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概要

このマニュアルでは、ＡｉｒｖｅｄａモニターをＷｉ－Ｆｉでセットアップするために必要な

手順を説明します。これにより、ｉＯＳアプリで表示できるサーバーにデータを送

信できます。

 １台のモニターに最大５台のＷｉ－Ｆｉ認証情報を設定でき、これらのＷｉ－Ｆｉ

との接続が可能になると、自動的に切り替わります。

 特定のAirveda Monitorを使用して、多くの電話を設定できます。これにより、

家族全員がアプリ内のモニタからデータを表示できます。
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Ｗｉ－Ｆｉの設定手順

手順１:Airveda App for iOSをダウンロードします

Apple App storeから「Ａｉｒｖｅｄａ」という名前のモバイルアプリをダウンロードして

インストールします（Ａｎｄｒｏｉｄでも利用できます）。

グーグルプレイ：ｈｔｔｐｓ://ｐｌａｙ.ｇｏｏｇｌｅ.ｃｏｍ/ｓｔｏｒｅ/ａｐｐｓ/ｄｅｔａｉｌｓ?ｉｄ=ｉｎ.ａｉｒｖｅｄａ

ＩＰｈｏｎｅアプリストア：ｈｔｔｐｓ://ｉｔｕｎｅｓ.ａｐｐｌｅ.ｃｏｍ/ｕｓ/ａｐｐ/ａｉｒｖｅｄａ/ｉｄ１１０１６８７

４６２

手順２：Ａｉｒｖｅｄａアプリを開き、New User Experienceを実行します。

A).初めてアプリを開くと、メッセージが表示されたウェルカム画面が表示されます。
- 「あなたが今呼吸していることを知るために場所の許可を与えてくださ

い」。「TAP ME!」をクリックします。
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B).次のポップアップには、「Ａｉｒｖｅｄａがアプリを使用している間に場所にアクセ
スすることを許可しますか？」というメッセージが表示されます。

「ＡＬＬＯＷ」をクリックします。

注記：設定フロー中に必要になるデバイスの位置情報とＷｉ－Ｆｉリストにアクセス

するには、アプリの位置許可が必要です。

C).ロケーションアクセスを許可すると、次の画面にメッセージが表示されます。
「あなたの近くの空気の質のデータを検索します。。．」この画面は数秒間続きま
す。

D).場所が検出されると、場所名と２つのオプションを含む画面が表示されます。

i) I HAVE AIRVEDA MONITOR

ii) NO, I DON’T

TAP ON “I HAVE AIRVEDA MONITOR
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ステップ３：モニタ追加フローを開始します。

モニタ追加フローを開始するには、３つの方法があります。最初の２では、モニター

のＷｉ－Ｆｉ情報を設定するための設定手順を説明し、モニターを近づける必要があ

ります。３つ目は、モニターを直接追加することができます（これは、モニターを閉じ

ることなく行うことができます）。ただし、すでにデータをサーバに送信できるように、

モニタにＷｉ－Ｆｉ設定がすでに設定されている必要があります。

A). 最初のアプリ体験で「I have Airveda monitor」をクリックします

B).アプリのホームタブの「モニターの追加」

ホームタブの「My Monitors」セクションにある「Add Monitor」リンクをクリックして、フ

ローを開始することもできます。
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C).アプリの設定タブの「ＩＤでモニターを追加」：

メモ：ＩＤによるモニタの追加は、上記のいずれかのエントリポイントを介してＷｉ－Ｆｉ

ユーザ名とパスワードで過去に設定したことがある場合にのみ可能です。Ｗｉ－Ｆｉ

とパスワードで設定されたモニターがサーバーにデータを送信すると、「ＩＤでモニタ

ーを追加」を使用して新しいデバイスに追加できるため、再度設定する必要はあり

ません。

ＩＤでモニターを追加するには：

ステップｉ：ホームタブの右上隅にある設定に移動し、をクリックします。

＇ＩＤによる監視の追加＇。
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手順ｉｉ：モニターの右下にあるモニターのＩＤに注意してください。

ステップｉｉｉ：テキストボックス'Enter Device ID'に入力します。モニターをアプリに追加しま

す。そして、あなたはもう終わりました！残りの手順は、Ｗｉ－Ｆｉ用にモニターを設定する

場合です。
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ステップ４。構成フロー

a) エアベダ空気質モニタをＯＮにします

「電源」ボタンを押して、Airveda Monitorの電源を入れます。Airveda Monitorを携

帯に近づけます。次に、アプリの「次へ」を押します。
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b) セットアップモード

Airveda Monitorの＇Ｓｅｔｕｐ＇ボタンを押します。あなたのモニターの表示は、ここで

言います。

＇ＡＰＰ待ちのセットアップモード＇です。次に、アプリの「次へ」を押します。

c) Wi-Fi AirVedaに接続します

アプリは、電話の「設定」に移動し、Airveda Wi-Fiに接続するようにお願いしま

す。

 携帯電話の「端末設定」に移動します。「Ｗｉ－Ｆｉ設定」をクリックし、「ＡｉｒＶｅｄ

ａ」という名前のＷｉ－Ｆｉに接続します。続行する前に、端末が「ＡｉｒＶｅｄａ」Ｗｉ

－Ｆｉに正しく接続されていることを確認してください。

 その後、アプリにアクセスし、＇Ｎｅｘｔ＇を押します。

注意：「ＡｉｒＶｅｄａ」Ｗｉ－Ｆｉをお使いの電話で見ていない場合、またはAirveda

Monitorにアプリを接続できない場合は、以下のトラブルシューティングのヒント＃

１およびヒント＃２をチェックアウトしてください。
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d) Ａｉｒｖｅｄａモニタへの接続

これで、Ａｉｒｖｅｄａモニターにアプリを接続しようとします。

接続すると、モニターに「セットアップモード：アプリに接続」と表示されます。

モニターに「セットアップモード：ＡＰＰに接続」が表示されず、アプリが下の画面を表示している

場合は、トラブルシューティングのヒント＃２に従います。
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e) モニター名を入力

あなたのアプリはあなたにあなたのモニターの名前を入力するように依頼しま

す。モニターに、自宅にいる場合は「ｈｏｍｅ」、個人用の場合は「<your name>」な

ど、モニターに覚えている名前を付けてください。次に「次へ」を押します。

モニターに「PAIRING DONE-NAME:<入力したデバイスの名前>」と表示さ

れます。
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ＰＭセンサ測定周波数を設定するオプションのステップ

「変更」をクリックすると、ＰＭセンサの測定頻度を変更することもできます。

ＰＭセンサーの測定周波数＇を選択した後、希望の周波数を選択します。
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デフォルトでは、モニターは、デバイスがバッテリーで動作しているときに、毎秒測定

されるリアルタイムデータを測定し、表示します。あなたがモニターを持ち歩いてい

るなら、大気の質が変わるとすぐに値を更新できることを確認したいです。

ただし、電源に接続されている場合は、モニターは単一の場所に設置されていると

想定されているため、大気の質を測定する頻度を設定することで、センサーの寿命

を延ばすことができます。選択できます。



 １分（３０秒間運転、その後３０秒間遮断－センサーの約２倍の寿命）。

 ５分間（３０秒間運転後、４．５分間停止）

 １０分（３０秒間運転後、９．５分間停止）

 ２０分（３０秒間運転後、１９．５分間停止）
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デフォルトでは、この間隔は１分に設定されており、電源投入時にセンサの寿命を２

倍にすることができます。



技術マニュアル

16

f) Ｗｉ－Ｆｉ情報を入力

アプリは、Ｗｉ－Ｆｉ情報の入力をお願いします。Ｗｉ－Ｆｉ情報を入力し、「次

へ」をタップしてください。

注：

a)Ｗｉ－ＦｉにＳＳＩＤとパスワードの両方を指定する必要があります。ＳＳＩＤとパス
ワードは大文字と小文字を正しく入力するように大文字小文字を区別します。

b)デバイスは、セキュリティファイアウォールの背後にないオープンなＷｉ－Ｆｉ
ネットワークにのみ接続できます。Ｗｉ－Ｆｉに接続するために追加のユーザ名と

パスワードを必要とするクローズドＷｉ－Ｆｉは、このデバイスではサポートされて

いません。

c)Ｗｉ－Ｆｉが開いていない場合は、MAC IDを使用してセキュアデバイスのリストに
モニタを追加することができます。MAC IDポストコンフィギュレーションを取得でき

ます（ヒント＃５を参照）。
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g) 最大５つのＷｉ－Ｆｉ認証情報を追加します

最大５つのＷｉ－Ｆｉネットワークを追加できます。「Wi-Fi List」が表示され、追加した

Ｗｉ－Ｆｉが一覧表示されます。「Add Wi-Fi」を押すと、先に進んで別のＷｉ－Ｆｉ認証

情報を追加できます。
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この時点で追加のＷｉ－Ｆｉ認証情報を入力しない場合は、を押します。

＇保存＇．

モニターに「WIFI SETTINGS RECEIVED」というメッセージが表示され、デバイスにＷ

ｉ－Ｆｉ設定が行われ、検出されると、設定したＷｉ－Ｆｉネットワークに自動的に接続さ

れます。

注：一度に最大５つのＷｉ－Ｆｉネットワークを使用するようにデバイスを設定できま

す。設定が完了すると、デバイスは検出した５つのＷｉ－Ｆｉネットワークのいずれか

に自動的に接続します。自宅、オフィス、個人用ホットスポット、およびモニタをシー

ムレスに接続するその他のＷｉ－Ｆｉ情報を入力できます。

h) 完全セットアップフロー

「次へ」を押すと、モニターが正常に設定されたことを示すメッセージが表示されま

す。「完了」を押すと、デバイスが自動的にセットアップモードから外れ、データの表

示が開始されます。
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i) モニターがＷｉ－Ｆｉに接続されるまで待ちます

これで、モニターは設定されたＷｉ－Ｆｉの検索を開始します。接続が可能になると、

「WIFI:<Name of Wi-Fi it is connected>」というメッセージが表示されます。正常にデ

ータを送信できると、「データ送信」と表示されます。

モニターに'DATA TRANSMITTED'メッセージが表示されたら、アプリ内のデー

タをほぼすぐに表示し始める必要があります。
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注意：モニターがＷｉ－Ｆｉを見つけ、データの送信を開始するまでに数分かかること

がありますので、お待ちください。「Wi-Fi NOT FOUND」というメッセージが表示され

た場合、または数分間待っても「DATA TRANSMITTED」が表示されない場合は、以

下のトラブルシューティングのヒント＃３を参照してください。

トラブルシューティングのヒント

ヒント＃１：Ｗｉ－Ｆｉリストに「ＡｉｒＶｅｄａ」ネットワークは表示されません。

あなたが試してみることができるいくつかのことは、次の通りです：

1. モニターディスプレイに「SETUP MODE WAITING FOR APP」と表示されている
ことを確認します。表示されるまで、デバイスのＳＥＴＵＰボタンを押します。ここ

で、＇ＡｉｒＶｅｄａ＇Ｗｉ－ＦｉがＷｉ－Ｆｉリストに表示されているかどうかを確認しま

す。

2. Ｗｉ－Ｆｉ設定をオフにしてから再度オンにして、「ＡｉｒＶｅｄａ」Ｗｉ－Ｆｉがリスト
に表示されるかどうかを確認します。

3. 「ＰＯＷＥＲ」ボタンを２回押して、Ａｉｒｖｅｄａモニターの電源を切ってから、再度オン
にします。

o モニターの「ＳＥＴＵＰ」ボタンを押して、「SETUP MODE」が表示されてい

ることを確認します。モニターのディスプレイに「アプリ待ち」が表示され

ます。

o モニターがお客様の電話機の近くに置かれていることを確認してください。

o 端末のＷｉ－Ｆｉ設定でＷｉ－Ｆｉリストをもう一度確認してください。

4. 電話を再起動し、手順を繰り返してください。

「ＡｉｒＶｅｄａ」Ｗｉ－Ｆｉがまだ見えない場合は、ｉｎｆｏ@ａｉｒｖｅｄａ.ｃｏｍに連絡し
てください。

ヒント＃２：私の携帯電話でAirVeda Wi-Fiに接続しましたが、私のデバイスはまだ言

っています。

＇ＡＰＰ待ちのセットアップモード＇です。

これは、アプリが何らかの理由でモニタに接続できなかったことを意味します。

1. 電話でＷｉ－Ｆｉ設定を開き、「ＡｉｒＶｅｄａ」ＷｉＦｉに接続されているかどうかを確認しま

す。接続されていない場合は、「ＡｉｒＶｅｄａ」Ｗｉ－Ｆｉで接続してください。

2. すでに＇ＡｉｒＶｅｄａ＇Ｗｉ－Ｆｉに接続している場合は、＇ＡｉｒＶｅｄａ＇Ｗｉ－Ｆｉを右

クリックし、'Forget Network'を押します。その後、「ＡｉｒＶｅｄａ」Ｗｉ－Ｆｉに再度接続

します。
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3. 次に、通知トレイを確認して、「Wi-Fi has no internet access」通知を受信している

かどうかを確認します。「はい」の場合は、クリックして「はい」と言ってアプリ画面

に戻り、上の画面で「今すぐ接続」を押します。通知が表示されない場合は、この

手順を無視し、上の画面で「今すぐ接続」を直接押します。すべての電話がこの

通知を受け取るわけではありません。

4. まだ機能しない場合は、アプリを閉じてから再起動します。その後、再度

設定手順に従います。

5. まだ機能しない場合は、電話を再起動してから再度操作してください。

万一、不具合がございましたら、ｉｎｆｏ@ａｉｒｖｅｄａ.ｃｏｍまでご連絡いただければ、喜んでお手伝いさせ

ていただきます。
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ヒント＃３：Ａｐｐは、私のＡｉｒｖｅｄａモニターからのデータを表示していません。

数分待っても、この画面を自宅で見ています：

つまり、モニターにはＷｉ－Ｆｉに接続するための正しいＷｉ－Ｆｉ名とパスワードが

ありません。

 パスワードが正しく、Ｗｉ－Ｆｉが実際に動作していることを確認します：

o Ｗｉ－Ｆｉ設定に移動し、同じＷｉ－Ｆｉにすでに接続されているかどうかを確認

します。「はい」の場合は、Ｗｉ－Ｆｉを右クリックし、「ネットワークを削除」と伝

えます。

o 次に、Ｗｉ－Ｆｉネットワークに接続してパスワードを入力します。接続さ

れている場合は、パスワードが正しいことを意味します。

o Ｗｉ－Ｆｉに接続したら、スマートフォンのブラウザに移動し、検索語句を入

力します。ブラウザが適切な情報で更新された場合は、Ｗｉ－Ｆｉが機能し

ていることを意味します。

 Ｗｉ－Ｆｉの名前とパスワードを書き留め、Ｗｉ－Ｆｉの名前とパスワードに正しい

大文字と小文字が使用されていることを確認します。

o ＳＳＩＤとパスワードの両方が正しい大文字と小文字を持っていることを確

認します。したがって、「ｄＬｉｎｋ」は、「Ｄｌｉｎｋ」とは異なり、文字「ｄ」は小文字

であり、「Ｌ」は大文字です。

 Configure again:画面上の３つのドットに移動し、＇Ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ＇を押します。

 Ｗｉ－Ｆｉ名とパスワードを入力する：設定フローの手順に従います。Ｗｉ－Ｆｉリス

ト画面に到達したら、入力した古いＷｉ－Ｆｉ認証情報をすべて削除し、正しいも

のをもう一度入力してください。
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お使いのデバイスで'DATA TRANSMITTED'を検索し始めたかどうかを確認します。

数分後にまだ＇データ送信済み＇が表示されない場合は、ｉｎｆｏ@ａｉｒｖｅｄａ.ｃ

ｏｍに連絡してください。

ヒント＃４：異なるモニター表示テキストは何を意味しますか？

モニターのディスプレイに表示されるＷｉ－Ｆｉ状態は次のとおりです。

1. SETUP MODE WAITING FOR APP:Monitorはサーバーになり、＇ＡｉｒＶｅｄａ＇という
名前のＷｉ－Ｆｉを作成します。

2. アプリに接続されたセットアップモード：端末は「ＡｉｒＶｅｄａ」Ｗｉ－Ｆｉに正常に接続さ
れました。

3. PAIRING DONE NAME:<name of monitor>:アプリはAirveda Monitorと通信でき、指
定された名前を設定しています。

4. ＷＩＦＩ設定受信：モニターはアプリに入力したＷｉ－Ｆｉ設定を受信しました。
5. SET WIFI:モニターにＷｉ－Ｆｉ認証情報が設定されていません。Ｗｉ－Ｆｉ認証情報を
設定するには、Ｗｉ－Ｆｉ設定マニュアル<link>の手順に従ってください。

6. WIFI NOT FOUND:モニターにはＷｉ－Ｆｉ認証情報がありますが、指定されたＷｉ－Ｆｉ
を見つけて接続できません。Ｗｉ－Ｆｉが利用可能な場合は、ヒント＃３に従って問題

を解決してください。

7. ＷＩＦＩ：＜ＷＩＦＩの名前＞：モニターが＜Ｗｉ－Ｆｉの名前＞に正常に接続されました。
8. DATA SAVED:データはモニターのローカルに保存されています。断続的なデータ
転送なしでこの状態が続いた場合、モニターはＷｉ－Ｆｉに接続できません。
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9. DATA TRANSMITTED:モニターはＡｉｒｖｅｄａサーバーに接続でき、データ転送に成
功しました。アプリ内のモニターからデータを見ることができなければなりません。

10. PLEASE RESTART:Wi-Fiモジュールはリセットが必要ですので、「ＰＯＷＥＲ」ボタン
を２回押してモニターの電源を切ってから再度オンにしてください。「再起動をお願

いします」を頻繁に、または継続的にご覧になっている場合は、ｉｎｆｏ@ａｉｒｖｅｄａ.ｃｏｍ

にご連絡ください。

11.設定をおこなってください：これは、モニターに何らかのメモリの問題がある場合に
発生します。この場合は、このマニュアルの手順に従って、ｉＯＳアプリでモニタを設

定してください。ほとんどの場合、アプリが問題を修正します。本書の手順に従って

も「PLEASE CONFIGURE」が表示され続ける場合は、ｉｎｆｏ@ａｉｒｖｅｄａ.ｃｏｍまでご連

絡ください。
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ヒント＃５：モニターの電池残量を知りたいです。

モニターが構成されると、アプリ内のモニターに残っているバッテリーを表示できま

す。左上のバッテリーサインに注意してください。１バールしかない下記の画面のよ

うに電池残量が少ない場合は、電源に接続してください。一般的なチップとして、

Airveda Monitorをボックスから取り出してから３～４時間充電して、モニターに十分

なバッテリーが入っていることを確認してください。

ヒント＃６：ＡｉｒｖｅｄａモニタのMAC IDをどのように表示できますか？

モニターのMAC IDは、下の青い矢印で示すように、Ａｉｒｖｅｄａアプリでモニターのカード

の右上隅にある３ドットをクリックすることで表示できます。次に、「View Device ID」をク

リックすると、DEVICE IDとMAC IDの両方がポップアップ表示されます。

アプリでモニターを直接設定した場合のみ、ＭＡＣＩＤが表示されることに注意してくださ

い。ＩＤでデバイスを追加した場合、MAC IDは表示されません。
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ヒント＃７:Airveda Monitorには他の注意事項がありますか？

1. 強熱、非常に重い煙、水などがないように保管してください。
2. センサーの大きな穴は露出したままにしておき、外気がモニターに入り込んで
正しく読み取れるようにしてください。

3. ユニットが間違った読み取り値を表示している場合や、ディスプレイに数字が
表示されていますが意味がない場合は、アプリを使用してモニタを再設定す

ることをお勧めします。

4. モニターはリモートで再較正できるように構築されていますので、定期的にＷｉ
－Ｆｉに接続して、その場所に基づいて最新の較正を行うことをお勧めします。

ＡｉｒｖｅｄａモニターやＡｉｒｖｅｄａアプリの使用に問題がある場合は、ｉｎｆｏ@ａｉｒｖｅｄａ.ｃｏｍで

ご連絡ください。喜んで解決のお手伝いをさせていただきます。
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＜ご注意：日本で本商品をご利用の方へ＞

info@airveda.comでのメールお問い合わせ対応は英語のみとなっております。

日本国内、及び日本語でのサービスは以下、日本販売元SB環境株式会社にてお受けいた

します。

info@sbenvironment.com

また、お電話、商品検査等は以下までご連絡くださいませ。

SB環境株式会社

〒135-0014

東京都江東区石島24-8 三木ビル3階

TEL: 03-6240-1621

FAX: 03-6240-1830


