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DG-ea400 スタンドアロン指紋認証コントローラー オペレーションマニュアル

1. 一般概要:

◇ 本製品DG−ea400は細身なデザインで簡単にアクセスが可能な世界基準のスタンドアロン指紋認証のドア・アクセス
キーパッドコントローラーです。

◇ 操作音が出るタッチセンサーの技術により機械的な諸問題を発見、解決に導きます。

◇ 赤外線の破壊防止設計は機械的な諸問題を発見、解決に導きます。

.◇ 3 種類から選べる オペレーションモード: (1.) 指紋またはピンコード (2.)指紋のみ (3.) ピンコードのみ

◇

◇ 1

◇ 100のアクセスの指紋数：登録された指紋はメモリーに1～100の順に保存されます。

◇ 100のアクセスピンコード：ピンコードは1～6桁、1～999999までの値で設定できます。
ピンコードはメモリーに101～200の順に保存されます。

◇ 1 つのマスターパスワードでプログラムモードへ：パスワードは1～8 桁、0～999999までの値で設定できます。
またこのマスターパスワードは有効なアクセスの指紋と同等です。

◇ パスワードの無効. ３回の無効なパスワードの入力によるリーダーのロックアウト, その後リーダーは６０秒間使用不能に
なります。

◇ マスターのリセット機能はマスターパスワードのリセットのみですが、指紋とピンコードの記録は残ります。
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 各指紋の登録とそのコントローラーは記憶IDの入力により指紋とピンコードの削除を可能にします。

本製品はマスターパスワードを忘れた場合のために一つのマスター用の指紋の登録が出来、プログラムモードへの移行が
可能です。またこのマスター指紋は有効なアクセスの指紋と同等です。
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2. 技術仕様：

キーパッドオペレーション

1.
2. 各キーの入力時間は約10秒です。タイムアウトした場合、5回のビープ音と共にプログラムが終了します。

LED表示

説明LEDステータス
赤
黄色
緑

ブザー

ビープ音
1 
2 
3 
4 

ビープ音の持続時間

短い
中間
長い

DG−ea400 スタンドアロン指紋認証コントローラー オペレーションマニュアル

準備モード
プログラムモード
電気錠解錠中　 

説明
キー入力またはアクセス承認
プログラムモードに戻る
アクセス拒否、パスワードが間違っているまたはキー入力が間違っている。
電源ONまたは工場出荷時の初期設定に戻る

ビープ音 説明
10ms
20ms
40ms
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入力：12～24V DC/AC, 2A DC
動作電圧：コントローラー; 80mA DC以下、
電気錠作動; 1.5A DC動作温度：−20℉C～+60℉C
動作湿度：0～95%
レスポンス時間：1.0 秒以下
不正合致率：<0.001% (Level = 3)
不正排斥率： <1.0% (Level = 3)
アラーム出力：5VDC, 25mA DC
リレー仕様：12VDC, 2A DC
製品寸法：150 mm x 44 mm x 36 mm
色：黒

システムがキーパッドの入力を監視します。登録されていない入力を無効にします。
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3. 取付結線:
ピンの割り当て

DG−ea400 スタンドアロン指紋認証コントローラー オペレーションマニュアル

色
赤 電源線
黒
オレンジ
緑
グレー
黄
白
青
紫
茶

定義 　　説明
電源線, 12~24VDC/AC, 2ADC 

アラーム アラーム出力（アラーム時）5VDC, . 通常時　0VDC
RTE
GND COM(アース) アラーム用, RTE
NC リレーはノールクローズ, ドライコンタクト
COM リレーはコモン, ドライコンタクト
NO リレーはノーマルオープン, ドライコンタクト
Rx RS232, リーダーのターミナル Rx
Tx RS232, リーダーのターミナル Tx

備考：1. 赤・グレーは電源用で極性なし。
黒線は信号用のアース線。2.

DG−ea シリーズコントローラー

停電時施錠 停電時解錠

+
-

アラーム

RTE

GND

N.C.

COM.

N.O.

Rx

Tx

12~24VAC/DC

+

-

+

-
必ずバリスタを取り付けて下さい

必ずダイオードを取り付けて下さい

アラーム時 5 VDC、
通常時 0 VDC

パワーサプライユニット

AS−500 
退出ボタン

PBT−800 
退出ボタン
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退出リクエスト
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3. 取付結線:

PIN の割り当て
色

電源線
定義 　　　説明

電源線, 12~24VDC/AC, 2ADC 

アラーム アラーム出力（アラーム時）5VDC, 通常時は0VDCl
RTE 退出リクエスト
GND COM(アース) アラーム用 、RTE
NC リレー　ノーマルクローズ, ドライコンタクト
COM リレー　コモン, ドライコンタクト
NO リレー　ノーマル　オープン,　ドライコンタクト
Rx RS232, リレーのターミナル Rx
Tx RS232, リレーのターミナル Tx

備考:  1. 赤・グレーは電源用で極性なしん。
黒の線は信号用のアース線。2.

DG−ea シリーズコントローラー

配線図：

N
入力 
100~240V
AC

L
P.B

GND

12VDC

1A

12VDC
1.5A

N.O
COM

−
+
−
+

N.C N.O

タイマー
0~45秒

N.O

−
+

(Timed)

退出ボタン

PSM−25T
(または PSM−26T)

PBT−800
AS−500 米国・日本規格

欧州規格

N.C. (停電時解錠)/N.O.(停電時施錠) の切替式

COMM

赤
黒
オレンジ
緑
グレー
黄
白
青
紫
茶
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ノーマルモード

PB-800

AS-500

内側

EXIT ENTRY

外側

マグネット
電気錠  GEM−800

CP-31GP
非常時緊急

電源カットボタン

PSM−25T
パワーサプライ (ビルトイン　施錠タイマーコントローラー)
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退出ボタン
または

DG−ea400
指紋認証+ピン
スタンドアロンコントローラー
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4.

1. “＊＊” + “マスターパスワード”を押します、または “マスター用の指紋” に続き “＃”を押しします。
リーダーのLEDは黄色。備考：デフォルトマスターパスワードは “12345678”。

2.退出は “＊＊＃” を押すかまたは or 30秒後のタイムアウトの後に自動退出します。
3.準備モードでは, マスターパスワードでドアは開きます。

備考: 次のすべての操作はプログラムモードの中にあります。
工場出荷状態へのリセット 
1.“＊801＃801＃” を押します (全ての指紋情報は消去され工場出荷時の状態になります。） 
2.“＊802＃802＃” を押します (指紋情報は保持されますが、工場出荷時の状態になります。)

マスターのリセット
初めにコントローラーの電源と落とします。 RTEとGNDの端子を繋げたまま電源を入れ,5秒間待ち
ます。5秒間のビープ音と5回のLED点滅の後、マスターの指紋は保護され、リーダーは
“12345678” にリセットされます。

マスターパスワードの変更
“＊9” +”新しいマスターパスワード” +  "＃”+ ”新しいマスターパスワード”+"＃” を押しま
す。備考: マスターパスワードは1から8桁です。

オペレーションモードの設定
“ ＊01＃” を入力します(デフォルト設定)
– 指紋またはピンコードの場合
“＊02＃” を入力します
– 指紋のみの場合
“＊03＃”を入力します
– ピンコードのみの場合

電気錠解錠時間の設定
“ ＊81” + 電気錠解錠時間 を入力します(00～30秒) + “＃” を押します。
備考: 電気錠解錠時間のデフォルトは5秒です。

アラーム機能の有効化
有効化 – “＊ 31＃” を押します。(デフォルト) 
無効化 – “＊41＃” を押します。
アラームのリセットをするにはには有効な指紋またはピンコードを使用してください。

プログラムモードでの入退室の設定

セットアップ　パラメーター：



7DG−ea400 スタンドアロン指紋認証コントローラー オペレーションマニュアル

5.

6. 指紋およびドアアクセスピンコードの削除:

指紋とドア・アクセスピンコードの追加:
備考: 指紋番号やユーザーリスト情報を登録・削除の前、必ず準備して下さい！

マスター指紋の追加：
“＊10” + “使用する指紋” + “使用する指紋” + “＃”を押します。

(マスター用の指紋は一つのみです。)

ユーザーの指紋の追加
“＊11” + ユーザー ID + “＃” + “使用する指紋” + “使用する指紋”  + “＃” を入力します。
(ユーザー IDは ʻ1ʼ から ʻ100ʼまでです。)
備考: 指紋の追加を継続する場合、“＊11” を再入力する必要はありません。
使用する指紋 + “使用する指紋” ” + “＃”のみになります。
もしユーザーIDに指紋の記録がある場合、リーダーから4回ビープ音が鳴り、 “＃” を 押し
プログラムモードへ戻ります。その後、2回ビープ音が鳴ったら再度 “＊＊＃”を押し、　　　プ
ログラムモードを終了します。
ドアアクセスピンコードの追加
“＊12” + ユーザーID + “＃” + “ドアアクセスピンコード” + “＃” + “ドアアクセスピンコード” +
“＃” を押します。 ユーザー IDは ʻ101ʼ から ʻ200ʼです。)

備考: ドアアクセスピンコードの追加を継続する場合、“＊12” と 次のユーザーIDの再入力は　　　
必要ありません。 Key in next + “ドアアクセスピンコード” + “＃” + “ドアアクセスピンコード” 

+ “＃”を押します。“＃” を押しプログラムモードへ戻ります。その後、2回ビープ音が鳴ったら再度
“＊＊＃”を入力し、プログラムモードを終了します。

ドアアクセスピンコードの削除
“ ＊22”+“ドアアクセスピンコード”+“＃”+“ドアアクセスピンコード” + “＃”を押します。
備考: ドアアクセスピンコードの削除を継続する場合、“＊22”の再入力は必要なく、“ドアアクセス
ピンコード ” + “＃” + “ドアアクセスピンコード” + “＃”　を押します。
“＃”を押しプログラムモードへ戻ります。その後、2回ビープ音が鳴ったら再度 “＊＊＃”を押し、
プログラムモードを終了します。
ユーザーIDによる指紋またはピンコードの削除
“＊23”ユーザー ID +“＃”ユーザー  ID + “＃”を押します。
(ユーザーI D は ʻ1ʼ から ʻ200ʼまでです。)
備考: ユーザーIDのコンテンツ(内容) の消去を継続する場合、“＊23”の再入力は必要はありません。
"ユーザーID"+“＃”+ "ユーザーID" + "#" を押しプログラムモードへ戻ります。"#"を押し、ログラ
ムプモードに戻り、その後、2回ビープ音が鳴ったら再度 “＊＊＃” を押し、プログラムモードを終
了します。

マスター指紋を削除する
“＊27＃27＃”を押します。
全てのユーザー指紋を削除する 
“＊28＃28＃”を押します。

全てのドアアクセスピンコードを削除する 
“＊29＃29＃”を押しします。
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7. ユーザーリスト:

指紋及びピンコードの情報は常にアップデートが必要です。

指紋番号のメンテナンス (100 指紋まで)
ロケーションID 指紋番号 ユーザーネーム 有効期限 

1
2
3
.
.
.
.

99
100

ドア・アクセスピンコードのメンテナンス (100 ピン番号) 

ロケーションID ピンコード ユーザーネーム 有効期限
101
102
103

.

.

.

.
199
200

8. デバイスの操作:

a)
b)

b) 本機にピンコードを入れる場合, ”＃” を操作の最後に押してください。

c) マスターパスワードの長さは1～8桁です。また、 頭の０を入力する必要はありません。
d) 100のドアアクセスピンコードの長さは1～6桁です。また、頭の０を入力する必要はありません。
e) アラームの機能を有効にした時、ドアセンサーが強制的にドアを開けた場合、アラーム信号は5VDCです。

f) アラーム機能を無効にした場合– ドアセンサーが強制的にドアを開いても、アラームの出力はありません。
g) 電気錠の操作：指紋またはパスワードの認証が有効になった後、その時からから作動します。設定した電

気錠解錠時間が過ぎた時、電気錠は施錠状態になります。

ピンコード入力で頭の０は入力する必要はありません。
ピンコードをデバイスに入力する時、操作を完了するために、最後に"#"を押して下さい。



9DG−ea400 スタンドアロン指紋認証コントローラー オペレーションマニュアル

Page 9 of 10

9. 注文方法:

オプショナルアクセサリー

商品番号 説明
DG−ea400 スタンドアロン指紋認証コントローラー

製品(パーツ)番号 説明

P−CB−10AE

P−CB−8

P−CB−6−2

P−CB−4

P−PL−UT

P−PL−UR−3P

PSM−25T

PSM−26T

10 芯 24 ゲージ

8 芯 24 ゲージ

6 芯 24 ゲージ

4 芯 22 ゲージ

2 芯 22 ゲージ

2方向コネクター 0.4~0.9mm ワイヤー

3方向コネクターl 0.4~0.9mm ワイヤー

パワー・サプライ・ユニット
1.5A 電気錠用の再施錠タイマー

(停電時の施・解錠は
現場にて選択可能です。)ケーブル付き

パワーサプライユニット

米国・日本規定用ケーブル PSM−26T用

PSM−26T用

PSM−26T用

欧州規格用ケーブル

英国規格用ケーブル

P−CB−US−1.8

P−CB−EU−1.8

P−CB−UK−1.8

P−CB−2−RE−BA 
P−CB−2−BA−WI
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オプショナルアクセサリー:

使用可能ケーブル:

10 芯 (スタンダード) 
24 ゲージ

波形接合コネクターをご用意しています:

P−CB−10AE

P−PL−UT P−PL−UR−3P
2方向コテクター 
0.4~0.9mm ワイヤー

3方向コネクター 
0.4~0.9mm ワイヤー

パワー・サプライ・ユニットおよび電源ケーブルをご用意しています:

電気錠のための特別設計の再施錠タイマー (停電時施解錠型、停電時解錠型の設定は現場にて選択可能です。)

P−CB−8 P−CB−4
8 芯 
24 ゲージ

6 芯 
24 ゲージ

4 芯
22 ゲージ

2 芯 
22 ゲージ

備考: 延長したワイヤーでリーダーとコント
ローラーを繋ぐために波形の接合コネク
ターを使ってください。

パワーサプライユニット
PSM−25T PSM−26T P−CB−US−1.8 P−CB−EU−1.8 P−CB−UK−1.8 

P−CB−6−2
P−CB−2−RE−BA 
P−CB−2−BA−WI

米国・日本規格ケーブル
ケーブル：1.8m

欧州規格ケーブル
ケーブル：1.8m

英国規格ケーブル
ケーブル：1.8m

ケーブル付き
パワーサプライユニット




