
 

 

 

 

 

 

ES920LRBG-K WEB UI 

操作マニュアル 

システム管理者編 
 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 EASEL 
 

 

 

 

 

 

 

  



目次 

1.概要............................................................................................................................................................ 1 

2.WEB UI ご利用開始まで ........................................................................................................................... 2 

2.1.WEB UI 登録手続き ........................................................................................................................... 3 

2.2.通信デバイスの設置・設定について .................................................................................................. 5 

3.WEB UI 操作 ............................................................................................................................................. 6 

3.1.ログイン／ログアウト ........................................................................................................................ 8 

3.1.1.ログイン手順 ................................................................................................................................ 8 

3.1.2.ログイン中の画面の基本 ........................................................................................................... 10 

3.1.3.ログアウト ................................................................................................................................. 12 

3.2.デバイス登録 .................................................................................................................................... 13 

3.2.1.ユニット(ES920LRBG / BLE タグ)の登録 ............................................................................... 14 

3.2.2.屋外ルーター（ES920BLE-S2）登録 ........................................................................................ 19 

3.2.3.ゲートウェイ（ES920GWX）登録 ............................................................................................ 22 

3.3.デバイス一覧 .................................................................................................................................... 24 

3.3.1.ユニット（ES920LRBG/BLE タグ）一覧画面 ......................................................................... 25 

3.3.2.ルーター一覧画面 ...................................................................................................................... 27 

3.3.3.ゲートウェイ一覧画面 ............................................................................................................... 31 

3.4.屋内情報 ............................................................................................................................................ 32 

3.4.1.建物登録 ..................................................................................................................................... 33 

3.4.2.建物一覧 ..................................................................................................................................... 36 

3.4.3.フロアマップ登録 ...................................................................................................................... 38 

3.4.4.フロアマップ一覧 ...................................................................................................................... 40 

3.4.5.屋内ルーター(ES920BLE-S2)登録 ............................................................................................ 41 

3.5.ホーム画面 ........................................................................................................................................ 45 

3.6.移動履歴 ............................................................................................................................................ 51 

3.6.1.ユニット移動履歴【屋外】画面 ................................................................................................ 51 

3.6.2.ユニット移動履歴【屋内】画面 ................................................................................................ 56 

3.7.フロアマップ .................................................................................................................................... 60 

3.8.デバイス通知情報 ............................................................................................................................. 62 

3.8.1.屋外ルーター通知情報画面 ........................................................................................................ 62 

3.8.2.ゲートウェイ通知情報画面 ........................................................................................................ 64 

3.9.ユーザ情報の確認・設定 .................................................................................................................. 66 

3.9.1 ユーザ情報確認 .......................................................................................................................... 66 

3.9.2 ユーザ情報編集 .......................................................................................................................... 67 

3.10.設定情報 .......................................................................................................................................... 68 

3.10.1.ビーコンデータ間引き設定 ...................................................................................................... 68 



3.11.サーバー通知データ ....................................................................................................................... 69 

3.12.アラート表示 .................................................................................................................................. 71 

3.12.1.ユニット（ES920LRBG）の HELP 通知アラート .................................................................. 71 

3.12.2.ユニット（ES920LRBG）の低電圧通知アラート ................................................................... 72 

3.12.3.ルーター（屋外/屋内）の低電圧アラート .............................................................................. 72 

3.12.4.サーバー通知データ容量の上限通知アラート ......................................................................... 72 

 

 



- 1 - 

 

1.概要 

 

本ドキュメントは、ES920LRBG-K WEB UI のユーザ操作マニュアルになります。 

 

ここで「システム管理者」とは、ES920LRBG-K WEB UI のアカウントを取得し、購入したデバイス 

（ユニット、ゲートウェイ等）、建物情報（屋内フロアマップ等）を WEB UI に登録、管理する人を 

意味します。 

 

 
ES920LRBG-K WEB UI 運用の流れと本ドキュメント対象者 

 

本ドキュメントは、大きくは「WEB UI 利用開始までの準備」と、「WEB UI にアクセスしてからの 

操作方法」の 2 部で構成されています。 

 

 

 

  

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 

1.概要 
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2.WEB UI ご利用開始まで 

 

 

 

  

 

メール記載のユーザ情報で 

WEB UI にログイン (p.6 参照) 

認証メールの認証ボタンより認証完了 

EASEL からの認証メール受信 

EASEL にてユーザー登録 

ユーザー登録情報を EASEL へ返送 

ES920LRBG-K の購入 

通信デバイス 

（ゲートウェイ・ルータ・ユニット）

の設定と設置 

(p.5 参照) 

WEB UI 画面から、デバイス情報を登録 (p. 13 参照) 

WEB UI の機能をご利用いただけます (p. 24 以降参照) 

WEB UI 登録手続き(p. 3 参照) 

2.WEB UI ご利用開始まで 
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2.1.WEB UI 登録手続き 

① ES920LRBG-K の購入 

本 WEB UI の利用者は ES920LRBG-K をご購入の方に限られております。 

② WEB UI のユーザ登録情報をメール又は FAX にて EASEL までご返送ください。 

  →別紙「ES920LRBG-K ユーザ登録のお願い」を参照してください。 

③ EASEL にて申請メールを確認し、WEB UI に登録します。 

④ 登録完了後、以下のような認証メールがお客様に通知されます。 

 

ES920LRBG-K WEB UI 登録完了メール 

 

⑤ 認証メール内の認証ボタン(HTML メールが表示されない場合は URL リンク)を押すことによ

りサーバーにて認証が行われ、ブラウザが立ち上がり、認証完了画面が表示されます。 

 

認証ボタン 

ログイン ID＆ 

ログインパスワード 

登録メールアドレス 
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認証完了画面 

 

⑥ 認証完了画面の「ログイン」テキストリンクから WEB UI ログイン画面に遷移します。 

⑦ メールに記載されたログイン ID とパスワードを入力し、ログインします。 

 

 

WEB UI ログイン画面 
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2.2.通信デバイスの設置・設定について 

 

WEB UI は次の通信デバイスをサポートします。 

・ゲートウェイ(ES920GWX) 

・ユニット(ES920LRBG / BLE タグ) 

・ハイブリッドルーター(ES920BLE-S2) 

 

WEB UI を使用する前に、各通信デバイスの設定(無線チャンネル番号、拡散率、帯域幅、 

デバイス ID、PAN-ID 等)が適切に行われている必要があります。 

詳細は各製品の取扱説明書を参照してください。 

 

ゲートウェイ(ES920GWX)からサーバーへのデータ通知先は下記 URL になります。 

http://es920lrbg-sdk.com/writedb.php 

 

ゲートウェイのコマンド設定にて以下を設定してください。 

servern: es920lrbg-sdk.com 

serverd: /writedb.php 

 

コマンドの設定方法は「ES920GWX 取扱説明書」を参照してください。 

http://es920lrbg-sdk.com/
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3.WEB UI 操作 

以下に本 WEB UI の操作画面を一覧で表します。 

 

WEB UI 操作画面一覧（ドロップダウンメニューからの遷移） 

 

ログイン（p.8） 

ユニット登録画面 

（p.14） 

ゲートウェイ一覧画面

（p.31） 

建物登録画面

（p.33） 

建物一覧画面

（p.36） 

フロアマップ一覧画面

（p.40） 

ドロップダウンメニュー 

(p.10) 

屋内ルーター登録画面 

（p.41） 

屋外ルーター登録画面

（p.19） 

ゲートウェイ登録画面

（p.22） 

ユニット一覧画面

（p.25） 

フロアマップ登録画面

（p.38） 

ユーザ情報確認画面

（p.66） 

ユーザ情報編集画面

（p.67） 

設定情報画面 

（p.68） 

ルーター一覧画面

（p.27） 

デバイスの登録 

ユーザ情報確認・編集 設定情報 

登録デバイスの一覧確認（編集・削除） 

屋内建物情報登録 

登録屋内建物情報一覧 

3.WEB UI 操作 
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WEB UI 操作画面一覧（ホーム画面からの遷移） 

 

  

ホーム画面 

(p.45) 

ユニット移動履歴画面【屋外】 

(p.51) 

ユニット移動履歴画面【屋内】 

(p.56) 

屋外ルーター通知情報画面 

(p.62) 

ゲートウェイ通知情報画面 

(p.64) 

フロアマップ画面 

(p.60) 

ログイン画面 

（p.8） 

ユニット移動履歴確認 

建物フロアマップ確認 

屋外ルーター通知データ確認 

ゲートウェイ通知データ確認 
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3.1.ログイン／ログアウト 

 

 

 

3.1.1.ログイン手順 

WEB UI の URL(http://es920lrbg-sdk.com)にアクセスすると、ログイン画面が表示されます。 

 
ログイン画面 

 

ログイン画面の表示内容は以下になります。 

［ログイン画面項目］ 

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。 

５ パスワード 

リセットリンク 

パスワードを忘れてしまった場合、パスワードリセット画面

に遷移します。 

 

  

3.1.ログイン／ログアウト 

http://es920lrbg-sdk.com/
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ログインに成功すると、ホーム画面に遷移します。 

デバイス（屋外ルーター、ゲートウェイ）または、建物がマップ上に登録されていない場合、 

下記の画面が表示されます。 

 

 

ホーム画面（初期状態） 
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3.1.2.ログイン中の画面の基本 

画面左上の「ES920LRBG-K」という文字をクリックすることで、どの画面からでもホーム画面に

戻ります。 

 

画面右上のログイン ID 名をクリックすると、ドロップダウンメニューが表示され、各画面に遷移

することができます。 

 

ドロップダウンメニュー 
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［ドロップダウンメニュー メニュー一覧］ 

番号 項目 内容 

1 ログアウト ログアウトします。 

2 ユーザ情報確認 ユーザの内容が確認できます。 

3 ユーザ情報編集 ユーザの情報の編集ができます。 

4 設定情報 設定変更ができます。 

5 ユニット登録 ユニットの登録ができます。 

6 屋外ルーター登録 屋外ルーターの登録ができます。 

7 ゲートウェイ登録 ゲートウェイの登録ができます。 

8 建物登録 屋内ルーターを設置する建物が登録できます。 

8 ユニット一覧 登録済みのユニットを一覧で確認できます。 

9 ルーター一覧 登録済みのルーターを一覧で確認できます。 

10 ゲートウェイ一覧 登録済みのゲートウェイを一覧で確認できます。 

11 建物一覧 登録済みの建物を一覧で確認できます。 

12 サーバー通知データ サーバーに蓄積された通知データの容量の確認、削除が

できます。 
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3.1.3.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。 

ログアウトすると、ログイン画面にリダイレクトされます。 

 

 

ドロップダウンメニュー（ログアウト） 
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3.2.デバイス登録 

 

WEB UI を利用するには、利用対象の通信デバイス(ゲートウェイ、ルーター、ユニット)の情報を事

前に登録する必要があります。 

※後から通信デバイスを追加して登録することも可能です。 

 

画面右上のドロップダウンメニューから各デバイスの登録画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドロップダウンメニュー（デバイス登録） 

  

3.2.デバイス登録 
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3.2.1.ユニット(ES920LRBG / BLE タグ)の登録 

画面右上のドロップダウンメニューから「ユニット登録」を選択してユニット登録画面に 

遷移します。 

ユニットには、ES920LRBG 以外に市販の BLE タグも登録できます。 

「ES920LRBG」と「BLE タグ」のタブにてそれぞれの登録画面に切り替えられます。 

 

・ES920LRBG の登録 

 

ユニット（ES920LRBG）登録画面 
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ES920LRBG の登録内容は以下の表の内容なります。 

項目名に*が付いている項目は入力必須です。 

［ES920LRBG 登録 設定項目一覧］ 

番号 項目 内容 

1 名前* ユニットを識別するための名前です。 

ユニット所持者名などを記入します。 

全角 30 文字まで入力できます。 

2 デバイス ID* ES920LRBG のデバイス ID を 4 桁の 16 進数で設定してく

ださい。(範囲：0000~FFFE) 

３ GPS パラメータ 

設定 

ES920LRBG の GPS パラメータ設定 

・「ユニット内の設定に従う」：ES920LRBG 内の GPS のパ

ラメータ値（ES920LRBG 取扱説明書参照)に従います。 

・「サーバーから設定する」：WEB UI から測位周期と測位タ

イムアウトを設定します。（※）初期状態は「ユニット内の

設定に従う」に設定しています。 

3 GPS パラメータ 

測位周期 

ES920LRBG の GPS パラメータである測位周期を設定しま

す。 

GPS OFF(測位なし)/5 分/10 分/30 分/1 時間/3 時間/24 時

間から選択します。 

※GPS パラメータ「設定」が「サーバーから設定する」の

場合のみ有効です。 

4 GPS パラメータ 

測位タイムアウト 

ES920LRBG の GPS パラメータである測位タイムアウト時

間を設定します。 

なし（タイムアウトなし）/5 分/10 分/15 分/30 分/1 時間か

ら選択します。 

※GPS パラメータ「設定」が「サーバーから設定する」の

場合のみ有効です。 

   

（※）サーバーから設定する GPS パラメータ設定について 

サーバーから設定する GPS パラメータは、ゲートウェイからの通知データのレスポンスデータとし

てゲートウェイに送られ、ゲートウェイ内に保存されます。 

ゲートウェイは、ES920LRBG からの通知データのレスポンスデータとして GPS パラメータを

ES920LRBG に送ります。 

またゲートウェイは、同 PAN ID 内に存在する ES920LRBG の「サーバーからの GPS パラメータ」

を管理しています。 

同 PAN ID 内に複数のゲートウェイが存在する場合は、それぞれの管理する GPS パラメータの同期

を取るために、WEB UI から GPS パラメータ設定を行った場合、各ゲートウェイからの通知（5 分
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毎の死活監視も含む）に対して同 GPS パラメータのレスポンスを返すまでは、次の GPS パラメー

タ設定は行えないようになっています。 
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・BLE タグの登録 

 

ユニット（BLE タグ）登録画面 

 

BLE タグの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。 

［BLE タグ登録 設定項目一覧］ 

番号 項目 内容 

1 名前* ユニットを識別するための名前です。 

ユニット所持者名などを記入します。 

全角 30 文字まで入力できます。 

2 デバイス ID* BLE タグの S/N（シリアルナンバー）を 12 桁の 16 進数で

設定してください。 

(範囲：000000000000~FFFFFFFFFFFF) 

 

入力完了後に右下にある「登録」ボタンを押下することで登録完了します。 

そのまま、次のユニット登録を行うことができます。 
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ユニット登録完了画面 
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3.2.2.屋外ルーター（ES920BLE-S2）登録 

画面右上のドロップダウンメニューから「屋外ルーター登録」を選択して屋外ルーター登録画面に 

遷移します。 

 

 

屋外ルーター登録画面 
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屋外ルーターの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。 

[ルーター登録 設定項目一覧] 

番号 項目 内容 

1 位置設定マップ* マップ上で、ルーターの位置を設定してください。 

2 名前* ルーターの表示名を設定してください。 

全角 30 文字まで入力できます。 

3 デバイス ID* ルーターのデバイス ID を 4 桁 16 進数で設定してください。

(範囲：0000~FFFE) 

4 設置場所* ルーターを設置した場所の説明を入力してください。 

「マップから住所取得」を押下すると、マップ上に設定した

ルーター位置の住所が自動入力されます。ただし、設置場所

（山奥など）によっては住所が表示されない場合がありま

す。その場合は手動で入力してください。 

全角 40 文字まで入力できます。 

 

マップ上へのルーターの設置方法は次の通りです。 

 

1. マップ上をドラッグで移動／拡大して、設置場所を探します。 

※ マップ上部の入力欄に住所や地名を入力して「住所からマップ表示」ボタンを押下することで、

マップの表示位置を指定の場所に簡単に移動することができます。 

 

           

ルーター設置位置移動の入力欄 

 

2. マップ上で任意の場所を左クリック(タップ)すると、その位置に新規ルーターが表示されます。 

 

3. 表示された新規ルーターはドラッグすることで位置修正することが可能です。また、マップ上の

別な場所で再度左クリック(タップ)すると、前回の新規ルーターは取り消され、クリック（タッ
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プ）した場所に新規ルーターが表示されます。 

 
マップ上のルーター設置 

 

4. 各入力項目を入力後に「登録」ボタンを押下すると登録完了します。 

 

そのまま継続して次のルーターの登録を行うことができます。 

 

屋外ルーター登録完了 

 

※屋外ルーターの初回登録はマップ上に日本地図が表示されますが、初回以降の登録では登録済み 

屋外ルーターを全て表示した範囲での地図が表示されます。 

  



- 22 - 

 

3.2.3.ゲートウェイ（ES920GWX）登録 

画面右上のドロップダウンメニューから「ゲートウェイ登録」を選択してゲートウェイ登録画面に

遷移します。 

 

 

ゲートウェイ登録画面 
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ゲートウェイの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。 

[ゲートウェイ登録 設定項目一覧] 

番号 項目 内容 

1 位置設定マップ* マップ上で、ゲートウェイの位置を設定してください。 

2 名前* ゲートウェイの表示名を設定してください。 

全角 30 文字まで入力できます。 

3 ゲートウェイ ID* ゲートウェイに挿入した SIM カードの subscriber number

を 11 桁で入力してください。 

4 HELP CH* ユニット(ES920LRBG)が HELP モード時に使用する無線チ

ャンネル番号(1～15)を設定してください。初期設定は 1CH

です。複数のゲートウェイを使用する場合は、全て同じ

HELP CH を設定してください。 

5 設置場所* ゲートウェイを設置した場所の説明を入力してください。 

「マップから住所取得」を押下すると、マップ上に設定した

ゲートウェイの位置の住所が自動入力されます。（注）設置

場所（山奥など）によっては住所が表示されない場合があり

ます。その場合は手動で入力してください。 

全角 40 文字まで入力できます。 

 

マップ上のゲートウェイの設置方法については、ルーター登録画面におけるルーターの設置方法 

と同様です。 

本 WEB UI にて登録できるゲートウェイは 1 ユーザに 15 台までとなります。 
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3.3.デバイス一覧 

 

各デバイスの一覧画面からはデバイスの登録内容の編集やデバイスの削除が行えます。 

デバイス一覧画面への遷移は、画面右上のドロップダウンメニューから行います。 

※デバイス一覧画面は 5 分毎に自動的にリロードされます。 

※ブラウザを手動で更新(F5 キー押下)することで、最新の情報が反映されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドロップダウンメニュー（デバイス一覧） 

  

3.3.デバイス一覧 
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3.3.1.ユニット（ES920LRBG/BLE タグ）一覧画面 

ユニット一覧では、登録済みのユニット(ES920LRBG/BLE タグ)が一覧で確認できます。 

「ES920LRBG」と「BLE タグ」のタブにてそれぞれの一覧画面に切り替えられます。 

当該ユニットの行をダブルクリック（ダブルタップ）することで、該当するユニットの通知情報 

画面に遷移します。 

 

 

ユニット(ES920LRBG)一覧画面 
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ユニットが ES920LRBG の一覧内容は以下の表になります。 

［ES920LRBG 一覧］ 

番号 項目 内容 

1 デバイス ID ES920LRBG のデバイス ID（4 桁 16 進数)です。 

2 名前 登録した名前です。 

3 GPS 設定 

測位周期 

ES920LRBG の GPS パラメータ設定が「サーバーからの設

定に従う」の場合、GPS の測位周期の値が分単位で表示さ

れます。GPS パラメータ設定が「ユニット内の設定に従

う」の場合、「ユニット内設定」と表示されます。 

4 GPS 設定 

測位タイムアウト 

ES920LRBG の GPS パラメータ設定が「サーバーからの設

定に従う」の場合、測位タイムアウトの値が分単位で表示さ

れます。GPS パラメータ設定が「ユニット内の設定に従

う」の場合、「ユニット内設定」と表示されます。 

5 登録日時 ES920LRBG を WEB UI に登録した日時です。 

6 低電圧 低電圧未検出時、「未検出」のボタンラベルが表示され、 

低電圧検出時、「検 出」のボタンラベルが表示されます。 

7 HELP HELP 未受信時、「確認済」のボタンラベルが表示され、 

HELP 受信時、「未確認」のボタンラベルが表示されます。 

「未確認」のボタンを押下することで「確認済」に切り替わ

ります。 

8 編集 「編集」ボタンを押下することで編集画面に遷移します。 

9 削除 「削除」ボタンを押下すると、削除確認ダイアログが表示さ

れ、「OK」を選択すると本 ES920LRBG の情報がサーバー

から削除されます。 

 

 



- 27 - 

 

 

ユニット(BLE タグ)一覧画面 

 

ユニットが BLE タグの一覧内容は以下の表になります。 

［BLE タグ一覧］ 

番号 項目 内容 

1 デバイス ID BLE タグのデバイス ID。 

2 名前 登録した名前。 

3 登録日時 BLE タグを WEB UI に登録した日時。 

4 編集 「編集」ボタンを押下することで編集画面に遷移します。 

5 削除 「削除」ボタンを押下すると、削除確認ダイアログが表示さ

れ、「OK」を選択すると本 BLE タグの情報がサーバーから

削除されます。 

 

・CSV エクスポートボタン 

ユニット(ES920LRBG/BLE タグ)の一覧表示データを CSV 形式でエクスポートします。 

ファイル名は”units.csv”になります。 

 

3.3.2.ルーター一覧画面 

ルーター一覧では登録済みのルーターが一覧で確認できます。 

「屋内ルーター」と「屋外ルーター」のタブにてそれぞれの一覧画面に切り替えられます。 

当該ルーターの行をダブルクリック（ダブルタップ）することで、該当するルーターの通知情報 

画面に遷移します。 

ルーターは 5 分間隔でゲートウェイに死活監視用の通知をしており、ルーターから 5 分以上未通知

の状態が続いた場合は、一覧の該当ルーターの行全体が赤く表示されます。 

また、サーバーに通知されたルーターの電源電圧値が 2.0V 以下の場合は、「低電圧」の列が 
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「未検出」から「検出」に変わります。 

 

 

ルーター一覧（屋内ルーター）画面 

 

屋内ルーターの一覧内容は以下の表の内容になります。 

［屋内ルーター一覧］ 

番号 項目 内容 

1 デバイス ID ルーターのデバイス ID です。 

2 名前 登録した名前です。 

3 建物 ルーターを設置した建物名です。 

4 フロア ルーターを設置した建物のフロア名です。 

5 設置場所 ルーターを設置した場所の説明です。 

6 最新通知日時 ルーターの直近の通知日時です。 

7 動作状態 ルーターの動作状態（ヘルスチェック）です。 

以下の 3 つの状態で表します。 

「－」：未通知  

ルーター登録から初回通知までは「－」が表示されます。 

「〇」：良好 ／ 「？」：要確認 

ルーターは 5 分間隔でゲートウェイに死活監視用の通知をし

ており、前回の通知から 5 分以上サーバーまで通知が無かっ

た場合は「？」を表示します。 

8 登録日時 ルーターを WEB UI に登録した日時です。 

9 低電圧 低電圧未検出時、「未検出」のボタンラベルが表示され、 

低電圧検出時、「検 出」のボタンラベルが表示されます。 

10 編集 「編集」ボタンを押下することで編集画面に遷移します。 

11 削除 「削除」ボタンを押下すると削除確認ダイアログが表示さ

れ、「OK」を選択すると本ルーターの情報がサーバーから削

除されます。 
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ルーター一覧（屋外ルーター）画面 

 

屋外ルーターの一覧内容は以下の表の内容になります。 

［屋外ルーター一覧］ 

番号 項目 内容 

1 デバイス ID ルーターのデバイス ID です。 

2 名前 登録した名前です。 

3 設置場所 ルーターを設置した場所の説明です。 

4 最新通知日時 ルーターの直近の通知日時です。 

5 動作状態 ルーターの動作状態（ヘルスチェック）です。 

以下の 3 つの状態で表します。 

「－」：未通知  

ルーター登録から初回通知までは「－」が表示されます。 

「〇」：良好 ／ 「？」：要確認 

ルーターは 5 分間隔でゲートウェイに死活監視用の通知をし

ており、前回の通知から 5 分以上サーバーまで通知が無かっ

た場合は「？」を表示します。 

6 登録日時 ルーターを WEB UI に登録した日時です。 

7 低電圧 低電圧未検出時、「未検出」のボタンラベルが表示され、 

低電圧検出時、「検 出」のボタンラベルが表示されます。 

8 編集 「編集」ボタンを押下することで編集画面に遷移します。 

9 削除 「削除」ボタンを押下すると削除確認ダイアログが表示さ

れ、「OK」を選択すると本ルーターの情報がサーバーから削

除されます。 
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・CSV エクスポートボタン 

ルーター(屋内/屋外)の一覧表示データを CSV 形式でエクスポートします。 

ファイル名は”routers.csv”になります。 
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3.3.3.ゲートウェイ一覧画面 

ゲートウェイ一覧では登録済みのゲートウェイが一覧で確認できます。 

行をダブルクリック（ダブルタップ）することで、該当するゲートウェイの通知情報画面に遷移し

ます。 

 

ゲートウェイは、5 分間隔で死活監視をサーバーに通知しており、ゲートウェイから 5 分以上未通

知の状態が続いた場合は、一覧の該当ゲートウェイの行が赤く表示されます。 

 

 

ゲートウェイ一覧画面 

 

 

ゲートウェイの一覧内容は以下の表の内容になります。 

［ゲートウェイ一覧］ 

番号 項目 内容 

1 ゲートウェイ ID ゲートウェイ ID です。 

2 名前 登録した名前です。 

3 設置場所 ゲートウェイを設置した場所の説明です。 

4 HELP CH ES920LRBG からの HELP 受信用 CH です。 

5 最新通知日時 ゲートウェイがサーバーに通知した最新の日時です。 

６ 登録日時 ゲートウェイを WEB UI に登録した日時です。 

5 編集 「編集」ボタンを押下することで編集画面に遷移します。 

6 削除 「削除」ボタンを押下すると削除確認ダイアログが表示さ

れ、「OK」を選択すると本ゲートウェイの情報がサーバーか

ら削除されます。 

 

・CSV エクスポートボタン 

ルーター(屋内/屋外)の一覧表示データを CSV 形式でエクスポートします。 

ファイル名は”gateways.csv”になります。 

  



- 32 - 

 

 

3.4.屋内情報 

 

屋内でのユニット（ES920LRBG / BLE タグ）検知を確認する場合は、屋内情報を登録します。 

屋内情報は、建物とその建物のフロアマップからなります。 

 

屋内情報の登録は、以下の順番で登録を行います。 

① 建物登録 

ユニットを検知する建物を登録します。 

登録された建物は「建物マーカー」としてマップ上で確認できます。 

 

② フロアマップ登録 

登録した建物内のフロアマップ画像を登録します。 

 

③ 屋内ルーター登録 

登録したフロアマップ上に屋内ルーターを登録します。 

 

  

3.4.屋内情報 
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3.4.1.建物登録 

画面右上のドロップダウンメニューから「建物登録」を選択して建物登録画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドロップダウンメニュー（建物登録） 

 

 

建物登録画面 
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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。 

番号 項目 内容 

1 位置設定マップ* マップ上で、建物の位置を設定してください。 

2 建物名前* 建物の表示名を入力してください。 

全角 30 文字まで入力できます。 

3 場所* 建物の場所の説明を入力してください。 

「マップから住所取得」を押下すると、マップ上に設置した

建物マーカーの住所が自動入力されます。（注）設置場所

（山奥など）によっては住所が表示されない場合がありま

す。その場合は手動で入力してください。 

全角 40 文字まで入力できます。 

 

本 WEB UI にて登録できる建物は 1 ユーザに 15 棟までとなります。 

マップ上に表示された登録する建物の任意の場所に建物マーカーを設置します。 

マップ上への建物マーカーの設置方法は次の通りです。 

 

1. マップ上をドラッグで移動／拡大して、設置場所を探します。 

※ マップ上部の入力欄に住所や地名を入力して「住所からマップ表示」ボタンを押下することで、

マップの表示位置を指定の場所に簡単に移動することができます。 

 

           

建物マーカー設置位置移動の入力欄 

 

2. マップ上で任意の場所を左クリック(タップ)すると、その場所に新規建物マーカーが表示 

されます。 

 

3. 表示された新規建物マーカーはドラッグすることで位置修正することが可能です。また、マップ

上の別な場所で再度左クリック(タップ)すると、前回の新規建物マーカーは取り消され、クリッ

ク（タップ）した場所に新規建物マーカーが表示されます。 
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マップ上の新規建物マーカー設置 

 

4. マップに建物マーカーを設置し、各入力項目を入力後に「登録」ボタンを押下すると 

登録完了します。 

 

そのまま、継続して次の建物登録を行うことができます。 

 

マップ上の建物マーカー設置 

※建物の初回登録はマップ上に日本地図が表示されますが、初回以降の登録では登録済み建物を 
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全て表示した範囲での地図が表示されます。 

 

（注）屋内マーカー登録位置は登録時の建物マーカー位置にリンクしているため、屋内マーカー 

登録後は建物マーカーの位置を変更しないでください。 

 

 

3.4.2.建物一覧 

画面右上のドロップダウンメニューから「建物一覧」を選択して、建物一覧画面に 

遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドロップダウンメニュー（建物一覧） 
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建物一覧画面 

 

 

一覧内容は以下の表の内容になります。 

［建物一覧］ 

番号 項目 内容 

1 建物名 登録した建物の名前です。 

2 場所 登録した建物の場所です。 

3 登録日時 建物を登録した日時です。 

4 フロアマップ 「登録」と「一覧」の２つのボタンがあります。 

「登録」ボタン押下にてフロアマップ登録画面に遷移しま

す。１つの建物に登録できるフロアマップ数は 10 までで

す。 

「一覧」ボタン押下にて当該建物のフロアマップ一覧画面に

遷移します。 

5 ルーター 「登録」のボタンにて当該建物の屋内ルーター登録画面に遷

移します。 

6 編集 「編集」ボタンを押下することで編集画面に遷移します。 

7 削除 「削除」ボタンを押下すると削除確認ダイアログが表示さ

れ、「OK」を選択すると本建物に紐づいたフロアマップ及び

屋内ルーターの情報もサーバーから削除されます。 
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3.4.3.フロアマップ登録 

フロアマップの登録を行うためには建物一覧画面に遷移します。 

当該の建物のフロアマップ列の「登録」ボタンを押下することで、フロアマップ登録画面に 

遷移します。 

 

 

フロアマップ登録画面 

 

フロアマップ登録の画面左上部ヘッダ部の【】にはフロアマップ登録する建物名が表示されます。 

 

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。 

［フロアマップ登録 設定項目一覧］ 

番号 項目 内容 

1 フロア番号* フロアマップ一覧や建物内のフロアマップ切替時の表示順

番になります。設定範囲は(1～10)です。 

2 フロア名* 登録するフロアマップのフロア名を入力してください。 

全角 20 文字まで入力できます。 

3 マップ画像* フロアマップ画像を選択します。 

画像ファイルは、拡張子が jpg,png,bmp,gif,svg のいずれか

のものでサイズが 1M バイト未満を選択してください。 

画像を選択すると、左画面にプレビュー画像が表示されま

す。 
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各入力項目を入力、マップ画像を選択後に「登録」ボタンを押下するとマップ画像がサーバーに 

アップロードされ登録完了します。 

そのまま、継続して次のフロアマップの登録を行うことができます。 

本 WEB UI にて登録できるフロアマップは、1 建物につき 10 フロアまでとなります。 
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3.4.4.フロアマップ一覧 

建物一覧画面の当該建物のフロアマップ列にある「一覧」ボタンからフロアマップ一覧画面に 

遷移します。 

 

 

フロアマップ一覧画面 

 

フロアマップ登録の画面左上部ヘッダ部の【】にはフロアマップ登録する建物名が表示されます。 

 

一覧内容は以下の表の内容になります。 

［フロアマップ一覧］ 

番号 項目 内容 

1 フロア番号 登録したフロア番号です。一覧はこの番号の昇順に表示さ

れます。 

2 フロア名 登録したフロア名です。 

3 フロアマップ画像 フロアマップ画像のサムネイルを表示します。 

4 登録日時 フロアマップを登録した日時です。 

5 編集 「編集」ボタンを押下すると、フロアマップの編集画面に

遷移します。 

6 削除 「削除」ボタンを押下すると削除確認ダイアログが表示さ

れます。ダイアログの「OK」を選択すると、本フロアマッ

プ情報とフロアマップに紐づいた屋内ルーターの情報も 

サーバーから削除されます。 
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3.4.5.屋内ルーター(ES920BLE-S2)登録 

フロアマップを登録すると、フロアマップに屋内ルーターを登録できるようになります。 

建物一覧画面の「ルーター」列にある「登録」ボタンから屋内ルーター登録画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

建物一覧画面 

 

 

 

屋内ルーター登録画面 
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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。 

番号 項目 内容 

1 位置設定マップ* フロアマップ上で、ルーターの位置を設定してください。 

フロアマップは 4 段階までズーム可能です。(※) 

2 名前* ルーターの表示名を設定してください。 

全角 30 文字まで入力できます。 

3 デバイス ID* ルーターのデバイス ID を 4 桁 16 進数で設定してくださ

い。(範囲：0000~FFFE) 

4 設置場所 ルーターを設置した場所の説明を入力してください。 

全角 40 文字まで入力できます。 

 

(※)フロアマップ画像のズームは、１枚のフロアマップ画像を拡大して表示させているため、 

ズームする分画像は荒く表示されます。 

 

フロアマップ上へのルーターの設置方法は次の通りです。 

1. フロアマップが複数ある場合、フロアマップ上のページネーションにてフロア移動し、 

目的のフロアマップを選択します。 

 

 

屋内ルーター登録画面（フロア選択） 

 

2. フロアマップ上でルーターを配置する場所を左クリック(タップ)すると、その位置に新規 

ルーターが表示されます。 

建物名：フロア名 

ページネーション 
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屋内ルーター登録画面（新規ルーター設置） 

 

3. 表示された新規ルーターはドラッグすることで位置修正することが可能です。また、マップ上の

別な場所やフロア移動後に再度左クリック(タップ)すると、前回の新規ルーターは取り消され、

新たな位置に新規ルーターが表示されます。 

 

 

4. フロアマップにルーターを設置し、各入力項目を入力後に「登録」ボタンを押下すると 

登録完了します。 

 

ルーター登録完了 
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そのまま継続して次のルーター登録を行うことができます。 

 

（※）屋内マーカーは、フロアマップ上で認識しやすいように黒いルーターをモチーフにした 

マーカーを使用しています。新規ルーターや編集時ルーターの表示には、他配置済みルーター 

と区別するためにオレンジ色でハイライト表示しています。 

 

 

屋内ルーター連続登録 

 

（注）屋内マーカー登録位置は登録時の建物マーカー位置にリンクしているため、屋内マーカー 

登録後は建物マーカーの位置を変更しないでください。 
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3.5.ホーム画面 

 

 

ゲートウェイ、屋外ルーター、または建物のいずれかを登録すると、ホーム画面にエリア情報 

が表示されるようになります。 

ユニットが登録されている場合、ユニットの直近の通知位置が表示されます。 

※ホーム画面は 5 分毎に自動的にリロードされます。 

※ブラウザのページを更新することで、最新の情報が反映されます。 

 

ホーム画面のエリア情報は、１つのヘッダ部と３つの画面で構成されています。 

図内にある赤枠と番号は、図の後にある各表示部の説明と対応しています。 

 
ホーム画面（エリア情報） 

 

① エリア情報画面ヘッダ 

エリア情報画面のヘッダ部です。 

 

② マップ画面 

ユニット(ES920LRBG/BLE タグ)の最新通知位置と、登録済みデバイス（屋外ルーター、ゲート

ウェイ）、建物マーカーの位置をマーカー表示します。 

マップ上で表示されるマーカーは以下になります。 

 

①  

②  

③  

④  

3.5.ホーム画面 
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［マーカー説明］ 

番号 マーカー 名称 内容 

1 

 

ユニットマーカー ユニット（ES920LRBG/BLE タグ）の位置を

表すマーカーです。マーカーをクリックする

と移動履歴画面に遷移します。 

(移動履歴画面の詳細は p.51 を参照) 

2 

 

建物マーカー ユニットの位置検知設備のある建物を表すマ

ーカーです。 

マーカーをクリックすると建物のフロアマッ

プ画面に遷移します。 

3 

 

屋外ルーターマーカー ユニットからのビーコン信号を検知するルー

ターの設置位置を表すマーカーです。マーカ

ーをクリックすると屋外ルーターのデバイス

通知情報画面に遷移します。 

4 

 

ゲートウェイマーカー ユニットとルーターからのデータを受信して

サーバーに通知するゲートウェイの設置位置

を表すマーカーです。マーカーをクリックす

るとゲートウェイのデバイス数値情報画面に

遷移します。 
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ホーム画面（エリア情報）から通知情報画面への遷移 

 

  

ホーム画面（エリア情報） 

移動履歴画面 

 

クリック 
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建物マーカーをクリックして、建物のフロアマップ画面に遷移します（フロアマップ未登録状態の

場合は遷移しません）。 

フロアマップ画面では、直近の通知のあったユニットがその屋内からの通知であった場合に、その

検出位置を確認できます。 

 

建物マーカークリックによるホーム画面からフロアマップ画面への遷移 

 

 

③ ユニット検索 

検索窓に登録しているユニットの登録名を入力して検索できます。検索に該当したユニットは④

の一覧画面に表示されます。該当するユニットが一つも無かった場合、一覧画面には空欄のみが

表示されます。 

 

登録ユニット名検索画面 

  

ホーム画面（エリア情報） 

フロアマップ画面 

 

クリック 
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④ 登録一覧 

ホーム画面右には、WEB UI に登録したユニット、建物、屋外ルーター、ゲートウェイが一覧で

表示されます。 

 

 

登録一覧画面 

 

以下に各タブで表示される内容を説明します。 

(1)ユニットタブ 

選択するとユニットの種別(ES920LRBG または BLE タグ)と名前、そして最新通知時刻の一覧

が表示されます。最新通知時刻は、WEB UI に登録後一度も通知がないユニットは「未通知」と

表示されます。 

一覧に表示されるユニットの行をクリック（シングルタップ）すると、マップ上のユニットマー

カーがセンタリング後にアニメーション（バウンド）してマップ上の位置を明示し、ダブルクリ

ック（ダブルタップ）すると、そのユニットの移動履歴画面に遷移します(移動履歴画面の詳細

は p.51 を参照)。最新通知時刻が「未通知」のユニットの場合は、クリック（シングルタップ）、

ダブルクリック（ダブルタップ）しても画面遷移しません。 

ユニットの種別が ES920LRBG の場合、ES920LRBG からヘルプ通知があると行全体が赤色で表

示され、一覧の上部に表示されます。このときの地図上のユニットマーカーには「HELP！」と

いうラベルが表示されます。 

 

(2)建物タブ 

選択すると建物の名前と場所の説明の一覧が表示されます。 

一覧に表示される建物の行をクリック(シングルタップ)すると、マップ上の建物マーカーがセン

タリング後アニメーション（バウンド）してマップ上の位置を明示し、ダブルクリック（ダブル

タップ）すると、その建物のフロアマップ画面に遷移します。 
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(3)屋外ルータータブ 

選択すると屋外ルーターの名前と設置場所の一覧が表示されます。 

屋外ルーターの行が赤い色になっている場合、該当屋外ルーターの通知が 5 分以上通知されてい

ないことを表します。 

 

(4)ゲートウェイタブ 

選択するとゲートウェイの名前と設置場所の一覧が表示されます。 

ゲートウェイの行が赤い色になっている場合、該当ゲートウェイの通知が 5 分以上通知されてい

ないことを表します。 
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3.6.移動履歴 

 

 

移動履歴画面は、ユニットの移動履歴を確認するための画面になります。 

※移動履歴画面は 5 分毎に自動的にリロードされます。 

※ブラウザのページを更新することで、最新の情報が反映されます。 

 

3.6.1.ユニット移動履歴【屋外】画面 

ユニット移動履歴画面は、ユニットのマップでの移動履歴が確認できます。 

ユニット移動履歴画面には、屋外（Google map にて移動履歴を表示）画面と屋内(フロアマップにて 

移動履歴を表示)画面の 2 種類があります。 

 

はじめに屋外画面について説明します。 

ユニット通知情報画面【屋外】は１つのヘッダ部と３つの画面で構成されています。 

図内にある赤枠と番号は、図の後にある各表示部の説明と対応しています。 

 

ユニット移動履歴（屋外）画面 

 

 

 

 

①  

②  

③  

④  

3.6.移動履歴 
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① ユニット移動履歴情報【屋外】画面ヘッダ 

ユニット移動履歴情報【屋外】画面のヘッダ部です。 

ヘッダ表示テキスト横のプルダウンリストからは、他の登録ユニットのユニット移動履歴情報

【屋外】に遷移することができます。 

 

ユニット移動履歴情報【屋外】画面ヘッダのプルダウンリスト表示 

 

また、当該ユニットから HELP 通知があった場合、ヘッダ部に HELP 通知があった事を 

知らせるメッセージと確認を促すボタンが表示されます。 

 

ユニット移動履歴情報【屋外】画面ヘッダ部の HELP 検出表示 

 

② 履歴マップ画面 

ユニットの移動履歴が表示されます。③移動履歴データと連動しており、履歴表示フィルタの 

指定が無い場合、ユニットが検出された直近の時間から 1 時間分の移動履歴を表示します。 

 

また、履歴マップ上に建物マーカーが表示されている場合、ユニットが建物内で検出された事を

意味しています。建物マーカーをクリック（タップ）することで屋内画面（フロアマップ）に遷移

し、屋内の移動履歴が確認できます。 

 

③ 移動履歴データ画面 

1 画面に 15 データずつ移動履歴のデータ（屋内分の履歴含む）を表示します。 

履歴表示フィルタの指定が無い場合、ユニットが検出された直近の時間から 1 時間分の履歴を 

表示します。 
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・履歴表示フィルタ設定ボタン 

移動履歴画面の最上部にあるボタンです。 

ボタンを押下することで、ボタン直下に履歴表示フィルタメニューが表示されます。 

フィルタの項目を設定し、「フィルタ」ボタンを押下することによりフィルタ内容で画面が 

更新されます。 

 

履歴表示フィルタメニュー画面 

 

履歴表示フィルタメニューのフィルタ設定内容は以下一覧になります。 

[履歴表示フィルタメニュー一覧] 

番号 項目 内容 

1 測位種別 ユニットの位置測位種別にフィルタを掛けて表示します。 

ALL：フィルタ無し（初期状態） 

GPS：GPS 測位のみ表示 

BLE：BLE 測位のみ表示 

2 マップ表示 履歴マップ上の移動履歴表示をフィルタします。 

履歴全表示：1 度の履歴マップに移動履歴データ画面に表示される

データの全ての移動履歴を表示します。（初期状態） 

表示データ分：移動履歴データ画面に表示された 1 画面 15 データ

分に対応した移動履歴をマップに表示します。 

移動履歴データのページを送るごとに履歴マップの移動履歴が連動

して変化します。 

3 取得開始日時 

取得終了日時 

取得開始日時から取得終了日時までの移動履歴でフィルタします。 

最大で 31 日分の移動履歴を表示します。 

取得開始日時から取得終了日までの日数が 31 日以上を選択した場

合、31 日分を表示します。 

初期状態では直近の通知情報が取得終了日時に、その 1 時間前の時

間が取得開始日時に設定されています。 
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履歴表示フィルタメニューのボタン内容は以下一覧になります。 

[履歴表示フィルタメニューボタン] 

番号 項目 内容 

1 フィルタ フィルタメニューにてフィルタ項目設定した後、本ボタンを押

下することでフィルタ内容が画面に反映されます。 

2 リセット フィルタ内容をリセットします。 

 

※取得開始日時、取得終了日時のフィルタを掛けて表示している間は、ブラウザ画面の更新を 

行ってもユニットの直近の通知情報を表示できません(当該ユニットからの HELP 通知は検出

可)。ユニットの直近の通知情報を確認する場合は、リセットボタンでフィルタを解除してくだ

さい。 

 

・移動履歴データ 

 ユニットの移動履歴データを 1 ページにつき 15 データ分を表示します。 

 履歴表示フィルタの指定がない場合、ユニットの直近の時間から1時間分の履歴を表示します。 

 

 移動履歴データの表示項目は以下になります。 

  [通知情報] 

番号 項目 内容 

1 測位種別 ユニットの位置測位種別です。 

GPS か BLE のいずれかが表示されます。 

2 時刻 データがサーバーに通知された時刻です。 

3 位置 

(緯度,経度) 

ユニットの検出位置です。 

4 ユニット 

バッテリ残量 

（V） 

ユニット(ES920LRBG)のバッテリ残量です。 

測位種別が BLE の場合、「-」を表示します。 

 

また、移動履歴データの行の色は、白・赤・青の 3 種類あり、それぞれは以下の通知を 

意味します。 

 

  白：ユニットからの通常の位置通知 

赤：ユニットからのヘルプによる位置通知 

青：ルーターからのユニット検知通知（BLE） 
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④ 基本情報 

現在表示中のユニットの情報を表示します。 

表示項目はユニット一覧画面で表示される「編集」と「削除」以外の項目が表示されます。 

 

ユニットが ES920LRBG の場合、「GPS パラメータ設定」ボタンが表の下に表示されます。 

ボタンを押下すると、ボタン直下に GPS パラメータ設定メニューが表示されます。 

ES920LRBG の登録・編集時同様、GPS パラメータの設定元の選択、GPS の測位周期とタイム

アウト時間を設定することができます。 

尚、サーバーとゲートウェイが同期中の間は、その旨のアラートが表示され設定できません。 

 

基本情報（ES920LRBG GPS パラメータ設定） 
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3.6.2.ユニット移動履歴【屋内】画面 

ユニット移動履歴【屋内】画面は、ユニット移動履歴【屋外】画面からのみ遷移できます。 

ユニット移動履歴【屋外】画面の履歴マップに表示されている建物マーカーをクリック（タップ）します。 

 

 

ユニット通知情報【屋外】履歴マップに表示された建物マーカー  

 

ユニット履歴【屋内】画面は、１つのヘッダ部と３つの画面で構成されています。 

図内にある赤枠と番号は、図の後にある各表示部の説明と対応しています。 

 

ユニット通知情報（屋内）画面 

  

建物マーカーを 

クリック(タップ) 

①  

②  ③  
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① ユニット移動履歴【屋内】画面ヘッダ 

ユニット移動履歴【屋内】画面のヘッダ部です。 

ヘッダ表示テキスト横は当該ユニット名が表示されます。 

当該ユニット名の横には「屋外」ボタンがあり、ユニット移動履歴【屋外】画面に遷移すること

ができます。 

 

ユニット通知情報【屋内】画面ヘッダ 

 

また、当該ユニットから HELP 通知があった場合、ヘッダ部に HELP 通知があった事を 

知らせるメッセージと確認を促すボタンが表示されます。 

 

ユニット通知情報【屋内】画面ヘッダ部の HELP 検出表示 

 

② 履歴フロアマップ画面 

ユニットの屋内移動履歴が表示されます。 

屋内では GPS での位置測位が困難なため、ユニットからのビーコンを検出したルーターの位置よ

り移動履歴を表しています。フロア内の複数のルーターがユニットを検出している場合、赤い矢

印ラインで移動履歴を表示します。ユニット通知情報画面【屋外】からの画面遷移時は、最も新し

い履歴のあるフロアが表示されます。 

 

ユニット通知情報【屋内】移動履歴表示 



- 58 - 

 

 

フロアマップと③移動履歴データは連動しており、データの行をクリックすると、 

フロアマップ上にあるルーターのマーカーがユニット検知マーカーに変わり点滅します。 

 

 

ユニット通知情報【屋内】移動履歴表示（ユニット検知マーカー表示） 

 

・フロア間をまたがる移動履歴 

現在表示中のフロアとは異なるフロアのデータをクリックすると、フロアマップが切り替わり、 

切り替わった先のフロアの移動履歴が表示され、ユニット検知マーカーが点滅します。 

 

 

③ 移動履歴データ画面 

1 画面に 15 データずつ屋内のユニット検出履歴を、最も新しい履歴から順に表示します。 

 

・履歴表示フィルタ設定ボタン 

サーバー通知履歴画面の最上部にあるボタンです。 

ボタンを押下することで、ボタン下に履歴表示フィルタメニューが表示されます。 

フィルタの項目を設定し「フィルタ」ボタンを押下することによりフィルタ内容が 

反映されます。 

 

履歴表示フィルタメニュー画面 
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履歴表示フィルタメニューのフィルタ設定内容は以下一覧になります。 

[履歴表示フィルタメニュー一覧] 

番号 項目 内容 

1 取得開始日時 

取得終了日時 

取得開始日時から取得終了日時までの移動履歴をフィルタ

します。 

最大で 31 日分の移動履歴を表示します。 

初期状態ではユニット通知情報画面【屋外】の履歴区間内

の時間が設定されています。 

 

移動履歴データの表示内容は以下一覧になります。 

[移動履歴データ] 

番号 項目 内容 

1 時刻 ゲートウェイからサーバーに通知された時刻です。 

3 フロア フロアマップのフロア名です。 

4 場所 当該フロアのルーター設置場所の説明です。 

2 ルーター名 ユニットを検出したルーター名です。 
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3.7.フロアマップ 

フロアマップ画面は、建物内で検出されたユニットを確認するための画面になりま 

建物内のフロアマップを切り替えて、ユニットが検出されたフロアとその検出位置が確認できます。 

※フロアマップ画面は 5 分毎に自動的にリロードされます。 

※ブラウザのページを更新することで、最新の情報が反映されます。 

 

フロアマップ画面 

 

① フロアマップ画面ヘッダ 

フロアマップ画面のヘッダ部です。 

建物名 フロアマップとテキスト表記します。 

 

② フロアマップ 

建物のフロアマップが表示されます。 

左上に建物名：フロア名が表示され、右上にはフロアマップ間を移動するためのページネーション

が表示されています。 

フロアマップ上には登録した屋内ルーターが表示されます。 

 

③ 検出ユニット一覧 

フロア内で検出されたユニットを一覧で表示します。 

行をクリックすると、フロアマップの検出したルーターのマーカーがユニット検知マーカーになり

点滅します。 

 

 

①  

②  ③  

3.7.フロアマップ 
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フロアマップ画面（検知ユニット表示） 

 

以下は検出ユニット一覧で表示される内容になります。 

[検出ユニット一覧] 

番号 項目 内容 

1 種別 検出ユニットの種別（ES920LRBG/BLE タグ）です。 

2 名前 ユニットの名前です。 

3 最新通知時刻 ユニットを検出した時刻です。 
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3.8.デバイス通知情報 

 

デバイス通知情報画面は、サーバーに通知されたデバイスからの情報を確認するための 

画面になります。 

デバイス通知情報画面には、屋外ルーター通知情報とゲートウェイ通知情報があります。 

※デバイス通知情報画面は 5 分毎に自動的にリロードされます。 

※ブラウザのページを更新することで、最新の情報が反映されます。 

 

3.8.1.屋外ルーター通知情報画面 

屋外ルーター通知情報画面は、当該ルーターの設置位置とルーターが検知した情報が確認できま

す。 

 

屋外ルーター通知情報画面は１つのヘッダ部と３つの画面で構成されています。 

図内にある赤枠と番号は、図の後にある各表示部の説明と対応しています。 

 

屋外ルーター通知情報画面 

 

① ルーター通知情報画面ヘッダ 

ルーター通知情報画面のヘッダ部です。 

ヘッダ表示テキスト横のプルダウンリストからは、他の登録屋外ルーターの通知情報画面に

遷移することができます。 

 

② 履歴マップ 

ルーターの設置位置がマップ上に表示されます。 

①  

②  ③  

④  

3.8.デバイス通知情報 
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③ サーバー通知履歴 

1 画面に 15 データずつ屋内も含めたサーバー通知データの履歴を表示します。 

履歴表示フィルタの指定が無い場合、ユニットが検出された直近の時間から 1 時間分の履歴

を表示します。 

 

   [通知情報] 

番号 項目 内容 

1 時刻 ルーターからの情報がゲートウェイからサーバーに

通知された時刻です。 

2 ユニット ID ルーターが受信したユニットのデバイス ID です。 

3 ＢＬＥ受信電波強度 

(dB) 

ルーターがユニットからデータを受信した時の BLE

受信電波強度です。 

4 ルーターバッテリ 

残量 

（V） 

ルーターのバッテリ残量です。 

 

 

④ 基本情報 

現在表示中のルーターの情報を表示します。 

表示項目はルーター一覧画面で表示される「編集」と「削除」以外の項目が表示されます。 
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3.8.2.ゲートウェイ通知情報画面 

ゲートウェイ通知情報画面は、当該ゲートウェイの設置位置とゲートウェイがサーバーへ通知し

た情報が確認できます。 

 

ゲートウェイ通知情報画面は１つのヘッダ部と３つの画面で構成されています。 

図内にある赤枠と番号は、図の後にある各表示部の説明と対応しています。 

 

ゲートウェイ通知情報画面 

① ゲートウェイ通知情報画面ヘッダ 

ゲートウェイ通知情報画面のヘッダ部です。 

ヘッダ表示テキスト横のプルダウンリストからは、他の登録ゲートウェイの通知情報画面に

遷移することができます。 

 

② 履歴マップ 

ゲートウェイの設置位置がマップ上に表示されます。 

 

③ サーバー通知履歴 

1 画面に 15 データずつ屋内も含めたサーバー通知データの履歴を表示します。 

履歴表示フィルタの指定が無い場合、ユニットが検出された直近の時間から 1 時間分の履歴

を表示します。 

通知データの内容は以下の表の内容になります。 

 

 

 

①  

②  ③  

④  
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[通知データ] 

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通知された時刻です。 

2 ユニット ID ゲートウェイが受信したユニットのデバイス ID です。 

3 ルーターID ユニットからの通知がルーター経由の場合の経由したルーター

のデバイス ID です。 

ユニットからの通知がルーターを経由していない場合は「-」を

表示 

4 受信チャンネル ユニット(ES920LRBG)またはルーターからデータを受信した時

の LoRa 無線データ受信チャンネルです。 

5 拡散率 ユニット(ES920LRBG)またはルーターからデータを受信した時

の LoRa 無線データ拡散率です。 

6 LoRa 受信電波強度 ユニット(ES920LRBG)またはルーターからデータを受信した時

の LoRa 無線データ受信電波強度です。 

7 位置 

（緯度、経度） 

ユニットの位置です。 

 

サーバー通知履歴の行をクリックすると、②履歴マップ上に、行に対応する位置にマーカーが表

示され、ゲートウェイ間の距離及び受信電波強度が表示されます。 

 

マップ上でのゲートウェイ－ユニット間距離及び受信電波強度表示 

④ 基本情報 

現在表示中のゲートウェイの情報を表示します。 

表示項目はゲートウェイ一覧画面で表示される「編集」と「削除」以外の項目が表示されま

す。 
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3.9.ユーザ情報の確認・設定 

 

画面右上のドロップダウンメニューからユーザ情報の確認・変更を行う画面に遷移できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドロップダウンメニュー（ユーザ情報） 

 

3.9.1 ユーザ情報確認 

ユーザ情報確認画面では、システムとしてユーザを認識する基本情報が表示されます。 

画面左下の「編集」ボタンより、ユーザ情報編集画面に遷移します。 

 
ユーザ情報確認画面 

 

ユーザ情報の内容は以下の表のようになります。 

［ユーザ情報］ 

番号 項目 内容 

1 ログイン ID ログイン ID です。 

2 会社名 ユーザの会社名です。 

3 メールアドレス ユーザの登録メールアドレスです。 

4 WEB UI 利用日数 ユーザの登録認証が完了してからの利用日数です。 

この日数が 365 日に達すると本 WEB UI にログインできな

くなります。 

3.9.ユーザ情報の確認・設定 
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3.9.2 ユーザ情報編集 

ユーザ情報の変更では、社名・ログイン ID・メールアドレスが編集可能です。 

「設定」ボタンにて、編集した情報が反映されて表示されます。 

 

ユーザ情報変更画面 

 

一覧内容は以下の表のようになります。 

［ユーザ情報編集］ 

番号 項目 内容 

1 会社名 ユーザの会社名です。 

全角 50 文字まで入力できます。 

2 ログイン ID ログイン ID です。 

半角英数字で 32 文字まで入力できます。 

3 メールアドレス ユーザの登録メールアドレスです。 

191 文字まで入力できます。 

4 メールアドレス

（確認用） 

3 のメールアドレスを変更した場合、本項目も同様の 

メールアドレスを入力してください。 
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3.10.設定情報 

 

 

画面右上のドロップダウンメニューから WEB UI の設定情報の確認・変更を行う画面に 

遷移できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドロップダウンメニュー（設定情報） 

 

 

3.10.1.ビーコンデータ間引き設定 

ユニット（ES920LRBG/BLE タグ）の BLE ビーコンによる通知を間引く設定です。 

間引き OFF の場合、ルーター経由で通知された BLE による通知データを全てサーバーに 

蓄積します。 

間引き ON の場合、ユニットが同ルーター経由から通知し続ける間は、初回の通知データ以降は 

最新の通知データで更新されます。 

初期設定では、ビーコンデータの間引き設定は ON になっています。 

 

 

設定情報画面 

 

 

3.10.設定情報 
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3.11.サーバー通知データ 

 

サーバー通知データはゲートウェイからサーバーに通知された、ユニットの位置データが蓄積さ 

れています。 

サーバー通知データのデータベース使用容量の確認は、ドロップダウンメニューの「サーバー通知

データ」を選択することでサーバー通知データ容量を確認できます。 

 

 

ドロップダウンメニュー（サーバー通知データ） 

  

3.11.サーバー通知データ 
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ドロップダウンメニューから遷移すると、以下の「サーバー通知データ容量」画面が 

表示されます。 

 

サーバー通知データ容量 

 

サーバー通知データ容量画面では、現在のサーバー通知データ使用量を円グラフで表示し、 

グラフ下の表にて使用量と最大使用量、未使用の容量を MByte（メガバイト）単位で表示します。 

 

サーバー通知データの蓄積最大容量は 64MByte としています。 

蓄積最大容量に近づく（蓄積最大容量-10MByte）と、ホーム画面にてアラート通知が表示されます。 

サーバー通知データ削除メニューの日時を指定して、古いデータは適宜削除することができます。 
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3.12.アラート表示 

 

アラート表示のテキストリンクより、ユニット一覧画面に遷移し、HELP 通知を一覧で確認 

できます。全ての HELP 通知の確認ができるまでアラートは表示され続けます。 

ホーム画面で HELP 通知を出しているユニット(ES920LRBG)が確認できます。 

注：HELP 通知が表示されると同時にアラートサウンドが鳴動します。 

 

HELP 通知を解除するには、ユニット所持者の状況を確認し、ユニットの移動履歴画面上部のヘッ

ダの「未確認」ボタンを押すと、ボタンが「確認済み」に切り替わります(移動履歴画面の詳細は

p.51 を参照)。また、ユニット一覧画面の HELP の列の「未確認」ボタンを押下することでボタン 

 

本 WEB UI には以下のアラートを画面上部に表示します。 

 

① ユニット（ES920LRBG）の HELP 通知アラート 

② ユニット（ES920LRBG）の低電圧アラート 

③ ルーター（屋外/屋内）の低電圧アラート 

④ サーバー通知データ容量の上限通知アラート 

 

 

3.12.1.ユニット（ES920LRBG）の HELP 通知アラート 

ユニット(ES920LRBG)所持者が HELP ボタンを押下し、サーバーに通知されると、WEB UI 画面

上部に以下のようなアラートが表示されます。 

 

HELP 通知アラート 

 

HELP 通知のユニット（ES920LRBG）の件数が表示されます。 

アラート表示のテキストリンクより、ユニット一覧画面に遷移し、HELP 通知を一覧で確認 

できます。全ての HELP 通知の確認ができるまでアラートは表示され続けます。 

ホーム画面で HELP 通知を出しているユニット(ES920LRBG)が確認できます。 

注：HELP 通知が表示されると同時にアラートサウンドが鳴動します。 

 

HELP 通知を解除するには、ユニット所持者の状況を確認し、ユニットの移動履歴画面上部のヘッ

ダの「未確認」ボタンを押すと、ボタンが「確認済み」に切り替わります(移動履歴画面の詳細は

p.51 を参照)。また、ユニット一覧画面の HELP の列の「未確認」ボタンを押下することでボタン

が「確認済み」に切り替わります。（ユニット一覧画面の詳細は p.25 を参照） 

  

3.12.アラート表示 
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3.12.2.ユニット（ES920LRBG）の低電圧通知アラート 

ユニット（ES920LRBG）のバッテリ状態はサーバーに通知されており、バッテリが 3.2V 以下にな

ると、WEB UI 画面上部に以下のようなアラートが表示されます。 

 

ユニット（ES920LRBG）低電圧通知アラート 

 

低電圧状態のユニット（ES920LRBG）の件数が表示されます。 

全てのユニット（ES920LRBG）が充電により低電圧状態から解除されるまでアラートは 

表示され続けます。 

アラート表示のテキストリンクより、ユニット一覧画面に遷移し、低電圧のユニットを一覧で 

確認できます。（ユニット一覧画面の詳細は p.25 を参照） 

 

3.12.3.ルーター（屋外/屋内）の低電圧アラート 

ルーターのバッテリ状態はサーバーに通知されており、バッテリが 2.0V 以下になると、 

WEB UI 画面上部に以下のようなアラートが表示されます。 

 

ルーター低電圧通知アラート 

 

低電圧状態のルーターの件数が表示されます。 

全てのルーターが低電圧状態から解除されるまでアラートは表示され続けます。 

アラート表示のテキストリンクより、ルーター一覧画面に遷移し、低電圧のルーターを一覧で 

確認できます。（ルーター一覧画面の詳細は p.27 を参照） 

 

3.12.4.サーバー通知データ容量の上限通知アラート 

ゲートウェイからサーバーに通知され、データベースに蓄積される容量が上限に近づいたときに、 

WEB UI ホーム画面に以下のようなアラートが表示されます。 

 

サーバー通知データ容量アラート 

 

サーバー通知データの蓄積最大容量-10MByte 未満になるまでアラートは表示され続けます。 
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アラート表示のテキストリンクより、サーバー通知データ容量画面に遷移し、サーバー通知データ容

量を確認できます。（サーバー通知データ画面の詳細は p.69 を参照） 

 


	1.概要
	2.WEB UIご利用開始まで
	2.1.WEB UI登録手続き
	2.2.通信デバイスの設置・設定について

	3.WEB UI操作
	3.1.ログイン／ログアウト
	3.1.1.ログイン手順
	3.1.2.ログイン中の画面の基本
	3.1.3.ログアウト

	3.2.デバイス登録
	3.2.1.ユニット(ES920LRBG / BLEタグ)の登録
	3.2.2.屋外ルーター（ES920BLE-S2）登録
	3.2.3.ゲートウェイ（ES920GWX）登録

	3.3.デバイス一覧
	3.3.1.ユニット（ES920LRBG/BLEタグ）一覧画面
	3.3.2.ルーター一覧画面
	3.3.3.ゲートウェイ一覧画面

	3.4.屋内情報
	3.4.1.建物登録
	3.4.2.建物一覧
	3.4.3.フロアマップ登録
	3.4.4.フロアマップ一覧
	3.4.5.屋内ルーター(ES920BLE-S2)登録

	3.5.ホーム画面
	3.6.移動履歴
	3.6.1.ユニット移動履歴【屋外】画面
	3.6.2.ユニット移動履歴【屋内】画面

	3.7.フロアマップ
	3.8.デバイス通知情報
	3.8.1.屋外ルーター通知情報画面
	3.8.2.ゲートウェイ通知情報画面

	3.9.ユーザ情報の確認・設定
	3.9.1ユーザ情報確認
	3.9.2ユーザ情報編集

	3.10.設定情報
	3.10.1.ビーコンデータ間引き設定

	3.11.サーバー通知データ
	3.12.アラート表示
	3.12.1.ユニット（ES920LRBG）のHELP通知アラート
	3.12.2.ユニット（ES920LRBG）の低電圧通知アラート
	3.12.3.ルーター（屋外/屋内）の低電圧アラート
	3.12.4.サーバー通知データ容量の上限通知アラート



