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・ 取り付けるときは、本体を十分に支えられ、振動がなく強度のある場所に、適切な方

法で取り付けて下さい。 

・ 本体は、水平に設置して下さい。 

・ 地面に三脚等で設置する時には、土嚢・ワイヤーなどで固定をして下さい。 

 

・ 不安定な場所、振動のある場所には、設置しないで下さい。 

・ 高温になることが予測されるアスファルト面，金属板の上などには、設置しないで下

さい。 

・ 夏季には、直射日光の当たらない場所に設置して下さい。 

装置内が高温となり、故障の原因となります。 

・ 精密機器なので、本体に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで下さい。 

破損する恐れがあります。 

・ 変形させたり、分解、改造をしないで下さい。発熱や発火、感電の原因になります。 

・ 夏季の車のトランクの中など極端に高温になる所に放置しないようにご注意下さい。  

・ 装置のふたを開けた後は、確実に閉めて下さい。 

水が侵入し、故障の原因となります。 

 注意事項  

・ ＡＣ100Ｖケーブル，を傷つけたり，無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載

せないでください。感電・ショートの原因となります。 

・ DCは12Vです。24Vのシガーライターには絶対に挿入しないで下さい。 

・ 電源ケーブルのプラグを接続する部分は、湿気，水分の侵入の無いように取り付けて

ください。絶縁不良の原因となります。 

・ 接続ケーブルのコネクタ、及び、使用しないコネクタの防水キャップはしっかりと閉

めてください。 水が浸入する恐れがあります。 

異常を感じたときには速やかに電源を切り、問い合わせ先へご連絡下さい。 

 機器の取扱いに関する注意 

   設置に関する注意 

 カメラ（オプション）に関する注意 

   ケーブルに関する注意 
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情報板に表示項目の制御信号

を伝送するためのｹｰﾌﾞﾙです。 

以下の同梱品を確認します。 

□ 電源ケーブル（5m） □ 制御ケーブル（5m） 

 付属品  

遠隔制御装置とは、現場に設置された携帯型情報板を、遠方より制御・監視する装置です。

また、カメラやネットＤｅリモコンとも併用可能です。（オプション） 

 はじめに  

オプション品について 

・カメラケーブル・・・ 

 

・電源分岐ユニット・・ 

情報板に電源を供給する

ためのケーブルです。 

カメラに電源の供給、画像信号の伝送を行うものです。 

 

情報板２基（親子使用）の場合に、遠隔制御装置の「電源出

力」と本ユニットを接続し、電源を２分配するユニットです。 

パソコンから、インターネット（Ｘｉ通信網）を介して、遠隔制御装置へ指示を出し、携

帯型情報板の制御を行うものです。 

 

□ 取扱説明書 

この冊子です。 
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設定する 
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 0. 通信設定 
遠隔制御装置を使用するには、遠隔制御装置を 

インターネットに接続するための、SIMカードと

通信設定が必要です。 

 

遠隔制御装置のネットワークを開通するため、遠

隔制御装置とパソコンをLANケーブルで接続し、

通信設定を行います。 

（本設定は、一度遠隔制御装置にセットすると、

それ以降は必要ありません。） 

遠隔制御装置用に、以下の購入と契約が必要です。 

①ドコモ/データ通信用SIMカード：Ｘｉデータ通信用標準ＳＩＭカード 1枚 

通信サービス名：ギガライト（2019年10月1日 現在） 

②インターネット接続サービスの契約 

プロバイダ業者名：「Ｉｎｆｏｓｐｈｅｒｅ」（インフォスフィア）１契約  

 接続サービス名：「ＩＰダイヤルアップ接続サービス 

・ＸｉデータプランコースＩＰ1タイプ」 

これらの契約は、お客様による契約となります。 

0-1  Ｘｉデータ通信用SIMカードの準備  

ＳＩＭカード     

ＬＡＮｹｰﾌﾞﾙ 

 

 

 

アカウント・・・・・・・・・・ 

パスワード・・・・・・・・・・ 

I Pアドレス  ・・・・・・・・・ 

MEMO 



0-2  通信設定用パソコンの接続  

2）（遠隔制御装置本体の電源はＯＦＦの状態で） 

遠隔制御装置本体を開き、SIMカードを挿入します。 

3）ＬＡＮケーブルを使用して、遠隔制御装置本体のＬＡＮポートとパソコンのＬＡＮ

ポートを接続します。※ＬＡＮケーブルはお客様で用意してください。 

4）電源ONボタン（赤）を押します。 

1）情報板付属の電源ケーブルを使用

し、遠隔制御装置本体の「電源入

力コネクタ」とコンセントを接続

します。 

※情報板に付属の 

ケーブル → 
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0.通信設定 
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5）電源ランプの点灯を確認します。 

※電源が供給されるまで 

約1分かかります。 

 

＜その他のランプの点灯状態＞ 

・「割込」の無効の点灯 

・「制御」の遠方の点灯 

・アラームの点灯 

（通信設定が未設定の状態では、アラームが点灯します。） 
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0.通信設定 



1）「設定」-「コントロールパネル」-「ネットワークとインターネット」の 

順にクリックします。（ 画面は Windows 8） 

0-3 通信設定用パソコンの通信設定 

2）「ネットワークと共有センター」をクリックします。 
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遠隔制御装置の通信設定用パソコンのネットワーク設定を行います。 

※ 通信設定用パソコンの設定は、管理者権限を有するユーザーで行ってください。 

0.通信設定 



4）「イーサネット」のアイコン上で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 

 

 

3）「アダプターの設定の変更」をクリックします。 

右クリック 
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→右図のウィンドウが 

 開きます。 

（次のページへつづく） 

0.通信設定 
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（前のページの続き） 

5）右図のウィンドウが開きます。 

「インターネット プロトコル 

バージョン4（ＴＣＰ/ＩＰｖ

4）」の 

「プロパティ」をクリックしま

す。 

選択 

選択 

6）右図のウィンドウが 

開きます。 

「ＩＰアドレスを自動的に 

取得する」 

「ＤＮＳサーバーのアドレスを自

動的に取得する」 

 

この2項目を選択します。 

「ＯＫ」をクリックします。 

0.通信設定 



遠隔制御装置の通信設定を行います。 
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0-4 遠隔制御装置の通信設定 

1）遠隔制御装置本体の電源はＯＮの状態であることを確認します。（Ｐ6参照） 

 

2）ブラウザを起動し、下記のアドレスへアクセスします。 

  「 http://192.168.10.182:5180/ 」 

3）アカウント欄に「admin」、パスワード欄に「admin」を入力し、 

「ＯＫ」をクリックします。 

0.通信設定 



4）右図の画面が開き、 

「通信モジュール」をク

リックします。 

 

 

 

 

5）右図の画面が 

開きます。 

 

6）接続設定-回線接続の

「ユーザID」「パス

ワード」欄へ遠隔制御

装置用インターネット

接続契約時の内容を入

力しページ下部の「設

定」ボタンをクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7）ページ上部のメッセー

ジ欄が「設定しまし

た」と表示されている

ことを確認する。 
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0.通信設定 



8）電源OFFボタン（青）を

「 割 込 （ 無 効 ラ ン

プ）」と「制御（遠方

ランプ）」が消灯する

まで、長押しします。 

（ そ の 後 「 電 源 ラ ン

プ」、「アラームラ

ン プ 」 も 消 灯 し ま

す。） 

※ＳＩＭカードは差し

たままの状態です。 

 

9）遠隔制御装置の電源ON

ボタン（赤）を押し電

源をONにします。 

※電源が供給されるま

で約1分かかります。 

 

10）遠隔制御装置の本体の

電源はONの状態である

ことを確認します。

（Ｐ6参照） 

 

 

11）手順１）～４）参照し

「通信モジュール」を

クリックし、右図画面

を開きます。 

 

 

12）状態表示の「電話番

号」欄に契約電話番号

が表示され、「接続状

態」が【接続中】、

「取得ＩＰアドレス」

が、P4に記入したＩＰ

アドレスと同じである

ことを確認します。 
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0.通信設定 

ランプが消えるまで 長押し 

*********** 



2）通信設定用パソコンと、遠隔制御装置本体からLANケーブルを抜きます。 

1）電源OFFボタン（青）を 

「割込（無効ランプ）」と 

「制御（遠方ランプ）」が 

消灯するまで、長押しします。 

（その後「電源ランプ」、「アラー

ムランプ」も消灯します。） 

※ＳＩＭカードは差したままの状態

です。 

0-5 遠隔制御装置の電源ＯＦＦ 

←2） 

ランプが消えるまで 長押し 
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0.通信設定 

以上で、遠隔制御装置の 

通信設定は完了です。 
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 1. 機器の接続 

カメラ 情報板 電源入力 

リモコン 割込入力 電源出力 

電源入力 

コネクタ 

遠隔制御装置及び、情報板に供給する電源を入力します。 

電源出力 

コネクタ 

情報板に電源を供給します。 

情報板 

コネクタ 

情報板に制御信号を伝送します。 

割込入力 

コネクタ 

センサーなどからの制御信号を入力します。 

カメラ 

コネクタ 

カメラ（オプション）への電源供給、映像信号を伝送しま

す。 

リモコン 

コネクタ 

ネットＤｅリモコン（オプション）への電源供給、制御信号

を伝送します。 

遠隔制御装置本体の各部の名称と機器の接続方法について説明します。 

1-1 コネクタ部の説明 



1-2 本体の説明 
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1.機器の接続 

リモコン置き 

スペース 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

「操作部ＬＥＤ・定位状態」

「押ボタン操作」 

説明シール 

アンテナ 



① 

アラーム 

ランプ 

・情報板が未接続等の異常時に点灯します。 

・文字情報転送中は点滅します。（文字情報転送はP24を参照） 

 

② 

電源ＯＮ 

（赤色） 

遠隔制御装置及び、情報板、カメラ、ネットＤｅリモコンに電源が

供給されます。少し時間が遅れて供給されます。 

③ 

電源ＯＦＦ 

（青色） 

遠隔制御装置及び、情報板、カメラ、ネットＤｅリモコンに供給し

ていた電源を切ります。ＯＦＦまでに約30秒程度かかります。割込

のＬＥＤ（有効／無効）・制御のＬＥＤ（遠方／手元）が消灯する

まで長押しします。完全に電源ＯＦＦされるまで電源ケーブルは抜

かないでください。 

④ 

電源ランプ 

遠隔制御装置に電源が供給されたときにこのランプが点灯します。 

⑤ 

制御ボタン 

情報板の制御を「遠方」（監視・制御画面）から行うか、「手元」

（情報板付属リモコン）から行うかを切り替えます。切り替わるま

で長押ししてください。 

⑥ 

割込※ 

ボタン 

 

 

「割込入力」コネクタからの入力信号による「割込」表示項目を

「有効」にするか、「無効」にするかを切り替えます。切り替わる

まで長押ししてください。 

（「無効」を選択中であれば、「割込入力」コネクタから信号が入

力されても、情報板は制御されません。） 

「割込ボタン」は、「制御ボタン」の、「手元」を選択中に操作可

能です。 

⑦ 

割込表示灯 

「割込」の信号が入力されているチャンネルの、ＬＥＤランプが点

灯します。 

（複数のランプが点灯している場合、数字の大きいチャンネルが優

先的に表示されます。） 

※「割込」とは、監視・制御画面又はリモコンより表示されている項目に、優先（割込

み）して項目を表示させる機能のことです。 

1.機器の接続 
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3）付属の制御ケーブルを使用し、遠隔制

御装置本体の「情報板コネクタと情報

板本体の「入力コネクタ」を接続しま

す。 

4）電源ONボタン（赤）を押します。 

＜電源ランプの点灯を確認＞ 

 

※電源は少し遅れて供給されます。 

 

＜各ボタンは定位状態であることを確認＞ 

1）情報板に付属の 

ケーブル ↑ 

3）→ ←2） 

1）情報板付属の電源ケーブルを使用し、

遠隔制御装置本体の「電源入力コネク

タ」と、コンセントを接続します。 

 

2）付属の電源ケーブルを使用し、 

遠隔制御装置本体の「電源出力コネク

タ」と情報板本体の「電源入力コネク

タ」を接続します。 

1-3 機器の接続（1基） 
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遠隔制御装置に携帯型情報板１基を接続する方法です。 

情報板 

遠隔制御装置 接続部は専用のコネクタを 

正しく差し込み、しっかりと 

ねじを締めてください。 

1.機器の接続 

←4） 



4）オプションの親子ケーブルを使用し、

情報板本体の親側「出力コネクタ」と

情報板本体の子側「入力コネクタ」を

接続します。 

5）電源ONボタン（赤）を押します。 

＜電源ランプの点灯を確認＞ 

 

※電源は少し遅れて供給されます。 

 

＜各ボタンは定位状態であることを確認＞ 

 

 

3）付属の制御ケーブルを使用し、 

遠隔制御装置本体の「情報板コネクタ」

と情報板本体の「入力コネクタ」を 

接続します。 

1）情報板付属の電源ケーブルを使用し、

遠隔制御装置本体の「電源入力コネク

タ」と 

2）オプションの電源分岐ケーブルを使用

し、遠隔制御装置本体の「電源出力コ

ネクタ」と情報板本体の「電源入力コ

ネクタ」×2を接続します。 

1-4 機器の接続（2基） 

1）情報板に付属の 

ケーブル → 

←2） 

←3） 

4）→ 
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接続部は専用のコネクタを 

正しく差し込み、しっかりと 

ねじを締めてください。 

遠隔制御装置に携帯型情報板2基を接続する方法です。（親子使用） 

情報板 

（親） 

情報板 

（子） 

1.機器の接続 

←5） 
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 2. 監視・制御画面    

遠隔制御ソフトである「監視・制御画面」は、ブラウザを利用して、イン

ターネットにアクセスし、使用します。 

「監視・制御画面」は、「遠制装置設定」、「情報板制御」、「情報板監

視」の3つのタブで構成されます。 

＜おもな操作の流れ＞ 

①情報板に添付の設定ソフトで作成した文字情報（拡張子「.ini」、

「.bin」データ）を用意します。 

 

②ブラウザを起動して「監視・制御画面」へ、アクセスします。 

 

③「遠制装置設定」タブにて、文字情報（拡張子「.ini」、「.bin」デー

タ）を遠隔制御装置に登録後、情報板に転送します。 

 

 

 

 

 

 

※一度登録、転送した文字情報は、情報板、遠隔制御装置に記憶されま

す。文字情報の内容を更新する場合に再登録、再転送を行います。 

 

④「情報板制御」タブにて、情報板をリモコン操作と同様に制御します。 

 

⑤「情報板監視」タブにて、制御する情報板を監視します。 

（登録） （転送） 



2-1 監視・制御画面の起動・・・・・・・・・21 

 

  （遠制装置設定タブにて） 

2-2 文字情報の登録・・・・・・・・・・・・22 

2-3 文字情報の転送・・・・・・・・・・・・24 

2-4 遠制装置名の変更・・・・・・・・・・・26 

2-5 表示文字数の変更・・・・・・・・・・・27 

 

  （情報板制御タブにて） 

2-6 情報板の制御・・・・・・・・・・・・・29 

2-7 情報板リセットについて・・・・・・・・33 

2-8 遠隔制御リセットについて・・・・・・・34 

  

  （情報板監視タブにて） 

2-9 情報板の監視・・・・・・・・・・・・・35 

 

  （その他） 

2-10 監視・制御画面の終了・・・・・・・ ・36 

2-11 管理画面・・・・・・・・・・・・・ ・37 

2-12    エラー画面について    ・・・・・・・   39 
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2）「監視・制御画面パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。 

2-1 監視・制御画面の起動 

2.監視・制御画面 

21 

下図の画面が開きます。 

1）ブラウザを起動し、インターネットに接続して、遠隔制御装置のアドレスへ

アクセスします。（P4で記入したIPアドレス） 

 「 http://×××.×××.×××.×××/ 」 

変更方法についてはＰ38を参照。 

出荷時のユーザー名は、 

「Nexcoeng」 

パスワードは、 

「nexcoeng」で 

設定しています。 

 



3.監視・制御

下図の画面に変わります。 

3）「参照」をクリックします。 

2）パスワードの入力枠に、管理画面パスワード（初期設定「nexcoeng」）

を入力し、「実行」をクリックします。 

※パスワードの変更についてはP38を参照してください。 

2-2 文字情報の登録 

遠制装置設定 情報板制御 情報板監視 

1）「遠制装置設定」タブを選択します。 

パソコン 

遠隔制御装置 
情報板 

※出荷時は、遠隔制御装置に「標準Ｂ´」の 

文字情報が登録されています。 
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（前のページの続き） 

4）「.ini」と「.bin」2つのファイルを選択し、「開く」をクリックします。 

2つ目のファイルは「Ctrl」キーを押しながら、選択してください。 

5）「文字情報登録」をクリックします。 

↓Ctrlキーを押しながら 

6）しばらくすると、右図のメッセージが 

表示されます。「ＯＫ」をクリックしま

す。 

下図の画面になります。 

←ファイル名の表示 
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2.監視・制御画面 



下図の画面に変わります。 

3）「文字情報転送」をクリックします。 

2）パスワードの入力枠に、管理画面パスワード（初期設定「nexcoeng」）

を入力し、「実行」をクリックします。 

※パスワードの変更についてはP38を参照してください。 

3.監視・制御

2-3 文字情報の転送 

遠制装置設定 情報板制御 情報板監視 

1）「遠制装置設定」タブを選択します。 

パソコン 

遠隔制御装置 
情報板 
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10分近く時間が掛かります。 

画面右上の赤帯に「文字情報転送中」と表示されたら、転送が正常に行われ

ています。（※転送中、遠隔制御装置本体のアラームランプが点滅します。

転送完了すると、消灯します。） 

4）転送が完了すると、右図のメッセージが 

表示されます。「ＯＫ」をクリックします。 

しばらくすると、自動的に「情報板監視」タブへ切り替わります。 

2.監視・制御画面 
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2.監視・制御画面 
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下図の画面に変わります。少し時間が掛かります。 

ページタイトルに表示されます。 

2）入力ボックスに、任意の遠制装置名を入力し、「遠制装置名登録」をクリッ

クします。（少し時間が掛かります。2度押しに注意してください。） 

※初期設定では「携帯型情報板 遠隔制御」となります。 

この部分↑ 

2-4 遠制装置名の登録 

遠制装置設定 情報板制御 情報板監視 

1）「遠制装置設定」タブを選択します。 

3）変更が完了すると、 

右図のメッセージが表示されます。 

「ＯＫ」をクリックします。 



2）文字数に合わせて該当するものにチェックを入れます。 

・4文字情報板×1基 

・4文字情報板×2基（親子使用） 

・5文字情報板×1基 

・5文字情報板×2基（親子使用） 

 

一例として4文字情報板×2基（親子使用）の場合、 

4×2＝8 にチェックを入れます。 

 

3）「文字数変更」をクリックします。 

2-5 表示文字数の変更 

遠制装置設定 情報板制御 情報板監視 

1）「遠制装置設定」タブを選択します。 

4）右図のメッセージが表示されます。 

「ＯＫ」をクリックします。 
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2.監視・制御画面 



「情報板制御」タブをクリックすると、下図＜変更後＞画面に変わります。 

 

窓が4窓から8窓に変更されます。 
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2.監視・制御画面 

  ＜変更前＞ 

  ＜変更後＞ 



※Ｐ31 「情報板制御 画面の操作方法」を参照。 

3）「送信」をクリックします。 

3.監視・制御

2-6 情報板の制御 

遠制装置設定 情報板制御 情報板監視 

1）「情報板制御」タブを選択します。 
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2.監視・制御画面 

2）表示文字を変更するには情報板のリモコンと同様の手順で、画面のボタンを

クリックします。 
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2.監視・制御画面 

「送信」をクリックすると、自動的に「情報板監視」タブへ切り替わります。 

※表示内容が変わるまで少し時間がかかります 



④ ③ ⑤ 
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※ 情報板制御 画面の操作方法 

① 

制御切替 

情報板の制御を「遠方」（監視・制御画面）から行うか、「手元」

（情報板付属リモコン）から行うかを切り替えます。 

押す度に、「遠方」、「手元」が切替ります。 

② 

割込切替 

「割込入力」コネクタからの入力信号による「割込」表示項目を「有

効」にするか、「無効」にするかを切り替えます。 

（「無効」を選択中であれば、「割込入力」コネクタから信号が入力

されても、情報板は制御されません。） 

「割込切替」ボタンは、「制御切替」が「遠方」の場合のみ操作可能

です。押す度に「有効」、「無効」が切替ります。 

③ 

割込入力 

「割込」の信号が入力されているチャンネルの、ＬＥＤランプが点灯

します。（複数のランプが点灯している場合、数字の大きいチャンネ

ルが優先的に表示されます。） 

④ 

情報板リセット 

情報板を再起動します。 

※P33で説明します。 

⑤ 

遠制装置 

リセット 

遠隔制御装置を再起動します。（本体に接続した情報板やカメラも同

様に再起動） 

※P34で説明します。 

① ② 

2.監視・制御画面 



横方向の３チャンネルを

表示。 

００（消灯）と９９（全
点灯）は方向表示無し。 

設定チャンネルが無効の

場合.。 

↓リモコン ↓監視・制御画面 

縦方向の３チャンネルを

表示。 

※ チャンネルの表示画面の見方 

＜例＞ 縦01チャンネルの項目に切替表示グループを設定している場合 

親チャンネル  「この先」 

子チャンネル１  「交互」 

子チャンネル２  「規制中」 

※ 表示内容の確認画面の見方 
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 2）「情報板リセット」ボタンをクリックします。 

 3）右図のメッセージが表示されます。 

 「ＯＫ」をクリックします。 

情報板の電源が一旦切れます。しばらくすると、再び情報板の電源が入ります。 

 4）リセットに成功すると、 

右図のメッセージが表示されます。 

「ＯＫ」をクリックします。 
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3.監視・制御

2-7 情報板リセットについて 

遠制装置設定 情報板制御 情報板監視 

 1）「情報板制御」タブを選択します。 

2.監視・制御画面 

情報板に何らかの障害が発生した時、情報板の電源を再起動します。 
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2）「遠制装置リセット」ボタンをクリックします。 

3.監視・制御

2-8 遠隔制御リセットについて 

遠制装置設定 情報板制御 情報板監視 

 1）「情報板制御」タブを選択します。 

2.監視・制御画面 

遠隔制御装置に何らかの障害が発生した時、遠隔制御装置の電源を再起動し

ます。（本体に接続した情報板やカメラも同様に再起動） 

その後、右図の 

情報板監視画面に 

切替ります。 

3）右図のメッセージが表示されます。 

 「ＯＫ」をクリックします。 

情報板の電源が一旦切れます。しばらくすると、再び情報板の電源が入ります。 



2）「表示確認」をクリックします。 

  画面に情報板の現在の内容が表示されます。 

 ※通常は、情報板の状態が変更になると自動的に画面の内容も更新されます。 

2-9 情報板の監視 

遠制装置設定 情報板制御 情報板監視 

1）「情報板監視」タブを選択します。 
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2.監視・制御画面 

注意事項： 

パソコンの情報板監視画面で

表示された内容が、必ずしも

情報板のパネル表示と一致し

ない場合があります。 

 

（遠隔制御装置に登録した文字情報と、情

報板へ転送した文字情報が一致していな

い場合） 

… 
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画面右下の「×」終了ボタン、又は、 

ページタイトル横の「×」をクリックします。 

 

2-10 監視・制御画面の終了 

2.監視・制御画面 



2-11.管理画面  

1）ブラウザを起動し、インターネットに接続して、遠隔制御装置のアドレスへ

アクセスします。（P4で記入したIPアドレス） 

 「 http://×××.×××.×××.×××/ＭＮＧ/ 」 

2）「管理画面パスワード」を入力し、

「OK」をクリックします。 

下図の画面が開きます。 

「ログ参照・ダウンロード」ページです。 

「ここをクリック」をクリックすると、ログが表示されます。 

変更方法についてはＰ38を参照 

出荷時のユーザ名は「admin」、 

パスワードは、「nexcoeng」で 

設定しています。 

2-11① ログの参照 
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「監視・制御画面」について管理する画面です。 

2.監視・制御画面 



                 38 

1）カーソルを真ん中のタブの上に持っていくと、下図の画面が開きます。 

「監視・制御画面アカウント設定」ページです。 

2）「アカウント」ボックスに新しいアカウントを入力します。 

3）「パスワード」ボックスに新しいパスワードを入力します。 

4）「パスワード（確認）」ボックスに上段と同じパスワードを

入力します。 

5）「変更」をクリックすると、アカウントとパスワードが変更

されます。 

1）カーソルを右側のタブの上に持っていくと、下図の画面が開きます。 

「管理画面アカウント設定」ページです。 

2-11② 「監視・制御画面」アカウント設定 

2-11③ 「管理画面」アカウント設定 

2.監視・制御画面 

2）「アカウント」ボックスに新しいアカウントを入力します。 

3）「パスワード」ボックスに新しいパスワードを入力します。 

4）「パスワード（確認）」ボックスに上段と同じパスワードを

入力します。 

5）「変更」をクリックすると、アカウントとパスワードが変更

されます。 



…遠隔制御装置と情報板の表示チャンネルが一致しない場合。 

自動復旧（情報板の表示チャネルを強制的に遠隔制御装置の表示チャネルに変更） 

後に消えます。 

…遠隔制御装置と情報板の割込状態が一致しない場合。 

自動復旧（情報板の割込状態を強制的に遠隔制御装置の割込状態に変更します） 

後に消えます。 

…情報板の電源断や制御ケーブルの外れ等、情報板の異常発生時。 

（情報板との制御信号の送受信が復旧すると消えます） 

…文字情報転送の実行中。（転送完了で消えます） 
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2-12.エラー画面について  
2.監視・制御画面 

文字情報転送中 

表示チャンネル不一致 

情報板異常 

割込状態不一致 

アラーム領域の表示メッセージついて 

この部分↑ 



原因 エラーメッセージ 

…初期化処理中に文字情報の取得に失敗した。 

…遠隔制御装置からの状態取得に失敗した。 

…遠隔制御装置と通信できなかった。（監視・制御

PCがインターネットに接続していない、又は遠隔

制御装置のＸｉ通信障害発生。） 
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2.監視・制御画面 

遠制装置との通信に 

失敗しました。 

状態の取得に 

失敗しました。 

文字情報の取得に 

失敗しました。 

…情報板制御タブで無効なチャネルを 

送信しようとした。 

指定したチャンネルは 

無効です。 

制御は手元です。 

チャンネル切替は 

できません。 

チャンネルの切替に 

失敗しました。 

ダイアログ表示されるエラーメッセージについて 

…情報板制御タブからチャネルを送信したが、 

手元制御の状態であるため切替できなかった。 

…情報板制御タブからチャネルを送信したが、 

割込表示中であるため切替できなかった。 

…情報板制御タブから送信したチャネルへの 

切換が失敗した。 

割込表示中です。 

チャンネル切替は 

できません。 

情報板制御タブでダイアログ表示されるエラーメッセージ 

制御の切替に 

失敗しました。 

…情報板制御タブからの制御切替が失敗した。 
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2.監視・制御画面 

遠制装置設定タブでダイアログ表示されるエラーメッセージ 

割込の切替に 

失敗しました。 

…情報板制御タブからの割込切替が失敗した。 

情報板のリセットに 

失敗しました。 

…情報板制御タブからの情報板リセットが失敗した。 

遠制装置のリセット
に失敗しました。 

…情報板制御タブからの遠制装置リセットが失敗した。 

遠制装置名を 

指定してください。 

…遠制装置設定タブで遠制装置名を空欄で登録しようと

した。 

遠制装置名の設定に 

失敗しました。 

…遠制装置設定タブからの遠制装置名登録が失敗した。 

文字数の変更に 

失敗しました。 

…遠制装置設定タブからの文字数変更が失敗した。 

パスワードを 

指定してください。 

…遠制装置設定タブでパスワードを空欄にして実行しよ

うとした。 

パスワードが 

違います。 

…遠制装置設定タブで誤ったパスワードで実行しようと

した。 

遠制装置内で 

変更処理中です。 

…情報板制御タブから制御の手元/遠方切替中、または

割込の有効/無効切替時中に制御の切替、割込の切

替、表示項目切替（送信）を行おうとした。 
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2.監視・制御画面 

拡張子がBINとINIの 

２つのファイルを 

指定してください。 

…遠制装置設定タブでファイル指定を空欄又は、1

つ及び3つ以上のファイルを選択して文字情報登

録しようとした。 

指定されたBINファイルは
文字情報ファイルでは 

ありません。 

…遠制装置設定タブで41984 BytesではないBINファ

イルを選択して文字情報登録しようとした。 

拡張子がBINまたはbinと
INIまたはiniの 

文字情報ファイルを 

指定してください。 

…遠制装置設定タブで無効な種類のファイルを選択

して文字情報登録しようとした。 

BINとINIのファイル名が

一致していません。 

…遠制装置設定タブで異なるファイル名のファイル

を選択して文字情報登録しようとした。 

文字情報の登録に 

失敗しました。 

…遠制装置設定タブからの文字情報登録が失敗し

た。 

文字情報転送中です。 …遠制装置設定タブから文字情報転送を実行した

が、転送処理中であるため転送できなかった。 

文字情報転送が 

失敗しました。 

…遠制装置設定タブからの文字情報転送が失敗し

た。 

制御は手元です。 

文字情報の転送は 

できません。 

…遠制装置設定タブから文字情報転送をしたが、手

元制御の状態であるため転送できなかった。 
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2.監視・制御画面 

管理画面でダイアログ表示されるエラーメッセージ 

入力したパスワードが 

一致しません。 

…アカウント設定タブで2つのパスワードに異なる

値を入力して変更しようとした。 

アカウントとパスワードの

両方を入力して下さい。 

…アカウント設定タブでアカウント、又はパス

ワードを空欄で変更しようとした。 

アカウント設定に 

失敗しました。 

…アカウント設定タブからの変更が失敗した。 

アカウントの取得に 

失敗しました。 

…遠隔制御装置からのアカウント情報取得に 

失敗した。 



3-1 ウェブカメラ 

ウェブカメラ（オプション）の利用方法について説明します。 

3-2 ネットＤｅリモコン 

ブラウザを起動し、インターネットに接続し、遠隔制御装置（ポート11080）

のアドレスへアクセスします。（P4で記入したI Pアドレス） 

 「 http://×××.×××.×××.×××：11080/ 」 
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 3. オプション   
オプション製品のウェブカメラとネットDeリモコンについて説明します。 

ネットDeリモコン（オプション）の利用方法について説明します。 

制御する情報板の登録で、遠隔制御装置の I Pアドレスを登録します。 

（P4で記入したI Pアドレス） 

 ※登録方法については、ネットDeリモコンの取扱説明書を参照して下さい。 
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※ 上記の内容は、予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。 

 NKES - 10016 - 02 

外形寸法 縦 330 ㎜×横 405 ㎜×奥行 175 ㎜（突起部を除く） 

質 量 約 7 ㎏ 

材 質 耐衝撃性樹脂 

塗 色 ODグリーン 

電 源 定格入力電圧  AC 100 （V） 

DC+12V  

消費電力 AC 100V 200mA以下（外部装置未接続時） 

DC   12V 1A以下（外部装置未接続時） 

防水性能 保護等級IP×4 

設置条件 屋内・屋外 

使用温度 -10℃～+40℃（カメラ、外部ケーブルは除く） 

使用湿度 90％以下 （ただし結露なきこと) 

監視・制御画面 

動作環境 

・ＣＰＵ：Core2 Duo 以上 

・メモリ：1GB以上を推奨 

・ＨＤＤ空き容量：50ＭＢ以上を推奨 

・画面ドット数：1280×1024ドット以上 

・ＯＳ：Windows ７、８、８.１、１０ 

・ブラウザ：Internet Explorer 10 以上 

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社 

営業本部 販売事業部 製品販売課 

〒733-0037 

広島市西区西観音町2-1 第3セントラルビル1Ｆ 

ＴＥＬ（082）532-1436 ＦＡＸ（082）532-8054 

ＵＲＬ http://www.w-e-chugoku.co.jp/ 

E-mail hanbai@w-e-chugoku.co.jp 

型式 
規格 
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 お問合せ先  

 仕 様  


