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1. 概要 
 

1.1. 本資料の⽬的 

 
本資料は IoTStation for ZETA 漏⽔検知（以下、本システムと記載）におけるユーザ管理者の設
定作業における通知条件／建物管理のデータの関連性や設定時の注意事項等を記載します。 
 
 

1.2. 概要 

 
本資料では主な設定項⽬として以下の 5 点についての説明を記載します。 
・ユーザの種類について 
・テナント／グループと端末の関係について 
・グループ／端末の追加について 
・通知設定について 
・建物管理について 
・ダッシュボードでの表⽰について 
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2. ユーザの管理 
 

2.1. ユーザの種類 

 
本システムではユーザの権限を以下の 2 種類準備しています。 
 
種類 役割 
ユーザ管理者 テナント内での全ての設定を⾏うことができます。 

また、全端末の管理が可能です。 
ユーザ(閲覧者) ユーザ管理者によって割り振られた端末に限り、情報を参照と⼀部

の設定が可能です。 
 

2.2. 利⽤可能な機能 

 
ユーザ管理者とユーザ(閲覧者)の利⽤可能な機能については以下の表を参照してください。 

◯︓使⽤可能、△︓⼀部制限付きで可能、×︓使⽤不可 

分類 メニュー ユーザ管理者 ユーザ 

共通 
  
  

ログイン ◯ ◯ 
パスワードアシスタント ◯ ◯ 
お問い合わせ ◯ ◯ 

Top ページ Top ページ ◯ ◯ 
ダッシュボード ダッシュボード ○ △※1 
稼働端末 稼働端末⼀覧 ◯ △※1 

基本設定 テナント 〇 × 
  ユーザ ◯ △※2 
  グループ ◯ × 
  端末 ◯ × 
通知設定 通知条件設定 ◯ × 
  テンプレート ◯ × 
  使⽤テンプレート設定 ◯ × 
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建物管理 建物／フロア ◯ × 
  端末設置場所 ◯ △※1 

データ管理 データ出⼒ ◯ △※1 

※1）テナント内の⾃分に紐付いたグループのみ可能 
※2）⾃分のみ変更可能 
 

2.3. ユーザの追加 

・ユーザ管理者は本システムにログインするユーザを新たに作成することができます。 
 以下に新規ユーザー（閲覧者）を作る場合の設定例を記載します。 
 
(1) ユーザ管理者でログイン後、 「基本設定」＞「ユーザ」を開きます。 

右上の「新規作成」をクリックします。 

 
(2) 以下の通り⼊⼒し、「登録」をクリックすることでユーザの追加は完了です。 

項⽬ ⼊⼒する内容 備考 
ログイン ID ログイン時に使⽤したい ID ・半⾓英数字、-(ハイフン)利⽤可能。最⼤ 16⽂字 
ユーザ名 表⽰する名前 ・⽇本語⼊⼒可能。最⼤ 32⽂字 
パスワード 初期パスワード ・半⾓英数字、-(ハイフン)利⽤可能。最⼤ 64⽂字 
メールアドレス 利⽤者のメールアドレス ⼊⼒している場合、登録通知のメールが送信されます 
ユーザレベル 設定したい権限を選択  
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2.4. ユーザの変更／削除 

・ユーザ管理者はテナント内の全ユーザを、ユーザ（閲覧者）は⾃分⾃⾝の設定を変更できます。 
 また、ユーザ管理者はログイン中の⾃分⾃⾝以外のユーザを削除できます。 
 「基本設定」＞「ユーザ」から変更/削除したいユーザを選択して、変更してください。 
  
 画⾯例 

 
 

2.5. 注意事項 

 
・ユーザー作成時にはメールアドレスの登録を推奨しております。 

メールアドレスを登録しない場合、利⽤者がパスワードアシスタント（パスワードを忘れた際のメールを 
利⽤したパスワード再設定機能）が利⽤できません。 
※ユーザー管理者による上書き更新は可能です。 

 
・ユーザー名について、本システム内で⼀意である必要があります。 
 そのため、ご契約のテナントで使⽤していないユーザー名でも「既に登録されています」となり、 
 利⽤できない場合があることをご了承ください。 
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3. 端末の管理単位（テナント／グループ） 
 

3.1. 管理単位の種類 

 
本システムではデータを送信する端末の管理単位として、以下の 2 種類が存在します。 
 
種類 単位 
テナント ご契約企業単位 
グループ ご契約企業内での任意の単位 

※ユーザ管理者が任意で作成可能 
 
上記を図で表したものを以下に記載します。 
 

 
 
 

IoTStation

テナント：A社 テナント：B社

グループ：営業部用グループ

端末1 端末2

グループ：開発部用グループ

端末3 端末4

グループ：XX工場用グループ

端末A 端末B
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3.2. 管理単位に対してのユーザの種類の関係 

 
ユーザ管理者は⾃テナント内の全てを管理可能です。 
ユーザは事前に設定されたグループに対しての操作しかできません。 
ただし、複数グループに対してユーザを設定することが可能です。 
 

 例）ユーザ管理者である部⻑は、すべてのグループを管理できます。 
 ユーザは 3⼈登録されており、それぞれ以下のように設定をすることが可能です。 

      営業 1課担当者︓営業 1課グループ 
      開発 1課担当者︓開発 1課⽤グループ 
      開発リーダー︓開発 1課⽤グループ、開発 2課⽤グループ 

  上記を図にすると以下のようになります。 

 

3.3. 注意事項 

 
・1 つのグループに⼤量の端末を設定すると、ダッシュボードでの表⽰が遅くなる場合があります。 
 表⽰する単位として、1 グループ 10台までを⽬安にご登録ください。 
  

IoTStation

テナント：A社

グループ：営業1課グループ

端末1 端末2

グループ：開発１課用グループ

端末3 端末4

グループ：開発２課用グループ

端末5

ユーザー管理者：部長

ユーザー：営業1課担当者

ユーザー：開発1課担当者

ユーザー：開発リーダー

ユーザー：開発リーダー
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4. グループの管理 

4.1. 概要 

端末をまとめる単位である「グループ」はユーザ管理者が⾃由に作成することができます。 
作成後、ユーザ（閲覧者）や端末を紐づけていく必要があります。 
※端末の紐づけは後述の「端末の追加／変更」に記載します。 
 

4.2. グループの追加⽅法 

(1) ユーザ管理者でログイン後、「基本設定」＞「グループ」を開きます。 
右上の「新規登録」をクリックします。 

 
(3) 以下の通り⼊⼒し、「登録」をクリックすることでグループの追加は完了です。 

項⽬ ⼊⼒する内容 備考 
グループ名 表⽰する名前  
ダッシュボードタイプ ダッシュボードで表⽰する際の形式を選択します。 

⽔漏れ検知 を選択します。 
 

⾃動更新の間隔
時間(秒) 

ダッシュボードでの⾃動更新を⾏う際何秒で再読
み込みを⾏うかを指定します。 

未⼊⼒の場合は 30秒になり
ます 

通知先登録 グループに紐づいている端末の通知を全端末分
受信したい場合、こちらで設定します。詳細は
「通知の設定」をご参照ください。 
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4.3. グループの変更／削除⽅法 

(1) ユーザ管理者でログイン後、「基本設定」＞「グループ」を開き、対象のグループ名をクリックします。 
(2) 変更の場合、⼊⼒欄へ直接⼊⼒して変更後、右上の「登録」をクリックします。 

削除の場合、右上の「削除」をクリックします。 
※端末が１つ以上グループに設定されていると削除ができません。 
 その場合、端末設定からグループを変更してから削除してください。 
 

4.4. グループへのユーザ（閲覧者）の紐づけ／紐づけ解除の⽅法 

(1) ユーザ管理者でログイン後、「基本設定」＞「グループ」を開き、対象のグループの右端にある「メンバ
ー登録／削除」をクリックします。 

 
(2) 以下のような画⾯が表⽰されます。「メンバー追加」をクリックします。 

 
(3) 以下のような画⾯で、選択中のグループに紐づいていないユーザ（閲覧者）が表⽰されます。 

紐づけを⾏いたいユーザのチェックを付けて、「追加」をクリックします。 
※ユーザ（閲覧者）は複数グループに紐づけることが可能です。 

 
(4) 追加したユーザが表⽰されます。これでグループへのユーザの紐づけは完了です。 

 
(5) 解除する場合、(4)の画⾯で解除にチェックを付けて、「メンバー解除」をクリックすることで解除できま

す。 
 

 



IoTStation_漏⽔検知 設定⽅法マニュアル confidential 

 

12 
 

 

5. 端末の管理 

5.1. 概要 

実際にデータを送信する端末はユーザ管理者が登録／変更することができます。 
新規登録する場合、事前にグループを作成してから実施してください。 
 

5.2. 端末の追加⽅法 

(2) ユーザ管理者でログイン後、「基本設定」＞「端末」を開きます。 
右上の「新規登録」をクリックします。 

 
(4) 以下の通り⼊⼒し、「登録」をクリックすることでグループの追加は完了です。 

項⽬ ⼊⼒する内容 備考 
端末 ID センサー機器に記載の ID  
端末名 表⽰する名称 設置場所の部屋などを分かり

やすい名前で設定してください 
フォーマット型 「数値形式」を選択 固定 
フォーマット名 「浸⽔計測器」を選択 固定 
グループ 事前に登録したグループから、紐づけたいグルー

プを選択 
 

通信規格 Zeta 固定 
端末場所 設置した場所の緯度経度を選択 任意⼊⼒ 
死活監視間隔(分) 死活監視(データを受信しているかどうかの監

視)を⾏う場合、チェックボックスを ON にして監
視したい間隔を分単位で⼊⼒ 

未⼊⼒は死活監視を⾏いま
せん 

端末説明 設置⽇などのメモを⼊⼒ 任意⼊⼒ 
通知先登録 端末の通知を受信したい場合、こちらで設定し

ます。詳細は「通知の設定」をご参照ください。 
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5.3. 端末の変更／削除⽅法 

(3) ユーザ管理者でログイン後、「基本設定」＞「端末」を開き、対象の端末名をクリックします。 
(4) 変更の場合、⼊⼒欄へ直接⼊⼒して変更後、右上の「登録」をクリックします。 

削除の場合、右上の「削除」をクリックします。 
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6. 通知の設定 
 

6.1. 概要 

 
本システムでは通知機能を利⽤して、端末からのデータに条件を付けて各担当者にメールを送信すること
ができます。 
 
各通知は、「通知の送信先の設定」と「通知の条件」に分けて設定を⾏います。 
 

6.2. 通知の種類 

 
種類 内容 
通知条件 端末からデータを受信した際に、事前登録した条件に合致している

場合のみ通知を送信します。 
また、上記通知を送信後に条件に合致しなくなった場合には復帰
通知を送信します。 
 
例) 
温度が 10度を超えた場合に通知する条件で通知した場合、 
温度が 9度になった時点で復帰通知が送信されます。 
 

死活監視 端末からのデータが設定された間隔(分)内に送信されてこなかった
場合に通知を送信します。 
また、死活監視通知を送信後、データを受信した場合には死活監
視復帰通知が送信されます。 
 
例) 
死活監視間隔 (分)を 10 分で設定した場合、最後にデータを受
信した時刻から 10分後までにデータを受信しないと、死活監視通
知が送信されます。 
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6.3. 通知の送信先について 

 
各通知の送信先については、2 種類の設定単位があります。 
1. グループ単位 
2. 端末単位 
 
それぞれ、基本設定のグループ／端末から、任意のグループ／端末を選択して設定します。 
 
グループ単位で設定された通知先には、グループ内の全端末の通知が送信されます。 
端末単位で設定された通知先には、対象の端末の通知が送信されます。 
ある端末の通知先と、その端末の属するグループの通知先に同じ内容を登録した場合、2重に通知が送
信されます。 
 

6.4. 通知の受信時間の制御 

 
各通知先を登録する際に、通知を受信する時間帯を設定することが可能です。 
※受信可能時間外に発⽣した通知は、次の受信可能時間になった際に送信されます。 
設定可能な内容は以下となります。 
 
種類 内容 
有効時間設定の有効/無効 有効にすると、以下の設定に従って通知の送信時間を制御しま

す。 
曜⽇ メールを受信可能な曜⽇をチェックします。「□すべて」をチェックする

と、全曜⽇で受信します。 
開始時間/終了時間 メールを受信する範囲を設定します。 
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参考︓設定画⾯レイアウト （端末設定/グループ設定より） 

 

6.5. 通知条件の設定 

 
通知条件について、本システムでは通知条件のプリセットが事前に設定されています。 
設定されている内容は以下の 3 種類です。 
 
1. 浸⽔検知︓浸⽔を検知した際に 1 回のみ通知 
2. 浸⽔復帰︓浸⽔から復帰した際に 1 回のみ通知 
3. 浸⽔継続中︓浸⽔している間、機器の設定（ハートビート間隔）に基づいて通知 
 
登録内容は通知設定＞通知条件設定から確認ができます。 
特殊な設定をされたい場合は別途データペイロード等が必要となりますので、お問い合わせください。 
 
また、浸⽔継続中の通知のみ不要な場合等は、詳細設定から「有効」となっているボタンを切り替えるこ
とで通知設定の有効・無効設定が切り替え可能です。 
必要に応じてご設定ください。 
 
参考︓通知条件⼀覧 
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6.6. 連続した通知を回避する設定 

 
通知条件による通知では、データを受信する際に毎回判定が⾏われます。 
プリセットのうち、「浸⽔検知」と「浸⽔復帰」については発⽣時のみデータが発⽣するため、問題ありませ
んが、「浸⽔継続中」については機器の設定（ハートビート間隔）に基づいてデータが発⽣します。 
 
そのため、例えば 10分に 1 回送信する設定とした場合、浸⽔が発⽣している間は 10分毎に通知が送
信されることになります。 
 
このような重複した通知を防ぎたい場合「通知間隔時間」を設定することで対応できます。 
通知間隔時間はその条件で最後に通知を⾏ってから、再度通知を⾏うまでの間隔を設定します。 
※浸⽔継続中のデフォルトでは 60分が設定されています。 
 
設定されている値を変更することで、浸⽔が継続中の場合に何分毎に通知を送信するかを制御すること
ができます。 
 

6.7. 通知条件の詳細設定 

 
通知条件の詳細では、実際にどのようなデータを受信した際に通知を発⽣させるかを定義することができ
ます。 
本システムにおいては通常使う設定を事前にプリセットで設定された状態にしております。 
そのため、本章での設定は省略させていただきます。 
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6.8. 通知条件に紐づくメールテンプレート 

 
通知条件を設定した後は、以下の 2 種類の設定が必要です。 
(1) テンプレート 
(2) 使⽤テンプレート設定 
※プリセットで設定済み 
 
本システムの場合はテンプレートの雛形と、使⽤テンプレート設定が設定済みになります。 
ご利⽤になられるテンプレートについて、⽂章を変更したい場合は、以下の記載に従って変更してください。 
 
・テンプレートの変更⽅法 
テンプレートでは、メールのタイトルと本⽂の設定を⾏います。 
テンプレートでは置き換え⽂字列が使⽤できます。 
使⽤可能な置き換え⽂字は以下の通りです。 

置換⽂字列 内容 置き換え後の値の例 備考 
{device_id} 端末 ID DEV001  
{device_name} 端末名 漏⽔検知器１  
{date_time} データ送信⽇時 2020/01/01 

12:34:56 
 

{date} データ送信⽇ 2020/01/01  
{time} データ送信 12:34:56  
{status1} 
~ 
{status9} 

実際の受信データ 1.23 稼働端末詳細画⾯で⽇
時の右の項⽬から、順番
に status1、2 となる 

参考︓テンプレート設定 
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6.9. 使⽤テンプレート設定 

 
使⽤テンプレート設定は、「通知条件」と「テンプレート」を紐づけて実際に通知を送信できるようにす
る設定になります。 
本システムではプリセットで設定済みのため、通常設定の必要はございません。 
 
なお、実際のデータを受信後に通知を送信するまでのフローは下記のようになります。 
 
1. 端末からデータを送信 
2. クラウドでデータを受信。通知条件に合致するかどうかをチェック 
3. 通知条件に合致した場合、通知を送信する 
① 端末に登録されている通知先を取得（誰に送るかを取得） 
② 通知条件に対して、テンプレートを取得（どんなメールを送信するかを取得） 
③ 通知を送信 

 
上記のうち、②の部分の設定を左メニューの「通知設定」＞「使⽤テンプレート設定」で⾏っています。 
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6.10. 死活監視の通知内容について 

死活監視については固定のメール内容となっており、テンプレート設定を⾏う必要がありません。 
端末設定画⾯で「死活監視間隔（分）」を設定することで「通知条件」「テンプレート」「使⽤テンプレー
ト設定」を⾏ったのと同じ状態になり、システム側で設定された内容のメール通知が送信されるようになり
ます。 
 

6.11. 注意事項 

・通知条件を作成した後、テンプレートの作成および使⽤テンプレート設定を⾏わないと 
通知が⾏われませんのでご注意ください。 

・通知間隔設定を⾏わないと、予期せぬ量のメールを受信する場合がありますので 
ご注意ください。 
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7. 建物管理の設定 
 

7.1. 概要 

 
本システムでは端末を設置した場所をグラフィカルに管理できます。 
※こちらの設定を⾏わないと、ダッシュボードでのフロアマップ表⽰が⾏われません。 
 
管理対象としては、以下の 2階層に分かれます。 
1. 建物 
2. フロア 
 

7.2. 建物、フロアの管理 

左メニューの「建物管理」＞「建物/フロア」から設定画⾯へ遷移できます。 
画⾯上部で「建物」を管理します。 
建物はビルのイメージです。建物の名前と、緯度経度を設定します。 
 
画⾯下部は、「建物」の中の「フロア」を管理します。 
フロアはビル内の任意の階もしくは部屋のイメージです。 
こちらはフロアマップの画像を登録して管理します。 
 
参考︓建物登録画⾯ 
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7.3. 端末の配置 

 
左メニューの「建物管理」＞「建物/フロア」から設定画⾯へ遷移できます。 
 
「建物」と「フロア」を登録後、そのフロアのどこに端末を設置したかを設定することができます。 
※現状センサデータとの連携は⾏っておりません。 
 
1. 画⾯上部の「建物」と「フロア」のプルダウンより、設定する対象を選択します。 
2. 対象フロアのフロアマップと、設置可能な端末が表⽰されます。 

右側の端末⼀覧から、設置した端末名をドラッグして、フロアマップに配置します。 
※既に別フロアに設置されている端末は端末⼀覧には表⽰されません。 
 また、対象フロアに設置済みの端末は、チェックマークのついた設置済み状態として表⽰されます 

3. 各端末をドラッグ後、「登録」ボタンをクリックしてください 
※登録をクリックせずに、建物/フロアを変更すると、設定内容が破棄されますのでご注意ください。 

 
 
参考︓端末設置場所 
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8. ダッシュボードでの表⽰について 
 

8.1. 概要 

 
本システムではダッシュボードとしてセンサーの状態を表⽰する機能を提供しています。 
こちらはグループ設定、端末設定、端末設置場所設定を⾏う事で利⽤可能になります。 
 
以下、設定されている状態別の表⽰例について記載します。 
 
(1)グループ設定・端末設定がされていて、端末設置場所設定されていない場合 
 
左上の「グループ」を選択することでデバイスの状態は確認できますが、画⾯下部のフロアマップ部分はエラ
ー表⽰されます。 
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(2)グループ・端末・端末設置場所が全て設定されている場合（浸⽔無し） 
画⾯下部にフロアマップとセンサーを表すアイコン、名称が表⽰されます。 

 

 
(3) グループ・端末・端末設置場所が全て設定されている場合（浸⽔有り） 
画⾯下部にフロアマップと浸⽔中のセンサーを表すアイコン、名称及び経過時間が表⽰されます。 
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(4)1 つのグループに複数フロアが紐づいている場合 
下記例ですと、グループ︓共有部にセンサーが 2 つ登録されています。 
その場合、以下の表⽰が⾏われます。 
 最新状態︓グループ内の全デバイスの状態を表⽰ 
 フロアマップ︓1 つ⽬のデバイスの属するフロアマップを表⽰ 
最新状態のフロア名がクリック可能になっており、クリックすることでフロアマップが切り替わります。 
 
（初期表⽰） 

 
(フロア切り替え後) ※共⽤部(3F)をクリック 
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以上 

 


