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1.概要 

 

本ドキュメントは、ES920LRBG-K WEB UI の WEB 管理画面の操作マニュアルになります。 

 

下記に本 

 

ES920LRBG-K WEB UI 運用の流れと本ドキュメント対象者 

ここで「WEB UI 管理者」とは、ES920LRBG-K WEB UI のソースコードを EASEL から取得し、 

オンプレミス環境やクラウド上に環境構築後に、WEB UI 管理者として管理者画面を操作するユー

ザを意味します。 

ソースコードを編集し、ユーザ独自の WEB UI にカスタマイズすることも可能です。 

 

  

EASEL 

ユーザ 

(システム管理者) 

ユーザ 

（含システム管理者） 

WEB UI ユーザ 

アカウント発行 

WEB UI ログイン 

各種登録・編集実施 

メール通知（認証） 

ユーザアカウント連絡 

WEB UI ログイン 

ユニット確認 

本ドキュメント対象者 

ユーザ？ 

(システム管理者) 

ユーザ？ 

（含システム管理者） 

ユーザ 

（WEB UI 管理者） 

WEB UI 

ソースコード配布 

ユーザカスタマイズ可能 

1.概要 
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2.環境設定 

ここでは、EASEL WEB UI 環境を構築動作するための最低限の設定について説明します。 

AWS 上での環境構築の場合は、「ES920LRBG-K WEB UI AWS 移行手順書」を参照ください。 

 

EASEL ES920LRBG-K の WEB UI は PHP WEB フレームワークの Laravel v5.4 をベースに 

作成しています。 

動作確認環境は PHP バージョン 5.6、MySQL バージョン 5.6 です。 

 

2.1.環境ファイル（.env）編集 

WEB UI のソース解凍したフォルダのディレクトリ直下にある.env ファイルが環境ファイルになり

ます。 

オリジナルの.env ファイルはリネームしてバックアップしておいてください。 

 

■APP_KEY 

  ローカル環境に php の composer がインストールされている場合、 

  解凍したディレクトリにて「php artisan key:generate」コマンドを入力することで.env の 

APP_KEY にキーが設定されます。 

 

次に、.env ファイルを開いて編集していきます。 

■APP_NAME 

 WEB UI アプリケーション名です。 

 画面ヘッダ部左上の表示や、ユーザへのメール配信テキストに埋め込まれます。 

 

■APP_ENV, APP_DEBUG, APP_LOG_LEVEL 

  開発中の場合、下記の設定にしてください。 

  APP_ENV=’local’ 

  APP_DEBUG=’true’ 

  APP_LOG_LEVEL=’debug’ 

 

■APP_URL 

  独自ドメインもしくはローカル環境のドメインを設定してください。 

 

■データベースの設定 

DB_CONNECTION=mysql 

DB_HOST= (データベースの HOST 名) 

DB_PORT=(データベースのポート番号) 

DB_DATABASE=（データベース名） 

2.環境設定 
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DB_USERNAME=(データベース作成時に入力したユーザ名) 

DB_PASSWORD=(データベース作成時に入力したパスワード) 

■AWS S3 アクセス用キー（AWS S3 を使用しない場合は設定不要です） 

AWS_KEY=取得した AWS キー 

AWS_SECRET=取得した AWS 秘密キー 

AWS_REGION=ap-northeast-1  (東京リージョン） 

AWS_BUCKET=バケット名 

 

■メール設定 

管理者がユーザを登録した際に、その登録通知の案内メールを送信するアドレスを設定します。 

（管理者用) 

例） 

MAIL_DRIVER=smtp 

MAIL_HOST=（メールホスト）（例：smtp.xxxx.jp） 

MAIL_PORT=465 

MAIL_USERNAME=(使用するメールアドレス) 

MAIL_PASSWORD=（上記メールアドレスのパスワード） 

MAIL_ENCRYPTION=ssl 

 

■Google Maps API キー 

Google アカウントを作成後、Google Maps 用キーを取得した後こちらに設定します。 

GMAPS_KEY= (Google Maps API キー) 

 

■ストレージ選択 

  フロアマップ画像とバックアップデータを WEB UI 環境の PC に保存(‘local’を設定)するか、 

S3 に保存(‘s3’を設定)するかを設定します。 

 FLOORMAP_STORAGE=’s3’ or ‘local’ 

 BACKUP_STORAGE=’s3’ or ‘local’ 
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2.2.管理者用ログイン ID 及びパスワード作成 

管理者用のログイン ID とパスワードの設定は、WEB UI の環境 PC 上にてコマンド入力を 

実施してください。 

・tinker による設定 

  ソースコードのトップディレクトリで「php artisan tinker」を入力し、tinker を起動させます。 

  tinker 上で下記のコマンドを入力します。 

\App\Admin::create([‘name’=>’（ログイン ID）’, 

’email’=>’（メールアドレス）’, 

’password’=>bcrypt(‘（パスワード）’)]);  

(実際の入力は改行なし) 

  ここで入力するメールアドレスは運用上使用していないのでダミーでも構いません。 

  



- 5 - 

 

2.3. WEB UI 用メールのソースコード編集 

メールアドレス、From に表示する文言を変更します。 

\config\mail.php 

 

 

 

 

 

 

WEB UI からユーザに通知するメールは下記の 2 種類になります。 

・ES920LRBG-K WEB UI 登録完了メール（認証付き） 

・ES920LRBG-K WEB UI パスワードリセット完了メール 

 

・ES920LRBG-K WEB UI 登録完了メール（認証付き） 

以下のソースコード内の文言を編集します。 

 

 

 

 

 

 

・ES920LRBG-K WEB UI パスワードリセット完了メール 

以下のソースコード内の文言を編集します。 

  

\app\Mail\EmailVerification.php 

\resources\views\emails\verification.blade.php 

\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Notifications\resources\views\email.blade.php 

 

   'from' => [ 

        'address' => env('MAIL_FROM_ADDRESS', 'メールアドレス'), 

        'name' => env('MAIL_FROM_NAME', 'from に記載されるテキスト'), 

    ], 

  

\app\Mail\PasswordResetNotifyMail.php  

\app\Notifications\CustomPasswordReset.php  

\resources\views\emails\userpasswordreset.blade.php 
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3.WEB UI 操作 

WEB UI 管理者で操作する画面を以下の図に示します。 

 

WEB UI 管理者 操作画面一覧 

ログイン画面 

(p.8) 

管理画面メイン 

(p.10) 

ユーザ登録画面 

(p.11) 
ユーザ一覧画面 

(p.12) 

ユーザ削除画面 

(p.13) 

ユーザ情報画面 

(p.14) 

サーバー通知情報画面 

(p.16) 

3.WEB UI 操作 
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本 WEB UI の管理者の操作として、以下の事が行えます。 

1.ユーザの新規登録 

WEB UI にユーザを登録します。登録操作を行うと、ユーザに認証メールが送信されます。 

ユーザは認証メールにて認証完了後、ログインができるようになります。 

※ユーザにメールを通知するためにはソースコードのメール送信部をカスタマイズする必要が 

あります。 

 

 

2.ユーザ登録情報の編集 

WEB UI に登録済みのユーザの情報を編集できます。 

 

3.ユーザのシステム使用状況の確認 

登録ユーザ毎のシステム使用状況が確認できます。 

 

4.ユーザの削除（仮削除・本削除） 

登録ユーザの削除として仮削除と本削除があります。 

 

5.バックアップファイル確認 

定期バックアップファイルのファイル数とその容量が確認できます。 

 

6.データベース全使用容量確認 

本システム全体のデータベース使用量が確認できます。 
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3.1.ログイン／ログアウト 

 

 

3.1.1.ログイン 

WEB UI の URL(http://(ドメイン)/admin/login)にアクセスすると、ログイン画面が 

表示されます。 

 

管理者ログイン画面 

 

番号 項目 内容 

1 ログイン ID ログイン用の ID を入力します。 

2 パスワード ログイン用のパスワードを入力します。 

3 入力省略 

チェック 

本チェックを入れてログインすることにより、ログアウトを

しない限り ID、パスワードの入力無しでログインします。 

4 ログインボタン ログイン ID とパスワードを入力が正しい場合、押下すると

ホーム画面に遷移します。 

 

  

3.1.ログイン／ログアウト 
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3.1.2.ログアウト 

ログアウトは、画面右上のドロップダウンメニューから行います。 

 
ドロップダウンメニュー（ログアウト） 
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3.2.管理画面メイン 

 

管理者用 URL からログインすると、下記の「管理画面メイン」画面が表示されます。 

管理画面メインは１つのヘッダ部と３つの画面で構成されています。 

 

 

管理画面メイン 

 

［管理画面メイン画面］ 

番号 項目 内容 

1 ユーザ管理メニュー ユーザ登録、ユーザ一覧、削除ユーザ一覧の各画面

に遷移します。 

2 バックアップ情報 バックアップ日時とバックアップ容量を表示しま

す。 

３ データベース使用量 本 WEB UI システム全体のデータベース使用量を表

示します。 

 

 

①  

②  
③  

3.2.管理画面メイン 
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3.3.ユーザ管理メニュー 

 

 

3.3.1.ユーザ登録 

管理画面メインのユーザ管理メニューにある「ユーザ登録」ボタンを選択することにより、 

ユーザ登録画面に遷移します。 

 

ユーザ登録画面 

 

登録内容は以下の表の内容になります。 

項目名に*が付いている項目は入力必須です。 

［ユーザ登録］ 

番号 項目 内容 

1 ログイン ID* ユーザが WEB UI にログインするときに使用する ID で

す。半角英数字で 32 文字まで入力できます。 

2 会社名* 

 

ユーザが所属する会社名を入力してください。（必須？） 

全角 50 文字まで入力できます。 

3 メールアドレス* 登録完了を通知するユーザのメールアドレスを入力してく

ださい。191 文字まで入力できます。 

4 パスワード* ランダムな英数字が自動で入力されます。 

手動にてパスワードを変更する場合は 6 文字以上で入力

し、パスワード（確認用）にも同様のものを入力してくだ

さい。 

5 パスワード* 

（確認用） 

パスワードを自動入力以外で変更する場合は、同じパスワ

ードを入力してください。 

 

 

3.3.ユーザ管理メニュー 
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3.3.2.登録ユーザ一覧 

 

管理画面メインのユーザ管理メニューにある「登録ユーザ一覧」ボタンを選択することにより、 

登録ユーザ一覧画面に遷移します。 

 

登録ユーザ一覧画面 

 

 

登録ユーザ一覧の一覧内容は以下の表の内容になります。 

［登録ユーザ一覧］ 

番号 項目 内容 

1 ID ユーザ登録時にデータベースで割り当てられた ID です。 

3 ログイン ID ユーザのログイン ID です。 

4 メールアドレス ユーザの登録メールアドレスです。 

5 会社名 ユーザの登録会社名です。 

6 登録日時 管理者がユーザを登録した日時です。 

7 利用開始日時 ユーザが管理者からのメール認証を実施した日時です。 

8 利用日数 ユーザの利用開始日時からの利用日数です。 

9 編集 ユーザ情報の編集画面に遷移します。 

10 削除 ユーザを削除（ソフトデリート）します。削除されたユーザはログイ

ンできなくなり、ゲートウェイからサーバーへの通知データもデータ

ベースに保存されなくなります。削除されたユーザは削除ユーザ一覧

画面にて確認することができます。 

 

また、ユーザの行をダブルクリック（ダブルタップ）することにより、当該ユーザのユーザ情報画面

に遷移します。（ユーザ情報画面は p.14 参照） 
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3.3.3.削除ユーザ一覧 

 

管理画面メインのユーザ管理メニューにある「削除ユーザ一覧」ボタンを選択することにより、 

削除ユーザ一覧画面に遷移します。 

 

 

削除ユーザ一覧 

 

削除ユーザ一覧内容は以下の表の内容になります。 

［削除ユーザ一覧］ 

番号 項目 内容 

1 ID ユーザ登録時にデータベースで割り当てられた ID です。 

2 ログイン ID ユーザのログイン ID です。 

３ メールアドレス ユーザの登録メールアドレスです。 

4 会社名 ユーザの登録会社名です。 

5 登録日時 管理者がユーザを登録した日時です。 

6 利用開始日時 ユーザが管理者からのメール認証を実施した日時です。 

7 利用日数 ユーザの利用開始日時からの利用日数です。 

8 復帰 削除したユーザを復帰します。復帰したユーザは登録ユーザ一覧に

て確認することができます。 

9 削除 ユーザを完全削除します。 

一旦削除されたユーザの情報は戻すことができません。 
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3.4.ユーザ情報 

 

登録ユーザ一覧の行をダブルクリック（ダブルタップ）することにより、当該ユーザの情報が確認 

できます。 

 

3.4.1.ユーザ情報画面 

登録ユーザ一覧の行をダブルクリック（タップ）することで、該当するユーザのユーザ情報画面に 

遷移します。 

 

ユーザ情報画面 

  

①  ②  

③  

④  

⑤  

3.4.ユーザ情報 
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ユーザ情報の各画面内容は以下の項目になります。 

[ユーザ情報画面 画面一覧] 

番号 項目 内容 

1 ヘッダ タイトル右の「一覧に戻る」で登録ユーザ一覧画面に遷移しま

す。 

2 基本情報 登録ユーザ一覧画面に表示されている内容が表示されます。 

３ 登録デバイス数 ユーザが WEB UI に登録しているデバイス数を一覧で表示しま

す。ユニットは ES920LRBG と BLE タグに、ルーターは屋内設

置と屋外設置に分けて表示されます。 

4 デバイス分布マップ ユーザが WEB UI に登録しているデバイスの直近の検出位置を

Google Map 上に表示します。 

5 サーバー通知データ

使用量 

ゲートウェイからの通知データを格納するデータベースの容量を

確認できます。「データ確認」ボタンから通知データを確認でき

ます。 
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3.4.2.サーバー通知情報画面 

ユーザ情報画面のサーバー通知データ使用量の「データ確認」ボタンを選択することで、 

サーバー通知情報画面に遷移します。 

 

サーバー通知情報は、ゲートウェイから通知されたデータをデータベースに格納している情報です。 

本画面表示時は直近で通知されたデータから 1 時間分のデータを表示しますが、「通知情報フィルタ

メニュー」にて時間を指定することで、データを最大で 31 日分表示します。 

1 ページの表示に 20 個のデータを表示します。 

 

 

サーバー通知情報画面 
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サーバー通知情報画面上部には２つのボタンが配置されています。 

 

サーバー通知情報画面（通知情報フィルタボタン押下時） 

 

各ボタンの内容は、以下の表になります。 

[サーバー通知情報画面 ボタン一覧] 

番号 項目 内容 

1 ユーザ情報 ユーザ情報画面に戻ります。 

2 通知情報フィルタ 通知情報のフィルタメニューを表示します。 

 

[サーバー通知情報データ項目一覧] 

番号 項目 内容 

1 時刻 ゲートウェイからのデータがサーバーに到達した時刻です。 

2 PAN ID ゲートウェイから通知される PAN ID です。 

３ ゲートウェイ ID ゲートウェイから通知されるゲートウェイ ID です。 

4 ユニット ID ゲートウェイから通知されるユニット(ES920LRBG または BLE

タグ)のデバイス ID です。 

5 チャンネル ゲートウェイから通知される LoRa チャンネルです。 

6 拡散率 ゲートウェイから通知される拡散率です。 

7 RSSI ゲートウェイから通知される LoRa 受信電波強度です。 

8 ルーターID ゲートウェイから通知されるルーターID です。ルーターを経由

しない通知の場合、”-“（ハイフン）で表示されます。 

9 BLE RSSI ゲートウェイから通知される BLE の受信電波強度です。 

10 位置 ユニットの GPS 測位位置、またはユニットをビーコン検知した

ルーターの位置になります。 

11 電池電圧 ゲートウェイから通知される電池電圧値。 

ルーターを経由しない通知の場合、ES920LRBG の電池電圧値を

表し、ルーター経由の場合はルーターの電池電圧値を表します。 
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