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はじめに 

 

ES920LRBG2-K WebUI(以降、本 WebUI)は、GPS ユニット(ES920LRBG2)からゲートウェイ

(ES920GWX/ES920GWX2)を経由してクラウドサーバーに通知された位置情報を、PC/タブレット/ス

マートフォンのブラウザで閲覧可能とする Web アプリケーションです。 

 

本 WebUI では、GPS ユニット ES920LRBG2 からの位置情報(緯度・経度)をリアルタイムに確認でき

ます。 

 

システム概要図 

 

【WebUI 利用条件】 

本 WebUI を使用するためには、ES920LRBG2-K に同梱された CD-ROM 内にある WebUI 登録申請

書にて EASEL まで申請を行う必要があります。 

EASEL にて申請確認、登録処理後、WebUI 登録完了および認証メールが届きますので認証実施後にロ

グインしてください。 

 

  

クラウドサーバー 

(AWS) 

ES920GWX/ES920GWX2 ES920LRBG2 

LoRa 通信 

(プライベート LoRa) 

3G/LTE/Ethernet 通信 

のいずれか 

(HTTP POST) 

閲覧 

PC/タブレット/スマートフォン 

はじめに 
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通信設定 

 

本 WebUI は次の通信デバイスをサポートします。 

・ゲートウェイ（ES920GWX/ES920GWX2 シリーズ） 

・GPS ユニット(ES920LRBG2) 

 

本 WebUI を使用する前に、デバイスの通信設定を行う必要があります。 

通信設定としては、以下の２つとなります。 

1.GPS ユニット－ゲートウェイ間の LoRa 通信設定 

2.ゲートウェイ－Web サーバー間の HTTP POST 通知先設定 

 

1.GPS ユニット－ゲートウェイ間の LoRa 通信設定 

GPS ユニットとゲートウェイ間の LoRa 通信には、以下のパラメータが GPS ユニットとゲートウェ

イに適切に設定されている必要があります。 

※ES920LRBG2-K 出荷時は、下記設定を行わずとも通信できる設定になっています。 

① 無線チャンネル番号 

② 拡散率 

③ 帯域幅 

④ ゲートウェイのネットワークアドレス(GPS ユニットのみ) 

  ゲートウェイには LoRa 通信モジュールが 4 台搭載されており、いずれか 1 台が GPS ユニットで設

定された①～③と等しい必要があります。 

  GPS ユニットは通知先のゲートウェイのノード ID を設定する必要があります。 

   

  各デバイスの設定方法については各デバイスの取扱説明書を参照してください。 

取扱説明書は、ご購入の CD に同梱されていますが、弊社のホームページからもダウンロード可能

です。 

・ゲートウェイ 

・ES920GWX 取扱説明書「無線設定」参照 

・ES920GWX2 取扱説明書「無線設定」参照 

・GPS ユニット 

 ・ES920LRBG2 取扱説明書 「メンテナンスコマンド」参照 

  

通信設定 

https://easel5.com/wordpress/wp-content/uploads/ES920GWX-%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf
https://easel5.com/wordpress/wp-content/uploads/ES920GWX2-%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf
https://easel5.com/wordpress/wp-content/uploads/ES920LRBG2%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf
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2.ゲートウェイ-Web サーバー間の HTTP POST 通知先設定 

ゲートウェイから弊社クラウドサーバーにデータを通知するために、ゲートウェイ本体に通知先を

設定する必要があります。 

 

ゲートウェイデータ通知先： 

http://es920web.com/set 

 

コマンド設定にて以下を設定してください。 

servern: es920web.com 

serverd: /set 

  

http://es920web.com/
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ログイン 

 

以下の URL にアクセスすると、本 WebUI のログイン画面が表示されます。 

URL: https://es920web.com/login 

 

 

ログイン画面 

 

本 WebUI の認証メールに記載のあるログイン ID とパスワードを入力した後、「ログイン」ボタンを選

択してログインしてください。 

 

ログイン後のログアウトは、画面右上に常に表示されているログイン ID 表示エリアをクリックすると

表われる「ログアウト」をクリックすると本 WebUI からログアウトします。 

 

 

ログイン後のログアウト 

 

  

ログイン ID 表示エリア 

ログイン 

https://es920web.com/
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ログイン後の画面構成 

 

ログイン後の画面構成は大きく「ログイン ID 表示エリア」、「メニューボタンエリア」、「メイン画面エ

リア」の３つの表示エリアから構成されます。 

 

 

ログイン後の WebUI 画面構成 

  

[画面構成説明] 

・メニューボタンエリア 

ログイン後の全ての画面で表示され、ボタン内容に応じた画面にメイン画面エリアを切り替えます。 

ボタンが選択されている状態では、緑色になり、ログイン時は「ホーム」ボタンが選択されています。 

 

・ログイン ID 表示エリア 

本 WebUI ヘッダ部に位置し、ログインしているユーザ名が表示されます。クリックするとドロップ 

ダウンリストに「ログアウト」が表示され選択するとログアウトすることができます。 

 

メニューボタンエリア 

メイン画面エリア 

ログイン ID 表示エリア 

ログイン後の画面構成 
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・メイン画面エリア 

メニューボタンエリアに応じた画面や、メイン画面内に表示されたボタンにより画面を切り替え表

示します。ログイン時は「ホーム」画面を表示します。 
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デバイスの登録 

 

本 WebUI で GPS ユニットからのデータを確認するために、ゲートウェイおよび GPS ユニットの情報

を登録する必要があります。 

 

ゲートウェイ(ES920GWX/ES920GWX2)登録 

以下の手順により、本 WebUI にゲートウェイを登録します。 

① メニューボタンエリアから「デバイス」ボタンを選択し、「デバイス」画面を表示します。 

② 「デバイス」画面には、ゲートウェイ・位置検出ユニット・ハイブリッドルーターの登録数が表示

されています。 

③ 「デバイス」画面のゲートウェイパネル下にある「一覧」ボタンを選択し、ゲートウェイ一覧画面

を表示します。 

 

「デバイス」画面 

  

「デバイス」ボタンを選択 メニューボタンエリア 

「一覧」ボタンを選択 

デバイス画面 

デバイスの登録 
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④ 「ゲートウェイ一覧」画面から「新規登録」ボタンを選択します。 

「ゲートウェイ一覧」画面 

 

⑤ 「ゲートウェイ登録」フォーム画面に切り替わるので、登録項目を入力し、「登録」ボタンを選択

します。 

 

 

「ゲートウェイ登録」フォーム画面 

 

 

「新規登録」ボタンを選択 
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以下は、ゲートウェイ登録フォームの登録項目になります。 

表 ゲートウェイ登録項目 

項目 説明 

設置位置マップ マップ上にゲートウェイの設置位置を設定することにより、マップモ

ニタ画面にて、ゲートウェイマーカーを表示します。 

 

設置位置マップの上部にあるテキスト入力欄に土地や住所を入力し、

「マップ表示」ボタンを押下すると該当するマップを表示します。 

 

マップ上をクリック(タッチ)すると、「New!!」の吹き出しがついたゲ

ートウェイマーカーが表示されます。このゲートウェイマーカーは、

ドラッグ(フリック)で移動させることができます。 

 

(※) ゲートウェイマップ未登録時は、マップは日本地図スケールで

表示されます。ゲートウェイを登録すると、以降は登録した全ゲート

ウェイがマップに表示される縮尺で表示します。 

ゲートウェイ ID* ゲートウェイの ID を入力します。 

① ES920GWX の場合：Subscriber number11 桁を入力します。 

② ES920GWX2(通信タイプ Ethernet)の場合：MAC アドレスを’-

‘、’:’無しで入力します。 

例) 04-A3-43-5F-43-23⇒04A3435F4323 

③ ES920GWX2(通信タイプ 3G/LTE)の場合：SIM カードに設定さ

れている IMSI(International Mobile Subscriber Identity)15 桁を

入力します。 

名称* ゲートウェイの識別名称を入力します。 

入力可能文字は、英字、数字、日本語です。 

最大入力文字数は 30 文字です。 

設置場所* ゲートウェイを設置した場所の説明を入力します。 

最大入力文字数は 40 文字です。 

設置位置マップに新規登録ゲートウェイを追加した場合、入力欄下の

「マップから住所を取得」ボタンを押下すると、該当する住所を入力

欄に表示します。(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。 

項目名に*が付いているのは入力必須項目です。 
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GPS ユニット(ES920LRBG2)登録 

 

以下の手順により、本 WebUI に GPS センサユニットを登録します。 

① メニューボタンエリアから「デバイス」ボタンを選択し、「デバイス」画面を表示します。 

② 「デバイス」画面には、ゲートウェイ・位置検出ユニット・ハイブリッドルーターの登録数が表示

されています。 

③ 「デバイス」画面の位置検出ユニットパネル下にある「一覧」ボタンを選択し、位置検出ユニット

一覧画面を表示します。 

 

「デバイス」画面 

 

「デバイス」ボタンを選択 メニューボタンエリア 

「一覧」ボタンを選択 

デバイス画面 
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④ 「ユニット一覧」画面から「新規登録」ボタンを選択します。 

位置検出ユニット「ユニット一覧」画面 

 

⑤ 画面が位置検出ユニットの登録フォーム画面に切り替わるので、登録項目を入力し、「登録」ボタ

ンを選択します。 

 

「登録フォーム」画面 

 

「新規登録」ボタンを選択 ユニット一覧画面 

4 桁の 16 進数値を入力 

20 文字以内の日本語、英数字入力 
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登録フォーム項目内容についての説明を以下に記載します。 

 

表 GPS ユニット登録項目 

項目 説明 

ID* GPS ユニット ID（ユニット側で設定する ownid に相当）を入力しま

す。4 桁の 16 進数値を入力します。(0000～FFFE) 

名称* GPS ユニットの識別名称を入力します。 

入力可能文字は、英字、数字、日本語です。 

最大入力文字数は 20 文字です。 

GPS パラメータ設定* 以下２つの設定ができます。 

・「ユニット内の設定に従う」：ES920LRBG2 内の GPS のパ 

ラメータ値（ES920LRBG2 取扱説明書参照)に従います。 

・「サーバーから設定する」：WebUI 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」です。 

GPS パラメータ 

測位周期 

ES920LRBG2 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。 

GPS パラメータ 

測位タイムアウト 

ES920LRBG2 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。 

項目名に*が付いているのは入力必須項目です。 

 

(※)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、ES920LRBG2 から通知を受けた際のレスポンスデータ(下り通信)として GPS パラメ

ータを対象の ES920LRBG2 に送ります。 

またゲートウェイは、同 PAN ID 内に存在する ES920LRBG2 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、WebUI 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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GPS ユニットの登録が完了すると、WebUI は GPS ユニット一覧画面にその GPS ユニットを表示しま

す。 
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位置モニタリング 

 

マップモニタ画面での確認 

ゲートウェイと GPS ユニットの登録が完了すると、GPS ユニットが発信する位置情報を Google Map

上で確認することができます。 

メニューボタンエリアから「マップ」ボタンを選択することによりマップモニタ画面を表示します。 

マップモニタ画面は、GPS ユニットの位置情報を示すマップ(Google Map)と、ユニット検索窓、登録

一覧から構成されています。 

 

 

「マップモニタ」画面 

 

マップモニタ画面には、GPS ユニットの直近の通知位置が表示されます。 

 

  

「マップ」ボタンを選択 メニューボタンエリア 

マップ(Google Map) 

ユニット検索窓 

登録一覧 

位置モニタリング 
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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 GPS ユニットの位置を表すマーカーです。 

マーカーをクリックすることにより、その

GPS ユニットの移動履歴画面に遷移しま

す。 

GPS ユニットの HELP 通知を受信すると、

マーカー上に HELP！の文字を表示しま

す。 

2 

 

ゲートウェイマーカー ゲートウェイの設置位置を表すマーカーで

す。 

 

 

・ユニット検索窓 

検索窓に検索ワードを入力して「検索」ボタンを押下すると、登録一覧に検索ワードでフィルタされ

た登録ユニットのみを表示します。 

 

・登録一覧 

登録したデバイスを一覧で表示します。 

 

・ユニット 

一覧に表示されているユニットをクリックすると、該当ユニットのマップ上の位置をセンタリング

表示します。ダブルクリックすることで、該当ユニットの移動履歴画面に遷移します。 

 

・種別 

ユニットの種別を表示します。 

G：GPS ユニット(ES920LRBG2) 

B：BLE タグ(オプション機能のハイブリッドルーター(ES920BLE-S2)使用による測位使用時) 

 

・最新通知時間 

ユニットが通知した最新の時刻を表示します。 
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移動履歴確認 

 

ユニット位置通知の履歴を移動履歴として確認することができます。 

 

マップモニタ画面からのユニット移動履歴画面表示 

 

ユニット移動履歴画面にはマップモニタ画面から次のいずれかの操作により切替わります。 

・マップ上の対象ユニットをクリック。 

・ユニット一覧上の対象ユニットをダブルクリック。 

 

 

マップモニタ画面表示からのユニット移動履歴画面表示 

 

 

 

 

 

マップモニタ画面 

ユニット移動履歴画面 

 

クリック 

ダブルクリック 

OR 

 

移動履歴確認 
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ユニット移動履歴画面は、ユニットの移動の軌跡を表示「履歴マップ（Google Map）」と、「移動履

歴データ」、そしてユニットの「基本情報」から構成されています。 

 

ユニット移動履歴表示時は、ユニットの直近からの通知 1 時間分の移動履歴を表示します。 

 

ユニット移動履歴画面（屋外） 

 

履歴マップは、移動履歴データに対応するユニットの移動軌跡を表示します。 

移動方向をユニットマーカー間の矢印にて示しています。 

 

移動履歴の表示をフィルタする 

 

移動履歴データ上部にある「履歴表示フィルタ設定」にて移動履歴の表示をフィルタすることがで

きます。 

ドロップリストから選択したユニットの移動履歴に 

切替可能 

移動の軌跡を矢印で表示 

GPS による位置検出は白色、 

BLE(オプション使用)による位置

検出は青色で表示 

履歴マップ ユニット基本情報 

移動履歴データ 

行をクリックすると、履歴マップの

該当するマーカー位置が時刻表示 

履歴表示フィルタ設定
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変更する場合、移動履歴データ上部にある「履歴表示フィルタ設定」タブを押下することで設定項

目が表示されます。 

フィルタには測位種別とデータ取得日時によるフィルタがあります。 

 

 

移動履歴データ「履歴表示フィルタ設定」 

 

「フィルタ」ボタンを押すと、設定したフィルタが反映された画面が表示されます。 

「リセット」ボタンを押すと、設定されたフィルタを解除し、通常の移動履歴表示（測位種別が「ALL」

で移動履歴が直近通知から 1 時間分）に戻ります。 

 

日時によるフィルタは、履歴表示フィルタ設定内の「取得開始日時」と「取得終了日時」を指定し

「フィルタ」ボタンを押すことで、履歴マップと移動履歴データは指 

定した日時間のデータのみで表示します。 

「取得開始日時」から「取得終了日時」までの日数は最大で 30 日になります。 

「取得開始日時」から「取得終了日時」までの日数が 30 日を超えた場合、30 日に丸めた分の履歴

が表示されます。 

 

「エクスポート」ボタンを押すと、フィルタ設定した内容を CSV 形式ファイルでダウンロード 

できます。 
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登録デバイスの確認 

 

ゲートウェイの確認 

登録したゲートウェイは、「ゲートウェイ一覧画面」で確認できます。 

 

以下の手順により、本 WebUI に登録されているゲートウェイを確認します。 

① メニューボタンエリアから「デバイス」ボタンを選択し、「デバイス」画面を表示します。 

② 「デバイス」画面には、ゲートウェイ・位置検出ユニット・ハイブリッドルーターの登録数が表示

されています。 

③ ゲートウェイパネル下にある「一覧」ボタンを選択し、ゲートウェイ一覧画面を表示します。 

 

「デバイス」画面 

  

「デバイス」ボタンを選択 メニューボタンエリア 

「一覧」ボタンを選択 

デバイス画面 

登録デバイスの確認 
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「ゲートウェイ一覧」画面 

  

編集ボタン 
登録した内容を 
編集する画面に遷移します。 

削除ボタン 
登録ゲートウェイを削除します。 
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GPS ユニットの確認 

登録した GPS ユニットは、「位置検出ユニット一覧画面」で確認できます。 

以下の手順により、本 WebUI に登録された GPS ユニットの登録内容確認および編集を行います。 

① メニューボタンエリアから「デバイス」ボタンを選択し、「デバイス」画面を表示します。 

② 「デバイス」画面には、ゲートウェイ・位置検出ユニット・ハイブリッドルーターの登録数が表示

されています。 

③ 「デバイス」画面の位置検出ユニットパネル下にある「一覧」ボタンを選択し、ユニット一覧画面

を表示します。 

 

「デバイス」画面 

 

「デバイス」ボタンを選択 メニューボタンエリア 

「一覧」ボタンを選択 

デバイス画面 
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④ 位置検出ユニット一覧画面が表示されます。 

 

「GPS ユニット一覧」画面 

 

通知データ履歴の項目内容について以下に記載します。 

 

表 ユニット一覧 一覧表示内容 

項目 説明 

ID 登録した ID を表示します。 

名称 登録した名称を表示します。 

GPS 設定 

測位周期(分) 

GPS 設定の測位周期(単位：分)を表示します。 

GPS 設定 

測位 T.O(分) 

GPS 設定の測位タイムアウト(単位：分)を表示します。 

登録日時 ユニットを追加した日時を表示します。 

低電圧 低電圧検出状態を表示します。 

HELP HELP 検出状態を表示します。 

編集 「編集」ボタンを押下すると、編集画面に遷移します。 

削除 「削除」ボタンを押下すると、登録削除します。 

 

 

メニューボタンエリア 

ユニット一覧画面 

編集ボタン 
登録した内容を 
編集する画面に遷移します。 

削除ボタン 
登録した当該ユニットを 
削除します。 
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ホーム画面 

 

「ホーム」画面は、ログイン後に最初に表示される画面で、登録ユーザの情報が確認できるパネルが配

置されています。 

 

「通知データ履歴」画面 

 

以下に、上の画面にて番号が降られたパネルについて説明します。 

[各パネル説明] 

① ユーザアカウント情報パネル 

登録ユーザのアカウント情報と登録日時が表示されます。 

ログイン ID とメールアドレスを変更することができます。 

 

② アプリ利用状況パネル 

 本 WebUI 名と利用開始日時、利用日数が表示されます。 

 使用期限 30 日前になると利用日数が赤字で表示されます。 

 

③ 位置情報通知データ 

 通知データとして 64MByte まで使用することができます。 

  

④ マニュアルパネル 

 本 WebUI の取扱説明書がダウンロードできます。 

①  ②  

③  
④  

⑤  

ホーム画面 
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⑤ ユーザデータエクスポートパネル 

本 WebUI のデータベースに保存されたデータをエクスポートすることができます。 

エクスポートしたファイルは、自環境(AWS またはオンプレミス)に本 WebUI を構築した場合に 

インポートして使用することができます。 

 

エクスポートしたファイルをダウンロードする流れは以下になります。 

① 「エクスポート」ボタンを選択すると、本 WebUI にエクスポート要求がされます。 

 

エクスポート要求 

 

② Web サーバーへのエクスポート要求が完了すると、(エクスポート要求中)の文言が表示され、「ダ

ウンロードボタン」、「エクスポート」ボタンの選択が無効になります。 

エクスポート要求中 

 

③ Web サーバーのエクスポート処理が完了すると、(エクスポートファイル作成完了)の文言が表示

され、「ダウンロード」ボタンが選択可能になりますので、「ダウンロード」ボタンを選択し、ファ

イルをダウンロードします。 

エクスポート完了 

 

 

※エクスポートは Web サーバーにて非同期で処理されます。 

「エクスポート」ボタンを選択 

「ダウンロード」ボタンを選択 
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エクスポートするデータ量が多い場合や、他ユーザがエクスポート中の場合は時間が掛かる場合 

があります。数分以上時間を置いた後に F5 キーで画面を更新して確認してみてください。 

 

エクスポートファイルは、データベースのダンプファイルです。ダウンロードが完了すると、Web サ

ーバーからは削除されます。 

ファイル名：es920web_user_xxxxxxxx.sql(xxxxxxxx は登録ユーザ一意の番号) 

  自環境へのインポートに関しては「EASEL_WebUI_AWS 環境構築手順書」を参照ください。 
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ハイブリッドルーターを使用した屋内測位(オプション) 

 

ハイブリッドルーター(ES920BLE-S2)を使用することにより、ES920LRBG2 の BLE(Bluetooth Low 

Energy)を使用した位置測位が可能です。屋内など GPS での測位が困難な場所の場合、ハイブリッド

ルーターがビーコンを受信し、LoRa 通信にて遠隔のゲートウェイに通知します。 

また、本 WebUI では、ES920LRBG2 に限らず BLE ビーコンを有するデバイス（BLE タグ）であれ

ば、ユニットとして登録することで位置を確認することができます。 

※ハイブリッドルーター(ES920BLE-S2)はオプション(別売り)となります。 

 

 

BLE ビーコンを使用した位置測位システム概要図 

 

※BLE ビーコンを使用した屋内ユニットの位置は、正確にはユニット自身の位置ではなく、ユニット

を検出した「ハイブリッドルーターの位置」を表します。 

  

クラウドサーバー 

(AWS) 

ES920GWX/ES920GWX2 

ES920LRBG2 

BLE ビーコン通信 

3G/LTE/Ethernet 通信 

のいずれか 

(HTTP POST) 
閲覧 

PC/タブレット/スマートフォン 

BLE タグ(市販品) 

ハイブリッドルーター(別売) 

LoRa 通信 

(プライベート LoRa) 

屋内 

ハイブリッドルーターを使用した屋内測位(オプション) 
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屋内測位準備 

 

屋内でのユニット（ES920LRBG2 / BLE タグ）検知するための準備として、本 WebUI に以下の設定

が必要となります。 

 

① 屋内測位を実施する建物の設定 

屋内測位を実施する対象の建物を本 WebUI に設定します。 

設定された建物はマップモニタ画面にマーカー表示します。 

 

② フロアマップ画像の設定 

設定した建物内の屋内測位を実施する対象のフロアマップの画像を本 WebUI に設定します。 

 

③ ハイブリッドルーター(ES920BLE-S2) 

設定したフロアマップ上にハイブリッドルーターを実際のフロアに設置した位置にあわせて 

本 WebUI に設定します。 

設定されたハイブリッドルーターは、フロアマップ画面上にマーカー表示します。 

※ハイブリッドルーター(ES920BLE-S2)がゲートウェイ(ES920GWX/ES920GWX2)と 

LoRa 通信ができるように事前に通信パラメータを適切に設定ください。 

・ハイブリッドルーター 

ES920BLE-S2 取扱説明書-プライベート LoRa 版 「メンテナンスコマンド」参照 

 

建物の設定 

以下の手順により、本 WebUI に屋内測位対象の建物を登録します。 

① メニューボタンエリアから「建物」ボタンを選択し、「建物一覧」画面を表示します。 

 

「建物」ボタンを選択 メニューボタンエリア 

建物一覧画面 

「新規作成」ボタンを選択 

https://easel5.com/documents/files/ES920BLE-S2-%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88LoRa%E7%89%88.pdf
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建物一覧画面 

 

 

 

② 「建物一覧」画面の「新規作成」ボタンを選択します。 

③ 「建物登録」のフォーム画面に切り替わるので、登録項目を入力し、「登録」ボタンを選択します。 

 

「建物登録」フォーム画面 

 

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。 

項目 説明 

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。 

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。 

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。 
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フロアマップの設定 

 

設定した建物の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」フォーム画面 

 

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。 

画面左部のグレーの部分は、フロアマップの画像ファイルを選択することによりプレビュー表示 

「登録」ボタンを選択 

建物一覧画面 
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されるエリアです。 

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］ 

項目 内容 

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。 

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。 

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 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。 

選択すると、左画面にプレビュー画像が表示されます。 

 

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。 

 

ハイブリッドルーターの設定 

 

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 
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屋内ルーター登録画面 

 

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。 

［屋内ルーター登録 設定項目一覧］ 

項目 内容 

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。(※) 

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。 

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) 

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。 
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屋内位置確認 

 

屋内でのユニット位置確認は以下の流れになります。 

1. マップモニタ画面のマップ（Google Map）上でユニットが建物内にいることを確認します。 

2. フロアマップ画面に移動し、フロアマップ上でユニットが検出されていることを確認します。 

 

マップモニタ画面上で屋内にいるユニットを確認する 

 

最新の通知位置が屋内からの通知であるユニットは、マップモニタ上では以下の画像のように建物

マーカーとユニットマーカーが重なった状態で表示されます。 

 

ユニットが建物内にいる場合のマーカー表示 

 

建物マーカーをクリックすると、マップモニタ画面からその建物のフロアマップ画面に切替わりま

す。ユニットマーカーの方をクリックすると、そのユニットの移動履歴画面に切替わります。 

 

マップモニタ画面［屋外］からフロアマップ画面［屋内］への表示 

 

マップモニタ画面 

フロアマップ画面 

 
クリック 
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※フロアマップが WEB UI に登録されていない場合、フロアマップ画面には切替わりません。 

 

フロアマップ上の特定のユニットを確認する 

 

特定のユニットのフロアマップ上の位置（検出ルーター位置）を確認したい場合、現在表示中のフ

ロアマップのユニット検出一覧に該当ユニットがあることを確認してください。 

 

該当するユニットが検出一覧に無い場合は、他フロアにて検出されているので、フロアマップを他

のフロアマップに画面を切り替えてそのフロアのユニット検出一覧を確認します。 

 

該当するユニットが検出一覧にあった場合、その該当ユニットの行をクリックすると、検出したル

ーターのマーカーが、ユニット検出ルーターマーカーに切替わり点滅表示します。 

 

屋内位置検知（ユニット検出ルーターマーカー出現） 

 

 

  

クリック 
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その他 

 

メニューボタンエリアから「その他」ボタンを選択すると、「設定情報」パネルが表示されます。 

設定情報は、本 WebUI のコンフィギュレーション設定が行えるパネルです。 

ES920LRBG2-K の設定情報パネル内には以下の設定が表示されます。 

 

 

「その他」>「設定情報」画面 

  

メニューボタンエリア 「その他」ボタンを選択 

その他 
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設定情報 

ES920LRBG2-K では、以下 3 項目の設定が行えます。 

 

1.BLE ビーコン間引き設定 

連続で同一の BLE ビーコン通知があった場合に最新の通知で間引きの ON/OFF を設定します。 

初期状態では、間引き ON の状態になっています。 

 

2.HELP CH 設定 

ES920LRBG2 の HELP ボタンに対応する HELP チャンネルを設定します。初期状態では 1CH が設

定されています。 

 

3.HELP サウンド ON/OFF 

WebUI が ES920LRBG2 からの HELP チャンネルを受信した場合の HELP サウンド鳴動 ON/OFF を

設定します。初期状態では OFF(鳴動しない)が設定されています。 

 

「設定」ボタンを押下することで WebUI に設定内容が反映されます。 

WebUI で定義された初期設定に戻す場合は、「リセット」ボタンを選択すると初期値が表示されるので、

その後「設定」ボタンを選択することで以降初期値が反映されます。 
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スマートフォンでの表示について 

 

本 WebUI は、スマートフォンのような表示の横幅が限られている場合、テーブルデータ等が表示しき

れず見切れて表示されます。 

テーブルが見切れている場合、横にフリック(スクロール)して、見切れている部分を表示確認してくだ

さい。 

 

 

スマートフォンでのテーブル(一覧表等)表示時のフリック操作 

 

また、一部スマートフォン(横幅が狭い)では、ボタン配置、パネル配置等が崩れる場合がありますこと

ご了承ください。 

 

フリック 

スマートフォンでの表示について 


