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1.概要 

 

本ドキュメントは、ES920LRBG-K WEB UI のユニット位置確認用の操作マニュアルです。 

 

本ドキュメントは、事前にシステム（デバイス）管理者が、WEB UI のアカウント作成済みであり、

デバイス（ユニット、ゲートウェイ）が登録済みであることを前提としています。 

また、ユニットの屋内位置検知を行う場合は、建物情報（建物とフロアマップ）と屋内用ルーターも

WEB UI に登録済みであることが必要です。 

 

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

 

 

  

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 



- 2 - 

 

2.操作画面一覧 

以下にユニット位置確認で操作する画面一覧を示します。 

 

ユニット位置確認画面一覧 

ログイン画面(P2) 

ホーム画面(P5) 

ユニット移動履歴画面【屋外】(P11) 

ユニット移動履歴画面【屋内】(P16) 

フロアマップ画面(P20) 

ユニット移動履歴 屋内フロアマップ 

2.操作画面一覧 
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3.ログイン／ログアウト 

 

3.1.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］ 

ｃ 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.ログイン／ログアウト 

http://es920lrbg-sdk.com/
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3.2.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。 

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では、ログアウト以外のメニューは操作不要です。 

 

ドロップダウンメニュー（ログアウト） 

  

操作不要 

ログアウト 
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4.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が登録されている場合、ホーム画面にエリア

情報が表示されるようになります。 

ユニットからの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  

4.ホーム画面 



- 6 - 

 

［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.11 を参照のこと) 

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。 

（フロアマップ画面の詳細は p.20 を参照の

こと） 

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。 

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。 
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ユニットマーカークリックによるホーム画面からユニット移動履歴画面への遷移 

 

  

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、建物内のフロア毎に設置されている屋内ルーターの位置と、ユニットがそ

の屋内からの通知であった場合にはその検出位置を確認できます。 

ホーム画面でユニットマーカーが建物マーカーと重なって表示されている場合、そのユニットは建

物内で検知されたことを意味します。 

この場合、ユニットマーカーをクリックすればユニットの移動履歴画面に、建物をクリックすれば

フロアマップ画面に遷移します。 

 

ユニットが建物内で検出された場合のマーカー表示 

 

 

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 

  

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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③ ユニット検索画面 

検索窓に登録しているユニット名を入力して「ユニット名検索」ボタンを押下することで、検索

に該当したユニットが④登録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 

 

ユニット検索画面のボタンの機能は以下になります。 

[ユニット名検索画面 ボタン] 

番号 項目 内容 

1 ユニット名検索 ユニット名を検索開始し、画面更新にて検索結果を表示しま

す。 

2 リセット 検索をリセットします。 
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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。 

 

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.11 を参照のこと)。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。 

 

HELP 通知のあるユニット(ES920LRBG)を表すマーカー 

 

(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。 

 

(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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5.移動履歴画面 

 

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。 

 

5.6.1.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  

5.移動履歴画面 
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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の機能は以下になります。 

[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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5.6.2.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 
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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 

  



- 19 - 

 

 

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。 

2 ルーター名 ユニットを検出したルーター名です。 

3 フロア フロアマップのフロア名です。 

4 場所 ルーター設置場所の説明です。 

 

  



- 20 - 

 

6.フロアマップ画面 

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す。 

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  

6.フロアマップ画面 
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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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7.アラート表示 

 

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 

 

いずれのアラートが発生した場合は、システム（デバイス）管理者に連絡してください。 

 

7.1.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。 

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、「確認済み」に切り替わり、HELP 表示とアラーム鳴動が停止しま

す。(移動履歴画面の詳細は p.11 を参照のこと) 

 

7.2.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。 

7.アラート表示 
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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。 

 

7.3.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。 

 

 

7.4.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 

 

蓄積された通知データ容量を調整削減するまでアラートは表示され続けます。 
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