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ご確認ください：お手元にご準備いただくもの

・　ご購入頂く本体一式
L センサー１種類：購入時に該当センサーを１種類ご選択いただきます

無線LAN子機／SDカード／カメラー（以上3点は本体装着済み）

電源コード
※ 赤外線カメラ／電柱取り付けバンドはオプション品です

・　ご自身でお手配ください
L HDMI対応モニター

USB接続キーボード

USB接続マウス

予めご用意いただく環境と設定情報

・ インターネット環境の開設と初期設定
L 無線または優先接続でのインターネット環境が必要となります。メールアドレス・固定IP・サーバーの設定等

ご利用開始前に必ず環境設定と確認を済ませてください。

・ 撮影した画像を送信するための固定メールアドレス
L フリーメールアドレス（Yahoo・Gmail等）は動作の保障が出来かねます。

プロバイダーやサーバー提供の固定アドレスをご用意いただくか、新たにメールサーバーをご契約ください。

・ 送信用メールアドレスの設定情報
L 送信メールアカウント／SMTPサーバー情報／パスワード等

・ 画像を確認するための機械端末と受信アドレスの設定
L 送信先に指定したメールが確認できる端末をご用意ください。

スマートフォン／パソコン／タブレット 等
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0  設定の前に  使用者  共通



Raspberry Pi 本体にモニター・キーボード・マウスを接続しログインする

１．制御システム起動中のため [Enter] を押下します。
※ 左図参考　（全ての表示が停止するまでお待ちください）

２．文字入力可能となりますので「:/shoei＃」の続きに startx と入力し
[Enter] を押下します。 (半角小文字入力）

３．デスクトップ画面が表示されましたら wpa_gui アイコンをダブルクリックします。

４．Wpa_gui 設定画面が表示されます。
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1  無線子機認証　（１）  Raspberry Pi 本体設定



５．Ｍａｎａｇｅ networks

Ｍａｎａｇｅ networksタブ押下

Ｓｃａｎ 押下

該当のSSIDをダブルクリック

（SSID複数表示の場合選択）
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1  無線子機認証　（2）  Raspberry Pi 本体設定



６．認証方法及び認証キーを入力　（例）

認証方法選択

認証キー入力

Add押下
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1  無線子機認証　（3）  Raspberry Pi 本体設定



７．確認

８．ログオフ　（デスクトップの終了）

メニュー押下

Logout 選択

OK 押下
Shutdown押下
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1  無線子機認証　（4）  Raspberry Pi 本体設定



同一ネットワーク上のコンピュータからログイン画面表示方法 （Raspberry Pi 本体にモニター・キーボード接続の場合は次頁参照）

１．ブラウザを起動しアドレスバーにRaspberry Pi のIPアドレスを入力し [Enter] を押下します。

例） http://192.168.1.100

出荷時初期値

有線LAN ：

無線LAN ：　

２．ログイン画面が表示されましたらログインへ（4ページ）。
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2  ログイン画面表示　（同一ネットワーク上PC経由）  使用者  共通

http://192.168.1.100


Raspberry Pi 本体にモニター・キーボード・マウスを接続しログイン画面表示方法

１．制御システム起動中のため [Enter] を押下します。

２．文字入力可能となりますので startx と入力し [Enter] を押下します。 (startx は半角小文字入力）

３．デスクトップ画面が表示されましたら 制御設定アイコンをダブルクリックします。

４．ブラウザにログイン画面が表示されます。
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2  ログイン画面表示　（本体直接接続）  使用者  管理者



１．ユーザーIDとパスワードを入力しログインボタンを押下します。

ユーザーIDには 管理者 と 一般利用者が有ります。

管理者 ： すべての設定可能

一般利用者 ： センサー値設定、監視時間設定、カメラ画像表示テスト、履歴照会、メール停止状態再開のみ操作可能

出荷時初期値（管理者） （一般利用者）

ユーザーID ： kanri1 admin1

パスワード ：　 kanri1 admin1
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 ログイン  使用者  共通3



１．ログイン後 初期画面にて最終処理状態が表示されます。

最新情報に更新ボタン押下で表示内容が最新になります。

センサー設定画面等から当画面を表示したい場合はタイトル部（システム名）をクリックして下さい。　（上記例：防犯異常検知システム文字部分）

Mail停止状態が　「停止中：送信解除待ち」 表示の場合はMail未送信状態です。　送信再開ボタンを押下により送信再開となります。

２．ログアウトボタンにてログイン画面に遷移します。

注：ブラウザ画面未使用状態 約10分でセッションが切断されます。接続が切断された場合は再度ログインから操作して下さい。
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4  初期画面メニュー  使用者  共通



１．検出距離（ｃｍ）を コンボボックス より選択します。（省略不可）

コンボボックス値以外の値を設定したい場合は、手動設定ボタンを押下し 手動設定右側に直接値を入力して下さい。

コンボボックスと手動設定両方入力の場合は手動設定値が優先されます。 手動設定値をクリアしたい場合は入力値を削除して下さい。(Delete又はBackSpace)　以下同様

２．シャッター間隔を設定します。（省略不可）

３．更新ボタン押下により設定値が保存され制御システムに反映されます。

４．出荷時に戻すボタン押下により出荷時の設定値が表示されます。　表示された値を保存する場合は更新ボタン押下が必要です。
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 距離センサー情報設定  使用者  共通5



１．シャッター間隔（秒）を コンボボックス より選択します。（省略不可）

コンボボックス値以外の値を設定したい場合は、手動設定ボタンを押下し 手動設定右側に直接値を入力して下さい。

コンボボックスと手動設定両方入力の場合は手動設定値が優先されます。 手動設定値をクリアしたい場合は入力値を削除して下さい。(Delete又はBackSpace)　以下同様

２．更新ボタン押下により設定値が保存され制御システムに反映されます。

３．出荷時に戻すボタン押下により出荷時の設定値が表示されます。　表示された値を保存する場合は更新ボタン押下が必要です。

- 12 -

6  モーションセンサー情報設定  使用者  共通



温度センサーの条件を設定します。条件は2つまで指定可能です。
注：温度センサーを設定せず湿度センサーのみ設定も可能です。

１．出力先を選択します。

２．検出温度を設定します。（省略不可）

コンボボックス値以外の値を設定したい場合は、手動設定ボタンを押下し 
手動設定右側に直接値を入力して下さい。
コンボボックスと手動設定両方入力の場合は手動設定値が優先されます。 
手動設定値をクリアしたい場合は入力値を削除して下さい。
(Delete又はBackSpace)　以下同様

３．リレー出力秒数を設定します。（リレー出力は省略不可）

注：連続にしますとRaspberry Pi 電源切断まで出力停止されません。

但し正常時復帰時パルス出力停止にチェックしますと復帰時停止されます。

４．アラーム出力秒数を設定します。（アラーム出力は省略不可）

５．アラーム出力間隔を設定します。（アラーム出力は省略不可）

６．メール送信を設定します。

７．正常時復帰時を設定します。

パルス出力停止：復帰時に出力が停止されます。

メール送信（画像添付なし）：復帰時にメール送信されます。

８．更新ボタン押下により設定値が保存され制御システムに反映されます。

９．出荷時に戻すボタン押下により出荷時の設定値が表示されます。　表示された値を保存する場合は更新ボタン押下が必要です。

※精度を求める温度計測には向いておりません。設置する環境で温度計測の精度が悪い場合がございます。予めご了承ください。
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7  温度センサー・リレー・アラーム設定  使用者  共通



湿度センサーの条件を設定します。条件は2つまで指定可能です。
注：湿度センサーを設定せず温度センサーのみ設定も可能です。

１．出力先を選択します。

２．検出湿度を設定します。（省略不可）

コンボボックス値以外の値を設定したい場合は、手動設定ボタンを押下し 
手動設定右側に直接値を入力して下さい。
コンボボックスと手動設定両方入力の場合は手動設定値が優先されます。 
手動設定値をクリアしたい場合は入力値を削除して下さい。
(Delete又はBackSpace)　以下同様

３．リレー出力秒数を設定します。（リレー出力は省略不可）

注：連続にしますとRaspberry Pi 電源切断まで出力停止されません。

但し正常時復帰時パルス出力停止にチェックしますと復帰時停止されます。

４．アラーム出力秒数を設定します。（アラーム出力は省略不可）

５．アラーム出力間隔を設定します。（アラーム出力は省略不可）

６．メール送信を設定します。

７．正常時復帰時を設定します。

パルス出力停止：復帰時に出力が停止されます。

メール送信（画像添付なし）：復帰時にメール送信されます。

８．更新ボタン押下により設定値が保存され制御システムに反映されます。

９．出荷時に戻すボタン押下により出荷時の設定値が表示されます。　表示された値を保存する場合は更新ボタン押下が必要です。

※精度を求める湿度計測には向いておりません。設置する環境で湿度計測の精度が悪い場合がございます。予めご了承ください。
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8  湿度センサー・リレー・アラーム設定  使用者  共通



１．監視時間を設定します。（省略可）

注：指定なしの場合は24時間監視となります。

重複した時間の設定はエラーとなります。

指定例1） 夕方から翌朝まで監視例　→　17時30分～08時00分

指定例2） 深夜0時0分まで監視例　→　13時00分～24時00分

指定例3） 深夜0時0分から監視例　→　00時00分～09時00分

２．更新ボタン押下により設定値が保存され制御システムに反映されます。
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9  監視時間設定  使用者  共通



１．DHCP自動取得又はアドレス指定を選択します。

２．アドレス指定の場合 IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。（IPアドレス、サブネットマスクは省略不可）

３．DNSサーバを設定します。
DHCPが自動取得の場合はDNSサーバも自動取得を選択して下さい。
DHCPがアドレス指定の場合はDNSサーバもアドレス指定を選択して下さい。
アドレス指定の場合 優先DNSサーバアドレス、代替DNSサーバアドレスを設定します。（優先DNSサーバアドレスは省略不可）

４．更新ボタン押下により設定値が保存されIPアドレスが変更されます。　更新ボタン押下後 ネットワークが再接続するまで約5～10秒必要となります。

注：有線LANケーブル抜き差しを何回か行った場合などによりIPアドレスが正しく設定されない場合はRaspberry Pi の再起動が必要になる場合が有ります。

５．出荷時に戻すボタン押下により出荷時の設定値が表示されます。　表示された値を保存する場合は更新ボタン押下が必要です。
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10  有線LAN設定  使用者  管理者



注：無線子機はRaspberry Piにて無線アクセスポイントの選択及び設定が必要となります。　（18ページWPA_GUI 設定を参照）　正しく接続されますとSSIDが表示されます。

Mac Address は無線子機が認識されている場合表示されます。　（無線アクセスポイントにてMAC制限する場合に利用）

１．DHCP自動取得又はアドレス指定を選択します。

２．アドレス指定の場合 IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定します。（IPアドレス、サブネットマスクは省略不可）

３．DNSサーバを設定します。
DHCPが自動取得の場合はDNSサーバも自動取得を選択して下さい。
DHCPがアドレス指定の場合はDNSサーバもアドレス指定を選択して下さい。
アドレス指定の場合 優先DNSサーバアドレス、代替DNSサーバアドレスを設定します。（優先DNSサーバアドレスは省略不可）

４．更新ボタン押下により設定値が保存されIPアドレスが変更されます。　更新ボタン押下後 ネットワークが再接続するまで約5～10秒必要となります。

注：無線子機の抜き差しを何回か行った場合などによりIPアドレスが正しく設定されない場合はRaspberry Pi の再起動が必要になる場合が有ります。
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11  無線LAN設定  使用者  管理者



メール送信不要な場合は当画面の設定は不要です。

設定値はシステム管理者様又は契約プロバイダ様等に
ご確認下さい。

１．SMTPサーバアドレスを設定します。

２．SMTPポート番号を設定します。

例） 25
465
587

３．ユーザー認証方式を設定します。

４．SSL認証の有無を設定します。

５．認証ユーザーID、認証パスワードを設定します。

ユーザー認証方式が指定なしの場合は不要です。

６．送信元Mailアドレスを設定します。

７．通知メール件名を設定します。

８．通知メール本文を設定します。

９．更新ボタン押下により設定値が保存され制御システムに反映されます。

更新後に送信先Mailアドレス設定の送信テストを行いメールが正しく送信される事を確認して下さい。　（次ページ）

SMTPサーバの指定に誤りが有る場合はメール送信エラーとなります。

注：誤ったユーザーID・パスワードでメール送信を何回も行うとメールサーバが認証を止める場合があります。（メールサーバの機能）
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12  SMTPサーバ設定  使用者  管理者



１．送信先のMailアドレスの設定をします。
（最大10アドレス）

未送信チェックのアドレスには送信されません。

２．送信停止動作　Mail送信後にチェックをした場合は
1件Mail送信後 解除されるまでMail送信されません。

解除方法は初期画面の送信再開ボタンを押下。

初期画面の表示方法
タイトル部（システム名）をクリックして下さい。
（上記例：防犯異常検知システム文字部分）

３．送信テストの送信ボタン押下によりテストMailが送信
されます。

注：送信先アドレスは最後に更新ボタンで保存した
　　 Mailアドレスに送信されます。

注：カメラ画像添付にチェックし送信テストを行った
　  場合、現在のレンズ方向の撮影を行い画像が
　  Mailに添付されます。

４．更新ボタン押下により設定値が保存され制御システム
に反映されます。
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13  送信先Mailアドレス設定  使用者  管理者



１．ログインユーザーのユーザーID及びパスワードを
変更する事が可能です。

２．変更するユーザーを選択し変更ボタンを押下します。

３．ユーザーID、新パスワード、新パスワード（確認入力)
を入力します。

変更を行わない場合は戻るボタンを押下します。

４．更新ボタン押下により設定値が保存されます。

５．出荷時に戻すボタン押下により出荷時の設定値が
表示されます。

表示された値を保存する場合は更新ボタン押下が
必要です。
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14  ログインパスワードの変更  使用者  管理者



１．撮影ボタン押下により現在のレンズ方向の撮影を行い画像表示されます。

撮影に5～10秒お待ち下さい。
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15  カメラ画像表示テスト  使用者  共通



１．送信・出力履歴の照会を行います。

新しい順に履歴が照会されます。（最新が1行目）

Mail送信先は、送信されたMailアドレス（複数も有）の先頭5桁のみ表示されます。

次ページ、前ページボタンにより表示切替となります。

２．最新画像表示ボタン押下により最後に撮影した画像が表示されます。
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16  履歴照会  使用者  共通


