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 機器の取扱に関する注意事項  

・ 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。 

・ 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。 

・ ＡＣ100Ｖケーブル，ＬＡＮ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。 

・ 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。 

・ 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。 

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。 

取扱いに関する注意 

設置に関する注意 

カメラに関する注意 

ケーブルに関する注意 

1 



 制御装置の名称  

 

後の設定で必要となるため、本体の名称を確認する。 

銘板の貼付 

・型式 

・製造番号 

・製造年月 

コネクタ 

2 

電源ランプ 

（赤色） 

ＬＡＮ カメラ ＡＣ100 

②ふたを開け、電源ランプの位置を確認。 

③側面のコネクタを確認。 

①本体側面の銘板より、型式を確認。 

＜例＞ NDR-10022-02-C（最後尾のアルファベット） 

 

 

裏面：平リブ付 
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□ ＡＣ100Ｖケーブル（5m） □ ＬＡＮケーブル（5m） 

□ カメラ（ケーブル長3m） 

 付属品  

□ 取扱説明書 

以下の同梱品を確認する。 

□ セットアップＣＤ 

平リブ付 



本装置は、ネットワークに接続し、制御パソコン（以下、制御PCという）と制御ソフト

により、携帯型情報板の制御を行うものです。 

制御ソフトは、携帯型情報板の付属リモコンと、同じ感覚で扱うことができます。 

また、付属のカメラを接続し、情報板を写すことが可能です。制御ソフトからチャンネル

を送信した後は、情報板に正しく表示されているか、併せて確認も行うことができます。 

 はじめに  

本装置は、ＩＰ非常電話装置の路側伝送装置に接続して使用します。 

電源としては、ＬＡＮケーブルから供給されるＰＯＥ給

電を基本としていますが、商用電源での運用も可能です。

ＩＰ非常電話装置が無い場合や、セットアップ時は、右図

の商用電源ケーブルを使用して下さい。（接続方法は、

「1.接続」を参照。） 

①チャンネルを送信。 

②カメラで確認。 

（制御装置） 

（制御PCに制御ソフト

をインストール） 
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ＡＣ100Ｖケーブル（5m） 

 

（携帯型情報板） ネットワーク（LAN） 
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  1-1 POE対応のネットワーク機器との接続・・・・・・7 

  1-2 POE非対応のネットワーク機器との接続・・・・・7 
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1.接続    



1-1  POE対応のネットワーク機器との接続  

1-2  POE非対応のネットワーク機器との接続  

1） カメラと本体を接続。 

ＬＡＮケーブルを使用し、 

ＩＰ非常電話装置と本体を接続。 

2） 

（ＩＰ非常電話装置） 

（ＡＣ100Ｖケーブル） 

（ＬＡＮケーブル） 

（ＬＡＮケーブル） 

（カメラ） 

（本体） 

（本体） 

１.接続 

ふたを開け、 

電源ランプの点灯を確認。 

3） 

ふたを確実に閉める。 4） 

ＬＡＮ カメラ 

ＡＣ100は 

使用しない 

ＩＰ非常電話装置を利用する場

合、ＬＡＮから電源を給電できる

ため、ＡＣケーブル、及びAC100

コネクタは使用しない。 

ＡＣ100コネクタの防水キャップは

確実に閉める。 

※ 

カメラと本体を接続。 1） 

ＬＡＮケーブルを使用し、 

ＨＵＢ等のネットワーク機器と 

本体を接続。 

2） 

ＡＣケーブルを使用し、 

コンセントと本体を接続。 

3） 

ＬＡＮ カメラ ＡＣ100 

ふたを開け、 

電源ランプの点灯を確認。 

4） 

（カメラ） 

（ＡＣ100Ｖ 

コンセント） 

ふたを確実に閉める。 5） 
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制御装置の初期設定時、 

設定用ＰＣを接続。 



※制御装置設定用ＰＣ及び 

 制御ＰＣのセットアップは、 

 管理者権限を有するユーザー 

 で行うこと。 

  2-1 制御装置と設定用ＰＣを接続・・・・・・・・・・・9 

  2-2 制御装置設定用ＰＣの設定と設定画面の起動・・・・9 

  2-3 制御装置のＩＰアドレス等を設定する ・・・・・・15 

  2-4 制御装置のポートを設定する ・・・・・・・・・・16 

・カメラポート ・・・・・・・・・・・・・・・・17 

・制御ポート ・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

  2-5 設定用PCのＩＰアドレス等の設定を戻す・・・・・18 

  2-6 制御ＰＣに.NET Frame Work 4.0 を 

               インストールする  ・・・・19 

  2-7 制御ＰＣに制御ソフトをインストールする ・・・・21 
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2.セットアップ    

（制御装置） 

（制御PC） 

（携帯型情報板） ネットワーク（LAN） 

 制御装置の

ＩＰアドレス

を設定 

 情報板の

制御ポート

を設定 

カメラ

ポートを

設定 

 制御ＰＣに

制御ソフトを

インストール 



「スタート」-「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。（ 画面は Windows 7） 

2-2 制御装置設定用ＰＣの設定と設定画面の起動 
1） 

 

「ネットワークと共有センター」をクリック。 2） 

2.セットアップ 

制御装置と設定用ＰＣを接続します。 

セットアップ時は、商用電源を使用して下さい。 

（接続方法は、「1-2 POE非対応のネットワーク機器の接続」を参照。） 

1） 

 

2-1  制御装置と設定用ＰＣを接続  
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「アダプターの設定の変更」をクリック。 3） 

「ローカルエリア接続」のアイコン上で右クリック。 

「プロパティ」をクリック。 

 

4） 

右クリック 

 

 

2.セットアップ 
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「ローカルエリア接続のプロパティ」-「インターネット プロトコル バージョン 

6（ＴＣＰ/ＩＰｖ6）」のチェックを外す。 

5） 

 

「インターネット プロトコル バージョン 4（ＴＣＰ/ＩＰｖ4）」の「プロパ

ティ」をクリック。 

6） 

 

2.セットアップ 
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ＩＰアドレス……………… 

 

サブネットマスク………… 

 

デフォルトゲートウェイ… 

192.168.0.3（3は任意の値） 

設定用PCの変更前の設定値を下記「メモ1」に記録する。 7） 

メ
モ
１ 

設定用PCの変更前の設定値を記録。 

255.255.255.0 

なし 

ＩＰアドレス……………… 

 

サブネットマスク………… 

 

デフォルトゲートウェイ… 

設定用ＰＣの初期設定時の値 

（ここは任意の値） 

2.セットアップ 
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チェック 

「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れ、 

初期設定時の「ＩＰアドレス」「サブネットマスク」を設定する。 



制御装置の設定画面を開く（画面はWindows 7） 

ブラウザを起動。（画面はインターネットエクスプローラを起動。） 

アドレス欄に、「http://（制御装置のＩＰアドレス）/」と入力。 

 

 

 

初期設定時「http://192.168.0.104/」 

8） 

 

下図の設定画面が開く。 

2.セットアップ 
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2.セットアップ 
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このような画面が開いた場合は、下図の互換表示アイコンをクリック。 ※ 

（互換表示アイコンをクリック。） 



「Network」-「Interface」-「Configuration」をクリック。 

「IP Address」ボックスに、メモ２の制御装置のＩＰアドレスとサブネットマスクを

続けて入力。 

「Default Gateway」ボックスに、メモ２のデフォルトゲートウェイを入力。 

「Submit」ボタンをクリックし、完了。 

 

＜例＞制御装置の初期設定時のＩＰアドレスを入力した場合。 

「192.168.0.104 255.255.255.0」と入力すると、 

「192.168.0.104/24」このように、自動的に数値が変更。 

制御装置に設定する値を下記「メモ２」に準備する。 1） 

ＩＰアドレス……………… 

 

サブネットマスク………… 

 

デフォルトゲートウェイ… 

メ
モ
２ 

制御装置の設定値 

（Ｅｎｔｅｒ） 

2.セットアップ 
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2-3 制御装置のＩＰアドレス等を設定する 



1） 

2-4 制御装置のポートを設定する 

カメラポート、制御ポートの初期設定値は以下が設定されている。 

・カメラポート：10002 

・制御ポート：10001 

 

制御装置の各ポートは、通常、初期設定値から変更しな

い。必要時に変更。 

※ 

 

2.セットアップ 

カメラポート……………… 

 

制御ポート………………… 

メ
モ
３ 

変更する場合、制御装置のポートを記録。 
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制御装置に設定する値を下記「メモ３」に準備する。 



「Tunnel」-「Tunnel 1」-「Accept Mode」をクリック。 

「Local Port」ボックスに、ネットＤｅリモコンのカメラのポートを入力。 

（初期設定は、「10002」に設定。） 

「Submit」をクリックし、完了。 

2） 

-① 

入力 

カメラのポートを設定する。 ・ 

2.セットアップ 

（現在の設定） 
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・ 

「Tunnel」-「Tunnel 2」-「Accept Mode」をクリック。 

「Local Port」ボックスに、ネットＤｅリモコンのカメラのポートを入力。 

（初期設定は、「10001」に設定。） 

「Submit」をクリックし、完了。 

2） 

-② 

入力 

制御のポートを設定する。 ・ 

2.セットアップ 

（現在の設定） 
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2-5  設定用PCのＩＰアドレス等の設定を戻す 
「2-2 設定用ＰＣの設定と設定画面の起動」の1)～7)と同様の手順で、初期設定値を

元の値に戻す。 

設定用PCの変更前の設定値「メモ1」を参照。 

1） 

 



＜ 制御ＰＣに、既にインストールされている場合 ＞ 

2-6 制御ＰＣに.NET Frame Work 4.0 を 

               インストールする 

付属のセットアップＣＤを開く。 

「ネットＤｅリモコンＮＤＲ-10022-02」をダブルクリック。 

「Frame Work 4 」-「dotNetFx40_Full_x86_x64」をダブルクリック。 

1） 

 

下図の画面が開く。 

「キャンセル」をクリックし、インストールを終了。 

（既にインストールされている場合は、新たなインストールは不要。） 

2） 

-① 

2.セットアップ 

19 

.Net Frame Work 4.0 は制御ソフトが利用しているライブラリ。 

 制御ソフトを動作させるためには、.Net Frame Work 4.0 がインストールされて 

 いる必要がある。 



＜ 制御ＰＣに、初めてインストールする場合 ＞ 

下図の画面が開く。 

「同意する」にチェックを入れて、「インストール」をクリック。 

インストールが完了すると、「完了」をクリック。 

2） 

-② 

2.セットアップ 
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2-7  制御ＰＣに制御ソフトをインストールする 
付属のセットアップＣＤを開く。 

「ネットＤｅリモコンＮＤＲ-10022-02」をダブルクリック。 

「ネットＤｅリモコン」をフォルダごとコピーし、制御PCの任意の場所に貼り付け

る。 

1） 

 

2.セットアップ 

「ネットＤｅリモコン」フォルダ内の「Image」、「Bin」フォルダには、削除や、

名前の変更を行わない。 

（プログラムに関連しているため） 

※ 

 

制御PCへフォルダごと

コピー。 

「削除」、「名前の変

更」は行わないこと。 
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3. 制御ソフト操作 

  3-1 準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

  3-2 情報板登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

  3-3 リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

  3-4 カメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

  3-5 制御ソフトの終了・・・・・・・・・・・・・・・36 

  3-6 エラー画面について・・・・・・・・・・・・・・37 
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3.制御ソフト操作    



情報板登録 

リモコン 

カメラ 

情報板を登録する。 

リモコンでチャンネルを送信する。 

カメラで情報板を確認する。 

「NetDeRemocon.exe」をダブルクリック。 2） 

 

「 bin 」ファイル（ 携帯型情報板の設定ソフトで作成した表示項目ファイル ）を

「ネットＤｅリモコン」-「 bin 」のフォルダ内にコピーする。 

（ ini ファイルは不要。） 

1） 

 

「Ｂｉｎ」フォルダ内に

ｂ ｉ ｎ フ ァ イ ル を コ

ピー。 

3-1 準備 

操作内容に合わせて、タブを選択。 

→ 3-2 へ 

→ 3-3 へ 

→ 3-4 へ 

3.制御ソフト操作 

※ 

 

ダブルクリック 

起動 
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「情報板登録」タブを選択。 
3-2 情報板登録 

「グループ名」テキストボックスに、 

任意のグループ名を入力。 

（ここでは「グループ1」とする。） 

 

 

「追加」をクリック。 

1） 

 

グループの新規登録、又は追加登録を行う場合。 ・ 

 

3.制御ソフト操作 

１つ以上のグループ登録が必要。 
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2） 

 

メッセージボックスが開くので、 

「はい」を選択。 

 



1） 

 

3） 

 

＜登録グループ一覧＞に追加されたこと

を確認。 

登録したグループの削除を行う場合。 ・ 

＜登録グループ一覧＞から削除したい

「グループ名」を選択。 

 

「削除」ボタンをクリック。 

情報板登録で対象のグループを設定していると、グルー

プの削除はできない。下図のエラーメッセージが開く。 

 

3.制御ソフト操作 

※ 
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2） 

 

メッセージボックスが開くので、 

「はい」を選択。 

＜登録グループ一覧＞から削除された 

ことを確認。 
3） 

 



編集モードで「追加」を選択。 

 

 

「情報板名」のテキストボックスに、任

意の情報板名を入力。 

（ここでは「情報板1」とする。） 

 

 

「グループ」のボックス右にある「▼」

ボタンをクリックすると、「登録グルー

プ一覧」が表示されるので、任意のグ

ループを選択。 

（ここでは「グループ1」を選択。） 

 

 

1） 

情報板の新規登録、又は、追加登録を行う場合。 ・ 

 

3.制御ソフト操作 

2） 

3） 
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ＩＰアドレスを入力。 

※「メモ2」 参照。 

（ここでは初期設定値とする。） 

 

制御ポート、カメラポートを入力。 

※「メモ3」 参照。 

（ここでは初期設定値とする。） 

 

 

「タイプ」は、制御装置の型式を指定。

「▼」ボタンをクリックし、A~Cより選

択。 

※本体横側に貼付の銘板より、「型式」

を参照。 

＜例＞ NDR-10022-02-C 

    （最後尾のアルファベット） 

4） 

「ID」は、情報板のリモコンIDを指定。

（情報板の初期設定値は「00」） 

「▼」ボタンをクリックし、「00」を選

択。 

※「タイプ」がAの場合は、IDの設定は 

   不要（不可）。 

 

 

「表示情報」ボックスは「3-1 準備」に

てコピーした、任意の「 bin ファイル」

を選択。 

（ここでは「標準Ｂ‘.bin」を選択。） 

 

7） 

3.制御ソフト操作 

5） 

6） 

8） 
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登録内容を確認し、「追加」ボタンをクリック。 

メッセージボックスが開くので「はい」を選択。 

「登録情報一覧」に登録した情報板名が追加されたことを確認。 

9） 

3.制御ソフト操作 

「編集モード」の「変更」を選択。 

「登録情報一覧」から、変更したい情報板名を選択。 

1） 

登録した情報板の変更を行う場合。 ・ 
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2） 登録内容を変更する。 

「変更」ボタンを押す。メッセージボックスが開くので「はい」を選択。 

「登録情報一覧」で、変更した内容が更新されたことを確認。 

「編集モード」の「削除」を選択。 
「登録情報一覧」から、削除したい情報板名を選択。 

1） 

登録した情報板の削除を行う場合。 ・ 

3.制御ソフト操作 
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2） 「削除」ボタンを押す。メッセージボックスが開くので「はい」を選択。 

「登録情報一覧」に選択した情報板名が削除されたことを確認。 

3.制御ソフト操作 

「保存」をクリック。 

メッセージボックスが開くので「はい」を選択。 

1） 

登録内容の保存を行う。 ・ 

30 

保存を行わず、「リモコン」、「カメラ」タブへ移動すると、自動的に保存するかの

メッセージボックスが開く。 

※ 



「リモコン」タブを選択。 

情報板のリモコンと同様の手順で、画面上のボタンをクリック、又は、テンキ―入力

し、表示させたいチャンネルを入力。 

＜テンキ―での入力について。＞ 

縦横ボタン→（*） 

送信ボタン→（Enter） 

※ このとき、全角モードでの入力は不可。半角モードで入力すること。 

3） 

3-3 リモコン 

「登録情報一覧」から、チャンネルを表示させたい「情報板名」を選択。 2） 

3.制御ソフト操作 

1） 
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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.。 

3.制御ソフト操作 

↓リモコン ↓制御ソフト 

送信する内容を確認する。 

（「情報板登録」で「表示情報」に設定した「binファイル」により、表示情報を確

認できる。） 

 

「送信」ボタンをクリック。 

下図のメッセージボックスが開くので「はい」を選択。 

4） 

縦方向の３チャンネルを表示。 

カメラで情報板の表示状態を確認する。 → 「3-4 カメラ」へ 

チャンネルの表示画面の見方 ※ 

32 

5） 



＜例１＞ チャンネルに「切替表示グループ」を設定している場合 

子チャンネル1  「交互」 

子チャンネル2  「規制中」 

切替間隔：1秒 

ブランク：0.4秒 

 

＜例2＞ チャンネルに「点滅表示」を設定している場合 

点灯時間：0.5秒 

消灯時間：0.5秒 

3.制御ソフト操作 

表示内容の確認画面の見方 ※ 
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3-4 カメラ 

「カメラ」タブを選択。 1） 

3.制御ソフト操作 

～「リモコン」タブにてチャンネル送信後。～ 

「リモコン」タブで選択した情報を、継続して表示。 

解像度を選択し、「撮影」ボタンをクリック。 
2） 

34 



＜他の情報板を見る場合＞ 

「登録情報一覧」から、見たい情報板名を選択。 

以下、2）の手順と同様。 

 

前回、送信した情報が表示される。 

 

※ 

3） 

3.制御ソフト操作 

表示内容を確認。 

画像をクリックすると拡大表示する。 

クリックすると、

拡大表示 

35 

（      ） 



3-5 制御ソフトの終了 

3.制御ソフト操作 

1） 画面右下の終了ボタンをクリック。 

36 

「情報板登録」画面で、保存を行わず「終了」ボタンをクリックすると、自動的に保

存するかのメッセージボックスが開く。 

※ 



情報板登録で誤って制御PCのIPアドレスを入力していませんか？ 

制御装置本体以外のIPアドレスを設定した時に表示されます。 
⇒ 

「表示切替の送信に失敗しました。」 ・ 

3.制御ソフト操作 

3-6 エラー画面について 

.NET Frame Work 4.0 はインストールしましたか？ 

「2-6 制御PCに.NET Frame Work 4.0 をインストールする」に従い、 

インストールを行って下さい。 

⇒ 

.NET Framework の初期化エラー 

制御装置本体の電源が切れて

いませんか？ 

電源を入れて下さい。 

⇒ 

表示切替の送信に失敗しました。 ・ 

・ 
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取付金具（オプション品）について  

ネットDeリモコン、カメラをガードレールに設置する際に、使用する取付金具

（オプション品）です。 

 ＜ セット内容 ＞ 

  ● アルミポール ・・・・・・・・・・・・・・・・1本 

  ● アルミ親子バンド（ボルト付） ・・・・・・・・2組 

  ● Uバンド（ボルト付）  ・・・・・・・・・・・・2組 

＜設置例＞ 
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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 

 NDR-10022-02-A,  NDR-10022-02-B,  NDR-10022-02-C 

外形寸法 （本体）  縦 167 ㎜ × 横 206 ㎜ × 奥行 90 ㎜（突起部を除く） 

（カメラ） 直径 50 ㎜ × 高さ 65 ㎜ 

質量 約1.1㎏ 

材質 耐衝撃性樹脂 

塗色 ホワイトグレー 

電源 POE 給電 IEEE802.3af   Alternative  B（空き線） 

AC100V 給電 

消費電力 最大 5 W 

防水性能 保護等級IP×4 

設置条件 屋内・屋外 

使用温度 -10℃～+50℃（カメラ、外部ケーブルは除く） 

使用湿度 90％以下 

制御ソフト動作環境 ・ＯＳ：Windows  XP、Vista、７ 

・ＣＰＵ：PentiumⅢ-500ＭＨｚ以上 

・メモリ：256ＭＢ以上を推奨 

・ＨＤＤ空き容量：50ＭＢ以上を推奨 

・画面ドット数：1024 × 768 ドット以上 

型式 
規格 

※ 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。 

仕様  

お問合わせ先  


