
RTR-500NW / 500AWの初期設定をする

■基本的な設定をする

11 設定画面で [親機設定 ]をクリックします。

21 [親機設定 ]画面で次の情報を入力し、[適用 ]ボタンをクリックします。

親機名 親機を識別するための名前を入力します

LANパスワード ネットワーク経由で親機に接続する際のパスワードを入力し

ます。

31 設定画面で [時刻設定 ]をクリックします。

41 [時刻設定 ]画面で時刻欄をクリックし、親機の時刻を設定します。 
入力内容を確認して [適用 ]ボタンをクリックします。

■ネットワークに関する設定をする

11 設定画面で [ネットワーク設定 ]をクリックします。

21 DHCPの設定をします。 
通常は設定を変更する必要はありません。社内ネットワークなどのよ

うに IPアドレスを固定して利用したい場合は、[DHCP]を [OFF]にし
て IPアドレス等を設定します。

31 （RTR-500AWのみ）ご利用の無線 LANアクセスポイントの設定値にあ
わせて設定します。

 * RTR-500AWの MACアドレスは [設定一覧 ]－ [親機設定 ]－ [MACアドレス ]で確認することがで
きます。

41 [適用 ]ボタンをクリックします。

■現在値モニタを利用する設定をする

11 設定画面で [警報 /モニタリング設定 ]をクリックします。

21 [警報 /モニタリング設定 ]画面で次の情報を入力します。

モニタリング [ON]を選択します

モニタリング間隔 * 測定値をモニタリングする間隔を選択します

 * モニタリング間隔は、子機の記録間隔以上の値を指定してください。 
（子機の記録間隔が 10分の場合、モニタリング間隔は 10分以上を指定してください。）

31 入力内容を確認して [適用 ]ボタンをクリックします。

子機登録をする

11 設定画面で [子機設定 ]をクリックします。 
手元に子機を準備し [登録 ]ボタンをクリックします。

21 画面の指示に従って子機を RTR-500NW / 500AWに接続します。

RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S

子機をRTR-500NW / 500AWにのせます。

 * 光通信部を下向きにし、親機の光通信部と合
わせるようにしてのせてください。

RTR-574 / 576

RTR-574 / 576をパソコンとUSB接続します。

TR-574 / 576を接続しても画面が変わらない場合

USBドライバのインストールに失敗している可能性があります。[ヘルプとサポート ]－ [機
器を認識しないときは ]をご覧になり、USBドライバの確認をしてください。

31 [子機登録 ]画面で次の情報を入力し、[登録 ]ボタンをクリックします。

子機名 子機を識別するための名前を入力します

周波数チャンネル 親機 -子機間の無線通信に使用する周波数チャンネルを選択
します
親機を複数台設置する場合は、親機同士の無線通信が干渉するのを防ぐため、
チャンネルを離して設定してください。

記録間隔 記録間隔を選択します

記録間隔と記録可能時間の例

記録間隔

1秒 30秒 15分 60分

RTR-501 / 502 / 505 約 4時間 26分 約 5日 13時間 約 166日 16時間 約 1年 10ヶ月

RTR-503 / 507S / 574 / 576 約 2時間 13分 約 2日 18時間 約 83日 8時間 約 11ヶ月

RTR-501 / 502 / 505（データ記録容量 16,000個）
例：記録間隔 30秒×データ数 16,000個 =480,000秒（約 5日 13時間）
RTR-503 / 507S / 574 / 576（データ記録容量 8,000個）
例：記録間隔 30秒×データ数 8,000個 =240,000秒（約 2日 18時間）

 * 記録データが上限に達すると、1番古いデータから上書きし、記録を続けます。

41 子機登録が完了すると、子機は記録を開始します。複数の子機を登録
する場合は、手順11 から繰り返してください。

子機の登録内容は後から変更できます。登録内容の変更方法、設定項目の詳細については、
スタートメニューの [ヘルプとサポート ]－ [操作ガイド ]－ [便利な機能 ]をご覧ください。

設置をする

親機をパソコンに接続している場合は、USBケーブルを外してください。

11 （RTR-500NWのみ）親機に LANケーブルを接続します。

21 親機に付属の ACアダプタを接続します。

点滅 点灯

約 30 秒

点灯 消灯

DIAG LEDが点灯・点滅し続ける場合は設定に不備があります。詳しくは裏面の [  
LEDの表示について ]をご覧ください。

31 電波強度を確認しながら子機を設置します。 
伝送距離は障害物のない見通しのよい直線距離で約 150mです。

 • 電波強度を確認する方法は、裏面の [  電波強度の確認方法 ]をご覧ください。
 • 中継機を増設することで障害物を迂回したり、伝送距離を延ばすことができます。詳し
くは、[操作ガイド ]－ [便利な機能 ]をご覧ください。

RTR-500NW / 500AWでできること
RTR-500NW / 500AWは、LAN通信機能を搭載している親機です。ネットワークを介して定期的に子機の記録データや現在値を吸い上げたり、記録データや現在値情
報を Eメールやネットワークへ送信したりすることができます。

パソコンにソフトウェアをインストールする

11 Windowsを起動し、Administrator（管理者）権限でログインします。

21 CD-ROMを CD/DVDドライブにセットします。

31 [インストールプログラム ]ウィンドウが開きます。

[自動再生 ]ウィンドウが表示された場合

[start.exeの実行 ]をクリックしてください。

[インストールプログラム ]ウィンドウが自動で表示されない場合

CD/DVDドライブ内の [start.exe]のアイコンをダブルクリックしてください。

41 [RTR-500W for Windowsのインストール ]を選択し、[実行 ]ボタンを
クリックしてください。

すべてのアプリケーションを
インストールしてください。

51 画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。

インストールの途中で、以下のような画面が表示された場合、[インストール ]
ボタンをクリックしてください。

61 インストールの完了後、Windowsのスタートメニューに
"RTR-500W for Windows"が登録されます。

71 手順41 に戻り、残りのアプリケーションを全てインストールしてくだ
さい。

パソコンに親機を接続する

11 スタート画面またはスタートメニューより RTR-500W for Windows を
起動します。

21 RTR-500W 設定ユーティリティを起動します。

ランチャー画面

31 付属の USBケーブルでパソコンに親機を接続します。自動で USBド
ライバのインストールが始まります。

 • この時点で LANケーブル、ACアダプタを接続する必要はありません。

41 USBドライバのインストールが完了すると、RTR-500NW / 500AWにつ
いて各種設定をする画面 *が自動的に起動します。

 * 以後、設定画面と記載します。

上記の設定画面が自動的に表示さ
れない場合

USB ドライバのインストールに失
敗している可能性があります。[ 
機器を認識しないときは ] をご覧
になり、USB ドライバの確認をし
てください。

準備をしよう

使い始める前に

ソフトウェアをインストールする前に親機をパソコンに接続しないでください
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本製品で用いられる用語について

親機 RTR-500NW / 500AW

子機 RTR-500NW / 500AW対応のデータロガー 
（RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S / 574 / 576）

中継機 RTR-500C

現在値 子機に記録されている最新の測定値

記録データ 子機に記録されている測定値



　LED表示について

LEDの状態     

 点灯   点滅   
 
消灯

説明

 

ACTIVE

 • ネットワーク通信可

 • USB接続中

ACTIVE

 • ネットワーク通信中（子機との無線通信中）

 • USB通信中

DIAG

 • 電源投入後の初期化中

 • FTP送信または Eメール送信が失敗

      
                    

 ACTIVE                        DIAG

 • 時刻設定が行われていない

 • 停電などにより時刻設定がリセットされている

 • 子機登録がされていない

 • FTP設定、Eメール設定が正しく設定されていない

 • モニタリング等の自律動作がなにも設定されていない

   
 

 
                    

 ACTIVE                        DIAG

 • 無線LANアクセスポイントとの接続に失敗（RTR-500AWのみ）

 • DHCPサーバーから IPアドレスを取得できない

CH BUSY

 • 指定無線周波数チャンネルが他の電波により使用されている

 • 親機周辺に存在する電子機器から発生するノイズの影響に
より無線通信に失敗している

ALARM

 • 測定値が上下限を超えている

 • 子機無線エラーが発生している

 • 接点入力が ONの状態

 • 子機に問題がある（電池残量の低下、センサの接触不良など）

　電波強度の確認方法

親機と子機間の電波強度を確認することができます。

11 RTR-500W 設定ユーティリティを起動します。

21 [操作 ]メニューの [ネットワーク検索 ]をクリックします。 
しばらくすると の で設定した親機が表示されます。

31 接続対象の親機を右クリックして、ポップアップメニューより [親
機設定 ]を選択します。 
LANパスワードを入力して [OK]をクリックします。

41 [無線ルート設定 ]を開き、[電波強度の確認 ]をクリックします。

51 [開始 ]をクリックすると電波強度の確認を開始します。 
完了したら [閉じる ]をクリックします。結果が表示されます。

電波強度確認結果の見方

通信が可能です。

通信が安定しない可能性があります。エ

ラーが頻発する場合は、子機の設置位置を

変更するか、中継器を追加してください。

アンテナのマークが何も表示されないの

は通信エラーです。上記と同様に、子機の

設置位置を変更するか、中継機を追加して

ください。

現在値を表示する

11 [現在値モニタ ]を起動します。

21 [設定 ]－ [現在値取得設定 ]をクリックし、現在値取得設定ウィンドウ
を表示します。

31 しばらくすると の で設定した親機が表示されます。

RTR-500NW / 500AWは同一ネットワーク内に接続されている必要があります。上図のよう
なリストが表示されない場合は [操作ガイド ]－ [困ったときは ]－ [設定に関する Q&A]を
ご覧ください。

[Windowsセキュリティの重要な警告 ]
ウィンドウが表示される場合

"アクセスを許可する"または"ブロックを
解除する"を選択してください。

41 接続対象の親機をダブルクリックして、設定ウィンドウを開きます。[現
在値を取得する ]にチェックし、 の で設定した LANパ
スワードを入力します。最後に [OK]ボタンをクリックします。

51 [現在値モニタ ]ウィンドウに現在値が表示されます。

 • 現在値が表示されるまで最大 1分かかります。
 • [エラー ]と表示される場合は [  電波強度を確認する ]をご覧く
ださい。

表示間隔を変更する場合

表面の の の [現在値モニタを利用する設定をする ]をご覧ください。

記録データを手動で吸い上げる

11 RTR-500W 設定ユーティリティを起動します。

21 [操作 ]メニューから [ネットワーク検索 ]をクリックします。 
しばらくすると の で設定した親機が表示されます。

31 接続対象の親機を右クリックし、ポップアップメニューより [記録デー
タ吸い上げ ]を選択します。 
LANパスワードを入力して [OK]ボタンをクリックします。

41 [記録データ吸い上げ ]ウィンドウが表示されます。 
吸い上げ対象の子機にチェックを入れ、[開始 ]ボタンをクリックします。 
吸い上げが開始されます。

51 [保存先 ]で指定したフォルダに記録データのファイルが作成されます。

RTR-500NW / 500AWは自動で記録データを収集することができます。設定方法は [操
作ガイド ]－ [RTR-500NW / 500AWでできること ]－ [記録データを送信する ]をご覧
ください。

記録データを表示する

記録データを表示する

11 記録データのファイルをダブルクリックします。
21 温度・湿度グラフまたはマルチスケールグラフが起動し、グラフが表
示されます。

記録データを印刷する

11 記録データをグラフで開きます。
21 グラフウィンドウのサイズを変更して、グラフ表示の縦横比を調整し
ます。

31 [ファイル ]メニューより [印刷プレビュー ]を選択します。 
印刷イメージを確認します。必要に応じて手順21 に戻り、グラフの縦
横比を変更します。

41 [印刷 ]ボタンをクリックして印刷を開始します。

 困ったとき・詳細情報は

基本ガイド :
本書を PDF ファイルで記載しています。
操作ガイド :
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策や、よくある質問など、本書に記述されていな
い詳しい操作方法を記載しています。

機器を認識しないときは :
 の で子機を接続しても画面が変わらない場合の USBデバイスドライバの

インストール、確認方法を詳しく記載しています。

アップデート情報 :
ソフトウェアとファームウェアのアップデート情報を確認できます。

ユーザ登録・サポート :
弊社Webサイトが開き、ユーザ登録やサポートを受けることができます。

RTR-500NW / 500AWの初期設定値
親機名 RTR-500NW_<シリアル番号 > または RTR-500AW_<シリアル番号 >
LANパスワード password
ネットワーク設定 DHCP: ON
通信ポート番号 62500

使ってみよう


