となります。 
  

7. オプション:デバイスをクライアントに追加した後で、デバイスの時刻をクライアントを実行してい

るPC と同期するには、「時刻を同期」をオンにします。 

8. 必要に応じて、「グループに読み込む(Import to Group)」をオンにすると、デバイス名でグルー

プが作成され、デバイスのすべてのチャンネルがこのグループに読み込まれます。 

例 

アクセスコントロールデバイスの場合、アクセスポイント、アラーム入出力、エンコードチャンネ

ル(存在する場合)がこのグループにインポートされます。 

9. Add(追加)をクリックしてデバイスを追加します。 

IP アドレスまたはドメイン名によるデバイスの追加 

追加するデバイスのIP アドレスまたはドメイン名がわかっている場合は、IP アドレス(またはドメ
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イン名)、ユーザー名、パスワードなどを指定して、デバイスをクライアントに追加できます。 

手順 

1. デバイス管理モジュールに入ります。 

2. 右パネルの上部にある「デバイス(Device)」タブをクリックします。 

追加したデバイスが右側のパネルに表示されます。 

3. 「追加」をクリックして「追加」ウィンドウを開き、追加モードとして「IP/ドメイン」を選択します。 

4. 必要な情報を入力します。 

名前 

デバイスのわかりやすい名前を作成します。例えば、装置のロケーションまたはフィーチャー

を示すことができるニックネームを使用することができます。 

アドレス 

デバイスのIP アドレスまたはドメイン名。 

ポート 

追加するデバイスは、同じポート番号を共有します。デフォルト値は8000 です。 

ユーザー名 

デバイスのユーザー名を入力します。デフォルトでは、ユーザー名はadmin です。 

パスワード 

デバイスのパスワードを入力します。 

注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、

ご自身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特

殊文字の3 種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更するこ

とをお勧めします。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更する

と、製品の保護が向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者およ

び/またはエンドユーザーの責任となります。 
  

5. オプション: TLS (Transport Layer Security) プロトコルを使用した送信暗号化をセキュリティ目

的で有効にするには、Transmission Encryption (TLS) をオンにします。 

注意 

● この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

● 証明書の検証を有効にしている場合は、証明書ディレクトリを開くをクリックしてデフォルトフ

ォルダを開き、デバイスからエクスポートされた証明書ファイルをこのデフォルトディレクトリ

にコピーしてセキュリティを強化する必要があります。証明書検証の有効化の詳細について

は、を参照してください。 

● デバイスにログインして、Webブラウザで証明書ファイルを取得することができます。 
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6. デバイスをクライアントに追加した後、デバイスの時刻をクライアントを実行しているPC と同期

するには、「時刻を同期」をオンにします。 

7. 必要に応じて、「グループに読み込む(Import to Group)」をオンにすると、デバイス名でグルー

プが作成され、デバイスのすべてのチャンネルがこのグループに読み込まれます。 

例 

アクセスコントロールデバイスの場合、アクセスポイント、アラーム入出力、エンコードチャンネ

ル(存在する場合)がこのグループにインポートされます。 

8. デバイスの追加を終了します。 

– Add(追加)をクリックしてデバイスを追加し、デバイスリストページに戻ります。 

– Add and New(追加と新規)をクリックして設定を保存し、他のデバイスの追加を続行します。 

IP セグメント別のデバイスの追加 

同じIPセグメント内で同じポート番号、ユーザ名、パスワード、IPアドレス範囲を共有する機器の

場合は、機器の先頭IPアドレスと末尾IPアドレス、ポート番号、ユーザ名、パスワードなどを指定

して、クライアントに追加できます。 

手順 

1. デバイス管理モジュールを入力します。 

2. 右パネルの上部にある「デバイス(Device)」タブをクリックします。 

追加したデバイスが右側のパネルに表示されます。 

3. 「追加」をクリックして「追加」ウィンドウを開きます。 

 

4. 追加モードとして「IP セグメント」を選択します。 

5. 必要な情報を入力します。 

開始IP 

開始IP アドレスを入力します。 

エンドIP 

開始IP と同じネットワークセグメントに終了IP アドレスを入力します。 

ポート 

デバイスポート番号を入力します。初期値は8000です。 

ユーザー名 

デフォルトでは、ユーザー名はadmin です。 

パスワード 

デバイスのパスワードを入力します。 
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注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、

ご自身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特

殊文字の3 種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更するこ

とをお勧めします。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更する

と、製品の保護が向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者およ

び/またはエンドユーザーの責任となります。 
  

6. オプション: TLS (Transport Layer Security) プロトコルを使用した送信暗号化をセキュリティ目

的で有効にするには、Transmission Encryption (TLS) をオンにします。 

注意 

● この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

● 証明書の検証を有効にしている場合は、証明書フォルダを開くをクリックしてデフォルトフォ

ルダを開き、デバイスからエクスポートされた証明書ファイルをこのデフォルトディレクトリに

コピーしてセキュリティを強化する必要があります。証明書検証の有効化の詳細について

は、を参照してください。 

● デバイスにログインして、Webブラウザで証明書ファイルを取得することができます。 

  

7. デバイスをクライアントに追加した後、デバイスの時刻をクライアントを実行しているPC と同期

するには、「時刻を同期」をオンにします。 

8. 必要に応じて、「グループに読み込む(Import to Group)」をオンにすると、デバイス名でグルー

プが作成され、デバイスのすべてのチャンネルがグループに読み込まれます。 

9. デバイスの追加を終了します。 

– Add(追加)をクリックしてデバイスを追加し、デバイスリストページに戻ります。 

– Add and New(追加と新規)をクリックして設定を保存し、他のデバイスの追加を続行します。 

ISUP アカウントによるデバイスの追加 

アクセス制御デバイスでは、ISUP 5.0プロトコルがサポートされています。サーバアドレス、ポート

番号、デバイスID を設定している場合は、デバイスID とキーを入力した後、ISUP プロトコルに

よってクライアントに追加できます。 

はじめる前に 

デバイスがネットワークに正しく接続されていることを確認します。 

手順 

1. デバイス管理モジュールに入ります。 

追加したデバイスが右側のパネルに表示されます。 

2. 「追加」をクリックして「追加」ウィンドウを開きます。 

3. 追加モードとしてISUP を選択します。 
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4. 必要な情報を入力します。 

デバイスアカウント 

ISUP プロトコルに登録されているアカウント名を入力します。 

ISUPキー 

ISUP 5.0 デバイスの場合、デバイスのネットワークセンターパラメータを設定するときに

ISUP キーを設定している場合は、ISUP キーを入力します。 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 
  

5. オプション:デバイスをクライアントに追加した後で、デバイスの時刻をクライアントを実行してい

るPC と同期するには、「時刻を同期」をオンにします。 

6. 必要に応じて、「グループに読み込む(Import to Group)」をオンにすると、デバイス名でグルー

プが作成され、デバイスのすべてのチャンネルがグループに読み込まれます。 

7. デバイスの追加を終了します。 

– 追加をクリックしてデバイスを追加し、デバイスリストに戻ります。 

– Add and New(追加と新規)をクリックして設定を保存し、他のデバイスの追加を続行します。 

注意 

DS-K1T671 シリーズ、DS-K1T331 シリーズ以外のISUP アカウントで追加した機器には、顔

画像を適用できません。 

  

8. オプション: 次の操作を実行します。 

装置の状況 Operation(操作)列をクリックして、デバイスステータスを表示します。

 

デバイス情報の編集 Operation 列をクリックして、デバイス名、デバイスアカウント、ISUP 

キーなどのデバイス情報を編集します。  

オンラインユーザー

の確認 

操作欄をクリックすると、ユーザー名、ユーザーの種類、ユーザーの

IPアドレス、ログイン時間など、デバイスにアクセスするオンラインユ

ーザーを確認できます。  

リフレッシュ Operation 列をクリックして、最新のデバイス情報を取得します。  

デバイスの削除 1 つまたは複数のデバイスを選択し、削除をクリックして、選択した

デバイスをクライアントから削除します。 
  

デバイスの一括インポート 

事前定義されたCSV ファイルにデバイスパラメータを入力することで、複数のデバイスを一括し
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てクライアントに追加できます。 

手順 

1. デバイス管理モジュールを入力します。 

2. 右パネルの上部にある「デバイス(Device)」タブをクリックします。 

3. 「追加」をクリックして「追加」ウィンドウを開き、追加モードとして「バッチインポート」を選択しま

す。 

 

4. テンプレートのエクスポートをクリックし、事前定義されたテンプレート(CSV ファイル) をPC に

保存します。 

5. エクスポートされたテンプレートファイルを開き、対応する列に追加するデバイスの必要な情報

を入力します。 

注意 

必須フィールドの詳細な説明については、テンプレートの導入を参照してください。 

  

 

追加モード 

0 または1 または2 を入力します。 

アドレス 

デバイスのアドレスを編集します。 

ポート 

デバイスのポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は8000 です。 

ユーザー名 

デバイスのユーザー名を入力します。デフォルトでは、ユーザー名はadmin です。 

パスワード 

デバイスのパスワードを入力します。 

注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、

ご自身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特

殊文字の3 種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更するこ

とをお勧めします。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更する

と、製品の保護が向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者およ

び/またはエンドユーザーの責任となります。 
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グループにインポート 

1 を入力して、デバイス名でグループを作成します。初期設定では、デバイスのすべてのチ

ャンネルが対応するグループに読み込まれます。この機能を無効にするには、0 を入力しま

す。 

6. テンプレートファイルをクリックして選択します。  

7. Add(追加)をクリックしてデバイスをインポートします。 

7.2.2 デバイスパスワードのリセット 

検出されたオンラインデバイスのパスワードを忘れた場合は、クライアント経由でデバイスパスワ

ードをリセットできます。 

手順 

1. デバイス管理ページに入ります。 

2. オンラインデバイスをクリックすると、オンラインデバイスエリアが表示されます。 

同じサブネットを共有するすべてのオンラインデバイスがリストに表示されます。 

3. リストからデバイスを選択し、「操作(Operation)」コラムをクリックします。  

4. デバイスのパスワードをリセットします。 

– Generate(生成)をクリックして QR Code(QR コード)ウィンドウをポップアップ表示し、

Download(ダウンロード)をクリックして QR コードを PC に保存します。QRコードの写真を

撮影して、端末に保存することもできます。画像をテクニカルサポートに送信します。 

注意 

パスワードをリセットするための以下の操作については、弊社テクニカルサポートにお問い

合わせください。 
  

注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、ご

自身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特殊文

字の3 種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更することをお

勧めします。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更すると、製品

の保護が向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者および/

またはエンドユーザーの責任となります。 

  

7.3 グループ管理 

クライアントは、追加されたリソースを異なるグループで管理するためのグループを提供します。
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リソースの場所に応じて、リソースを異なるグループにグループ化できます。 

例 

例えば、1階には、16のドア、64のアラーム入力、16のアラーム出力が取り付けられています。こ

れらのリソースを1 つのグループ(1 階) に編成して管理しやすくすることができます。グループ

別にリソースを管理した後で、ドアのステータスを制御したり、デバイスのその他の操作を実行し

たりできます。 

7.3.1 グループの追加 

グループを追加して、追加したデバイスを管理しやすくすることができます。 

手順 

1. デバイス管理モジュールを入力します。 

2. 「デバイス管理→グループ」を選択して、グループ管理ページに入ります。 

3. グループを作成します。 

– 「グループの追加」をクリックし、必要に応じてグループ名を入力します。 

– Create Group by Device Name(デバイス名でグループを作成)をクリックし、追加したデバイ

スを選択して、選択したデバイスの名前で新しいグループを作成します。 

注意 

このデバイスのリソース(アラーム入出力、アクセスポイントなど)は、デフォルトでグループに

インポートされます。 
  

7.3.2 グループへのリソースのインポート 

追加したグループにデバイスリソース(アラーム入出力、アクセスポイントなど)を一括でインポート

できます。 

はじめる前に 

デバイスを管理するためのグループを追加します。グループの追加を参照してください。 

手順 

1. デバイス管理モジュールを入力します。 

2. 「デバイス管理→グループ」を選択して、グループ管理ページに入ります。 

3. グループリストからグループを選択し、リソースタイプをアクセスポイント、アラーム入力、アラ

ーム出力などとして選択します。 

4. インポートをクリックします。 

5. サムネイル/リストビューでリソースのサムネイル/名前を選択します。 
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注意 

またはをクリックして、リソース表示モードをサムネイル表示またはリスト表示に切り替えること

ができます。  

  

6. 「インポート」をクリックして、選択したリソースをグループにインポートします。 

7.3.3 リソースパラメータの編集 

リソースをグループにインポートした後、リソースパラメータを編集できます。接続先の場合は、接

続先名を編集できます。アラーム入力の場合は、アラーム入力名を編集できます。ここでは、アク

セスポイントを例に説明します。 

はじめる前に 

グループ化するリソースをインポートします。「グループへのリソースのインポート」を参照してくだ

さい。 

手順 

1. デバイス管理モジュールを入力します。 

2. 「デバイス管理→グループ」を選択して、グループ管理ページに入ります。 

追加されたすべてのグループが左側に表示されます。 

3. グループリストでグループを選択し、「アクセスポイント」をクリックします。 

グループにインポートされたアクセスポイントが表示されます。 

4. 「操作」列をクリックして、「リソースの編集」ウィンドウを開く。  

5. リソース名を編集します。 

6. 「OK」をクリックして、新しい設定値を保管する。 

7.3.4 グループからのリソースの削除 

追加したリソースをグループから削除できます。 

手順 

1. デバイス管理モジュールを入力します。 

2. 「デバイス管理→グループ」を選択して、グループ管理ページに入ります。 

追加されたすべてのグループが左側に表示されます。 

3. グループをクリックすると、このグループに追加されたリソースが表示されます。 

4. リソースを選択し、削除をクリックしてグループからリソースを削除します。 

7.4 個人管理 

システムに人物情報を追加して、アクセス制御、ビデオインターホン、時間と出席などの操作をさ

らに行うことができます。カードの一括発行、個人情報の一括インポート/エクスポートなど、追加
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した人物を管理できます。 

7.4.1 組織の追加 

組織を追加し、個人情報を組織にインポートして、個人の効果的な管理を行うことができます。ま

た、追加した組織にサーボディネート組織を追加することもできます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 左側の列で親組織を選択し、左上隅の追加をクリックして組織を追加します。 

3. 追加した組織の名前を作成します。 

注意 

最大10 レベルの組織を追加できます。 

  

4. オプション: 次の操作を実行します。 

組織の編集 追加した組織の上にマウスを置き、クリックして名前を編集します。  

組織の削除 追加した組織の上にマウスを置き、クリックして削除します。  

注意 

● 組織を削除すると、下位レベルの組織も削除されます。 

● 組織の下に追加された人がいないか、組織を削除できないかを確

認します。 
  

 

サブ組織での個人の

表示 

Show Persons in Sub Organization(サブ組織に個人を表示)にチェッ

クマークを付け、サブ組織に個人を表示する組織を選択します。 
  

7.4.2 基本情報の設定 

クライアントソフトウェアに人物を1人ずつ追加し、名前、性別、電話番号などの人物の基本情報

を設定できます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 組織リストで組織を選択して、個人を追加します。 

3. 「追加」をクリックして、「個人の追加」ウィンドウを開く。 

Person ID が自動的に生成されます。 

4. 個人名、性別、電話番号、メールアドレスなどの基本情報を入力します。 
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5. オプション: 個人の有効期間を設定します。有効期限が切れると、その人物の認証情報とアク

セスコントロール設定は無効になり、その人物にはドア\階へのアクセス権限がなくなります。 

例 

例えば、訪問者の場合、有効期間が短く一時的なものである可能性があります。 

6. 確認して個人を追加します。 

– 「追加」をクリックして個人を追加し、「個人の追加」ウィンドウを閉じます。 

– 「追加」と「新規」をクリックして個人を追加し、引き続き他の人を追加します。 

7.4.3 ローカルモードによるカードの発行 

カード登録ステーションが使用可能な場合は、ローカルモードでカードを発行できます。カード番

号を読み取るには、カード登録ステーションを、USBインタフェースまたはCOMでクライアントを実

行しているPCに接続し、カードをカード登録ステーションに置く必要があります。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 組織リストで組織を選択して個人を追加し、「追加」をクリックして「個人の追加」パネルに入り

ます。 

注意 

最初に個人の基本情報を入力します。個人の基本情報の設定について詳しくは、「基本情報

の設定」を参照してください。 

  

3. 資格情報→カード領域で、+ を選択します。 

4. 設定をクリックして、設定ページに入ります。 

5. カード発行モードを「ローカル」に設定します。 
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図7-2 ローカルモードによるカードの発行 

6. その他の関連パラメータを設定します。 

カード登録ステーション 

接続されているカード登録ステーションのモデルを選択します。 

注意 

現在、サポートされているカード登録ステーションモデルには、DS-K1F100-D8、DS-

K1F100-M、DS-K1F100-D8E、およびDS-K1F180-D8E があります。 
  

カードタイプ 

モデルがDS-K1F100-D8E またはDS-K1F180-D8E の場合のみ有効です。実際のカードの

種類に応じて、カードの種類をEMカードまたはMifareカードとして選択します。 

ブザー 

カード番号が正常に読み取られたときのブザーを有効または無効にします。 

カード番号種別 

実際のニーズに合わせて、カード番号の種類を選択します。 

M1 カードの暗号化 
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このフィールドは、モデルがDS-K1F100-D8、DS-K1F100-D8E、またはDS-K1F180-D8E の

場合にのみ使用できます。カードがM1 カードの場合、M1 カード暗号化機能を有効にして、

暗号化するカードのセクターを選択できます。 

7. 「OK」をクリックして操作を確定します。 

8. カードをカード登録ステーションに置き、読み取りをクリックしてカード番号を取得します。 

カード番号欄にカード番号が自動的に表示されます。 

9. 追加をクリックします。 

カードが個人に発行されます。 

7.4.4 ローカルPCから顔写真をアップロードする 

人物を追加するときに、ローカルPCに保存されている顔写真を人物のプロフィールとしてクライア

ントにアップロードできます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 組織リストで組織を選択して個人を追加し、「追加」をクリックします。 

注意 

最初に個人の基本情報を入力します。個人の基本情報の設定について詳しくは、「基本情報

の設定」を参照してください。 

  

3. 基本情報パネルの「顔を追加」をクリックします。 

4. アップロードを選択します。 

5. クライアントを実行しているPCから画像を選択します。 

注意 

画像はJPG またはJPEG 形式で、200KB 未満である必要があります。 

  

6. オプション:「デバイスによる確認」を有効にして、クライアントで管理されている顔認識デバイス

が写真の顔を認識できるかどうかを確認します。 

7. 確認して個人を追加します。 

– 「追加」をクリックして個人を追加し、「個人の追加」ウィンドウを閉じます。 

– 「追加」と「新規」をクリックして個人を追加し、続けて他の人を追加します。 

7.4.5 クライアント経由で写真を撮影する 

人物を追加するときは、クライアント経由で自分の写真を撮影し、この写真を人物のプロフィール

として設定できます。 

はじめる前に 

クライアントを実行しているPC にカメラがあるか、他のUSB カメラをPC に接続していることを確
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認します。 

 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 組織リストで組織を選択して個人を追加し、「追加」をクリックして「個人の追加」ウィンドウに入

ります。 

 

注意 

最初に個人の基本情報を入力します。詳細については、「基本情報の設定」を参照してくださ

い。 

  

 

3. 基本情報領域の顔の追加をクリックします。 

4. Take Photo を選択してTake Photo ウィンドウに入ります。 

5. 必要に応じて、「デバイスによる確認」を有効にして、キャプチャした顔写真がアップロードの要

件を満たすことができるかどうかを確認します。 

6. 写真を撮影します。 

1) カメラに面して、顔が収集ウィンドウの中央にあることを確認します。 

2) クリックして顔写真をキャプチャします。  

3) 必要に応じて、をクリックして再度キャプチャします。  

4) OK をクリックして、キャプチャした写真を保存します。 
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図7-3 クライアント経由での写真の取得 

7. 確認して個人を追加します。 

– 「追加」をクリックして個人を追加し、「個人の追加」ウィンドウを閉じます。 

– 「追加」と「新規」をクリックして個人を追加し、引き続き他の人を追加します。 

7.4.6 アクセスコントロールデバイスによる顔の収集 

人物を追加する際に、顔認識機能に対応したクライアントに追加されたアクセス制御装置を介し

て、人物の顔を収集することができます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 組織リストで組織を選択して個人を追加し、「追加」をクリックします。 

注意 

最初に個人の基本情報を入力します。個人の基本情報の設定について詳しくは、「基本情報

の設定」を参照してください。 

  

3. 基本情報パネルの「顔を追加」をクリックします。 
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4. リモートコレクションを選択します。 

5. 追加したアクセスコントロールデバイスまたは登録ステーションをドロップダウンリストから選択

します。 

注意 

登録ステーションを選択する場合は、「ログイン」をクリックして、IP アドレス、ポート番号、ユー

ザー名、パスワードなど、デバイスの関連パラメータを設定する必要があります。また、顔スプ

ーフィング対策を確認し、ライブネスレベルを低、中、高から選択できます。 

  

 

フェイススプーフィング対策 

この機能をチェックすると、収集する顔が本物であるかどうかをデバイスが検出できます。 

6. フェイスコレクト。 

1) 選択したアクセスコントロールデバイスのカメラに面を向け、顔が収集ウィンドウの中央にあ

ることを確認します。 

2) クリックして写真をキャプチャします。  

3) OK をクリックして、キャプチャした写真を保存します。 

7. 確認して個人を追加します。 

– 「追加」をクリックして個人を追加し、「個人の追加」ウィンドウを閉じます。 

– 「追加」と「新規」をクリックして個人を追加し、続けて他の人を追加します。 

7.4.7 アクセスコントロール情報の設定 

人物を追加するときに、アクセスコントロールグループと人物のバインド、PINコードの設定、訪問

者としての人物の設定、ブラックリストの人物、スーパーユーザなど、自分のアクセスコントロール

情報を設定できます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 組織リストで組織を選択して個人を追加し、「追加」をクリックします。 

3. アクセスコントロール領域で、をクリックして個人のアクセスグループを選択します。 

注意 

詳細については、「アクセスグループを設定して個人にアクセス権限を割り当てる」を参照して

ください。 
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図7-4 アクセス制御情報の設定 

 

4. アクセス認証に使用できる相手には、固有のPINコードを設定してください。 

– 4～8桁の暗証番号を手動で入力します。 

注意 

個人の暗証番号を繰り返すことはできません。 
  

– 「生成」をクリックすると、6 桁の未確認のPIN コードがランダムに生成されます。 

注意 

繰り返しPINコードがある場合は、クライアントにプロンプトがポップアップ表示されます。管

理者は、新しいPINコードを生成して、繰り返されるPINコードを置き換え、関係者に通知する

ことができます。 
  

5. 個人の操作権限を確認します。 

スーパー・ユーザー 

スーパーユーザに設定されている場合、すべてのドア/フロアへのアクセス権限が付与さ

れ、残りのクローズド制限、すべてのアンチパスバックルール、およびファーストパーソン認

証から除外されます。 

延長ドア開放時間 

この機能は、モビリティが低下した人に使用します。ドアにアクセスすると、他の人よりもドア

を通過する時間が長くなります。 

ドアの開放時間の設定については、「ドアのパラメータの設定」を参照してください。 

ブラックリストに追加 

ブラックリストに人を追加し、人がドア/階にアクセスしようとすると、イベントがトリガーされ、

セキュリティ担当者に通知するためにクライアントに送信されます。 
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訪問者としてマーク 

訪問者の場合は、訪問の有効時間を設定する必要があります。 

注意 

visit の有効時間は1 ～100 です。また、「制限なし」をオンにすると、訪問者がドア/フロア

にアクセスする時間に制限がなくなります。 
  

デバイスオペレータ 

デバイスオペレータの役割を持つユーザーは、アクセスコントロールデバイスで操作する権

限があります。 

注意 

Super User、Extended Door Open Time、Add to Blacklist、Mark as Visitor 機能を同時に有効

にすることはできません。たとえば、1人の人がスーパーユーザに設定されている場合、その人

のドア開放時間の延長を有効にしたり、自分をブラックリストに追加したり、自分をビジターに

設定したりすることはできません。 

  

6. 確認して個人を追加します。 

– 「追加」をクリックして個人を追加し、「個人の追加」ウィンドウを閉じます。 

– 「追加」と「新規」をクリックして個人を追加し、引き続き他の人を追加します。 

7.4.8 個人情報のカスタマイズ 

実際のニーズ(生地など)に応じて、クライアントで事前定義されていない個人プロパティをカスタ

マイズできます。カスタマイズ後、個人を追加するときに、カスタム情報を入力して個人情報を完

全にすることができます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. カスタム情報のフィールドを設定します。 

1) カスタムプロパティをクリックします。 

2) 「追加」をクリックして、新しいプロパティを追加します。 

3) プロパティ名を入力します。 

4) OKをクリックします。 

3. 人物を追加するときのカスタム情報を設定します。 

1) 組織リストで組織を選択して個人を追加し、「追加」をクリックします。 

注意 

最初に個人の基本情報を入力します。個人の基本情報の設定について詳しくは、「基本情

報の設定」を参照してください。 
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2) カスタム情報パネルで、個人情報を入力します。 

3) 「追加」をクリックして人物を追加して「人物の追加」ウィンドウを閉じるか、「追加と新規」をク

リックして人物を追加し、他の人物の追加を続けます。 

7.4.9 常駐情報の設定 

住民の場合は、ビデオインターホンのために、自分の部屋番号を設定し、室内ステーションをバ

インドする必要があります。着信後、屋内ステーションに電話をかけて、自分でビデオインターホ

ンを行うことで、この相手に電話をかけることができます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 組織リストで組織を選択して個人を追加し、「追加」をクリックします。 

注意 

最初に個人の基本情報を入力します。個人の基本情報の設定について詳しくは、「基本情報

の設定」を参照してください。 

  

3. Resident Information(常駐情報)パネルで、室内ステーションを選択して人物にバインドします。 

注意 

アナログ屋内ステーションを選択すると、ドアステーションフィールドが表示され、アナログ屋内

ステーションと通信するドアステーションを選択する必要があります。 

  

4. 人物の階数と部屋番号を入力します。 

5. 確認して個人を追加します。 

– 「追加」をクリックして個人を追加し、「個人の追加」ウィンドウを閉じます。 

– 「追加」と「新規」をクリックして個人を追加し、引き続き他の人を追加します。 

7.4.10 追加情報の設定 

人物を追加する場合、実際のニーズに応じて、人物のアイデンティティタイプ、アイデンティティ番

号、国など、人物の追加情報を構成できます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 組織リストで組織を選択して個人を追加し、「追加」をクリックします。 

注意 

最初に個人の基本情報を入力します。個人の基本情報の設定について詳しくは、「基本情報

の設定」を参照してください。 
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3. 「追加情報」パネルで、実際のニーズに応じて、個人のIDタイプ、ID番号、役職など、個人の追

加情報を入力します。 

4. 確認して個人を追加します。 

– 「追加」をクリックして個人を追加し、「個人の追加」ウィンドウを閉じます。 

– 「追加」と「新規」をクリックして個人を追加し、続けて他の人を追加します。 

7.4.11 輸出入者情報 

複数人物の情報や画像を一括でクライアントソフトウェアに取り込むことができます。また、人物

情報や画像をエクスポートしてパソコンに保存することもできます。 

7.4.12 輸入者情報 

事前定義されたテンプレート(CSV/Excel ファイル) に複数の人物の情報を入力して、情報を一

括してクライアントにインポートできます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. リストで追加した組織を選択するか、左上隅の「追加」をクリックして組織を追加してから選択し

ます。 

3. 「読み込み」をクリックして、「読み込み」パネルを開きます。 

4. 取込モードとして個人情報を選択します。 

5. 「個人をインポートするためのテンプレートのダウンロード」をクリックして、テンプレートをダウ

ンロードします。 

6. ダウンロードしたテンプレートに個人情報を入力します。 

注意 

● カードが複数ある場合は、カード番号をセミコロンで区切ります。 

● アスタリスクの付いた項目が必要です。 

● デフォルトでは、Hire Date は現在の日付です。 

  

7. クリックすると、ローカルPC から個人情報を含むCSV/Excel ファイルを選択します。  

8. 「読み込み」をクリックして読み込みを開始します。 

注意 

● クライアントのデータベースに個人番号がすでに存在する場合は、既存の情報を削除してか

らインポートしてください。 

● 2000人以下の情報をインポートできます。 
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7.4.13 個人画像の読み込み 

追加した人物の顔画像をクライアントに取り込んだ後、追加した顔認識端末で画像内の人物を識

別することができます。人物の画像を1枚ずつ取り込むことも、必要に応じて複数の画像を一度に

取り込むこともできます。 

はじめる前に 

あらかじめ個人情報をクライアントにインポートしておいてください。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. リストで追加した組織を選択するか、左上隅の「追加」をクリックして組織を追加してから選択し

ます。 

3. 「読み込み」をクリックして「読み込み」パネルを開き、「顔」をオンにします。 

4. オプション:クライアントで管理されている顔認識デバイスが写真の顔を認識できるかどうかを

確認するには、「デバイスによる確認」を有効にします。 

5. クリックして顔写真ファイルを選択します。  

注意 

● 顔写真(フォルダ)はZIP形式にしてください。 

● 各ピクチャファイルは、JPG形式でなければならず、200KB以下でなければならない。 

● 各画像ファイルには「Person ID_Name」という名前を付ける必要があります。Person ID は、

インポートされた個人情報と同じである必要があります。 

  

6. 「読み込み」をクリックして読み込みを開始します。 

インポートの進行状況と結果が表示されます。 

7.4.14 輸出者情報 

追加した個人情報をCSV/ExcelファイルとしてローカルPCにエクスポートできます。 

はじめる前に 

組織に個人を追加していることを確認します。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. オプション: リストで組織を選択します。 

注意 

組織を選択しない場合は、すべての個人情報がエクスポートされます。 

  

3. 「書き出し」をクリックして、「書き出し」パネルを開きます。 

4. エクスポートするコンテンツとして個人情報をチェックします。 
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5. エクスポートしたい項目をチェックします。 

6. エクスポートをクリックして、エクスポートしたファイルをPC のCSV/Excel ファイルに保存しま

す。 

7.4.15 輸出者の写真 

追加した人物の顔写真ファイルをエクスポートして、パソコンに保存できます。 

はじめる前に 

個人とその顔写真が組織に追加されていることを確認します。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. オプション: リストで組織を選択します。 

注意 

組織を選択しない場合は、すべての人物の顔画像がエクスポートされます。 

  

3. 「書き出し」をクリックして書き出しパネルを開き、書き出すコンテンツとして「顔」をオンにしま

す。 

4. エクスポートをクリックしてエクスポートを開始します。 

注意 

● エクスポートされたファイルはZIP形式です。 

● エクスポートされた顔写真の名前は「個人ID_Name_0」です(「0」は正面全体を表します)。 

  

7.4.16 アクセスコントロールデバイスからの個人情報の取得 

追加されたアクセスコントロールデバイスに個人情報(個人の詳細と発行されたカード情報を含

む)が設定されている場合は、デバイスから個人情報を取得し、クライアントにインポートして以降

の操作を行うことができます。 

手順 

注意 

● デバイスに保存されている個人名が空の場合は、クライアントにインポートした後、発行され

たカード番号が個人名に入力されます。 

● デフォルトでは、個人の性別は「Male」になります。 

● デバイスに保存されているカード番号または個人ID (従業員ID) がクライアントデータベース

にすでに存在する場合、このカード番号または個人ID を持つ個人はクライアントにインポー

トされません。 
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1. Person モジュールを入力します。 

2. 個人をインポートする組織を選択します。 

3. デバイスから取得をクリックします。 

4. 追加したアクセスコントロールデバイスまたは登録ステーションをドロップダウンリストから選択

します。 

注意 

登録ステーションを選択する場合は、「ログイン」をクリックし、デバイスのIP アドレス、ポート番

号、ユーザー名、パスワードを設定する必要があります。 

  

5. 「インポート」をクリックして、個人情報のクライアントへのインポートを開始します。 

 

注意 

最大2000 人、5000 枚のカードをインポートできます。 

  

 

個人情報(個人の詳細を含む)、およびリンクされたカード(設定されている場合)が、選択した組

織にインポートされます。 

7.4.17 別の組織への個人の移動 

必要に応じて、追加した個人を別の組織に移動できます。 

はじめる前に 

● 少なくとも2 つの組織を追加していることを確認します。 

● 個人情報がインポートされていることを確認します。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. 左側のパネルで組織を選択します。 

右側のパネルに、組織の下位の個人が表示されます。 

3. 移動する相手を選択します。 

4. 組織の変更をクリックします。 

5. 個人を移動する組織を選択します。 

6. OKをクリックします。 
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7.4.18 バッチでの個人へのカードの発行 

クライアントは、バッチで複数の人にカードを発行する便利な方法を提供します。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. Batch Issue Cards をクリックします。 

カードが発行されていない追加された人はすべて、右側のパネルに表示されます。 

3. オプション:入力ボックスにキーワード(名前または個人ID)を入力して、カードを発行する必要が

ある人物をフィルタリングします。 

4. オプション:「設定」をクリックして、カード発行パラメータを設定します。詳しくはをご覧ください。 

5. 「初期化」をクリックして、カード登録ステーションまたはカードリーダーを初期化し、カードを発

行できる状態にします。 

6. カード番号欄をクリックし、カード番号を入力します。 

– カードをカード登録ステーションに配置します。 

– カードリーダーでカードをスワイプします。 

– カード番号を手動で入力し、Enterキーを押します。 

リストに記載されている人物は、カードとともに発行されます。 

7.4.19 カード紛失の報告 

カードを紛失した場合は、カードの紛失を報告して、カードに関連するアクセス権限が無効になる

ようにすることができます。 

手順 

1. Person モジュールを入力します。 

2. カード紛失を報告する人を選択し、「編集」をクリックして「人物の編集」ウィンドウを開きます。 

3. 資格情報→カードパネルで、追加したカードを選択して、このカードを失われたカードとして設

定します。  

カードの紛失を報告した後、このカードのアクセス許可は無効になり、非アクティブになります。

このカードを受け取った他の人は、紛失したカードをスワイプしてドアにアクセスすることはでき

ません。 

4. オプション:紛失したカードが見つかった場合は、をクリックして紛失を取り消すことができます。

 
カード紛失を取り消すと、その人物のアクセス権限が有効になり、有効になります。 

5. 紛失したカードが1つのアクセスグループに追加され、アクセスグループがすでにデバイスに

適用されている場合、カード紛失またはカード紛失のキャンセルを報告した後、デバイスに変

更を適用することを通知するウィンドウがポップアップ表示されます。デバイスに適用すると、こ

れらの変更がデバイスで有効になります。 
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7.4.20 カード発行パラメータの設定 

クライアントは、カードの番号を読み取るために、カード登録ステーション経由、またはアクセス制

御デバイスのカードリーダー経由の2 つのモードを提供します。カード登録ステーションが使用可

能な場合は、USBインタフェースまたはCOMでクライアントを実行しているPCに接続し、カード登

録にカードを置いてカード番号を読み取ります。そうでない場合は、追加されたアクセスコントロー

ルデバイスのカードリーダーでカードをスワイプして、カード番号を取得することもできます。その

ため、1人にカードを発行する前に、発行モードや関連パラメータを含むカード発行パラメータを設

定する必要があります。 

カードを1人に追加する場合は、「設定」をクリックして「カード発行設定」ウィンドウを開きます。 

ローカルモード:カード登録ステーション別のカードの発行 

クライアントを実行しているPC にカード登録ステーションを接続します。カードをカード登録ステ

ーションに配置して、カード番号を取得できます。 

カード登録ステーション 

接続されているカード登録ステーションのモデルを選択します。 

注意 

現在、サポートされているカード登録ステーションモデルには、DS-K1F100-D8、DS-K1F100-

M、DS-K1F100-D8E、およびDS-K1F180-D8E があります。 
  

カードタイプ 

モデルがDS-K1F100-D8E またはDS-K1F180-D8E の場合のみ有効です。 

実際のカードの種類に合わせて、カードの種類をEMカードまたはICカードとして選択します。 

シリアルポート 

モデルがDS-K1F100-M の場合のみ有効です。 

カード登録ステーションが接続するCOM を選択します。 

ブザー 

カード番号が正常に読み取られたときのブザーを有効または無効にします。 

カード番号種別 

実際のニーズに合わせて、カード番号の種類を選択します。 

M1 カードの暗号化 

このフィールドは、モデルがDS-K1F100-D8、DS-K1F100-D8E、またはDS-K1F180-D8E の場

合にのみ使用できます。 

カードがM1 カードの場合、およびM1 カード暗号化機能を有効にする必要がある場合は、こ

の機能を有効にして、暗号化するカードのセクターを選択する必要があります。 
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リモートモード: カードリーダーによるカードの発行 

クライアントに追加されたアクセスコントロールデバイスを選択し、カードリーダーでカードをスワイ

プしてカード番号を読み取ります。 

7.5 スケジュールとテンプレートの設定 

休日や週のスケジュールを含むテンプレートを設定できます。テンプレートを設定した後、アクセ

スグループを設定するときに、設定されたテンプレートをアクセスグループに採用できるため、ア

クセスグループはテンプレートの継続時間内に有効になります。 

注意 

アクセスグループの設定については、「アクセスグループを設定して個人にアクセス権限を割り当

てる」を参照してください。 

  

7.5.1 休日を追加 

休日を作成し、開始日、終了日、休日期間を含む休日の日を1日に設定できます。 

手順 

注意 

ソフトウェアシステムでは、最大64 の祝日を追加できます。 

  

1. 「入退室管理→予定→休日」を選択し、休日画面に入ります。 

2. 左側のパネルで「追加」をクリックします。 

3. 休日の名前を作成します。 

4. オプション:この休日の説明または一部の通知を「備考」ボックスに入力します。 

5. 休日リストに休日期間を追加し、休日期間を設定します。 

注意 

1つの休日には、最大16の休日期間を追加できます。 

  

1) 休日リストフィールドで追加をクリックします。 

2) カーソルをドラッグして、時間の長さを描きます。つまり、設定されたアクセスグループがア

クティブになります。 

注意 

最大8 つの時間は、1 つの休日期間に設定できます。 
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3) (オプション) 時間の長さを編集するには、次の操作を実行します。 

● カーソルを時間の継続時間に移動し、カーソルがに変わったらタイムラインバーの時間の

継続時間を目的の位置にドラッグします。  

● 時間の継続時間をクリックし、表示されたダイアログで開始/終了時間を直接編集します。 

● カーソルを時間継続時間の開始または終了位置に移動し、ドラッグしてカーソルがに変わ

ったときの時間継続時間を延長または短縮します。  

4) 必要に応じて、削除する必要がある時間を選択し、「操作(Operation)」コラムをクリックして、

選択した時間の長さを削除します。  

5) 必要に応じて、「操作(Operation)」コラムをクリックして、タイムバーのすべての継続時間を

消去します。  

6) 必要に応じて、「操作(Operation)」コラムをクリックして、この追加された休日期間を休日リス

トから削除します。  

6. 保存をクリックします。 

7.5.2 テンプレートの追加 

テンプレートには、週スケジュールと休日が含まれます。曜日のスケジュールを設定し、アクセス

許可の期間を別の人またはグループに割り当てることができます。テンプレートに追加した休日

を選択することもできます。 

手順 

注意 

ソフトウェアシステムには、最大255 個のテンプレートを追加できます。 

  

1. 「アクセスコントロール→予定→テンプレート」を選択して、テンプレートページに入ります。 

注意 

デフォルトのテンプレートには、オールデイ認証とオールデイ拒否の2つがあり、編集や削除は

できません。 

終日認証 

アクセス権限は曜日ごとに有効で、休日はありません。 

終日拒否 

アクセス権限が曜日ごとに無効で、休日がありません。 

  

2. 左側のパネルで「追加」をクリックして、新しいテンプレートを作成します。 

3. テンプレートの名前を作成します。 

4. このテンプレートの説明または通知を「備考」ボックスに入力します。 

5. 週のスケジュールを編集してテンプレートに適用します。 

1) 下部パネルの「週のスケジュール」タブをクリックします。 
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2) 曜日を選択し、タイムラインバーに時間の長さを描きます。 

注意 

曜日スケジュールでは、1 日につき最大8 つの時間を設定できます。 

  

3) (オプション) 時間の長さを編集するには、次の操作を実行します。 

● カーソルを時間の継続時間に移動し、カーソルがに変わったらタイムラインバーの時間の

継続時間を目的の位置にドラッグします。  

● 時間の継続時間をクリックし、表示されたダイアログで開始/終了時間を直接編集します。 

● カーソルを時間継続時間の開始または終了位置に移動し、ドラッグしてカーソルがに変わ

ったときの時間継続時間を延長または短縮します。  

4) 上記の2 つの手順を繰り返して、他の曜日にさらに時間を描画します。 

6. 休日を追加してテンプレートに適用します。 

注意 

1つのテンプレートには、休日を4件まで追加できます。 

  

1) 休日タブをクリックします。 

2) 左側のリストで休日を選択すると、右側のパネルで選択したリストに追加されます。 

3) 必要に応じて、「追加」を選択して新しい祝日を追加します。 

注意 

休日の追加については、「休日の追加」を参照してください。 

  

4) 必要に応じて、右側のリストで選択した祝日を選択し、クリックして選択した休日を削除する

か、「消去」をクリックして右側のリストで選択した休日をすべて消去します。  

7. 保存をクリックして設定を保存し、テンプレートの追加を終了します。 

7.6 アクセスグループを設定して個人にアクセス権限を割り当て

る 

個人を追加し、個人の資格情報を設定したら、アクセスグループを作成して、どの人がどのドアに

アクセスできるかを定義し、アクセスグループをアクセスコントロールデバイスに適用して有効に

することができます。 

手順 

アクセスグループの設定を変更した場合は、再度デバイスにアクセスグループを適用して有効に

する必要があります。アクセスグループの変更には、テンプレートの変更、アクセスグループ設

定、個人のアクセスグループ設定、および関連する個人の詳細(カード番号、顔写真、カード番号

間の連動、カード番号とカードパスワードの連動、カード有効期間など)が含まれます。 



顔認証端末操作マニュアル 

85 

1. Access Control → Authorization → Access Group をクリックして、Access Group インターフ

ェースに入ります。 

2. 「追加」をクリックして「追加」ウィンドウを開きます。 

3. 「名前」テキストフィールドに、必要に応じてアクセスグループの名前を作成します。 

4. アクセスグループのテンプレートを選択します。 

注意 

テンプレートは、アクセスグループ設定の前に設定する必要があります。詳細については、「ス

ケジュールとテンプレートの設定」を参照してください。 

  

5. 「個人の選択」フィールドの左側のリストで、アクセス権限を割り当てる個人を選択します。 

6. 「アクセスポイントの選択」フィールドの左側のリストで、アクセスする選択した人物のドア、ドア

ステーション、またはフロアを選択します。 

7. 保存をクリックします。 

選択した人物と選択したアクセスポイントをインターフェースの右側に表示できます。 

 

図7-5 選択した人とアクセスポイントの表示 

 

図7-6 選択した人とアクセスポイントの表示 

8. アクセスグループを追加したら、アクセスコントロールデバイスに適用して有効にする必要が

あります。 

1) アクセスコントロールデバイスに適用するアクセスグループを選択します。 

2) すべてをデバイスに適用をクリックすると、選択したすべてのアクセスグループがアクセスコ

ントロールデバイスまたはドアステーションに適用されます。 

3) デバイスにすべて適用またはデバイスに変更を適用をクリックします。 

すべてをデバイスに適用 
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この操作により、選択したデバイスの既存のアクセスグループがすべてクリアされ、新しい

アクセスグループがデバイスに適用されます。 

デバイスへの変更の適用 

この操作では、選択したデバイスの既存のアクセスグループはクリアされず、選択したア

クセスグループの変更された部分のみがデバイスに適用されます。 

4) 「状況」列で適用状況を表示するか、「状況の適用」を選択して、適用されているすべてのア

クセスグループを表示します。 

注意 

Display Failure Only をチェックして、適用結果をフィルタリングできます。 

  

適用されたアクセスグループ内の選択された人物は、選択されたドア/ドアステーションに、リン

クされたカードを使用して入退室する権限を持ちます。 

9. 必要に応じて、アクセスグループを編集する場合にクリックします。  

 

注意 

個人のアクセス情報やその他の関連情報を変更すると、クライアントの右隅に「Access Group 

to Be Applied」というプロンプトが表示されます。 

プロンプトをクリックして、変更されたデータをデバイスに適用できます。今すぐ適用または後で

適用のいずれかを選択できます。 

 

 

図7-7 データ同期 

  

 

7.7 高度な機能の設定 

異なるシーンでいくつかの特別な要件を満たすように、アクセスコントロールの高度な機能を設定
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できます。 

注意 

● カード関連の機能(アクセスコントロールカードの種類)については、カードの追加時にアクセス

グループが適用されたカードのみが一覧表示されます。 

● 高度な機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

● 詳細機能にカーソルを合わせ、をクリックして表示する詳細機能をカスタマイズします。  

  

7.7.1 デバイスパラメータの設定 

アクセスコントロールデバイスを追加したら、アクセスコントロールデバイス、アクセスコントロール

ポイントのパラメータを設定できます。 

アクセスコントロールデバイスのパラメータの設定 

アクセスコントロールデバイスを追加すると、画像上のユーザー情報のオーバーレイ、キャプチャ

後の画像のアップロード、キャプチャした画像の保存など、そのパラメーターを設定できます。 

手順 

1. 「入退室管理→拡張機能→装置パラメータ」を選択します。 

注意 

Advanced FunctionリストにDevice Parameterがある場合は、Advanced Functionにカーソルを

合わせてクリックし、表示するDevice Parameterを選択します。  

  

2. アクセスデバイスを選択すると、そのパラメータが右ページに表示されます。 

3. スイッチをONにすると、対応する機能が有効になります。 

注意 

● 表示されるパラメータは、アクセスコントロールデバイスによって異なる場合があります。 

● 「基本情報(Basic Information)」ページに以下のパラメーターの一部が表示されない場合は、

「その他(More)」をクリックしてパラメーターを編集します。 

  

 

音声プロンプト 

この機能を有効にすると、デバイスで音声プロンプトが有効になります。デバイスで操作して

いるときに音声プロンプトが聞こえます。 

Pic のアップロードリンクキャプチャ後 

カメラ連動で撮影した画像を自動的にシステムにアップロードします。 
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画像保存リンクキャプチャ後 

この機能を有効にすると、連動カメラで撮影した画像を本体に保存できます。 

顔認証モード 

通常モード 

カメラで顔を正常に認識します。 

深部モード 

デバイスは、通常のモードよりもはるかに広い人物範囲を認識できます。このモードは、よ

り複雑な環境に適用できます。 

 

NFC カードを有効にする 

機能を有効にすると、デバイスはNFC カードを認識できます。デバイスにNFC カードをプレ

ゼンテーションできます。 

M1 カードを有効にする 

機能を有効にすると、デバイスはM1 カードを認識できます。デバイスにM1 カードを取り付

けることができます。 

EM カードを有効にする 

機能を有効にすると、デバイスはEM カードを認識できます。デバイスにEM カードをプレゼ

ンテーションできます。 

CPUカード有効 

予約済み。機能を有効にすると、デバイスはCPU カードを認識できます。デバイスにCPU 

カードを取り付けることができます。 

ID カードを有効にする 

予約済み。機能を有効にすると、デバイスはID カードを認識できます。デバイスにID カード

をプレゼンテーションできます。 

4. OKをクリックします。 

5. 必要に応じて、「コピー先(Copy to)」をクリックし、アクセスコントロールデバイスを選択して、ペ

ージ内のパラメータを選択したデバイスにコピーします。 

ドアのパラメータの設定 

アクセスコントロールデバイスを追加したら、そのアクセスポイント(ドア)パラメータを設定できま

す。 

手順 

1. 「入退室管理→拡張機能→装置パラメータ」を選択します。 

2. 左側のパネルでアクセスコントロールデバイスを選択し、をクリックして選択したデバイスのド

アまたはフロアを表示します。  
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3. ドアまたはフロアを選択して、そのパラメータを右ページに表示します。 

4. ドアまたはフロアのパラメータを編集します。 

注意 

● 表示されるパラメータは、アクセスコントロールデバイスによって異なる場合があります。 

● 「基本情報(Basic Information)」ページに以下のパラメーターの一部が表示されない場合は、

「その他(More)」をクリックしてパラメーターを編集します。 

  

 

名前 

必要に応じて、カードリーダー名を編集します。 

ドア接点 

ドアセンサーは、閉じたまま、または開いたままにしておくように設定できます。通常は、閉じ

たままです。 

終了ボタンの種類 

終了ボタンは、閉じたまま、または開いたままにしておくことができます。通常、それは開い

たままである。 

ドアロック時間 

通常のカードとリレー動作をスワイプすると、ドアをロックするタイマーが動作を開始します。 

拡張オープン継続時間 

ドアコンタクトは、拡張アクセスを必要とする人が自分のカードをスワイプした後、適切な遅

延で有効にすることができます。 

ドア左開放タイムアウトアラーム 

設定された時間内にドアが閉じられなかった場合、アラームをトリガーできます。0 に設定す

ると、アラームはトリガーされません。 

ダレスコード 

強迫感がある場合には、強迫コードを入力することにより、ドアを開けることができる。同時

に、クライアントは継続時間イベントを報告することができます。 

スーパーパスワード 

特定の人はスーパーパスワードを入力することでドアを開ける。 

注意 

● 耐久コードとスーパーパスワードは異なる必要があります。 

● 耐久性コードとスーパーパスワードは、認証パスワードとは異なる必要があります。 

● デュレスコードとスーパーパスワードの長さは、デバイスによって異なります。通常、4 ～8 

桁の数字が含まれている必要があります。 
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5. OKをクリックします。 

6. 必要に応じて、「コピー先」をクリックし、ドアを選択してページ内のパラメータを選択したドアに

コピーします。 

注意 

ドアまたはフロアのステータス継続時間の設定も、選択したドアにコピーされます。 

  

カードリーダーのパラメータの設定 

アクセスコントロールデバイスを追加したら、カードリーダーのパラメータを設定できます。 

手順 

1. 「入退室管理→拡張機能→装置パラメータ」を選択します。 

2. 左側のデバイスリストで、ドアをクリックして展開し、カードリーダーを選択し、右側のカードリー

ダーのパラメータを編集できます。  

3. Basic Information(基本情報)ページでカードリーダーの基本パラメータを編集します。 

注意 

● 表示されるパラメータは、アクセスコントロールデバイスによって異なる場合があります。パ

ラメータには、以下のようなものがあります。詳細については、デバイスのユーザーマニュア

ルを参照してください。 

● 「基本情報(Basic Information)」ページには、以下のパラメーターの一部が表示されません。

「詳細(Advanced)」をクリックしてパラメーターを編集します。 

  

 

基本情報 

名前 

必要に応じて、カードリーダー名を編集します。 

カードの最小スワイプ間隔 

同じカードのカードスワイプの間隔が設定値未満の場合、カードスワイプは無効です。0 

～255 に設定できます。 

最大値のアラーム失敗した試行 

カード読み取りが設定値に達しようとしたときにアラームを報告することができます。 

カードリーダーのタイプ/カードリーダーの説明 

カードリーダーのタイプと説明を取得します。それらは読み取り専用です。 

詳細設定 
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カードリーダーを有効にする 

機能を有効にすると、e デバイスをカードリーダーとして使用できます。 

OK LED極性/エラーLED極性/ブザー極性 

カードリーダーのパラメータに応じて、メインボードのOK LED 極性/エラーLED 極性/

ブザーLED 極性を設定します。一般的には、デフォルト設定を採用します。 

最大PWD 入力時のインターバル 

カードリーダーでパスワードを入力するときに、2桁の数字を押す間隔が設定値より大き

い場合、前に押した数字は自動的にクリアされます。 

改ざん検知 

カードリーダーの改ざん防止検出を有効にします。 

  

Controller Every と通信アクセスコントロールデバイスが設定時間以上カードリーダー

と接続できない場合、カードリーダーは自動的にオフラインになります。 

Face 1:N Matching Threshold 

1:N マッチングモードで認証する場合の一致しきい値を設定します。値が大きいほど、

誤った受け入れ率が小さくなり、認証時の誤った拒否率が大きくなります。 

顔認識間隔 

認証時の2 つの連続した顔認識の間の時間間隔。デフォルトでは2s です。 

顔のなりすまし防止 

ライブ顔検出機能の有効/無効を設定します。機能を有効にすると、デバイスは人が生

きているものかどうかを認識できます。 

Face 1:1 Matching Threshold 

1:1 照合モードで認証する場合の照合しきい値を設定します。値が大きいほど、誤った

受け入れ率が小さくなり、認証時の誤った拒否率が大きくなります。 

アプリケーションモード 

実際の環境に合わせて、屋内やその他のアプリケーションモードを選択できます。 

ロック認証失敗顔 

ライブ顔検出機能を有効にすると、ライブ顔検出が設定された試行以上失敗した場合、

システムはユーザーの顔を5 分間ロックします。同じユーザーは、5分以内に偽の顔を

介して認証することはできません。5分以内に、ユーザは、実際の顔を介して2回連続し

て認証して、ロックを解除することができます。 

ライブネス検出のセキュリティレベル 

ライブ顔検出機能を有効にしたあと、ライブ顔認証を行うときに、一致するセキュリティ

レベルを設定できます。 

4. OKをクリックします。 
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5. 必要に応じて、「コピー先」をクリックし、カードリーダーを選択して、ページ内のパラメータを選

択したカードリーダーにコピーします。 

アラーム出力のパラメータの設定 

アクセスコントロールデバイスを追加した後、デバイスがアラーム出力にリンクしている場合は、

パラメータを設定できます。 

手順 

1. 「Access Control → Advanced Function → Device Parameter」を選択して、アクセスコントロ

ールパラメータ設定ページに入ります。 

2. 左側のデバイスリストで、ドアをクリックして展開し、アラーム入力を選択し、右側のアラーム入

力のパラメータを編集できます。  

3. アラーム出力のパラメータを設定します。 

名前 

必要に応じて、カードリーダー名を編集します。 

アラーム出力有効時間 

アラーム出力がトリガー後に続く時間。 

4. OKをクリックします。 

5. オプション: アラーム出力をトリガーするには、右上隅のスイッチをON に設定します。 

7.7.2 残りのオープン/クローズを設定する 

ドアのステータスを開または閉に設定できます。たとえば、休日に閉められたドアの残り時間を設

定し、勤務日の指定した期間に開いたままのドアを設定できます。 

はじめる前に 

アクセスコントロールデバイスをシステムに追加します。 

手順 

1. Access Control → Advanced Function → Remain Open/Closed をクリックして、Remain 

Open/Closed 画面に入ります。 

2. 左パネルで設定が必要なドアを選択します。 

3. 営業日中のドアの状態を設定するには、「週間スケジュール」をクリックし、以下の操作を行い

ます。 

1) Remain Open またはRemain Closed をクリックします。 

2) カーソルをドラッグして、時間の長さを描きます。つまり、設定されたアクセスグループがア

クティブになります。 

注意 

曜日スケジュールでは、1 日に最大8 つの時間を設定できます。 
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3) (オプション) 時間の長さを編集するには、次の操作を実行します。 

● カーソルを時間の継続時間に移動し、カーソルがに変わったらタイムラインバーの時間の

継続時間を目的の位置にドラッグします。  

● 時間の継続時間をクリックし、表示されたダイアログで開始/終了時間を直接編集します。 

● カーソルを時間継続時間の開始または終了位置に移動し、ドラッグしてカーソルがに変わ

ったときの時間継続時間を延長または短縮します。  

4) 保存をクリックします。 

関連操作 

 

週全体にコピー タイムバーで1 つの継続時間を選択し、「全体の週にコピー」をクリッ

クして、このタイムバーのすべての継続時間設定を他の週の日にコ

ピーします。 

選択削除 タイムバーで継続時間を1つ選択し、「選択範囲を削除」をクリックし

てこの継続時間を削除します。 

クリア 「消去」をクリックすると、週のスケジュールの期間設定がすべて消

去されます。 
  

4. 休日中にドアの状態を設定するには、休日をクリックし、以下の操作を行います。 

1) Remain Open またはRemain Closed をクリックします。 

2) 追加をクリックします。 

3) 開始日と終了日を入力します。 

4) カーソルをドラッグして、時間の長さを描きます。つまり、設定されたアクセスグループがア

クティブになります。 

注意 

最大8 つの時間は、1 つの休日期間に設定できます。 

  

5) 時間を編集するには、次の操作を行います。 

● カーソルを時間の継続時間に移動し、カーソルがに変わったらタイムラインバーの時間の

継続時間を目的の位置にドラッグします。  

● 時間の継続時間をクリックし、表示されたダイアログで開始/終了時間を直接編集します。 

● カーソルを時間継続時間の開始または終了位置に移動し、ドラッグしてカーソルがに変わ

ったときの時間継続時間を延長または短縮します。  

6) 必要に応じて、削除する必要がある時間を選択し、「操作(Operation)」コラムをクリックして、

選択した時間の長さを削除します。  

7) 必要に応じて、「操作(Operation)」コラムをクリックして、タイムバーのすべての継続時間を

消去します。  

8) 必要に応じて、「操作(Operation)」コラムをクリックして、この追加された休日期間を休日リス

トから削除します。  
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9) 保存をクリックします。 

5. 必要に応じて、「コピー」をクリックして、このドアのドアステータス設定を他のドアにコピーしま

す。 

7.7.3 多要素認証の設定 

グループごとに個人を管理し、1つのアクセスコントロールポイント(ドア)の複数の人物の認証を設

定できます。 

はじめる前に 

アクセスグループを設定し、アクセスグループをアクセスコントロールデバイスに適用します。詳

細については、「アクセスグループを設定して個人にアクセス権限を割り当てる」を参照してくださ

い。 

1つのアクセスコントロールポイント(ドア)の複数のカードに認証を設定する場合は、このタスクを

実行します。 

手順 

1. 「入退室管理→拡張機能→多要素認証」を選択します。 

2. 左側のパネルのデバイスリストでアクセスコントロールデバイスを選択します。 

3. アクセスコントロールデバイスの個人/カードグループを追加します。 

1) 右側のパネルで「追加」をクリックします。 

2) 必要に応じて、グループの名前を作成します。 

3) 個人/カードグループの有効期間の開始時刻と終了時刻を指定します。 

4) 「利用可能」リストでメンバーとカードを選択すると、選択したメンバーとカードが「選択済み」

リストに追加されます。 

注意 

個人に発行カードがあることを確認します。 

アクセスグループを設定し、アクセスグループをアクセスコントロールデバイスに正常に適用

していることを確認します。 

  

5) 保存をクリックします。 

6) 必要に応じて、個人/カードグループを選択し、削除をクリックして削除します。 

7) 必要に応じて、個人/カードグループを選択し、「適用」を選択して、以前にアクセスコントロ

ールデバイスに適用できなかったアクセスグループを再適用します。 

4. 左側のパネルで、選択したデバイスのアクセスコントロールポイント(ドア)を選択します。 

5. パスワード入力時の最大間隔を入力します。 

6. 選択したアクセスコントロールポイントの認証グループを追加します。 

1) 「認証グループ」パネルで「追加」をクリックします。 

2) ドロップダウンリストから認証テンプレートとして設定済みのテンプレートを選択します。 
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注意 

テンプレートの設定については、「スケジュールとテンプレートの設定」を参照してください。 

  

3) 「ローカル認証」、「ローカル認証とリモートオープンドア」、または「ローカル認証とスーパー

パスワード」として認証タイプをドロップダウンリストから選択します。 

ローカル認証 

アクセス制御装置による認証。 

ローカル認証とリモートオープンドア 

アクセス制御装置とクライアントによる認証。人がデバイス上でカードをスワイプすると、ウ

ィンドウがポップアップ表示されます。クライアント経由でドアのロックを解除できます。 

 

図7-8 ドアを遠隔操作で開ける 

注意 

オフライン認証をチェックすると、アクセスコントロールデバイスがクライアントと切断され

たときにスーパーパスワード認証を有効にできます。 
  

ローカル認証とスーパーパスワード 

アクセス制御装置とスーパーパスワードによる認証。 

4) 下の左側のリストで追加された人物/カードグループを選択すると、右側の「選択済み」リス

トに認証グループとして追加されます。 

5) 右側のリストで追加した認証グループをクリックして、「認証時間」列に認証時間を設定しま

す。 

注意 

● 認証時間は0 より大きく、人事グループの追加された人員数より小さい必要があります。 

● 認証時間の最大値は16 です。 

  

6) 保存をクリックします。 
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注意 

● アクセスコントロールポイント(ドア)ごとに、最大4 つの認証グループを追加できます。 

● 認証種別がローカル認証の認証グループの場合、認証グループに最大8 人/カードグルー

プを追加できます。 

● 認証種別がローカル認証、スーパーパスワード、ローカル認証、リモートオープンドアの認証

グループの場合は、認証グループに最大7人/カードグループを追加できます。 

  

7. 保存をクリックします。 

7.7.4 カードリーダー認証モードとスケジュールの設定 

実際のニーズに応じて、アクセスコントロールデバイスのカードリーダーの通過ルールを設定でき

ます。 

手順 

1. Access Control → Advanced Function → Authentication をクリックして、認証モードコンフィ

ギュレーションページに入ります。 

2. 左側のカードリーダーを選択して設定します。 

3. カードリーダー認証モードを設定します。 

1) 設定をクリックします。 
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図7-9 カードリーダー認証モードの選択 

注意 

「PIN」とは、ドアを開けるために設定されたPINコードを指します。「アクセス制御情報の設

定」を参照してください。 

  

2) 「Available Mode」リストでモードを確認すると、選択したモードリストに追加されます。 

3) OKをクリックします。 

モードを選択すると、選択したモードが異なる色のアイコンで表示されます。 

4. アイコンをクリックしてカードリーダー認証モードを選択し、カーソルをドラッグしてスケジュール

にカラーバーを描きます。つまり、その期間はカードリーダー認証が有効です。 

5. 上記の手順を繰り返して、他の期間を設定します。 
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図7-10 カードリーダーの認証モードの設定 

6. 必要に応じて、設定した曜日を選択し、Copy to Week(週にコピー)をクリックして、同じ設定を

週全体にコピーします。 

7. 必要に応じて、「コピー」をクリックして、設定を他のカードリーダーにコピーします。 

8. 保存をクリックします。 

  

7.7.5 ファーストパーソンの設定1つのアクセスコントロールポイントに複数のファーストパーソンを

設定できます。最初の人物が承認されると、複数の人物がドアやその他の認証アクションにアク

セスできるようになります。 

はじめる前に 

アクセスグループを設定し、アクセスグループをアクセスコントロールデバイスに適用します。詳

細については、「アクセスグループを設定して個人にアクセス権限を割り当てる」を参照してくださ

い。 

一人目でドアを開くように設定する場合は、このタスクを実行します。 

手順 

1. 入退室管理→高度機能→ファーストパーソンをクリックし、ファーストパーソンを頁に記入す

る。 

2. 左側のパネルのリストでアクセスコントロールデバイスを選択します。 

3. 選択したデバイスの各アクセスコントロールポイントのドロップダウンリストから、現在のモード

を「First Person 後に残りオープンを有効にする」または「First Person 後に残りオープンを無

効にする」として選択します。 

ファーストパーソン後の残りオープンを有効にする 

ドアは、最初のユーザーが許可された後、開いたままの期間が終了するまで、設定された期

間開いたままになります。このモードを選択した場合は、開いたままの継続時間を設定する
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必要があります。 

注意 

開いたままの時間は0 ～1440 分の間である必要があります。デフォルトでは、開いたまま

の時間は10 分です。 
  

First Person 後の残りのオープンを無効にする 

最初の人物の機能、すなわち通常の認証を無効にします。 

注意 

最初の人物モードを無効にするために、最初の人物による認証を再度行うことができます。 

  

4. First Person List パネルでAdd をクリックします。 

5. 左側のリストで人を選択すると、選択した人がドアの最初の人として追加されます。 

追加された最初の人物が最初の人物リストに記載されます。 

6. 必要に応じて、リストから最初の人物を選択し、「削除」をクリックして、最初の人物リストからそ

の人物を削除します。 

7. 保存をクリックします。 

7.7.6 アンチパスバックの設定 

指定されたパスに従ってアクセスコントロールポイントのみを通過させるように設定でき、カードを

スワイプした後にアクセスコントロールポイントを通過させることができるのは1 人だけです。 

はじめる前に 

アクセスコントロールデバイスのアンチパッシングバック機能を有効にします。 

このタスクは、アクセスコントロールデバイスのアンチパッシングバックを設定する場合に実行し

ます。 

手順 

注意 

アクセス制御装置に対して、アンチパッシングバックまたはマルチドアインタロック機能のいず

れかを同時に設定することができます。マルチドアインターロッキングの構成については、を参

照してください。 

  

1. 「アクセス制御→詳細機能→アンチパスバック」を選択して、「アンチパスパック設定」画面に入

ります。 

2. 左側のパネルでアクセスコントロールデバイスを選択します。 

3. 「最初のカードリーダー」フィールドで、パスの先頭としてカードリーダーを選択します。 
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4. Card Reader After 列で選択した最初のカードリーダーをクリックして、Select Card Reader ダ

イアログを開きます。  

5. 最初のカードリーダーの後続のカードリーダーを選択します。 

注意 

後続のカードリーダーは、1 つのカードリーダーの後続のカードリーダーとして最大4 つ追加で

きます。 

  

6. ダイアログで「OK」をクリックして、選択内容を保存します。 

7. 「アンチパスバック設定」ページの「保存」を選択して設定を保存し、有効にします。 

例 

カードのスワイピングパスを設定する先頭にReader In_01 を選択し、リンクされたカードリーダー

としてReader In_02、Reader Out_04 を選択した場合。その後、Reader In_01、Reader In_02、

Reader Out_04 の順にカードをスワイプするだけで、アクセスコントロールポイントを通過できま

す。 

7.7.7 デバイスパラメータの設定 

アクセスコントロールデバイスを追加したら、ネットワークパラメータなどのパラメータを設定できま

す。 

複数のNIC パラメータの設定 

機器が複数のネットワークインターフェースをサポートしている場合、IPアドレス、MACアドレス、

ポート番号など、これらのNICのネットワークパラメータをクライアント経由で設定できます。 

手順 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. アクセス制御モジュールを入力します。 

2. 左側のナビゲーションバーで、詳細機能→その他のパラメータを入力します。 

3. デバイスリストでアクセスコントロールデバイスを選択し、NIC をクリックして Multiple NIC 

Settings(複数の NIC 設定)ページに入ります。 

4. ドロップダウンリストから設定するNIC を選択します。 

5. IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、サブネットマスクなどのネットワークパラメータを設定しま

す。 

MAC住所 

メディアアクセス制御アドレス(MACアドレス)は、物理ネットワークセグメント上の通信のため

にネットワークインタフェースに割り当てられる一意の識別子です。 
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MTU 

ネットワークインターフェースの最大伝送単位(MTU)。 

6. 保存をクリックします。 

ネットワークパラメータの設定 

アクセスコントロールデバイスを追加したら、デバイスログのアップロードモードを設定し、有線ネ

ットワーク経由でISUP アカウントを作成できます。 

ログアップロードモードの設定 

デバイスがISUP プロトコル経由でログをアップロードするモードを設定できます。 

手順 

1. アクセス制御モジュールを入力します。 

2. 左側のナビゲーションバーで、詳細機能→その他のパラメータを入力します。 

3. デバイス一覧でアクセスコントロールデバイスを選択し、ネットワーク→アップロードモードに入

ります。 

4. ドロップダウンリストからセンターグループを選択します。 

5. アップロードモードを有効にするには、有効をオンにします。 

6. ドロップダウンリストからアップロードモードを選択します。 

– メインチャネルとバックアップチャネルに対してN1 またはG1 を有効にします。 

閉じるを選択して、メインチャネルまたはバックアップチャネルを無効にします。 

注意 

メインチャネルとバックアップチャネルは、同時にN1 またはG1 を有効にすることはできませ

ん。 

  

7. 保存をクリックします。 

有線通信モードでのISUP アカウントの作成 

ISUPプロトコルのアカウントは、有線通信モードで設定できます。その後、ISUP プロトコルを介し

てデバイスを追加できます。 

手順 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. アクセス制御モジュールを入力します。 

2. 左側のナビゲーションバーで、詳細機能→その他のパラメータを入力します。 

3. デバイス一覧でアクセスコントロールデバイスを選択し、Network → Network Center と入力し

ます。 
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4. ドロップダウンリストからセンターグループを選択します。 

5. 「アドレス種別」として「IP アドレス」または「ドメイン名」を選択します。 

6. アドレスの種類に応じて、IP アドレスまたはドメイン名を入力します。 

7. プロトコルのポート番号を入力します。 

注意 

ワイヤレスネットワークと有線ネットワークのポート番号は、ISUP のポート番号と一致している

必要があります。 

  

8. 「ISUP」として「Protocol Type」を選択します。 

9. ネットワークセンターのアカウント名を設定します。 

10. 保存をクリックします。 

デバイスキャプチャパラメータの設定 

手動キャプチャやイベントトリガキャプチャなど、アクセスコントロールデバイスのキャプチャパラメ

ータを設定できます。 

注意 

● キャプチャ機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

● キャプチャパラメータを設定する前に、最初に画像保存を設定して、イベントによってトリガされ

た画像が保存される場所を定義する必要があります。詳しくは、クライアントソフトの取扱説明

書の「ピクチャーストレージを設定する」をご覧ください。. 

  

トリガーされたキャプチャパラメータの設定 

イベントが発生すると、アクセスコントロールデバイスのカメラをトリガーして画像をキャプチャし、

イベントが発生したときの動作を記録できます。イベントセンターでイベントの詳細を確認するとき

に、撮影した画像を見ることができます。その前に、一度に撮影した画像の数など、キャプチャの

パラメータを設定する必要があります。 

はじめる前に 

キャプチャパラメータを設定する前に、最初に画像保存を設定して、キャプチャした画像を保存す

る場所を定義する必要があります。詳しくは、クライアントソフトの取扱説明書の「ピクチャーストレ

ージを設定する」をご覧ください。 

手順 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. アクセス制御モジュールを入力します。 
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2. 左側のナビゲーションバーで、「詳細機能→詳細パラメータ→キャプチャ」と入力します。 

3. デバイスリストでアクセスコントロールデバイスを選択し、リンクキャプチャを選択します。 

4. 画像サイズと画質を設定します。 

5. トリガーされたキャプチャ時間を設定します。これは、一度にキャプチャする画像の数を定義し

ます。 

6. キャプチャ時間が1 を超える場合は、キャプチャごとにインターバルを設定します。 

7. 保存をクリックします。 

手動キャプチャパラメータの設定 

Status Monitoring モジュールでは、ボタンをクリックすることで、アクセスコントロールデバイスの

カメラを手動でキャプチャできます。その前に、画質などのキャプチャのパラメータを設定する必

要があります。 

はじめる前に 

キャプチャパラメータを設定する前に、最初に保存パスを設定して、キャプチャした画像を保存す

る場所を定義する必要があります。詳しくは、クライアントソフトの取扱説明書の「ピクチャーストレ

ージを設定する」をご覧ください。 

手順 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. アクセス制御モジュールを入力します。 

2. 左側のナビゲーションバーで、「詳細機能→詳細パラメータ→キャプチャ」と入力します。 

3. デバイスリストでアクセスコントロールデバイスを選択し、手動キャプチャを選択します。 

4. ドロップダウンリストからキャプチャした画像の解像度を選択します。 

5. 画質を高、中、低から選択します。画質が高いほど画像サイズが大きくなります。 

6. 保存をクリックします。 

顔認識端末のパラメータを設定する 

顔認識端末では、顔画像データベースなどのパラメータを設定できます。 

手順 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. アクセス制御モジュールを入力します。 

2. 左側のナビゲーションバーで、詳細機能→その他のパラメータを入力します。 

3. デバイスリストでアクセスコントロールデバイスを選択し、顔認識ターミナルをクリックします。 

4. パラメータを設定します。 
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注意 

表示されるパラメータは、デバイスのモデルによって異なります。 

  

 

アルゴリズム 

顔写真データベースとしてDeep Learningを選択します。 

認証中の顔画像を保存する 

有効にすると、認証時にキャプチャされた顔画像がデバイスに保存されます。 

エコモード 

ECO モードを有効にすると、デバイスは低明るい環境または暗い環境で顔を認証できま

す。また、ECO モードのしきい値、ECO モード(1:N)、ECO モード(1:1)を設定できます。 

ECOモード(1:1) 

ECO モード1:1 マッチモードで認証するときの一致しきい値を設定します。値が大きいほ

ど、誤受け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率が高くなります。 

ECOモード(1:N) 

ECO モード1:N マッチングモードで認証する場合の一致しきい値を設定します。値が大きい

ほど、誤受け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率が高くなります。 

ECOモードしきい値 

ECO モードを有効にすると、ECO モードのしきい値を設定できます。値が大きいほど、デバ

イスはECO モードに入りやすくなります。指定可能な範囲: 0 ～8。 

ワークモード 

デバイスのワークモードをアクセスコントロールモードに設定します。アクセス制御モードは、

デバイスノーマルモードです。アクセスするには、認証情報を認証する必要があります。 

5. 保存をクリックします。 

M1 カード暗号化の有効化 

M1カードの暗号化により、認証のセキュリティレベルを向上させることができます。 

手順 

注意 

この機能は、アクセスコントロールデバイスとカードリーダーでサポートされている必要があり

ます。 

  

1. アクセス制御モジュールを入力します。 
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2. 左側のナビゲーションバーで、詳細機能→その他のパラメータを入力します。 

3. デバイスリストでアクセスコントロールデバイスを選択し、M1 Card Encryption をクリックして

M1 Card Encryption ページに入ります。 

4. M1カード暗号化機能を有効にするには、スイッチをオンに設定します。 

5. セクタID を設定します。 

注意 

● セクタID の範囲は1 ～100 です。 

● デフォルトでは、セクタ13 は暗号化されます。セクター13 を暗号化することをお勧めしま

す。 

  

6. 保存をクリックして設定を保存します。 

RS-485 パラメータの設定 

ボーレート、データビット、ストップビット、パリティタイプ、フロー制御タイプ、通信モード、ワークモ

ード、接続モードなど、アクセスコントロールデバイスのRS-485 パラメータを設定できます。 

手順 

注意 

RS-485 設定は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. アクセス制御モジュールを入力します。 

2. 左側のナビゲーションバーで、詳細機能→その他のパラメータを入力します。 

3. デバイスリストでアクセスコントロールデバイスを選択し、RS-485 をクリックしてRS-485 設定

ページに入ります。 

4. ドロップダウンリストからシリアルポート番号を選択して、RS-485 パラメータを設定します。 

5. ドロップダウンリストでボーレート、データビット、ストップビット、パリティタイプ、通信モード、動

作モード、接続モードを設定します。 

注意 

接続モードがConnect Access Control Device の場合、出力タイプとしてCard No. または

Person ID を選択できます。 

  

6. 保存をクリックします。 

● 設定したパラメータが自動的にデバイスに適用されます。 

● 作業モードまたは接続モードを変更すると、デバイスは自動的に再起動します。 

Wiegand パラメータの設定 

アクセスコントロールデバイスのWiegand チャネルと通信モードを設定できます。Wiegand パラメ
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ータを設定すると、デバイスはWiegand 通信経由でWiegand カードリーダーに接続できます。 

手順 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. アクセス制御モジュールを入力します。 

2. 左側のナビゲーションバーで、詳細機能→その他のパラメータを入力します。 

3. デバイスリストでアクセスコントロールデバイスを選択し、Wiegand をクリックしてWiegand 

Settings ページに入ります。 

4. スイッチをオンに設定して、デバイスのWiegand 機能を有効にします。 

5. ドロップダウンリストからWiegand チャンネル番号と通信モードを選択します。 

注意 

通信方向を送信に設定した場合は、Wiegand Mode をWiegand 26 またはWiegand 34 に設定

する必要があります。 

  

6. 「Wiegand を有効にする」をオンにすると、Wiegand 機能が有効になります。 

7. 保存をクリックします。 

● 設定したパラメータが自動的にデバイスに適用されます。 

● 通信方向を変更すると、デバイスは自動的に再起動します。 

7.8 アクセス制御のためのリンクアクションの設定 

アクセスコントロールデバイスによって検出されたイベントに対して、異なるリンケージアクション

を設定できます。その後、イベントが発生すると、連動アクションがトリガされます。このメカニズム

は、セキュリティ担当者にイベントを通知したり、自動アクセス制御をリアルタイムでトリガーしたり

するために使用されます。 

2 種類のリンケージアクションがサポートされています: 

● クライアントアクション: イベントが検出されると、クライアントが警告音を発するなど、クライア

ントでのアクションがトリガされます。 

● デバイスアクション:イベントが検出されると、カードリーダーのブザーやドアの開閉など、特定

のデバイスのアクションがトリガーされます。 

7.8.1 アクセス・イベントのクライアント・アクションの構成 

アクセスポイントから離れていても、クライアントでアクセスイベントのリンクされたアクションを設

定することで、イベントの動作と緊急性を把握できます。イベントがトリガーされると、クライアント

で通知されるため、イベントにすぐに応答できます。アクセスポイントのクライアントアクションを一
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度に一括して設定することもできます。 

手順 

注意 

ここでの連動アクションとは、音声による警告、メール連動など、クライアントソフトウェア自身

のアクションの連動を指します。 

  

1. 「イベント管理→アクセスコントロールイベント」を選択します。 

追加したアクセスコントロールデバイスがデバイスリストに表示されます。 

2. デバイス一覧からリソース(デバイス、アラーム入力、ドア/エレベータ、カードリーダを含む)を

選択します。 

選択したリソースがサポートするイベントタイプが表示されます。 

3. イベントを選択し、「優先順位の編集(Edit Priority)」をクリックして、イベントの優先順位を定義

します。これを使用して、イベント・センター内のイベントをフィルターに掛けることができます。 

4. イベントの連動動作を設定します。 

1) イベントを選択し、リンクの編集をクリックして、イベントがトリガーされたときのクライアントア

クションを設定します。 

警告音 

クライアントソフトウェアは、アラームがトリガーされると警告音を発します。警告音のアラ

ーム音を選択します。 

注意 

アラーム音の設定については、クライアントソフトウェアの取扱説明書の「アラーム音を設

定する」を参照してください。 
  

電子メールの送信 

アラーム情報の電子メール通知を1 つ以上の受信者に送信します。 

メールパラメータの設定については、クライアントソフトウェアのユーザーマニュアルの「メ

ールパラメータの設定」を参照してください。 

2) OKをクリックします。 

5. イベントを有効にして、イベントが検出されると、en イベントがクライアントに送信され、連動ア

クションがトリガーされるようにします。 

6. 必要に応じて、「コピー先。。。」をクリックして、イベント設定を他のアクセスコントロールデバイ

ス、アラーム入力、ドア、またはカードリーダーにコピーします。 

7.8.2 アクセスイベントのデバイスアクションの設定 

アクセスコントロールデバイスのトリガされたイベントに対するアクセスコントロールデバイスの連

携動作を設定できます。イベントがトリガーされると、同じデバイスでアラーム出力、ホストブザ
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ー、およびその他のアクションをトリガーできます。 

手順 

注意 

デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. 「アクセスコントロール→連携設定」を選択します。 

2. 左側のリストからアクセスコントロールデバイスを選択します。 

3. 「追加」ボタンを選択して、新しいリンクを追加します。 

4. イベントリンクとしてイベントソースを選択します。 

5. 連動を設定するイベント種別と詳細イベントを選択します。 

6. Linkage Target 領域で、プロパティターゲットを設定してこのアクションを有効にします。 

 

コントローラのブザー 

アクセスコントロールデバイスの警告音がトリガーされます。 

キャプチャ 

リアルタイムキャプチャがトリガされます。 

アクセスポイント 

ドアの開閉状態、開いたまま、閉じたままの状態がトリガーされます。 

注意 

ターゲットドアとソースドアを同じものにすることはできません。 
  

 

7. 保存をクリックします。 

8. オプション: デバイスリンケージを追加した後、次の1 つ以上を実行できます: 

リンク設定の編集 デバイスリストで設定した連動設定を選択すると、イベントソースや

連動先など、そのイベントソースのパラメータを編集できます。 

連動設定の削除 デバイス一覧で設定した連動設定を選択し、「削除」をクリックして削

除します。 
  

7.8.3 カードスワイプのためのデバイスアクションの設定 

指定したカードスワイプに対して、アクセスコントロールデバイスの連動動作を設定できます。指
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定したカードをスワイプすると、ホストブザーなどの動作を同じデバイスでトリガできます。 

手順 

注意 

デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. 「アクセスコントロール→連携設定」を選択します。 

2. 左側のリストからアクセスコントロールデバイスを選択します。 

3. 「追加」ボタンを選択して、新しいリンクを追加します。 

4. イベントソースをCard Linkage として選択します。 

5. カード番号を入力するか、ドロップダウンリストからカードを選択します。 

6. カードがスワイプするカードリーダーを選択して、リンクされたアクションをトリガーします。 

7. Linkage Target 領域で、プロパティターゲットを設定してこのアクションを有効にします。 

コントローラのブザー 

アクセスコントロールデバイスの警告音がトリガーされます。 

キャプチャ 

リアルタイムキャプチャがトリガされます。 

アクセスポイント 

開、閉、開いたまま、または閉じたままのドアステータスがトリガーされます。 

8. 保存をクリックします。 

カード(手順5 で設定)がカードリーダー(手順6 で設定)でスワイプすると、リンクされたアクショ

ン(手順7 で設定)をトリガーできます。 

9. オプション: デバイスリンケージを追加した後、次の1 つ以上を実行できます: 

連動設定の削除 デバイス一覧で設定した連動設定を選択し、「削除」をクリックして削

除します。 

リンク設定の編集 デバイスリストで設定した連動設定を選択すると、イベントソースや

連動先など、そのイベントソースのパラメータを編集できます。 
  

7.8.4 個人ID のデバイスアクションの設定 

指定した個人IDに対して、アクセス制御装置の連携動作を設定できます。アクセス制御装置は、
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指定された人物IDを検出すると、カードリーダのブザーなどの動作をトリガすることができる。 

手順 

注意 

デバイスでサポートされている必要があります。 

  

1. 「アクセスコントロール→連携設定」を選択します。 

2. 左側のリストからアクセスコントロールデバイスを選択します。 

3. 「追加」を選択して、新しいリンクを追加します。 

4. イベントソースとしてPerson Linkage を選択します。 

5. 従業員番号を入力するか、ドロップダウンリストから個人を選択します。 

6. カードがスワイプするカードリーダーを選択します。 

7. Linkage Target 領域で、プロパティターゲットを設定してこのアクションを有効にします。 

コントローラのブザー 

アクセスコントロールデバイスの警告音がトリガーされます。 

リーダーのブザー 

カードリーダーの警告音がトリガーされます。 

キャプチャ 

選択したイベントが発生すると、イベント関連の画像がキャプチャされます。 

 

録音 

選択したイベントが発生すると、イベント関連の画像がキャプチャされます。 

 

注意 

デバイスは録音をサポートしているはずです。 
  

アクセスポイント 

開、閉、開いたまま、または閉じたままのドアステータスがトリガーされます。 

8. 保存をクリックします。 

9. (オプション) デバイスリンケージを追加した後、次の1 つ以上の操作を実行できます: 

連動設定の削除 デバイス一覧で設定した連動設定を選択し、「削除」をクリックして削

除します。 

リンク設定の編集 デバイスリストで設定した連動設定を選択すると、イベントソースや

連動先など、そのイベントソースのパラメータを編集できます。 
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7.9 ドア制御 

Monitoring モジュールでは、追加されたアクセスコントロールデバイスによって管理されるドアの

リアルタイムステータスを表示できます。また、ドアの開閉などのドアをリモートから制御したり、ク

ライアントを介してドアの開閉状態を維持したりすることもできます。本モジュールには、リアルタ

イムアクセスイベントが表示されます。アクセスの詳細と個人の詳細を表示できます。 

注意 

ドア制御権限を持つユーザーの場合、ユーザーはMonitoringモジュールに入ってドアを制御する

ことができます。または、操作するアイコンが表示されません。ユーザー権限の設定については、

「個人管理」を参照してください。 

  

7.9.1 コントロールドアの状態 

ドアを開く、ドアを閉じる、ドアを開いたままにする、ドアを閉じたままにする、ドアを閉じたままに

するなど、単一のドアのステータスを制御できます。 

手順 

1. Monitoring(監視)をクリックして、ステータス監視ページに入ります。 

2. 右上隅にあるアクセスポイントグループを選択します。 

注意 

アクセスポイントグループの管理については、クライアントソフトウェアのユーザーマニュアルの

「グループ管理」を参照してください。 

  

選択したアクセスコントロールグループのドアが表示されます。 

3. ドアアイコンをクリックしてドアを選択するか、Ctrl キーを押しながら複数のドアを選択します。 

4. ドアを制御するには、次のボタンをクリックします。 

ドアを開ける 

ドアがロックされると、ロックを解除すると、一度開くことになります。開いた時間が経過する

と、ドアは自動的に閉じられ、再びロックされます。 

ドアを閉じる 

ドアがロック解除されるとロックされ、ドアは閉じられます。アクセス許可を持っている人は、

認証情報でドアにアクセスできます。 

開いたままにする 

ドアは(閉まっていても開いていても)ロック解除されます。すべてのユーザーは、認証情報を

必要とせずにドアにアクセスできます。 

閉じたまま 
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ドアが閉じてロックされます。スーパーユーザー以外は、許可された認証情報を持っていて

もドアにアクセスできません。 

キャプチャ 

手動で画像をキャプチャします。 

注意 

キャプチャボタンは、デバイスがキャプチャ機能をサポートしている場合に使用できます。画

像は、クライアントを実行しているPC に保存されます。保存パスの設定については、クライ

アントソフトウェアのユーザーマニュアルの「ファイル保存パスの設定」を参照してください。 
  

結果 

操作が成功すると、操作に応じてドアのアイコンがリアルタイムに変化します。 

7.9.2 リアルタイム・アクセス・レコードのチェック 

アクセス記録は、カードのスワイプ記録、顔認識記録、比較記録など、リアルタイムで表示されま

す。人物情報を表示したり、アクセス中に撮影した画像を見ることができます。 

手順 

1. 「監視」をクリックし、右上隅のドロップダウンリストからグループを選択します。 

選択したグループのドアでトリガーされたアクセスレコードがリアルタイムで表示されます。カー

ド番号、個人名、組織、イベント時間など、レコードの詳細を表示できます。 

2. オプション: イベントが検出された場合にこれらのイベントがリストに表示されるように、イベン

トタイプとイベントステータスを確認します。未チェックのタイプまたはステータスのイベントは、

リストに表示されません。 

3. オプション:「最新のイベントを表示」をオンにすると、最新のアクセスレコードが選択され、レコ

ードリストの上部に表示されます。 

4. 必要に応じて、イベントをクリックすると、個人画像(キャプチャされた画像とプロファイル)、個

人番号、個人名、組織、電話、連絡先アドレスなど、アクセスした個人の詳細が表示されます。 

注意 

撮影した画像をダブルクリックして拡大すると、詳細を見ることができます。 

  

5. 必要に応じて、アクセスイベントテーブルの列名を右クリックして、列を表示または非表示にし

ます。 

7.10 イベントセンター 

クライアントが受信したイベント情報(デバイスオフラインなど)が表示されます。イベントセンターで

は、リアルタイムおよび履歴イベントの詳細情報の確認、イベントにリンクされたビデオの表示、イ
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ベントの処理などを行うことができます。 

クライアントがデバイスからイベント情報を受信できるようにするには、まずリソースのイベントを

有効にし、デバイスをアームする必要があります。詳細については、「デバイスからのイベント受

信の有効化」を参照してください。 

7.10.1 デバイスからのイベント受信の有効化 

クライアントソフトウェアがデバイスからイベント通知を受信するには、まずデバイスをアームする

必要があります。 

手順 

1. → Tool → Device Arming Control をクリックして、Device Arming Control ページを開きます。

 
追加されたすべてのデバイスがこのページに表示されます。 

2. 「自動アーミング(Auto-Arming)」コラムで、スイッチをオンにして自動アーミングを有効にしま

す。 

 

図7-11 アームデバイス 

電源を入れると、デバイスが準備されます。また、アームされたデバイスによってトリガーされ

たイベントに関する通知は、リアルタイムでクライアントソフトウェアに自動的に送信されます。 

7.10.2 リアルタイムイベントの表示 

接続されたリソースのクライアントが受信したリアルタイム・イベント情報が表示されます。イベン

トソース、イベント時間、優先度など、リアルタイムのイベント情報を確認できます。 

はじめる前に 

クライアントがデバイスからイベントを受信できるようにする前に、デバイスからのイベントの受信

を有効にします。詳細については、「デバイスからのイベントの受信を有効にする」を参照してくだ

さい。 
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手順 

1. 「イベントセンター→リアルタイムイベント」を選択すると、リアルタイムイベントページに入り、ク

ライアントが受信したリアルタイムイベントを表示できます。 

イベント時間 

デバイスをエンコードする場合、イベント時間はイベントを受信したときのクライアント時間で

す。その他のデバイスタイプの場合、イベント時間はイベントがトリガーされる時間です。 

優先度 

優先度は、イベントの緊急度を表します。 

2. イベントをフィルタリングします。 

デバイスタイプと(ま

たは)優先順位によ

るフィルタ 

デバイスタイプと(または)優先順位を選択して、イベントをフィルタリ

ングします。 

キーワードによるフィ

ルタ 

イベントをフィルタリングするためのキーワードを入力します。 

  

3. オプション:イベントリストのテーブルヘッダーを右クリックして、イベントリストに表示するイベン

ト関連項目をカスタマイズします。 

4. イベントの詳細を表示します。 

1) イベントリストでイベントを選択します。 

2) ページの右下隅にある展開をクリックします。 

3) イベントの詳細説明と処理レコードを表示します。 

5. オプション: 必要に応じて、次の操作を実行します。 

単一イベントの処理 ハンドルをクリックして処理候補を入力し、コミットをクリックします。 

注意 

イベントが処理されると、「ハンドル」ボタンが「注釈を追加」になりま

す。この処理されたイベントの注釈を追加するには、「注釈を追加」を

クリックします。 
  

 

イベントのバッチ処

理 

処理が必要なイベントを選択し、「バッチで処理」をクリックします。処

理候補を入力し、「Commit」をクリックします。 

アラームオーディオ

の有効化/無効化 

「オーディオを有効/無効にする(Enable Audio/Disable Audio)」をクリ

ックして、イベントのオーディオを有効/無効にします。 

最新のイベントを自

動的に選択する 

自動チェック-最新イベントを選択すると、最新のイベントが自動的に

選択され、イベント情報の詳細が表示されます。 
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イベントのクリア 「消去(Clear)」をクリックすると、イベントリスト内のすべてのイベント

が消去されます。 

電子メールの送信 イベントを選択し、Send Email(電子メールの送信)をクリックすると、こ

のイベントの情報詳細が電子メールで送信されます。 

注意 

最初に電子メールパラメータを設定する必要があります。詳細につ

いては、を参照してください。 
  

 
  

7.10.3 履歴イベントの検索 

イベントセンターページのイベント検索モジュールでは、指定したデバイスタイプに応じて、時間、

デバイスタイプ、その他の条件を介して履歴イベントを検索し、イベントを処理できます。 

はじめる前に 

クライアントがデバイスからイベント情報を受信できるようにする前に、デバイスからのイベント受

信を有効にします。詳細については、「デバイスからのイベント受信の有効化」を参照してくださ

い。 

手順 

1. 「イベントセンター→イベント検索」を選択して、イベント検索ページに入ります。 

 

図7-12 検索履歴イベント 

2. 必要なイベントのみを表示するようにフィルター条件を設定します。 

時間 

イベントが開始されるクライアント時刻。 
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グループで検索:選択したグループ内のリソースで発生したイベントを検索します。 

デバイス:選択したデバイスで発生したイベントを検索します。 

デバイスタイプ 

イベントが発生したデバイスのタイプ。 

すべて 

すべてのデバイスタイプで、グループ、優先順位、およびステータスのフィルタ条件を設定

できます。 

ビデオインターコム 

ビデオインターコムのイベントの場合は、「すべての録画」と「ロック解除のみ」の検索範囲

を選択する必要があります。 

● すべてのレコード 

● : すべてのビデオインターコムイベントからイベントをフィルタリングでき、デバイス、優

先度、ステータスのフィルタ条件を設定する必要があります。 

● ロック解除のみ 

● : すべてのビデオインターコムロック解除イベントからイベントをフィルタリングできま

す。また、デバイス、ロック解除タイプのフィルタ条件を設定する必要があります。 

 

アクセス制御 

アクセス制御のイベントには、デバイス、優先度、ステータス、イベントタイプ、カードリーダ

ータイプ、個人名、カード番号、組織などのフィルタ条件を設定できます。 

注意 

「その他を表示」をクリックして、イベントタイプ、カードリーダーの種類、個人名、カード番

号、組織を設定します。 
  

グループ 

イベントが発生したデバイスのグループ。Device Type をAll として選択した場合にのみ、グ

ループを条件として設定する必要があります。 

装置 

イベントが発生したデバイス。 

優先度 

イベントの緊急度を示す低、中、高、非分類を含む優先度。 

ステータス 

イベントの処理状況。 

3. 「検索(Search)」をクリックして、設定した条件に従ってイベントを検索します。 
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4. オプション:イベントリストのテーブルヘッダーを右クリックして、イベントリストに表示するイベン

ト関連項目をカスタマイズします。 

 

図7-13 表示するイベント関連項目のカスタマイズ 

5. オプション: イベントを処理します。 

– 単一イベントの処理: 処理する必要があるイベントを1 つ選択し、イベント情報の詳細ペー

ジで「処理」をクリックして、処理提案を入力します。 

– バッチ内のイベントを処理する:処理する必要があるイベントを選択してから、「バッチで処

理」をクリックし、処理候補を入力します。 

注意 

イベントが処理された後、「ハンドル」ボタンが「注釈を追加」になり、「注釈を追加」をクリックし

て、この処理されたイベントの注釈をさらに追加します。 

  

6. (オプション) イベントを選択してから「電子メールを送信」をクリックすると、このイベントの情報

詳細が電子メールで送信されます。 

注意 

最初に電子メールパラメータを設定する必要があります。詳細については、クライアントソフト

ウェアのユーザーマニュアルの「電子メールパラメータの設定」を参照してください。 

  

7. オプション: イベントログまたはイベント写真をCSV形式でローカルPCにエクスポートするに

は、「エクスポート」をクリックします。保存パスは手動で設定できます。 

8. 関連する画像にカーソルを合わせ、画像の右上隅にあるダウンロードアイコンをクリックして、

ローカルPC にダウンロードします。保存パスは手動で設定できます。 
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7.11 時間と出勤 

Time and Attendance モジュールは、複数の機能を提供し、従業員がいつ作業を開始/停止した

かを追跡/監視し、従業員の勤務時間(遅い到着、早い出発、休業や不在にかかった時間など) 

を完全に制御します。 

注意 

このセクションでは、出席レポートを取得する前に設定を紹介します。これらの設定後に記録され

たアクセスレコードは、統計で計算されます。 

  

7.11.1 出席パラメータの設定 

一般的なルール、時間外パラメータ、出席チェックポイント、休日、休日タイプなど、出席パラメー

タを設定できます。 

週末の設定 

週末の曜日は、国や地域によって異なる場合があります。クライアントは週末定義関数を提供し

ます。実際の要件に従って1 日以上を週末として選択し、平日から週末に異なる出席ルールを

設定できます。 

手順 

注意 

ここで設定したパラメータは、新しく追加された期間のデフォルトとして設定されます。既存のも

のには影響しません。 

  

1. Time & Attendanceモジュールを入力します。 

2. 「出席設定→の全般規則」を選択します。 

3. 土曜日や日曜日など、曜日を選択します。 

4. 保存をクリックします。 

時間外パラメータの設定 

残業レベル、勤務時間率、時間外出勤ステータスなど、勤務日と週末の時間外パラメータを設定

できます。 

手順 

1. 「時間と出席→の出席設定」→「時間外」を選択します。 

2. 必要な情報を設定します。 

勤務日の時間外レベル 
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労働日の終業時刻後、一定期間働くと、残業レベル1、残業レベル2、残業レベル3と異なる

残業レベルになります。3つの残業レベルにそれぞれ異なる勤務時間レートを設定できま

す。 

勤務時間レート 

労働時間率は、時間外労働を乗じて労働時間を算出します。平日の終了勤務時間後に一

定期間勤務すると、異なる残業レベルに達します。3 つの残業レベルに異なる勤務時間レ

ート(1 ～10、10 進数) を設定できます。たとえば、有効な残業時間が1 時間(時間外レベ

ル1) で、時間外レベル1 の勤務時間レートが2 に設定されている場合、期間内の勤務時

間は2 時間として計算されます。 

週末残業規則 

週末の時間外ルールを有効にし、計算モードを設定できます。 

3. 保存をクリックします。 

Attendance Check Point の設定 

アクセスポイントのカードリーダーを出席チェックポイントに設定して、カードリーダーの認証を出

席用に記録することができます。 

はじめる前に 

出席チェックポイントを設定する前に、アクセスコントロールデバイスを追加する必要があります。

詳細については、「デバイスの追加」を参照してください。 

手順 

注意 

デフォルトでは、追加されたアクセスコントロールデバイスのすべてのカードリーダーが参加チ

ェックポイントとして設定されます。 

  

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 「出席設定」→「出席チェック・ポイント」を選択して、「出席チェック・ポイント設定」ぺージに入り

ます。 

3. 必要に応じて、すべてのカード・リーダーをチェック・ポイント・スイッチがオフになるように設定

します。 

出席チェックポイントには、リスト内のカードリーダーのみが設定されます。 

4. デバイスリストの目的のカードリーダーを出席チェックポイントとして確認します。 

5. チェックポイント機能をStart/End-Work、Start-Work、End-Workに設定します。 

6. 「チェック・ポイントとして設定」をクリックします。 

設定された参加チェックポイントが右側のリストに表示されます。 
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休日の設定 

チェックインやチェックアウトが記録されない休日を追加できます。 

正規休日の追加 

年末年始、独立日、クリスマス日など、有効期間中の定期的な日に毎年有効となる休日を設定

できます。 

手順 

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 休日→の出席設定を選択すると、休日設定画面に入ります。 

3. 休日タイプとして通常の休日をチェックします。 

4. 休日の名前をカスタマイズします。 

5. 休日の初日を設定します。 

6. 休日の日数を記入してください。 

7. 従業員が休日に勤務する場合の出席ステータスを設定します。 

8. オプション:この休日設定を毎年有効にするには、「毎年繰り返す」をオンにします。 

9. OKをクリックします。 

追加した休日は、休日一覧とカレンダーに表示されます。 

日付が別の祝日として選択されている場合は、最初に追加された祝日として記録されます。 

10. オプション: 休日を追加したら、次のいずれかの操作を実行します。 

休日編集 クリックして休日情報を編集します。  

休日削除 追加した休日を1 つ以上選択し、「削除」をクリックして休日リストか

ら休日を削除します。 
  

不規則休日の追加 

休日は、バンクホリデーなどの有効期間内の不規則な日に毎年有効になるように設定できます。 

手順 

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 休日→の出席設定を選択すると、休日設定画面に入ります。 

3. 「追加」をクリックして、「休日の追加」ページを開きます。 

4. 休日タイプとして「不規則休日」をチェックします。 

5. 休日の名前をカスタマイズします。 

6. 休日の開始日を設定します。 

例 

2019年11 月の第4 木曜日を感嘆符の休日に設定する場合は、4 つのドロップダウンリストか

ら2019年、11 月、4 日、木曜日を選択する必要があります。 

7. 休日の日数を記入してください。 

8. 従業員が休日に勤務する場合の出席ステータスを設定します。 
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9. オプション:この休日設定を毎年有効にするには、「毎年繰り返す」をオンにします。 

10. OKをクリックします。 

追加した休日は、休日一覧とカレンダーに表示されます。 

日付が別の祝日として選択されている場合は、最初に追加された祝日として記録されます。 

11. オプション: 休日を追加したら、次のいずれかの操作を実行します。 

休日編集 クリックして休日情報を編集します。  

休日削除 追加した休日を1 つ以上選択し、「削除」をクリックして休日リストか

ら休日を削除します。 
  

脱退タイプの設定 

実際のニーズに合わせて、リーブタイプ(メジャーリーブタイプとマイナーリーブタイプ)をカスタマイ

ズできます。リーブタイプを編集または削除することもできます。 

手順 

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 「出席設定」→「出発種別」を選択して、「出発種別設定」ページに入ります。 

3. 左側の「追加」をクリックして、主要な脱退タイプを追加します。 

4. オプション: メジャーリーブタイプに対して、次のいずれかの操作を実行します。 

編集 メジャー・リーブ・タイプの上にカーソルを移動し、クリックしてメジャ

ー・リーブ・タイプを編集します。  

削除 メジャーリーブタイプを1つ選択し、左側の「削除」をクリックしてメジャ

ーリーブタイプを削除します。 
  

5. 右側の「追加」をクリックして、マイナー・リーブ・タイプを追加します。 

6. オプション: マイナーリーブタイプに対して、次のいずれかの操作を実行します。 

編集 マイナー・リーブ・タイプの上にカーソルを移動し、をクリックしてマイ

ナー・リーブ・タイプを編集します。  

削除 1つまたは複数の主要な脱退タイプを選択し、右側の削除をクリック

して、選択したマイナー脱退タイプを削除します。 
  

認証レコードのサードパーティデータベースへの同期 

クライアントソフトウェアに記録された出席データは、他のシステムで計算やその他の操作に使用

できます。同期機能を有効にすると、クライアントソフトウェアからサードパーティデータベースに
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認証レコードを自動的に適用できます。 

手順 

1. Time & Attendanceモジュールを入力します。 

2. 出席設定→サードパーティデータベースをクリックする。 

3. Apply to Database switch をon に設定して、同期機能を有効にします。 

4. データベースタイプとしてSQLServer またはMySql を選択します。 

注意 

MySql を選択した場合は、ローカルPC から設定ファイル(libmysql.dll) をインポートする必要

があります。 

  

5. サードパーティデータベースのその他の必要なパラメータ(サーバIP アドレス、データベース

名、ユーザ名、パスワードなど) を設定します。 

6. 実際の構成に従って、データベースのテーブルパラメータを設定します。 

1) サードパーティデータベースのテーブル名を入力します。 

2) クライアントソフトウェアとサードパーティデータベース間のマッピングされたテーブルフィー

ルドを設定します。 

7. 「保存」をクリックして、データベースを接続できるかどうかをテストし、正常な接続の設定を保

存します。 

● 出席データがサードパーティデータベースに書き込まれます。 

● 同期中に、クライアントがサードパーティデータベースとの接続を切断すると、クライアントは

30 分ごとに再接続を開始します。再接続後、クライアントは切断された期間中に記録された

データをサードパーティデータベースに同期します。 

ブレークタイムの設定 

ブレイク時間を追加し、ブレイクの開始時間、終了時間、継続時間、計算モード、その他のパラメ

ータを設定できます。追加した休止時間は、編集または削除することもできます。 

手順 

1. 「時刻と出席→予定表」を選択します。 

追加した時刻表が一覧に表示されます。 

2. 追加した時刻表を選択するか、「追加」をクリックして設定時刻表ページに入ります。 

3. 「Break Time」をクリックして、「Break Time」ページに入ります。 

4. Break Time Settings をクリックします。 

5. 休止時間を追加します。 

1) 追加をクリックします。 

2) 休止時間の名前を入力します。 

3) ブレイクタイムの関連パラメータを設定します。 

開始時刻/終了時刻 

ブレークの開始と終了の時刻を設定します。 
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No Earlier Than / No Later Than 

ブレイク開始時の最も早いスワイプ時間と、ブレイク終了時の最も遅いスワイプ時間を設

定します。 

ブレーク継続時間 

ブレークの開始時刻から終了時刻までの期間。 

計算 

自動除外 

休止期間は勤務時間から除外されます。 

Must Check 

休業時間は、実際のチェックイン時間とチェックアウト時間に従って計算され、勤務時間

から除外されます。 

注意 

計算方法としてMust Checkを選択した場合は、遅れた場合や早めに復帰する場合の

出席状況を設定する必要があります。 
  

6. 保存をクリックして設定を保存します。 

7. 必要に応じて、「追加」を選択して、休止時間の追加を続行します。 

レポート表示の設定 

会社名、ロゴ、日付形式、時刻形式、マークなど、出席レポートに表示される表示内容を設定でき

ます。 

手順 

1. Time & Attendanceモジュールを入力します。 

2. 出席統計→レポート画面を選択します。 

3. 出席レポートの表示設定を行います。 

商号 

会社名を入力して、レポートに名前を表示します。 

出席ステータスマーク 

マークを入力し、色を選択します。レポートの出席ステータスの関連フィールドがマークと色

で表示されます。 

週末マーク 

マークを入力し、色を選択します。レポートの週末フィールドにマークと色が表示されます。 

4. 保存をクリックします。 
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7.11.2 一般予定表の追加 

「時刻表」ページでは、従業員の一般的な時刻表を追加できます。これには、開始時刻と終了時

刻が固定されている必要があります。また、有効なチェックイン/アウト時間、遅れて離れるまでの

許容時間表を早めに設定できます。 

手順 

1. 「時刻と出席→時刻表」を選択して、時刻表の設定画面に入ります。 

2. 「追加」をクリックして、予定表の追加ページに入ります。 

 

図7-14 タイムテーブルの追加 

3. 時刻表の名前を作成します。 

注意 

名前の横にある色のアイコンをクリックすると、設定結果領域のタイムバーにある有効なタイム

テーブルの色をカスタマイズできます。 

  

4. 一般的にタイムテーブルの種類を選択します。 

5. 計算方法を選択します。 

ファーストイン&ラストアウト 

最初のチェックイン時間は開始作業時間として記録され、最後のチェックアウト時間は終了
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作業時間として記録されます。 

各チェックイン/アウト 

チェックイン時間とチェックアウト時間はそれぞれ有効で、隣接するチェックイン時間とチェッ

クアウト時間の間のすべての期間の合計が有効な作業時間として記録されます。 

この計算方法では、「有効な認証間隔」を設定する必要があります。たとえば、同じカードの

カードスワイプの間隔が設定値より小さい場合、カードスワイプは無効になります。 

6. オプション:デバイスの出席状況に応じて計算するには、Enable T&A Statusスイッチをオンに

設定します。 

注意 

この機能は、デバイスでサポートされている必要があります。 

  

7. 関連する出席時間パラメータを次のように設定します: 

開始/終了時刻 

作業開始時刻と作業終了時刻を設定します。 

有効なチェックイン/アウト時間 

タイムバーで、黄色いバーを調整して、チェックインまたはチェックアウトが有効なタイムテー

ブルを設定します。 

  

Calculated as 実際の作業継続時間として計算された継続時間を設定します。 

Late/Early Leave Allowable 

遅出または早退の時刻表を設定します。 

8. 不在関連パラメータを設定します。 

  

チェックイン、レイト・フォー・チェックインしたが、作業が遅れている従業員のレイト・タイム期

間を設定できます。必要時間を超えた場合は、勤怠データに欠勤と表示されます。 

  

チェックアウト、早期退職 通常の退職時間よりも早くチェックアウトする従業員の早期退職

時間を設定でき、出席データは不在としてマークされます。 

チェックインなし 

本人がチェックインしない場合は、勤怠データに欠勤・遅刻と表示されることがあります。 

チェックアウトなし 

チェックアウトしない場合は、勤怠データに欠勤・早退と表示されることがあります。 

9. 「保存」をクリックして、時刻表を追加します。 

10. (オプション) 時刻表を追加した後、次の操作を1 つ以上実行します。 
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予定表の編集 リストからタイムテーブルを選択し、関連情報を編集します。 

予定表削除 リストからタイムテーブルを選択し、削除をクリックして削除します。 
  

7.11.3 シフトの追加 

シフト期間(日、週、月)と有効な出席時間の設定を含む従業員のシフトを追加できます。実際の

要件に従って、従業員の1 シフトに複数のタイムテーブルを追加できます。この場合、タイムテー

ブルごとにチェックインとチェックアウトが必要になります。 

はじめる前に 

まず、時刻表を追加します。詳細については、「一般タイムテーブルの追加」を参照してください。 

手順 

1. 「時刻・出席→切替」を選択し、シフト設定画面に入ります。 

2. 「追加」をクリックして「シフトの追加」ページに入ります。 

3. シフトの名前を入力します。 

4. ドロップダウンリストからシフト期間を選択します。 

5. 追加した時刻表を選択し、タイムバーをクリックして時刻表を適用します。 

 

図7-15 シフトの追加 
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注意 

複数のタイムテーブルを選択できます。異なる時間表の開始時刻と終了時刻、および有効な

チェックイン時刻とチェックアウト時刻を重複させることはできません。 

  

 

 

図7-16 複数のタイムテーブルの追加 

6. 保存をクリックします。 

ページの左パネルに追加されたシフトリスト。最大64 個のシフトを追加できます。 

7. オプション: シフトをクイックシフトスケジュールの組織または個人に割り当てます。 

1) 割り当てをクリックします。 

2) 「組織」または「個人」タブを選択し、目的の組織または個人ボックスをオンにします。 

選択した組織または個人が右ページに一覧表示されます。 

3) シフトスケジュールの「失効日」を設定します。 

4) スケジュールのその他のパラメータを設定します。 

チェックイン不要 

このスケジュールの担当者は、勤務するときにチェックインする必要はありません。 

チェックアウト不要 

このスケジュールの人は、仕事が終わったときにチェックアウトする必要はありません。 

休日の予定 



顔認証端末操作マニュアル 

128 

休日には、このスケジュールは引き続き有効であり、スケジュールに従って作業する必要

があります。 

時間外勤務効果 

このスケジュールのために、人の残業時間が記録されます。 

5) 「保存」をクリックして、クイックシフトスケジュールを保存します。 

7.11.4 シフトスケジュールの管理 

シフト勤務は、毎日24時間すべての時計を利用するように設計された雇用プラクティスです。この

プラクティスでは、通常、シフトに分割された日が表示され、異なるシフトがそれぞれの業務を実

行する期間が設定されます。 

部門スケジュール、個人スケジュール、一時スケジュールを設定できます。 

部門スケジュールの設定 

1つの部署にシフトスケジュールを設定でき、部署内のすべての担当者にシフトスケジュールが

割り当てられます。 

はじめる前に 

Time & Attendance モジュールでは、部門リストは組織と同じです。まず、Person モジュールに

組織と個人を追加する必要があります。詳細については、「個人管理」を参照してください。 

手順 

1. 「時刻と出席→シフトスケジュール」を選択すると、「シフトスケジュール管理」画面が表示され

ます。 

2. 「部門スケジュール」をクリックして、「部門スケジュール」ページに入ります。 

3. 左側の組織リストから部門を選択します。 

注意 

「サブ組織を含める」にチェックを入れると、組織を選択したときに、そのサブ組織が同時に選

択されます。 

  

4. ドロップダウンリストからシフトを選択します。 

5. 必要に応じて、「複数シフトスケジュール」を有効にし、追加された人物のタイムテーブルから

有効期間を選択します。 

注意 

タイムテーブルが1つしかないシフトの場合のみ有効です。 

 

複数のシフトスケジュール 



顔認証端末操作マニュアル 

129 

それは複数の時刻表を含む。いずれかのタイムテーブルをチェックイン/チェックアウトする

ことができ、出席が有効になります。 

複数のシフトスケジュールに00:00 ～07:00、08:00 ～15:00、16:00 ～23:00 の3 つのタイム

テーブルが含まれている場合。この複数のシフトスケジュールを採用する人の出席は、3つ

のタイムテーブルのいずれでも有効である。07:50 にチェックインすると、最も近い時刻表

08:00 ～15:00 が参加者に適用されます。 

  

6. 開始日と終了日を設定します。 

7. スケジュールのその他のパラメータを設定します。 

チェックイン不要 

このスケジュールの担当者は、勤務するときにチェックインする必要はありません。 

チェックアウト不要 

このスケジュールの人は、仕事が終わったときにチェックアウトする必要はありません。 

休日の予定 

休日には、このスケジュールは引き続き有効であり、スケジュールに従って作業する必要が

あります。 

時間外勤務効果 

このスケジュールのために、人の残業時間が記録されます。 

8. 保存をクリックします。 

個人スケジュールの設定 

シフトスケジュールは、1 人以上に割り当てることができます。個人スケジュールの詳細を表示お

よび編集することもできます。 

はじめる前に 

「個人」モジュールに部門と個人を追加します。詳細については、「個人管理」を参照してくださ

い。 

手順 

注意 

個人スケジュールは、部門スケジュールよりも優先順位が高くなります。 

  

1. 「時刻と出席→シフトスケジュール」を選択して、「シフトスケジュール」ページに入ります。 

2. 「個人用スケジュール」をクリックして、「個人用スケジュール」ページに入ります。 

3. 組織を選択し、個人を選択します。 

4. ドロップダウンリストからシフトを選択します。 

5. 必要に応じて、「複数シフトスケジュール」を有効にし、追加された人物のタイムテーブルから

有効期間を選択します。 
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注意 

タイムテーブルが1つしかないシフトの場合のみ有効です。 

 

複数のシフトスケジュール 

それは複数の時刻表を含む。いずれかのタイムテーブルをチェックイン/チェックアウトする

ことができ、出席が有効になります。 

複数のシフトスケジュールに00:00 ～07:00、08:00 ～15:00、16:00 ～23:00 の3 つのタイム

テーブルが含まれている場合。この複数のシフトスケジュールを採用する人の出席は、3つ

のタイムテーブルのいずれでも有効である。07:50 にチェックインすると、最も近い時刻表

08:00 ～15:00 が参加者に適用されます。 

  

6. 開始日と終了日を設定します。 

7. スケジュールのその他のパラメータを設定します。 

チェックイン不要 

このスケジュールの担当者は、勤務するときにチェックインする必要はありません。 

チェックアウト不要 

このスケジュールの人は、仕事が終わったときにチェックアウトする必要はありません。 

休日の予定 

休日には、このスケジュールは引き続き有効であり、スケジュールに従って作業する必要が

あります。 

時間外勤務効果 

このスケジュールのために、人の残業時間が記録されます。 

8. 保存をクリックします。 

一時スケジュールの設定 

個人の一時的なスケジュールを追加することができ、その人にはシフトスケジュールが一時的に

割り当てられます。一時スケジュールの詳細を表示および編集することもできます。 

はじめる前に 

「個人」モジュールに部門と個人を追加します。詳細については、「個人管理」を参照してくださ

い。 

手順 

注意 

一時スケジュールは、部門スケジュールおよび個人スケジュールよりも優先順位が高くなりま

す。 
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1. 「時刻と出席→シフトスケジュール」を選択すると、「シフトスケジュール管理」画面が表示され

ます。 

2. Temporary Schedule をクリックして、Temporary Schedule ページに入ります。 

3. 組織を選択し、個人を選択します。 

4. 1つの日付をクリックするか、クリックしてドラッグし、一時スケジュールの複数の日付を選択し

ます。 

5. ドロップダウンリストから「勤務日」または「勤務日以外」を選択します。 

「休日」を選択した場合は、以下のパラメータを設定する必要があります。 

  

「通常レベル」または「時間外レベル」として計算され、一時スケジュールの出席状況をマー

クします。 

タイムテーブル 

ドロップダウンリストから時刻表を選択します。 

複数シフトスケジュール 

それは複数の時刻表を含む。いずれかのタイムテーブルをチェックイン/チェックアウトする

ことができ、出席が有効になります。 

複数のシフトスケジュールに00:00 ～07:00、08:00 ～15:00、16:00 ～23:00 の3 つのタイム

テーブルが含まれている場合。この複数のシフトスケジュールを採用する人の出席は、3つ

のタイムテーブルのいずれでも有効である。07:50 にチェックインすると、最も近い時刻表

08:00 ～15:00 が参加者に適用されます。 

ルール 

スケジュールの他のルール(チェックイン不要、チェックアウト不要など)を設定します。 

6. 保存をクリックします。 

シフトスケジュールの確認 

シフトスケジュールは、カレンダーモードまたはリストモードで確認できます。また、シフトスケジュ

ールを編集または削除することもできます。 

手順 

1. 「時刻と出席→シフトスケジュール」を選択すると、「シフトスケジュール管理」画面が表示され

ます。 

2. 組織と対応する個人を選択します。 

3. またはをクリックすると、カレンダーモードまたはリストモードでシフトスケジュールが表示され

ます。  

カレンダー 

カレンダーモードでは、1ヶ月の各日のシフトスケジュールを見ることができます。1日の一時

スケジュールをクリックして、編集または削除することができます。 
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リスト 

リストモードでは、シフト名、タイプ、有効期間など、1 人の個人または組織に関するシフトス

ケジュールの詳細を表示できます。シフトスケジュールを確認し、削除をクリックして選択した

シフトスケジュールを削除します。 

7.11.5 手動によるチェックイン/チェックアウト記録の修正 

出席ステータスが正しくない場合は、チェックインまたはチェックアウトレコードを手動で修正でき

ます。チェックインまたはチェックアウトレコードを編集、削除、検索、またはエクスポートすること

もできます。 

はじめる前に 

● Person モジュールに組織と個人を追加する必要があります。詳細については、「個人管理」を

参照してください。 

● 担当者の出席状況が正しくありません。 

手順 

1. 「時刻と出席→の出席処理」を選択して、出席処理画面に入ります。 

2. 「Correct Check-In/Out」をクリックして、チェックイン/アウト修正ページの追加を入力します。 

3. 修正する個人を左側のリストから選択します。 

4. 補正日を選択します。 

5. チェックイン/アウト補正パラメータを設定します。 

チェックインを選択し、実際の開始時刻を設定します。チェックアウトを選択し、実際の作業終了

時刻を設定します。 

注意 

クリックすると、複数のチェックイン/アウト項目を追加できます。最大8 つのチェックイン/アウト

項目をサポートできます。  

  

6. 必要に応じて、リマーク情報を入力します。 

7. 保存をクリックします。 

8. (オプション) チェックイン/チェックアウト補正を追加したら、次のいずれかの操作を実行しま

す。 

表示 またはをクリックすると、追加された出席管理情報がカレンダーモー

ドまたはリストモードで表示されます。  

注意 

カレンダーモードでは、Calculate をクリックして、1 か月の人の出席

ステータスを取得する必要があります。 
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編集 ● カレンダーモードで、日付の関連ラベルをクリックして詳細を編集

します。 

● リストモードで、Date、Handling Type、Time、またはRemark 列の

関連するフィールドをダブルクリックして情報を編集します。 

 

削除 選択した項目を削除します。 

エクスポート 出席処理の詳細をローカルPC にエクスポートします。 

注意 

エクスポートされた詳細は、CSV形式で保存されます。 
  

 
  

7.11.6 脱退とビジネストリップの追加 

休暇を求めたい時や出張をしたい時に、休暇や出張を追加できます。 

はじめる前に 

Person モジュールに組織と個人を追加する必要があります。詳細については、「個人管理」を参

照してください。 

手順 

1. 「時刻と出席→の出席処理」を選択して、出席処理画面に入ります。 

2. 退職/出張ページの追加に入るには、「退職/出張に適用」をクリックします。 

3. 左側のリストから個人を選択します。 

4. 出張や出張の日付を設定します。 

5. ドロップダウンリストからメジャーリーブタイプとマイナーリーブタイプを選択します。 

注意 

退職種は、出席設定で設定できます。詳細については、「離脱タイプの設定」を参照してくださ

い。 

  

6. 離脱時間を設定します。 

7. 必要に応じて、リマーク情報を入力します。 

8. 保存をクリックします。 

9. (オプション)リーブと出張を追加したら、次のいずれかの操作を実行します。 

表示 またはをクリックすると、追加された出席管理情報がカレンダーモー

ドまたはリストモードで表示されます。  
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注意 

カレンダーモードでは、Calculate をクリックして、1 か月の人の出席

ステータスを取得する必要があります。 
  

 

編集 ● カレンダーモードで、日付の関連ラベルをクリックして詳細を編集

します。 

● リストモードで、「Date」、「Handling Type」、「Time」、または

「Remark」列のフィールドをダブルクリックして、関連情報を編集し

ます。 

 

削除 選択した項目を削除します。 

エクスポート 出席処理の詳細をローカルPC にエクスポートします。 

注意 

エクスポートされた詳細は、CSV形式で保存されます。 
  

 
  

7.11.7 出席データの計算 

出席データ、従業員の詳細出席データ、従業員の異常出席データ、従業員の残業データ、カード

スワイピングログの概要を検索して表示する前に、出席データを計算する必要があります。 

出席データの自動計算 

毎日設定した時刻に、クライアントが前日の出席データを自動的に計算できるように、スケジュー

ルを設定できます。 

手順 

注意 

  

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 「出席設定→の全般規則」を選択します。 

3. Auto-Calculate Attendance 領域で、クライアントがデータを計算する時刻を設定します。 

4. 保存をクリックします。 

クライアントは、設定した時刻から前日の出席データを計算します。 
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出席データの手動計算 

データ範囲を設定することで、手動で出席データを計算できます。 

手順 

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 出席統計→算出を選択します。 

3. 開始時刻と終了時刻を設定して、出席データ範囲を定義します。 

4. 部門、名前、個人ID、出席状況など、その他の条件を設定します。 

5. 計算をクリックします。 

注意 

3ヶ月以内の出席データしか計算できません。 

  

6. 以下のいずれかの操作を行います。 

正しいチェックイン/

チェックアウト 

Correct Check-in/out をクリックして、チェックイン/アウト補正を追

加します。 

表示する項目を選択 レポートに表示する項目を選択するには、異なる項目のタイトルをク

リックするか、右クリックします。  

レポートの生成 「レポート」をクリックして、出席レポートを生成します。 

レポートのエクスポ

ート 

Export(エクスポート)をクリックして、参加データをローカルPC にエク

スポートします。 

注意 

エクスポートされた詳細は。CSV に保存されます。 フォーマット。 
  

 
  

7.11.8 出席統計 

元の出席履歴を確認し、算出した出席データをもとに出席レポートを作成・エクスポートできま

す。 

従業員の出席データの概要の取得 

出席時間、出席状況、チェックポイントなど、従業員の出席記録をクライアントで検索して表示で

きます。 

はじめる前に 

● Person モジュールに組織と個人を追加し、個人にスワイプされたカードを追加する必要があり
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ます。詳細については、「個人管理」を参照してください。 

● 出席データを計算します。 

注意 

○ クライアントは、翌日の午前1:00に前日の出席データを自動的に計算します。 

○ クライアントを午前1:00 に実行したままにするか、前日の出席データを自動的に計算できま

せん。自動的に計算されない場合は、出席データを手動で計算できます。詳細については、

「出席データの手動計算」を参照してください。 
  

手順 

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 出席統計→出席履歴を選択します。 

3. 検索する出席開始時刻と終了時刻を設定します。 

4. 部門、名前、個人ID など、その他の検索条件を設定します。 

5. デバイスのオリジナルレコードまたは手動処理レコードとしてデータソースを選択します。 

6. 必要に応じて、「デバイスからイベントを取得」を選択して、デバイスから出席データを取得しま

す。 

7. (オプション)「リセット」を選択すると、すべての検索条件がリセットされ、検索条件が再度編集さ

れます。 

8. 検索をクリックします。 

結果がページに表示されます。従業員の必要な出席ステータスとチェックポイントを表示できま

す。 

9. (オプション) 結果を検索した後、次のいずれかの操作を実行します。 

レポートの生成 「レポート」をクリックして、出席レポートを生成します。 

レポートのエクスポ

ート 

Export(エクスポート)をクリックして、結果をローカル PC にエクスポ

ートします。 

カスタムエクスポート 詳しくはをご覧ください。 
  

インスタントレポートの生成 

従業員の出席結果を表示するために、一連の出席レポートを手動で生成することができます。 

はじめる前に 

出席データを計算します。 

注意 

出席データを手動で計算することも、クライアントが毎日自動的にデータを計算できるようにスケ

ジュールを設定することもできます。詳細については、「出席データの計算」を参照してください。 
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手順 

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 出席統計→レポートを選択します。 

3. レポートタイプを選択します。 

4. 出席レポートを表示する部門または個人を選択します。 

5. 出席データをレポートに表示する開始時刻と終了時刻を設定します。 

6. レポートをクリックして統計レポートを生成し、開きます。 

カスタムアテンダンスレポート 

クライアントは複数のレポートタイプをサポートしており、レポートの内容を事前定義することがで

き、設定した電子メールアドレスにレポートを自動的に送信できます。 

手順 

注意 

電子メールの自動送信機能を有効にする前に、電子メールパラメータを設定します。詳細につ

いては、クライアントソフトウェアのユーザーマニュアルの「電子メールパラメータの設定」を参

照してください。 

  

1. Time & Attendance モジュールを入力します。 

2. 「出席状況統計→ユーザ定義レポート」を選択します。 

3. 「追加」をクリックして、レポートを事前定義します。 

4. レポートの内容を設定します。 

レポート名 

レポートの名前を入力します。 

レポートタイプ 

1つのレポートタイプを選択すると、このレポートが生成されます。 

レポート時間 

選択する時間は、レポートの種類によって異なる場合があります。 

人 

レポートに参加記録を生成する追加された人物を選択します。 

5. オプション: レポートを電子メールアドレスに自動的に送信するスケジュールを設定します。 

1) この機能を有効にするには、電子メールの自動送信をオンにします。 

2) 選択した送信日にクライアントがレポートを送信する有効期間を設定します。 

3) クライアントがレポートを送信する日付を選択します。 

4) クライアントがレポートを送信する時刻を設定します。 

例 

有効期間を2018/3/10 ～2018/4/10 に設定し、送信日として金曜日を選択し、送信時間を
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20:00:00 に設定すると、クライアントは2018/3/10 ～2018/4/10 の金曜日の午後8 時にレ

ポートを送信します。 

注意 

送信時間の前に出席記録が計算されていることを確認します。出席データを手動で計算す

ることも、クライアントが毎日自動的にデータを計算できるようにスケジュールを設定すること

もできます。詳細については、「出席データの計算」を参照してください。 

  

5) 受信者の電子メールアドレスを入力します。 

注意 

「+」をクリックすると、新しいメールアドレスを追加できます。最大5 つの電子メールアドレス

を使用できます。 

  

6) 必要に応じて、「プレビュー」を選択してメールの詳細を表示します。 

6. OKをクリックします。 

7. 必要に応じて、カスタムレポートを追加したら、次の操作を1 つ以上実行できます: 

レポートの編集 追加したレポートを1つ選択し、「編集」をクリックして設定を編集しま

す。 

レポートの削除 追加したレポートを1つ選択し、削除をクリックして削除します。 

レポートの生成 追加したレポートを1 つ選択し、「レポート」をクリックすると、レポート

がすぐに生成され、レポートの詳細を表示できます。 
  

7.12 リモート設定(Web) 

デバイスパラメータをリモートで設定します。 

7.12.1 デバイス情報を表示する 

デバイス名、ビューデバイスタイプ、シリアル番号、バージョン、リレー番号、ロック番号を表示、

設定します。 

管理用デバイスタブからデバイスを選択し、→ユーティリティのデバイス情報の→をクリックして、
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デバイス情報ページに入ります。  

 

図7-17 デバイス情報の表示 

デバイス名の設定、デバイスの種類、シリアル番号、バージョン、リレー番号、ロック番号の表示

ができます。保存をクリックして設定を保存します。 

7.12.2 デバイスパスワードの変更 

デバイスパスワードを変更できます。 

はじめる前に 

デバイスがアクティブになっていることを確認します。詳細は、「アクティベーション」を参照してくだ

さい。 

手順 

1. 「管理用デバイス」ページで、「→ユーティリティユーザの→」を選択して、「ユーザ」タブに入り

ます。  

2. ユーザーを選択し、「編集」をクリックして「編集」ページに入ります。 

3. 古いパスワードを入力し、新しいパスワードを作成して、新しいパスワードを確認します。 
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注意 

デバイスのパスワード強度を自動的に確認できます。製品のセキュリティを高めるために、ご

自身で選択したパスワードを変更することを強くお勧めします(大文字、小文字、数字、特殊文

字の3 種類以上を含め、最低8 文字を使用)。また、パスワードは定期的に変更することをお

勧めします。特に高セキュリティシステムでは、毎月または毎週パスワードを変更すると、製品

の保護が向上します。 

すべてのパスワードおよびその他のセキュリティ設定を適切に構成することは、設置者および/

またはエンドユーザーの責任となります。 

  

4. OKをクリックします。 

結果 

デバイスパスワードが変更されます。デバイスを再接続するには、Device for Management(管理

用デバイス)ページに新しいパスワードを入力する必要があります。 

7.12.3 時間管理 

デバイスのタイムゾーン、時刻同期、DSTパラメータを管理します。 

タイムゾーンと時刻の同期 

Device for Management(管理用デバイス)ページで、デバイスを選択し、→ System → Time(シス

テム時刻の→)をクリックして、Time(時刻)タブに入ります。  

タイムゾーンの選択、NTP パラメータの設定、または手動による時刻同期が可能です。 

時間帯 

ドロップダウン・リストから時間帯を選択します。 

NTP 

デバイスは自動的にNTP と時刻を同期します。NTP を有効にした後、NTP サーバアドレス、

NTP ポート、および同期間隔を設定する必要があります。 

手動時刻同期 

手動時刻同期を有効にした後、デバイスの時刻を手動で設定できます。 

Synchronize with Computer Timeをオンにすると、Set Time(時刻の設定)に現在のコンピュータ

の時刻が表示されます。このとき、Synchronize with Computer Time(コンピュータ時間と同期

する)のチェックを外し、をクリックすると、デバイスの時間を手動で編集できます。  

保存をクリックして設定を保存します。 

DST 

Device for Management ページで、Remote Configuration → System → Time → DST をクリック
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して、DST タブに入ります。 

DST を有効にし、DST バイアス時間、DST 開始時間、終了時間を編集できます。 

保存をクリックします。 

7.12.4 System Maintenance 

デバイスをリモートで再起動したり、デバイスをデフォルト設定に復元したり、設定ファイルをイン

ポートしたり、デバイスをアップグレードしたりできます。 

再起動 

Device for Management ページで、→ System → System Maintenance をクリックして、System 

Maintenance タブに入ります。  

Reboot(再起動)をクリックすると、デバイスが再起動を開始します。 

設定の復元 

管理用デバイスページで、リモート設定→システム→システムメンテナンスをクリックして、システ

ムメンテナンスタブに入ります。 

デフォルトに戻す 

パラメータは、IP アドレスを除いてデフォルトのものに復元されます。 

設定の一部を復元 

通信設定、リモートユーザー設定を除くすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

すべて復元 

すべてのデバイスパラメータがデフォルトのパラメータに復元されます。復元後、デバイスをア

クティブ化する必要があります。 

インポートとエクスポート 

管理用デバイスページで、リモート設定→システム→システムメンテナンスをクリックして、システ

ムメンテナンスタブに入ります。 

設定ファイルをインポートまたはエクスポートします。 

設定ファイルのインポート 

ローカルPC からデバイスに設定ファイルをインポートします。 

注意 

設定ファイルには、デバイスパラメータが含まれています。 
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設定ファイルのエクスポート 

設定ファイルをデバイスからローカルPC にエクスポートします。 

注意 

設定ファイルには、デバイスパラメータが含まれています。 
  

アップグレード 

管理用デバイスページで、リモート設定→システム→システムメンテナンスをクリックして、システ

ムメンテナンスタブに入ります。 

ドロップダウンリストからデバイスタイプを選択し、参照をクリックしてローカルコンピュータからア

ップグレードファイルを選択し、アップグレードをクリックします。 

注意 

● デバイスタイプとしてカードリーダーを選択した場合は、ドロップダウンリストからカードリーダー

番号も選択する必要があります。 

● アップグレードは約2分間続きます。アップグレード中は、電源を切らないでください。アップグレ

ード後、デバイスは自動的に再起動します。 

  

7.12.5 RS-485 パラメータの設定 

ボーレート、データビット、ストップビット、パリティタイプ、通信モード、ワークモード、接続モードな

どのRS-485パラメータを設定できます。 

手順 

1. 「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

2. クリックしてリモート設定ページに入ります。  

3. →ユーティリティのRS-485 設定をクリックして、RS-485 パラメータの設定タブに入ります。 

4. ドロップダウンリストからポートのシリアル番号を選択し、RS-485パラメータを設定します。 

5. ドロップダウンリストからボーレート、データビット、ストップビット、パリティ、フロー制御、通信モ

ード、動作モード、接続モードを設定します。 

6. 保存をクリックすると、設定したパラメータが自動的にデバイスに適用されます。 

注意 

作業モードを変更すると、デバイスが再起動します。作業モードの変更後、プロンプトがポップ

アップ表示されます。 
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7.12.6 セキュリティモードの設定 

クライアントソフトウェアにログインするためのセキュリティモードを設定します。 

Device for Management(管理用デバイス)ページで、→ System → Security(システムセキュリティ

の→)をクリックして、セキュリティモードタブに入ります。  

ドロップダウンリストからセキュリティモードを選択し、保存をクリックします。 

SSH を有効にして、よりセキュアなネットワークを取得することもできます。 

セキュリティモード 

クライアントソフトウェアにログインするときのユーザー情報検証の高セキュリティレベル。 

互換モード 

ユーザー情報の検証は、ログイン時の古いクライアントソフトウェアバージョンと互換性があり

ます。 

7.12.7 ネットワークパラメータの設定 

NIC タイプ、DHCP、HTTP などのデバイスネットワークパラメータを設定します。 

「管理用デバイス」ページで、「ネットワーク→ネットワークパラメータの→」を選択して、「ネットワ

ークパラメータ設定」タブに入ります。  

NIC タイプ 

ドロップダウンリストからNIC タイプを選択します。セルフアダプティブ、10M、100M のいずれ

かを選択できます。 

DHCP 

この機能を無効にする場合は、デバイスのIPv4 アドレス、IPv4 サブネットマスク、IPv4 デフォ

ルトゲートウェイ、MTU、およびポートを手動で設定する必要があります。 

この機能を有効にすると、システムはデバイスにIPv4 アドレス、IPv4 サブネットマスク、IPv4 

デフォルトゲートウェイを自動的に割り当てます。 

HTTP 

HTTPポート、DNS1サーバアドレス、DNS2サーバアドレスを設定します。 

7.12.8 レポートストラテジの設定 

EHome プロトコル経由でログをアップロードするためのセンターグループを設定できます。 

管理用デバイスページで、→ ネットワークレポートストラテジをクリックして、レポートストラテジ設
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定タブに入ります。  

センターグループを設定すると、システムはEHome プロトコル経由でログを転送します。保存を

クリックして設定を保存します。 

センターグループ 

ドロップダウンリストからセンターグループを選択します。 

Main Channel 

デバイスはメインチャネルを介してセンターと通信します。 

注意 

N1 は有線ネットワークを指します。 
  

7.12.9 ネットワークセンターのパラメータ設定 

通知監視センター、センターのIPアドレス、ポート番号、プロトコル(EHome)、EHomeアカウントの

ユーザー名などを設定できます。EHomeプロトコル経由でデータを送信します。 

「管理用デバイス」ページで、「ネットワーク→ネットワークセンターパラメータの→」を選択して、

「ネットワークセンターパラメータ設定」タブに入ります。  

ドロップダウンリストから中央を選択します。 

機能を有効にすると、センターのアドレスタイプ、IPアドレス/ドメイン名、ポート番号、EHomeユー

ザー名などを設定できます。 

保存をクリックします。 

7.12.10 SIP パラメータの設定 

マスタ局のIPアドレスとSIPサーバのIPアドレスを設定します。パラメータ設定後、入退室管理装

置、ドア局、屋内局、親局、プラットフォーム間で通信できます。 

注意 

アクセス制御装置と他の装置またはシステム(ドアステーション、屋内ステーション、マスタステー

ション、プラットフォームなど)のみが同じIPセグメントにあり、双方向オーディオを実行できます。 

  

「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

クリックしてリモート設定ページに入ります。  

Network → Linked Network Configuration をクリックし、マスタ局のIP アドレスとSIP サーバのIP 
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アドレスを設定します。 

保存をクリックします。 

7.12.11 リレーパラメータの設定 

「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

クリックしてリモート設定ページに入ります。  

「アラーム→中継」を選択します。リレーを選択し、をクリックして、リレー名と出力遅延時間を設定

します。設定を保存するには、OKをクリックします。  

7.12.12 アクセス制御パラメータの設定 

手順 

1. 「管理用デバイス」ページで、「その他の→のアクセス制御パラメータの→」を選択して、「アク

セス制御パラメータ」タブに入ります。  

2. チェックボックスをオンにすると、機能が有効になります。 

音声プロンプト 

この機能を有効にすると、デバイスで音声プロンプトが有効になります。デバイスで操作して

いるときに音声プロンプトが聞こえます。 

取り込み後に画像をアップロードする 

この機能を有効にすると、キャプチャした画像がクライアントソフトウェアに送信されます。 

撮影した画像を保存する 

この機能を有効にすると、撮影した画像が保存されます。 

3. 保存をクリックします。 

7.12.13 顔認識端末のパラメータを設定する 

「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

CTRL を押し、をクリックしてリモート設定ページに入ります。  

「他の→顔認識端末パラメータ」を選択すると、機器パラメータを設定できます。 

顔写真データベース 

顔写真データベースとしてDeep Learningを選択します。 

認証中の顔画像を保存する 
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有効にすると、認証時にキャプチャされた顔画像がデバイスに保存されます。 

CPUカード読み出し 

カード番号またはファイルを読み出す場合に選択します。 

ワークモード 

デバイスのワークモードをノーマルモードに設定します。アクセスするには、認証情報を認証す

る必要があります。 

エコモード 

ECO モードを有効にすると、デバイスはIR カメラを使用して、明るい環境または暗い環境で顔

を認証します。また、ECO モードのしきい値、ECO モード(1:N)、ECO モード(1:1)を設定できま

す。 

ECOモード(1:1) 

ECO モード1:1 マッチモードで認証するときの一致しきい値を設定します。値が大きいほど、

誤受け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率が高くなります。 

ECOモード(1:N) 

ECO モード1:N マッチングモードで認証する場合の一致しきい値を設定します。値が大きいほ

ど、誤受け入れ率が小さくなり、誤受け入れ率が高くなります。 

ECOモードしきい値 

ECO モードを有効にすると、ECO モードのしきい値を設定できます。値が大きいほど、デバイ

スはECO モードに入りやすくなります。指定可能な範囲: 0 ～8。 

保存をクリックして設定を保存します。 

7.12.14 顔画像パラメータの設定 

手順 

1. 「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

2. クリックしてリモート設定ページに入ります。  

3. 「他の→顔画像パラメータ」を選択して、「顔画像パラメータの設定」ページに入ります。 

ピッチ角度 

顔認証時の最大ピッチ角です。 

Yaw アングル 

顔認証時の最大ヨー角度。 

余白(左) 

顔の左側から認識領域の左マージンまでの距離のパーセンテージ。 

顔写真認証の場合、実際の距離パーセンテージは設定値より大きくする必要があります。そ

の他のパーセンテージ、距離、角度も条件を満たす必要があります。 
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マージン(右) 

顔の右側から認識領域の右マージンまでの距離のパーセンテージ。 

顔写真認証の場合、実際の距離パーセンテージは設定値より大きくする必要があります。そ

の他のパーセンテージ、距離、角度も条件を満たす必要があります。 

マージン(上) 

顔の上端から認識領域の上端までの距離のパーセンテージ。 

顔写真認証の場合、実際の距離パーセンテージは設定値より大きくする必要があります。そ

の他のパーセンテージ、距離、角度も条件を満たす必要があります。 

余白(下) 

顔の下端から認識領域の下端までの距離パーセンテージ。 

顔写真認証の場合、実際の距離パーセンテージは設定値より大きくする必要があります。そ

の他のパーセンテージ、距離、角度も条件を満たす必要があります。 

瞳孔距離 

顔認識時の2 人の生徒間の最小解像度。 

実際の解像度は、設定値より大きくする必要があります。 

スコア 

デバイスは、キャプチャされた画像を、ヨーアングル、ピッチアングル、および刺しゅう距離に

従ってスコアリングします。スコアが設定値未満の場合、顔認識に失敗します。 

認証時の顔写真のパラメータを設定します。 

4. 保存をクリックします。 

7.12.15 サプリメントライトパラメータの設定 

サプリメントライトのオン/オフを切り替えることができます。補助光の明るさを調整することもでき

ます。 

手順 

1. 「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

2. クリックしてリモート設定ページに入ります。  

3. 「他の→ サプリメントライトパラメータ」を選択して、「サプリメントライトパラメータの設定」ペー

ジに入ります。 

4. ドロップダウンリストからサプリメントライトタイプを選択します。 

5. ドロップダウンリストからサプリメントライトモードを選択します。 

6. オプション:補助光の明るさを設定します。 

7. 保存をクリックして設定を保存します。 
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7.12.16 デバイス番号設定 

機器の種類、コミュニティNo.、建物No.、フロアNo.、ユニットNo.を設定し、部屋No.を設定します。 

「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

クリックしてリモート設定ページに入ります。  

「他→ No.設定」を選択し、機器種別、コミュニティNo.、建物No.、フロアNo.、ユニットNo.、No.を設

定します。 

7.12.17 ビデオおよびオーディオパラメータの設定 

デバイスカメラの画質、解像度、その他のパラメータを設定できます。 

手順 

1. 「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

2. クリックしてリモート設定ページに入ります。  

3. 「映像→映像と音声」を選択し、設定画面に入ります。 

4. ストリームタイプ、ビットレートタイプ、ビデオ品質、フレームレート、オーディオエンコードタイ

プ、ビデオタイプ、ビットレート、解像度、I フレーム間隔など、デバイスカメラのパラメータを設

定します。 

5. 保存をクリックします。 

7.12.18 ボリュームの入力または出力の設定 

手順 

1. Management ページのDevice で、→ Image → Audio Input またはOutput をクリックして、

Audio Input またはOutput タブに入ります。  

2. ブロックを移動して、デバイスの入出力ボリュームを調整します。 

3. 保存をクリックします。 

7.12.19 動作リレー 

手順 

1. 「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

2. クリックしてリモート設定ページに入ります。  

3. 「動作→中継」を選択します。 

4. リレーを有効または無効にします。 
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7.12.20 リレーステータスの表示 

「保守管理→装置」を選択し、装置一覧を入力します。 

クリックしてリモート設定ページに入ります。  

「状況→リレー」を選択すると、リレー状況を表示できます。 
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A. 顔画像を収集/比較するときのヒント 

顔写真を収集または比較するときの位置は次のとおりです: 

位置(推奨距離:0.5m) 

 

式 

● 顔写真を収集または比較するときは、下の図の表現と同じように、表情を自然に保ちます。 

 

● 顔認識機能に影響を与える可能性のあるハットやサングラスなどのアクセサリを着用しないで

ください。 

●  目や耳などにヘアカバーをかけないでください。重いメイクアップはできません。 

姿勢 

高品質で正確な顔画像を取得するには、顔画像を収集または比較するときにカメラを見て顔を配
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置します。 

 

サイズ 

顔が収集ウィンドウの中央にあることを確認します。 
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B. 設置環境のヒント 

 

1. 光源照度基準値 

 キャンドル: 10Lux 

 Bulb: 100～850Lux 

 太陽光: 1200Lux 以上 

2. 装置をライトから2 メートル以上離し、ウィンドウまたはドアから3 メートル以上離して設置し

ます。 

 

3. バックライト、直射日光、間接日光を避ける 
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C. 寸法 
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