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１．NeCoWinとは

1.1　NeCoWin

　Windows用LMCネットワークコントローラ「NeCoWin」は、LMCをWiFiなど
のネットワーク経由で制御するための、Windows上で動作するGUIアプリです。
  本ソフトウェアNeCoWinを操作して、WindowsPCからLMCに画像やメッセー
ジを自在に遠隔表示することが出来ます。

1.2 LMC

　LMC（LED Matrix Controller）は、RaspberryPiと高輝度LEDマトリックスと
を利用した、高輝度動画表示機能を持つ表示装置です。テレビと同等の色彩表現
の自然画動画表示と、滑らかなスクロール文字表示を可能にします。
　LMCには、LMCポータブルサインボード、LMC高輝度メッセージボード、LMC
マルチモニタシステムなど、用途ごとに種類があります。LEDは輝度が液晶ディ
スプレイよりも明るいため、屋外で利用可能です。さらに、LMCポータブルサイ
ンボードには電流制御機能があるため、USBバッテリーによる動作が可能になり
ます。

1.3 接続

　NeCoWinは、LMCに対して、LANネットワーク、あるいはWiFi無線ネットワー
クを介して通信します。接続する際は、LMCのIPアドレスを指定する必要があり
ますが、ある程度は自動検出による接続が可能です。

1.4 LED画面表示

　NeCoWinは、文字列を入力することで、自在な方向のスムーズなスクロール
メッセージ出力が可能です。フォント変更、フォントサイズ変更、文字ごとの色
変更、二列表示、スクロール速度の小数点単位での変更、縦書き表示、指定回数
ループ表示などが可能です。ビットマップ静止画の表示も可能です。
　NeCoWinは、PC上の動画を含む画像をリアルタイムキャプチャし、LMCのLE
D画面にそのままリアルタイム表示することが可能です。キャプチャした動画を
ファイルとして録画して、任意のタイミングで再生することもできます。色数はR
GB合計24bit、フレームレートは秒間最大60で、液晶ディスプレイ並みに色調が
正確で自然な動画が再生可能です。

図1.1　LMCサインボードとWindowsPC

LMCサインボード
WindowsPC
+NeCoWin

有線LAN/
WiFi
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1.5 スケジューラ

　PCを接続せずに、LMC単独で、事前にNeCoWinに登録されたスケジュールに
従って画像をLED画面に連続自動表示することが可能です。表示には静止画、
メッセージや、NeCoWinで事前にPC上で録画された動画等を使用できます。複
数のスケジュールの詳細な時刻指定も可能です。

1.6 マルチコントロール

　複数のLMCを連結して、複数のLMC全体を１つの巨大なLMCモニタとして、N
eCoWinから利用することが可能です。
　複数のLMCは、それぞれUSBメモリを接続して個別のIDの数字をアサインする
ことで、ネットワーク接続で自動的にタイミングが同期され、一体の画面として
表示されます。ノード数は原理的に無制限ですが、現在10ノードまで確認されて
います。
　NeCoWinからは、メッセージ、動画キャプチャ再生、スケジュール再生などの
NeCoWinのすべての機能をマルチコントロールの大画面で利用できます。



２．準備

2.1 動作環境

　NeCoWinを使用するには、以下の環境が必要です。
　・Windows8以降のOSを搭載したWindowsPC
　・無線もしくは有線によるイーサネット接続
　・上記OSが不具合なく動作する程度のCPUおよびメモリ性能
　・インストール容量　５０MB以上のストレージ容量

2.2  ダウンロードと実行

　以下のアドレスから最新版のインストールパッケージをダウンロードしてくだ
さい。

　http://ksdt.jp/product/lmc/necowinr2.html

　インストールパッケージをダブルクリックで解凍して、ファイルフォルダを適
切な場所に移動します。(注2-1）

　ファイルフォルダの移動が終了したら、ファイルフォルダ内部のNeCoWinアプ
リケーションをダブルクリックして起動します。

2.3 LMCメッセージボードへのACアダプタ電源接続

　LMCメッセージボードでは、電源は５VのACアダプタを使用します。その場合
は、下の写真のようにDCジャックに挿入します。最大で４AのACアダプタを利用
できます。(注2-2）

　DCジャックが挿入された時点で、左の電源スイッチを入れます。縦棒側がON
です。

注2-1：
　「NeCoWin」はインス
トールの必要はありません
が、 設定ファイルが作成さ
れるため、ドキュメント
フォルダなどのアク セスが
簡単なフォルダに配置する
ことをお勧めします。

注２：
　４AのACアダプタを用い
れば、LMCの輝度を上げる
ことができます。
　USB給電の場合は、２A
から３A程度の電流が一般
的です。利用するACアダプ
タやUSBバッテリーの仕様
を確認してください。

図2.1　LMCメッセージボード　ACアダプタ接続DCジャック
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2.4 LMCポータブルサインボードへのUSB電源接続

　LMCポータブルサインボードの場合は、USBコネクタからの給電を行います。
　ケーブルはUSB TypeBを利用する必要があります。USBケーブルの反対側に
は、５Vで２A以上出力可能なUSBのACアダプタか、５Vで２A出力が可能なUSB
バッテリーを用意して接続します。

　用意が出来たら、下の写真のUSBTypeBのコネクタに挿入します。

　USBケーブルが挿入された時点で、左の電源スイッチを入れます。縦棒側がON
です。

2.５ LMCポータブルサインボードへの内蔵用USBバッテ
リー接続(オプション）

　LMCサインボードには、LMC内部に市販のUSBバッテリーを搭載するためのUS
Bコネクタが別に用意されています。内蔵するUSBバッテリーは、スイッチ基盤の
上部中央のUSBMicro端子へと接続します。
　内蔵USBバッテリーを用いるときは、下部中央のスイッチを左側に倒します。
すると、緑のランプが点灯して、USBバッテリーが動作状態であることを示しま
す。(注2-3）
　緑のランプが点灯している状態では、もう一つのUSBTypeBコネクタを外して
も、内蔵USBバッテリーでの継続動作が可能になります。動作を中断せずに外部
のUSBバッテリーの交換に用いることができます。
　外部右端のUSBMicro端子は、内側右端のUSBTypeA端子と直結されています。
箱を開けることなく、内蔵バッテリを充電する目的で使用します。その場合は、
内部のUSBTypeA端子と、USBバッテリーの充電用USBmicro端子とを接続しま
す。

2.6 LMCとWindowsPCとの間でLAN接続(オプション）

　LMCに有線ネットワーク用のLANケーブルを接続します。WiFi接続のみを行う
場合は必要ありません。
　LANケーブルは、LMC内部のRaspberryPiのLANコネクタに直接挿入することに
なります。
　LANケーブルはカテゴリ６、６Aを推奨します。STPケーブルは推奨しません。
LANケーブルのもう片方は既存のネットワークルーター、ネットワークハブに接
続します。

注2-3：
　スイッチがONになってい
ても緑のランプが点灯して
いない場合は、中央のス
イッチをいったん右側に倒
してOFFにして、再び左側
に倒してONにすることで、
USBバッテリーを再起動し
ます。再び緑のランプが点
灯すれば、USBTypeBコネ
クタを外すことができま
す。
　LMCポータブルサイン
ボードは、常にUSBTypeB
の外部バッテリーを優先的
に利用します。その間多く
のUSBバッテリーは、しば
らくするとスリープモード
に移行します。それを再起
動するための手順です。

6

図2.2　LMCポータブルサインボード　USB TypeBコネクタ

図2.3　LMC内部　LANケーブル接続



3. 使い方

3.1 LAN接続で起動

　LMCを有線接続するためには、LMC内部のRaspberryPiのLANポートにEtherne
tケーブルを直接接続する必要があります。

　電源を入れてLMCが起動し、LMCがLANへと接続された場合は、IPアドレスが
LED画面に表示されています。
　この時点で、NeCoWinの「IPアドレス」にアドレスを入力して「接続」ボタン
を押します。(注3-1）
　「接続」ボタンの左の「未接続」が「接続済」に変われば、接続は成功です。

3.2 WiFiのFB（ファクトリーブート）モードで起動

　LMCに対して最初にWiFiで接続する場合は、LMCの本体下の「FB」スイッチを
ON（右側）にします。この状態で電源を入れることで、LMCがアクセスポイン
トモードで起動します。

　LMCのLED画面に「lmcinit」と表示されたら、Windows上で無線LAN設定を開
き、「lmcinit」アクセスポイントを選択します。アクセスポイントのSSID,KEYは
以下の通りの固定名となります。（注3-2）

 SSID : lmcinit
 KEY : password

　WiFiがWindowsPCに接続されたことを確認したら、NeCoWinを起動して、Ne
CoWinの「LMCの初期状態アクセスポイント」をチェックして「接続」ボタンを
押します。IPアドレスは自動検索されますが、規定値は以下の通りです。

 IP : 10.0.0.120
 ポート:10020

　「接続」ボタンの左の「未接続」が「接続済」に変われば、接続は成功です。

図3.1　NeCoWin　接続画面

図3.3　Windows10 WiFi接続画面

注3-1：通信に失敗する場
合

　接続エラーがダイアログ
が表示する場合は、LMCのI
Pアドレスが間違っている
か、ウイルス対策ソフトに
よってポートが閉じられて
いる場合が考えられます。
ポート番号は「ポート」の
右側で設定できます。
　LMCのIPアドレスを再度
確認したのち、それでも改
善しない場合はウイルス対
策ソフトやファイアウォー
ルを解除して再度接続して
ください。

注3-2：LMCが起動せずに
停止する場合

LMCのLED面に

 Reboot Ready

という表示が出て停止する
ことがあります。
　LMCのWiFi設定の変更を
反映させるために、LMCの
再起動が必要になります
が、LMCでは安全のために
あえて自動で再起動しない
ように設計されています。
　いったんLMCの電源をOF
Fにして、改めて入れなおし
て下さい。
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図3.2　LMC　FBモードスイッチ
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3.3 静止画、動画表示

　「NeCoWin」は、LMCのRaspberryPi上のファイルに書き込まれた画像ファイ
ルを表示することが可能です。
　NeCoWinには、静止画画像を画面に合わせて表示する機能と、LMC専用のlmv
フォーマットの動画を表示する機能の二通りがあります。
　
　「静止画、動画表示」タブを開いて、「ファイルリスト取得」をクリックしま
す。RaspberryPiのUserフォルダにある画像ファイルが表示されます。

　ファイルを選択した状態で「画像表示」をクリックすると、選択された画像がL
MCのLED画面に表示されます。表示方法は、画像フォーマットやモードによって
異なります。

　.bmp、.jpg、.pngファイルは静止画として表示されます。表示サイズの変更や
上下左右のスクロールが可能です。
　.lmvファイルはNeCoWinでキャプチャ録画した動画として表示されます。表示
サイズは変更できません。

　「停止」をクリックすると、動画やスクロールであればその場で停止します。
途中からの再開はできません。「画面クリア」をクリックすると、再生中ならば
動画が停止して、画面が暗転します。

　ユーザーが画像をLMCにアップロードする方法は、3.7章で解説します。

図3.4　NeCoWin　静止画・動画表示画面
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3.4 メッセージ表示

　「NeCoWin」は、テキストメッセージをLMCのLED画面上で簡単にスクロール
表示をすることが出来ます。

　「文字表示」タブを開いて、文字入力ボックスに文字を入力します。改行を入
れると縦に２列以上の横長テキストが表示されます。カラーコードによる色指定
も可能です。色指定以降のテキストのカラーが変更されます。

　「縦書き」チェックボックスをチェックしているときは、時計回りに90度回転
した縦書きになります。

　「フォント」のボックスで利用するフォントを選択します。「縦書き」チェッ
クボックスをチェックしている場合は、「IPA明朝(縦）」などの縦書きフォント
を選択する必要があります。「LMCからフォントリスト取得」をクリックする
と、LMCから標準の日本語フォント以外のフォントがダウンロードされます。

　「文字色」は、テキスト全体の色を指定します。
　「スクロール」は、文字をスクロールしたいときにチェックします。スクロー
ルしない場合は、文字が左詰めで静止表示され、画面からはみ出す領域は表示さ
れません。(注3-3）
　
　「文字表示」ボタンをクリックして、LMCのLED画面へと表示を行います。
（注3-4）

　「停止」をクリックすると、スクロールがその場で停止します。途中からの再
開はできません。
　「画面クリア」をクリックすると、スクロール中ならば動画が停止して、画面
が暗転します。

図3.5　NeCoWin　文字表示画面

9

注3-3：スクロール方向

　スクロールの方向は、日
本語では横書き、縦書きに
関わらず画面の「右から
左」を主に使用します。
　縦書きの場合は、フォン
トが左に90度回転するた
め、横長の筐体全体を時計
回りに90度回転させて、画
面に対して下から上へのス
クロールにします。

注3-4：テキスト表示がで
きない場合

　LMCの画面にテキストが
表示されない場合は、指定
されたフォントファイルな
が発見できないか、テキス
トにエラーがある、などの
原因が考えれられます。
　テキストのエラーは主に
カラーコード指定のミスな
どで発生します。
「リセット」を押して、テ
キストやフォントを修正し
てやり直してください。

(注3-3）



3.5 スケジュール表示

　「NeCoWin」は、LMCに登録されたスケジュールファイルを再生することが出
来ます。スケジュールは、3.7章のスケジュール編集で作成して、LMCに転送し
ておきます。

　「スケジュールファイルリスト」のファイル名の上でクリックすると、該当す
るスケジュールファイルが再生されます。

図3.6　NeCoWin　スケジュール表示画面
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3.6  Windows動画キャプチャ

　「NeCoWin」には、NeCoWinを動作させているWindowsPC上の画面の一部を
切り出して、そのままLMCのLED画面で同時表示する機能があります。これによ
り、Youtube動画やアプリ画面をそのままLMCで表示することが可能です。LMC
の画面にあわせて自動的に拡大縮小も行われます。

　以下、キャプチャ領域を指定して、その領域をLMCでリアルタイム表示する方
法を示します。

　まず、「キャプチャ表示」タブを開きます。
　次に、「キャプチャウィンドウ表示」ボタンをクリックすると、画面の一部に
青いスクリーンが現れます。このスクリーンを移動して、サイズを変更すること
で、Windows上でキャプチャしたい座標を指定します。キャプチャウィンドウ
は、「縦横比」を事前に数値で指定することで、比率を固定できます。比率はX:Y
となります。

縦横比の例：

　　LMCポータブルサインボード 64x32ドット 2:1
　　LMC高輝度サインボード 64x16ドット 4:1
　　LMCマルチモニタ LMCの全体のドット数のX,Yから算出

　キャプチャウィンドウのキャプチャ位置が確定したら、ウィンドウをダブルク
リックします。「キャプチャウィンドウを確定する」をクリックしても確定でき
ます。移動をキャンセルして、これまでの座標を維持したい場合は、キャプチャ
ウィンドウの右上の「X」ボタンを押します。
　確定したら、「画面キャプチャ領域」に４点の座標（X,Y,Width,Height)の値が
更新されます。(注3-5）
　「キャプチャ表示」ボタンをクリックすると、確定したスクリーン領域がその
ままリアルタイムでLMCのLED画面に表示されます。

　「停止」をクリックすると、動画がその場で停止します。途中からの再開はで
きません。
　「画面クリア」をクリックすると、表示中ならばキャプチャが停止して、画面
が暗転します。

　

図3.7 　NeCoWin　キャプチャ表示タグ画面
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注3-5：キャプチャ領域

４Kディスプレイなどの特
殊なディスプレイでは、キ
指定した座標通りの画像領
域から、ずれてキャプチャ
されることがあります。



3.7 Windowsキャプチャ録画

　「NeCoWin」には、NeCoWinを動作させているWindowsPC上の画面の一部を
切り出してキャプチャし、Windows上のファイルフォルダへのファイル録画する
機能があります。録画された画像は、ユーザーが任意のタイミングで再生するこ
とが可能です。さらに、LMCに転送して、スケジューラに組み込んで自動再生に
利用することが可能です。

　まず、「キャプチャ表示」タブを開きます。
　「ファイル録画」を押すと、ユーザーファイルフォルダ上の「録画ファイル
名」に登録された名前のファイルへと、動画を録画することができます。録画開
始サブウィンドウが開いて、5秒のカウントダウンの後に録画を自動的に開始しま
す。

　サブウィンドウの「録画開始」ボタンをクリックすれば、カウントダウンを省
略して即座に録画が始まります。

　サブウィンドウの「録画終了」ボタンは、その時点で録画を終了します。「録
画終了」ボタンで静止させなければ、正しく録画ファイルが生成されません。録
画が終了したファイルは、WindowPC上のユーザーファイルフォルダ上の「ファ
イルリスト」に追加されています。

　「ファイルリスト」で録画ファイルを選択して、「ファイル再生」ボタンを押
すと、指定した録画ファイルをLMCで再生します。「ファイルリスト」上のファ
イルをダブルクリックすることでも再生できます。
　「停止」をクリックすると、画像がその場で停止します。途中からの再開はで
きません。「画面クリア」をクリックすると、再生中ならば動画が停止して、画
面が暗転します。

図3.9　NeCoWin キャプチャ録画画面
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図3.8 　NeCoWin　キャプチャ表示タグ画面　キャプチャ領域選択



3.8 静止画、動画ファイルをLMCへ転送

　ユーザーが用意したbmp,jpg,pngなどの画像ファイル、およびキャプチャで生
成されたLMV動画ファイルをLMCに画像転送するための手順を示します。

　まず、「キャプチャ表示」タブを開きます。
　次に、「ファイルフォルダをオープン」で転送するファイルフォルダを開きま
す。
　開いたファイルフォルダに対して、転送したい画像ファイルをペーストしま
す。
　「ファイルリスト」の中身が更新されて、ペーストしたファイルが追加されて
います。表示されていない場合は別のタブに移動して、「キャプチャ表示」タブ
を再度選択してください。
　この時点で、「ファイルリスト」の中で転送したいファイルを左クリックで選
択します。bmp,jpg,png画像ファイル、あるいはキャプチャで生成したlmv画像
ファイルを選択可能です。
　「LMCへファイル送信」ボタンを押すと、選択されたファイルをLMC上へと転
送します。
　転送を終了した画像ファイルは、「静止画・動画表示」タブで再生することが
できます。「スケジューラ」タブでの自動再生にも利用できます。

図3.10  NeCoWin　キャプチャ表示タグ画面　キャプチャ領域選択



3.9 スケジュール編集

　「NeCoWin」は、「スケジュール編集」によって、「静止画・動画表示」およ
び「文字表示」をそれぞれ１つのタスクコマンドとして登録し、一連の動作をタ
スクとして記録し、連続で自動動作させることができます。自動起動スケジュー
ルとして登録されたスケジュールは、次にLMCサインボードを単独で起動したと
きに自動的に表示開始します。（注3-6）

　まずは、「静止画・動画表示」または「文字表示」タグで、LMCで表示する内
容を編集します。その後に「スケジューラ登録」ボタンを押すと、表示する内容
が１つのタスクコマンドとしてスケジューラに登録されます。

　登録されたスケジュールを利用するには、「スケジューラ」タブを開きます。
登録されたタスクコマンドが登録された順に表示されています。

　登録されたタスクコマンドは、上から下へと実行されます。最終行に到達した
ら、デフォルトで末尾に設定されているloopコマンドが実行されて、スケジュー
ルの冒頭に戻ります。こうして、スケジューラに登録されたコマンドは、何度で
も順に実行されます。

　「保存」ボタンを押すと、現在登録されたスケジュールをファイル名を指定し
て保存します。
　「LMCへスケジュール送信」を押すことで、保存されたスケジュールをLMCへ
と転送します。LMCを再起動したときの自動起動スケジュールとして登録するこ
ともできます。
　「スケジューラ動作開始」を押すと、LMC上に転送されたスケジュールを即座
に再生します。再生するのは、現在使用しているファイル名です。

　

図3.11　NeCoWin スケジュール編集画面

注3-5：FBモードでの挙動

　FBモードスイッチをON
にした場合は、スケジュー
ラは自動スタートを行いま
せん。
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3.10 無線ネットワーク設定　APモード

　「NeCoWin」は、LMCの無線ネットワーク接続設定を変更できます。APモー
ドとWiFiクライアントモードの２通りがあります。

　APモードは、LMCを独立したアクセスポイントにするモードです。アクセスポ
イントモードのLMCサインボードは、WindowsやAndroidからのルーターなしの
直接接続が可能になります。屋外での簡単操作に適しています。

　まずは、LMCをFBモードか有線LANで接続します。手法は3.1章と3.2章に記載
されています。
　接続が終了したら、「NeCoWin」の「設定」メニューを開き、「LMCネット
ワーク設定」を選択します。

　再起動後のLMCの起動LED画面で、設定されたアクセスポイントのSSIDが表示
されます。

　LMCにWiFi接続するには、WindowsのWiFi接続選択を利用します。設定された
アクセスポイント名をクリックして、KEYを入力して接続を行います。

　WiFiが接続できたら、NeCoWinの「IPアドレス」に、「Access point IP」で設
定されたIPアドレスを記入して、「接続」ボタンを押して接続を行います。

　「接続」ボタンの左の「未接続」が「接続済」に変われば、接続は成功です。

図3.12　NeCoWin ネットワーク設定画面
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3.11 無線ネットワーク設定　WiFiクライアントモード

　「NeCoWin」の、LMCの無線ネットワーク接続設定を変更できます。ここでは
WiFiクライアントモードについて説明します。

　WiFiクライアントモードは、LMCから既存の無線ネットワークへの接続を行う
モードです。

　まずは、LMCをFBモードか有線LANで接続します。手法は3.1章と3.2章に記載
されています。
　接続が終了したら、「NeCoWin」の「設定」メニューを開き、「LMCネット
ワーク設定」を選択します。

　「WiFiクライアントモード」のチェックをクリックして、Wifi設定の下の「SSI
D」と「KEY」に対して、既存のWiFiのSSID,KEYを入力します。「設定をLMCに
アップロードする」をクリックして、設定を確定します。

　再起動後のLMCの起動画面で、自動的に接続されたWiFiのSSIDが表示されま
す。

　この時点で、NeCoWinの「接続」ボタンを押して接続を行います。(注3-6）

　「接続」ボタンの左の「未接続」が「接続済」に変われば、接続は成功です。

16

注3-6：接続におけるIPアド
レスの指定

　NeCoWinでは、基本的に
はIPアドレスを指定しなく
てもかまいません。
　LMCのIPアドレスは、Wi
Fiクライアントモードでは
DHCPで割り当てられてい
るために不定になります。
　そのため、NeCoWinがL
MCのIPアドレスを自動的に
検索します。



3.12 マルチコントロール準備

　複数のLMCをネットワークで接続して、巨大なLMCディスプレイを作ることが
できます。LMCは１つのマスターノードと、複数のスレーブノードで構成される
ことになります。(注3-7）マスターノードとスレーブノードは、ハードウェア的
には違いはありませんが、LMCのファームウェアの設定が異なります。

　以下の図では、赤いLMCはマスターノードで、それ以外のグレーのLMCがス
レーブノードになります。マスターノードとスレーブノード間は、ネットワーク
ルータなどを用いた有線ネットワークで接続します。WiFiルータによる無線接続
も可能ですが、画像表示の安定性のために有線ネットワークを推奨します。

　マスターノードとNeCoWinとの接続は、有線ネットワーク接続もWiFi接続も使
用可能です。WiFiを使用する場合は、LMC本体ではなく、別のネットワークルー
タのWiFiアクセスポイントを利用することを推奨します。

　一度スレーブノードを設定すれば、マスターノードのLMCへ接続するだけで、
スレーブノードとの自動連携動作が可能になります。

LMC　マルチモニタ

NeCoWin
ネットワーク
ハブ/ルーター接続

図3.13　NeCoWinによるマルチコントロール

注3-7：LMCマルチコント
ロールの上限

　LMCマルチコントロール
で接続できるLMCのノード
数は、仕様上は制限があり
ませんが、ネットワークの
転送性能、マスターノード
の処理性能に依存すると考
えられます。
　現在のところ、マスター
を合わせて１０ノードまで
は動作が確認されていま
す。(2019年１月現在）
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　スレーブノードにマルチコントロールを設定するには、USBメモリを利用し
て、それぞれのLMCのRaspberryPiのUSBポートに接続して、それぞれ固有IDな
どの設定を書き込みます。USBメモリの容量は１Gバイト以上が必要です。

　NeCoWinの「設定」メニューから、「USBメモリ書き込み」を選択します。
「ID」に対してアサインしたいIDを入力します。
「Pattern」を必要に応じて選択します。

　設定が終わったら、「設定をUSBメモリに書き込む」で、USBメモリに書き込
みます。
　更に、LMCのRaspberryPiのファームウェアを更新する場合は、「ファーム
ウェア更新ファイル全てをUSBメモリに書き込む」でUSBメモリに書き込みま
す。

　USBメモリをLMCに挿入して、起動します。IDがLED画面に出力されれば成功
です。

　別のLMCに設定を書き込む場合は、USBメモリをPCに戻して、再度NeCoWin
から書き込みます。IDはそれぞれ別の番号を指定する必要があります。

　マスターノードに対しては、USBメモリを用いる必要はありません。NeCoWin
の「設定」メニュー内部の「LMC接続設定」を選択して、「スレーブID」で直接I
Dを指定します。「設定をLMCにアップロードする」をクリックして、LMCのマ
スターに反映させます。
　マスターノードに対してUSBメモリを使用することもできますが、主にRaspbe
rryPiのファームウェアアップデートを行う場合に使用します。その場合は、「マ
スターノード」のラジオボタンをONにして、「ID」を設定します。

図3.14　NeCoWin　USBメモリ書き込み設定画面

図3.15　LMCサインボード　USBメモリ挿入
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3.13 LMCマルチモニタ配置設定
　
　LMCマルチモニタシステムにおいて、複数のLMCノードが、LMCマルチモニタ
システム全体に対してどのように配置されるかを指定します。NeCoWinの「設
定」から「LMCマルチモニタ配置設定」を選択します。

　「LMCマルチモニタ配置テンプレートファイル」画面が開きます。「テンプ
レートを作成・編集」をクリックすると、「LMCマルチモニタ配置テンプレート
編集」ウィンドウが表示されます。

　LMCのノードを新規に追加するには、「P6FC 64x32」をクリックします。配
置図に新規のLMCノードが表示されます。ノードアイコンの中の数字はIDです。
　使用するノードの数だけ「P6FC 64x32」を追加します。ノードアイコンはド
ラッグアンドドロップで移動できます。「X」、「Y」それぞれの座標を数値で入
力することもできます。90度単位の回転も可能です。

　ノードの配置が全て終わったら、「LMCマルチモニタ配置テンプレート編集」
の「ファイル」メニューから「マルチモニタ配置テンプレートを保存」を選択し
て、テンプレート名を指定してセーブします。ファイルはNeCoWinのユーザー
フォルダに格納されます。

　作成を終えたテンプレートを使用するには、NeCoWinのメインに戻り、「設
定」メニューの「LMC接続設定」を選択します。「配置テンプレート（マルチコ
ントロール用）」で、ユーザーフォルダの中から先ほど作成したファイルを選択
します。そして、「設定をLMCにアップロードする」をクリックします。

　この時点で、NeCoWinの表示対象はマルチモニタ全体となります。マルチモニ
タ全体に対して動画、文字を出力、キャプチャ録画再生を行うことが可能になり
ます。

図3.17　NeCoWin　LMCマルチモニタ配置テンプレート編集画面

図3.16　NeCoWin　LMCマルチモニタ配置テンプレートファイル画面
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４．機能詳細

4.1 ダイアログ共通部分

　

「ファイル」メニューは、NeCoWinを「終了」する目的だけで利用されます。
ファイル管理の機能はありません。

「設定」メニューは、NeCoWinやLMCの設定を行うために用いられます。詳細は
4.7章以降に記載されています。

「Version」は、NeCoWinのバージョン番号を表示します。

「IPアドレス」は、ネットワークに接続されたLMCのアドレスを示します。NeC
oWinは、ある程度はLMCをネットワークから自動検索しますが、このIPアドレス
のボックスにユーザーが直接入力することができます。その際は、直接入力され
たIPアドレスに対して最優先で接続します。

「ポート」は、ネットワーク上のLMCのコマンドサーバーのポート番号を示しま
す。基本的には固定です。

「接続」ボタンは、LMCをネットワークから検索して接続します。接続に成功す
ると、LMCが発見されたIPアドレスが、画面の「IPアドレス」に表示されます。
(注4-1）

「リセット」ボタンは、LMCの動作をリセットします。動画再生、スケジュール
再生などを強制的に中断します。同時に、LMCからマルチコントロールテンプ
レートを再度ロードします。マルチコントロールのノードの一部の接続に異常が
ある場合は、リセットである程度回復できます。

注4-1：
　NeCoWinは、接続の際
に、LMC上にセーブされた
基本的な設定項目と、マル
チコントロールのテンプ
レートファイルのダウン
ロードを行います。
　LMCでは、起動時にマル
チコントロールのテンプ
レートに対してスレーブIP
アドレスが自動アサインさ
れます。この接続時に、ア
サインされたテンプレート
がNeCoWinに自動的にロー
ドされます。
　さらに、LMC内部の時計
が、Windowsに合わせて初
期化されます。AP、FBモー
ドでは、NeCoWinからリ
セットするまではLMC内部
の現在時刻は不定になりま
す。

図4.2　NeCoWin　設定メニュー画面

図4.1　 NeCoWin　ダイアログ上部画面
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4.2 静止画、動画表示タブ

「静止画、動画表示」タブは、LMCに格納された静止画、あるいは動画をLED画
面で再生する目的で使用します。

「ファイルリスト」は、LMC上に格納されている静止画、動画ファイルのリスト
になります。左クリックでファイルを選択します。左ダブルクリックで、指定し
た静止画、動画を即座に表示します。右クリックで、サブメニューが表示されま
す。「消去」を選択すると、選択されたLMC上のファイルが消去されます。

「LMCからファイルリストを取得する」ボタンは、「ファイルリスト」にLMC上
に格納されている静止画、動画ファイルのリストを取得します。NeCoWinの起動
直後は、取得しなくてもファイルリストが表示されていることがありますが、LM
Cと一致するとは限りません。ただし、ファイルリストを取得すると、次のNeCo
Winの起動からはLMC内部と一致します。これにより、LMCに接続せずにスケ
ジュールを作成することができます。

「静止画・動画表示」をクリックすると、ファイルリストで選択されているファ
イルがLMCのLED画面で再生されます。
　　bmp,jpg,pngファイルは、静止画あるいは、静止画のスクロール表示が行わ
れます。
　　lmvファイルは、キャプチャなどで録画された動画ファイルの再生が行われま
す。

「停止」ボタンは、現在表示中の動画を停止します。停止地点からの再開はでき
ません。表示している内容は、スケジューラなど別のタグで動作しているものも
含みます。

「画面クリア」ボタンは、現在表示中の動画を停止して、画面を暗転します。

「静止画スクロール」チェックボックスは、LMCサインボードの正面画面に対す
る静止画のスクロール方向を指定します。

「速度」ボックスは、静止画のスクロールの速度を指定します。0から99までの
値で、小数点指定も可能です。速度１は秒間６０ドットの移動になります。

「静止画リサイズ」チェックボックスは、静止画をLMCサインボードのサイズに
リサイズするのに用いられます。縦長、横長の画像を適切に画面に収めることが
できます。リサイズしない場合は、画像の一部だけ表示されます。

「静止画オフセット」ボックスは、静止画画像の左上からのオフセット表示位置
を示します。マイナス値の指定も可能です。

「ループ」チェックボックスは、画像のループ回数を示します。「ループなし」
であれば、一度表示したら暗転します。「無限ループ」は、停止か、別の表示を
行うまで表示を継続します。

「輝度」は、画面の輝度を示します。画像が明るすぎて自動輝度調節が作動して
色のちらつきが発生する時は、このスライドバーによって全体輝度を低く抑える
ことで、自動輝度調節を動作させないようにすることが可能です。

「スケジューラ登録」は、現在表示しているパラメータ、表示内容を１つのタス
クコマンドとしてスケジューラに登録します。
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図4.3　 NeCoWin　静止画・動画表示タブ画面



4.3 文字表示タブ

「文字表示」タブは、LMCのLED画面でテキスト文章をスクロール表示する目的
で使用します。

「文字入力」ボックスは、表示したいテキスト文字列を入力します。改行がある
と、LMCの画面の上でも改行が行われて、左下から表示されます。改行がなけれ
ば、LMC上では自動改行されません。
 テキストの中にタグを追加することで、文章の色を部分的に変更できます。(注4-
2）

「文字表示」をクリックすると、「文字入力」に書き込まれたテキストを、LMC
のLED画面に出力します。

「停止」ボタンは、現在表示中の動画を停止します。停止地点からの再開はでき
ません。表示している内容は、スケジューラなど別のタグで動作しているものも
含みます。

「画面クリア」ボタンは、現在表示中の動画を停止して、画面を暗転します。

「文字サイズ」ボックスは、フォントサイズを指定します。

「文字色」は、テキスト全体の色を指定します。「参照」をクリックすることで
「色の指定」サブウィンドウが開きます。サブウィンドウで選択した色が、元の
ウィンドウに反映されます。１６進数で直接指定もできます。
　テキスト内部のタグで色が変更された場合は、タグが常に優先されます。

「方向」チェックボックスは、縦書きを指定するのに用いられます。文字は画面
の左から右へと、左に90度回転した形で表示されます。縦書きを選択した場合
は、フォントも縦書き対応のフォントに置き換える必要があります。縦書き表示
の時は、LMCサインボード全体を右に90度回転させて利用します。

「フォント」ボックスは、登録されたフォントの中から表示に用いるフォントを
選択します。

「LMCからフォントリスト取得」をクリックすると、LMCの内部に登録された英
文などのフォントすべてを取得します。フォントの多くは日本語対応されていな
いので注意が必要です。

「スクロール」チェックボックスは、LMCの正面画面に対する静止画のスクロー
ル方向を指定します。縦書きの場合でも、スクロールの方向は画面に対する方向
となります。

「速度」ボックスは、静止画のスクロールの速度を指定します。0から99までの
値で、小数点指定も可能です。速度１は秒間６０ドットの移動になります。

「オフセット」ボックスは、静止画画像の左上からのオフセット表示位置を示し
ます。マイナス値の指定も可能です。

「ループ」チェックボックスは、画像のループ回数を示します。「ループなし」
であれば、一度表示したら暗転します。「無限ループ」は、停止か、別の表示を
行うまで表示を継続します。

「輝度」は、画面の輝度を示します。画像が明るすぎて自動輝度調節が作動して
色のちらつきが発生する時は、このスライドバーによって全体輝度を低く抑える
ことで、自動輝度調節を動作させないようにすることが可能です。

「スケジューラ登録」は、現在表示しているパラメータ、表示内容を１つのタス
クコマンドとしてスケジューラに登録します。

注4-2：タグによるカラー
コード指定について

　カラー指定には二通りあ
ります。色の名前指定は、
HTMLカラーコードに準拠
します。
 <color="blue">
　カラーコードを１６進数
で直接指定することもでき
ます。
<color="#FF00C0">
　文字は全て半角英数字に
してください。

　なお、半角の<をLED画面
に表示したいときは、半角
文字で￥<と記述します。
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図4.4　 NeCoWin　文字表示タブ画面図4.4　 NeCoWin　文字表示タブ画面



4.4 スケジュール表示タブ

　「スケジュール」タブは、LMCに格納されたスケジュールを再生する目的で使
用します。スケジュールは、スケジュール編集タブで作成して、LMCに事前に転
送しておきます。

　「スケジュールファイルリスト」のファイル名の上でクリックすると、該当す
るスケジュールファイルが再生されます。

　ファイル名の上で右クリックすると、サブメニューが表示されます。

　サブメニューの「実行」を選択すると、選択したスケジュールファイルが即座
に実行されます。リスト上での左クリックと動作は同一です。

　サブメニューの「デフォルト設定」を選択すると、指定したファイルがLMCの
次の起動時のデフォルトスケジュールになります。ループの無い動画やメッセー
ジ表示などの後では、このデフォルトスケジュールが再度自動的に表示されま
す。

　サブメニューの「ファイル受信」を選択すると、指定したファイルがLMC上か
らPC上へと転送されます。PC上の同名のファイルは上書き消去されます。

　サブメニューの「消去」を選択すると、LMC上から指定したスケジュールファ
イルが消去されます。

　「LMCよりスケジュールを取得」をクリックすると、現在LMCに格納されてい
るファイルリストがNeCoWinに再度ロードされます。

　「デフォルトスケジュール動作開始」をクリックすると、現在LMCに登録され
ているデフォルトのスケジュールが開始されます。デフォルトのスケジュール
ファイル名は、「デフォルトスケジューラファイル」に表示されています。スケ
ジュールリストの右クリックのメニューで変更できます。
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図4.5　 NeCoWin　スケジュール表示タブ画面



4.5 キャプチャ表示タブ

「キャプチャ表示」タブは、Windowsの画面をキャプチャして、LMCのLED画面
でそのまま表示する、あるいは動画像としてファイルに格納する目的で使用しま
す。

「ファイルリスト」には、WindowsPCのユーザーファイル上の動画ファイルが表
示されています。左クリックでファイルを選択します。左ダブルクリックでファ
イルを動画再生します。右クリックでメニューが出ます。消去を選択すると、選
択したファイルを消去できます。

「ファイルフォルダをオープン」をクリックすると、ファイルリストのあるフォ
ルダを、Windowsのエクスプローラで開きます。

「キャプチャ表示」ボタンは、現在選択されたキャプチャ領域を拡大縮小して、L
MCのLED画面でリアルタイム表示します。

「ファイル録画」ボタンはキャプチャ領域の動画をファイルに保存します。ボタ
ンを押すと、画面にサブウィンドウが現れます。カウントダウン終了と同時に画
像の録画が開始されます。録画を終了する場合は、サブウィンドウの「録画終
了」ボタンを押します。録画終了で、動画ファイルが生成されます。
　ファイル録画中は、LMCのLED画面には動画が同時出力されます。ただし、Wi
FiやFBモード等では出力されないことがあります。

「ファイル再生」は、選択されたファイルリストの動画ファイルを、LMCのLED
画面で再生します。

「停止」ボタンは、現在表示中の動画を停止します。停止地点からの再開はでき
ません。表示している内容は、スケジューラなど別のタグで動作しているものも
含みます。

「画面クリア」ボタンは、現在表示中の動画を停止して、画面を暗転します。
「キャプチャウィンドウ表示」は、NeCoWinの動画キャプチャ領域を青いスク
リーンで表示します。青いスクリーンは、移動、拡大縮小が可能です。
　キャプチャ領域を確定したい場合は、NeCoWinの「キャプチャウィドウ確定」
ボタンを押します。青いスクリーンをダブルクリックしても確定できます。キャ
プチャウィンドウの変更をもとに戻したいときは、青いスクリーンの右上の
「X」ボタンを押します。
「画面キャプチャ領域」は、PC上の画面のキャプチャ領域をピクセル数で示しま
す。左から順番に、(X,Y,W,H)(左上X座標、左上Y座標、領域横幅、領域縦幅)とな
ります。

「縦横比」は、画面キャプチャ領域のX,Yの幅の比率を指定します。例として、6
4x32ドットであれば2:1となります。

「録画ファイル名」ボックスは、キャプチャでファイル録画するためのファイル
名を指定します。拡張子は不要です。(注4-3)

「LMCへファイル送信」は、ファイルリストで選択された動画ファイルを、LMC
のSDカード内部へと転送します。LMC上に転送することで、動画ファイルのスケ
ジューラでの利用が可能になります。転送には時間がかかります。

「ループ」チェックボックスは、画像のループ回数を示します。「ループなし」
であれば、一度表示したら暗転します。「無限ループ」は、停止か、別の表示を
行うまで表示を継続します。

「輝度」は、画面の輝度を示します。画像が明るすぎて自動輝度調節が作動して
色のちらつきが発生する時は、このダイアルによって全体輝度を低く抑えること
ができます。
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注4-3：録画ファイル名

　動画のファイル名には拡
張子.lmvが追加されてま
す。
　.lmvファイルフォーマッ
トは、.bmpファイルをベー
スにした単純な無圧縮
フォーマットです。
　拡張子を.bmpに変更すれ
ば、.bmp画像として見るこ
とができます。



図4.6　 NeCoWin　キャプチャ表示タブ画面



4.6 スケジュール編集タブ

4.6.1　通常編集モード

　「スケジュール編集」タブは、LMCのLED画面でで静止画、動画やメッセージ
を連続自動表示する目的で使用します。

　「スケジュール」の下のボックス内では、現在登録されている複数行のスケ
ジュールタスクが表示されています。スケジュールタスクの一行のコマンドは、
動画やメッセージなどの表示一回に相当します。
　コマンドは、スケジュール表示の番号順に実行されます。番号は編集が可能
で、番号が飛び飛びでも問題ありません。同一番号が複数あるときは動作は不定
です。ボックス上部の番号のタグをクリックすると番号のソート順が変わります
が、動作順序は常に番号に依存します。
　コマンドの「モード」は、タスクの動作起点などのモードを表示します。右画
面のモード選択でモードの編集を行います。
　コマンドの「時刻」は、タスクの動作開始時間などの情報を表示します。右画
面の時刻入力で詳細な情報を入力します。(注4-4）
　コマンドの「内容メモ」は、自動登録時に追加された内容メモです。任意の文
字に書き換えることができます。

　１つのコマンド行を右クリックで選択すると、コマンド行の色が変わります。
この状態で、「静止画・動画表示」タグか、あるいは「メッセージ表示」タグか
らのコマンド追加を行うと、選択したコマンドの次の行に挿入されます。後続の
コマンド行の番号は自動的に１つづつ加算されます。コマンド行が選択されてい
ない状態でコマンドを追加すると、スケジューラの冒頭から順に追加されます。

　１つのコマンド行の上で左クリックすると、そのタスクの制御モード、時間設
定が右のウィンドウに表示されます。右クリックで、サブメニューが現れます。
　サブメニュー「実行」は、現在のコマンドの内容をLMCの画面に表示します。
　サブメニュー「編集」は、LMCに伝送するコマンドを直接参照できます。
　サブメニュー「消去」は、現在のコマンド行の内容を消去します。

「上級編集モード」チェックボックスをチェックすると、タスク制御コマンドを
細かく指定することが可能です。詳細は後述します。

「保存」ボタンは、現在作成されたスケジュールを、PCのファイルとして保存す
ることができます。
「読み込み」ボタンは、ファイルに保存されたスケジュールを読み出すことがで
きます。
「LMCへスケジュール送信」は、ファイルフォルダにセーブされたスケジュール
を選択して、LMCに転送します。セーブされていないスケジュールは転送できま
せん。送信されたスケジュールを、LMCの自動起動スケジュールとして登録する
かどうかを質問するダイアログが表示されます。
「スケジュールクリア」は、現在のスケジュールタスクのコマンドをすべてクリ
アします。クリアした後に、ループコマンドが追加されます。

　

注4-4：内蔵時計について

　スケジューラで時間指定
を行うためには、LMCの電
源のONごとにLMC内部の
時計を再設定する必要があ
ります。
　LMCがLAN、WiFiクライ
アントモードなどでイン
ターネットに接続されてい
る場合は、時計が自動再設
定されるので問題ありませ
ん。
　ただし、LMCがアクセス
ポイントモードの場合は、
ネットワークを通じた時計
の自動設定が出来ません。
アクセスポイントで時計を
使用する場合は、LMCの起
動ごとにNeCoWinを「接
続」することで、LMCの内
蔵時計を合わせる必要があ
ります。
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図4.7　 NeCoWin　スケジューラ編集タブ画面



4.6.2　上級編集モード

　ここからは、LMCのスケジューラの上級編集モードについて解説します。

　LMCのスケジューラは、複数のタスクを時間ごとにそれぞれ動作開始させるこ
とができます。
　メインループタスクは、スケジューラの最初の行から実行されるタスクで、LM
Cの起動ごとに実行開始されます。それ以外のタスクは、タスク起点で指定され
た時間ごとに実行開始されます。タスク起点のコマンドを実行した後、次の行の
コマンドを実行します。一連のタスクコマンドは次のタスク起点に到達した時点
で終了しますが、Loopコマンドがあればタスク起点へと戻り、何度も実行されま
す。ただし、動作タスクは、時間指定された別の割り込みタスクが常に優先さ
れ、指定時間ごとにタスク動作が入れ替わります。割り込みタスクが終了した時
点で、元のタスクへと戻ります。
　タスク制御コマンドは、タスクの起点など、タスクの動作を制御するコマンド
になります。タスク制御コマンドは、タスクコマンドとセットで記述されます。
タスク制御コマンドは、タスク起点ではタスクコマンドの前に動作します。それ
以外のタスク制御コマンドは、タスクコマンドの直後に動作します。

「タスク制御コマンド」選択ボックスでは、タスク制御コマンドの選択すること
ができます。cont,now,date,interval,cron,loop,sub,callの中から選択されます。

「クリア」を入力すると、現在入力されている年月日時分秒をクリアして、時間
指定を省略することができます。

　以下、タスク制御コマンドのモードを示します。

1.  continue：タスク実行のみ
　コマンド一行を実行して、終了したら次の行を実行します。スケジュールの終
端行に到達したか、次の行のコマンドラインがdate,interval,cron,subであれば、
一連のタスクをいったん終了します。
　終了した後にdate,interal,cronなどの別の割り込みが入る場合は、別のタスク
起点から動作を開始します。

2. now：タスク起点
　即座に実行を開始するタスクの起点となります。スケジューラの最初のコマン
ド行はメインタスクと見なされるのでcontで代用できます。複数のnowがある場
合は、上のコマンドが常に優先されます。
3. date：割り込みタスク起点
　開始時間を指定してタスクを開始します。時間設定ボックスで「開始時間」を
選択します。時間は「年月日時分秒」のすべてを指定する必要があります。
　コマンドが終了したら、後続の行のコマンドを順次実行します。スケジュール
が終端に到達したか、次の行がdate,interval,cron,subであれば、一連のタスクを
いったん終了します
　終了時間の指定が可能です。指定の省略も可能です。指定する場合は、時間設
定ボックスで「終了時間」を選択して、編集を行います。時間は「年月日時分
秒」のすべてを指定する必要があります終了時間を指定すれば、タスクが実行中
でも表示を終了します。
　dateに限っては、タスク開始時間以降にLMCサインボードを起動した場合でも
タスクを即座に開始できます。現在時刻が開始時間と終了時間との間にあること
を自動判別します。
「直前のスケジュールタスクを即座に終了」をチェックすると、それまで実行し
ている別のタスクを即座に中断して開始します。チェックされていない場合は、
前のタスクの終了を待ちます。

図4.8　NeCoWin　スケジューラ概念図

メインループタスク
intervalタスク：30秒ごと

dateタスク：時間指定
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4. interval ：割り込みタスク起点

　開始間隔を指定してタスクを開始します。時間設定ボックスで「時間間隔」を
選択します。間隔は「年月日週時分秒」のいずれかの指定が可能です。複数の指
定も可能です。
　コマンドが終了したら、後続の行のコマンドを順次実行します。スケジュール
が終端に到達したか、次の行がdate,interval,cron,subであれば、一連のタスクを
いったん終了します
　さらに、開始時間、終了時間の指定も可能です。時間設定ボックスで「開始時
間」あるいは「終了時間」を選択してから時刻を設定します。時間は「年月日時
分秒」のすべてを指定する必要があります。省略も可能です。開始時間と終了時
間の後であれば、開始間隔が到達しても次のタスクは実行されません。
「直前のスケジュールタスクを即座に終了」をチェックすると、それまで実行し
ている別のタスクを即座に中断して開始します。チェックされていない場合は、
前のタスクの終了を待ちます。

5. cron：割り込みタスク起点

　現在時刻と、入力された時間とが部分一致したらタスクを開始します。時間設
定ボックスで「時間部分一致ごと」を選択します。部分一致は「年月日週時分
秒」のいずれかの指定が可能です。複数の指定も可能です。
　コマンドが終了したら、後続の行のコマンドを順次実行します。スケジュール
が終端に到達したか、次の行がdate,interval,cron,subであれば、一連のタスクを
いったん終了します
　さらに、開始時間、終了時間の指定も可能です。時間設定ボックスで「開始時
間」あるいは「終了時間」を選択してから時刻を設定します。時間は「年月日時
分秒」のすべてを指定する必要があります。省略も可能です。開始時間と終了時
間の後であれば、開始間隔が到達しても次のタスクは実行されません。
「直前のスケジュールタスクを即座に終了」をチェックすると、それまで実行し
ている別のタスクを即座に中断して開始します。チェックされていない場合は、
前のタスクの終了を待ちます。

6. sub：サブルーチン起点

　サブルーチン起点は、Callから呼び出される起点を示します。「sub名」ボック
スに入力することで、Sub名ラベルの指定を行います。

7. call：サブルーチン呼び出し

　コマンドの終了後、サブルーチンを呼び出します。サブルーチンが終了したら
次のタスクに移動します。「Call先名」ボックスに入力することで、subタスクで
指定した分岐先ラベルを指定します。

8. loop：タスク起点かsub起点へとループ

　コマンドの終了後、ループを行います。スケジュールの起点か、now,date,inte
rval,cronなどのタスク起点か、実行中のsubの起点にある行へと移動します。
「ループ回数」ボックスに数値を入力することで、起点に戻る回数を指定できま
す。指定がない場合は、タスクが終了時間指定などで終了するまでループを続け
ます。ただし、他の時間指定タスクは常に優先的に割り込み実行されます。

9. 時間指定（注4-5）

「年」４桁の数値で指定します。
「月」1から12までの値で指定します。
「日」1から31までの値で指定します。
「曜日」sun,mon,tue,wed,thu,fri,satのいずれかを指定します。

intervalの時に限り、週の数を1以上の数値で指定します。
「時」0から23までの値で指定します。
「分」0から59までの値で指定します。
「秒」0から59までの値で指定します。

　

注4-5：時間指定について

　LMC内部のスケジューラ
の時間指定は、pythonのap
schedulerを使用していま
す。
　コマンド編集ウィンドウ
のTimeを直接編集すれば、
apschedulerの詳細な時間
指定機能の全てを利用可能
です。以下が一例です。

month='6-8,11-12', day='3
rd fri', hour='0-3'
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4.6.3　コマンドライン編集

　スケジューラのコマンド行の右クリックで出現するメニューから、コマンド編
集を選択すると、スケジューラ実行コマンドの編集画面が出現します。
　Shell command画面には、LMCのスケジューラが実行するタスクコマンドが表
示されます。LMCの操作コマンドだけではなくて、他の機能もデフォルトコマン
ドとして用意されています。コマンドライン編集で記述することにより、さまざ
まな機能を実現できます。

4.6.4　デフォルトコマンドについて

　LMCが用意しているShell commandのデフォルトコマンドについて説明しま
す。

■ lmcCmd_showimage

　NeCoWinの静止画、動画表示に相当するコマンドです。オプションはNeCoWi
nによって自動的に追加されます。オプションの間のセパレータは表示できない文
字が挿入されているので注意してください。

■ lmcCmd_showmessage

　NeCoWinの文字表示に相当するコマンドです。オプションはNeCoWinによっ
て自動的に追加されます。オプションの間のセパレータは表示できない文字が挿
入されているので注意してください。

■ sleep 3
　処理を指定時間停止します。上記の例では３秒間で、小数点以下も指定可能で
す。
　主に、静止画表示後のウェイトに用いられます。

■ python ClockScroll.py
　現在時刻をスクロールで表示します。LMCをpythonから直接制御する一例とな
ります。

■ mplayer -novideo -loop 0 user/SampleMusic.mp4
　Userフォルダに格納されたMP4ファイル(SampleMusic.mp4)などを再生しま
す。デフォルトではスピーカー端子にスピーカーを接続して再生します。linuxの
mplayerコマンドのパラメータをそのまま使用できます。

■ mplayerstop
　再生中の音声を停止します。

■ amixer sset PCM 100%
　再生音量をコントロールします。100%が最大音量です。

図4.9　NeCoWin　スケジューラコマンド編集
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4.6.5　ユーザーコマンドの追加（Linuxの詳細な知識が必要）

　LMCのスケジューラでは、ユーザーが作成したシェルコマンド等も動作可能で
す。無論、利用するにはRaspberryPi上のlinuxのシェルなどの知識が必要です。
ただしセキュリティーのため、linuxコマンドそのものは実行できません。Raspb
erryPi内部のlmcディレクトリ上にある実行シェルだけが実行可能です。

　ユーザー独自のシェルコマンド、pythonスクリプトの作成には、RaspberryPi
に直接HDMI対応ディスプレイとキーボードを接続して操作する必要がありま
す。

　以下のユーザーコマンドの例は、ユーザーが作成したpythonスクリプト（User
PythonScript.py）を実行します。pythonファイルもまた、lmcフォルダに置く必
要があります。

■ python UserPythonScript.py

　なお、ネットワークSSH接続はデフォルトでは禁止されているため、利用する
場合は以下のコマンドで起動される操作画面でSSHを許可してください。

>  sudo raspi-config

  5 Interfacing Options  >  P2 SSH

4.7 LMC管理タブ

　「FTPサーバー開始」ボタンをクリックすると、LMC上でFTPサーバーが起動
します。
　FTPサーバーが起動すると、FFFTPなどの市販のFTPツールからLMCの内部
ファイルへとアクセスすることが可能になります。
　FTPサーバーのID,パスワードは、「設定」の下の「LMCネットワーク設定」に
記載されています。変更も可能です。
　FTPサーバーを終了するときは、「FTPサーバー終了」をクリックします。

　「LMCシャットダウン」ボタンは、LMCをシャットダウンします。LMC内部の
シャットダウン処理が終了すると、LMCサインボードのLED画面に「shutdown」
と表示されます。この状態でLMCの電源をOFFにします。
　LMCの電源をOFFにする前にシャットダウンを実行すれば、LMC上のSDカード
のフラッシュメモリの破損を防ぐことができます。
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4.8 設定　LMC接続設定

　LMC接続設定は、接続されたLMC上のテンプレート、輝度制限などの基本設定
を操作する目的で使用します。

　NeCoWinの上部メニューの「設定」を選択して、「LMC接続設定」を選択しま
す。すると、LMC接続設定ウィンドウが開きます。

　「LMCローカル表示パターン」　LMCの単体運用でのドット数パターンファイ
ルを指定します。LEDマトリックスのドット数、スキャンライン数、配置等に応
じて変更します。LEDマトリックスを別のものと入れ替えるのでなければ、基本
的には変更の必要はありません。LMCメッセージボードはFC4_64x16.datを使用
し、LMCポータブルサインボードはFC_64x32.datを使用します。

　表示テンプレートの例：

　画素数 スキャンライン数 表示形式 ファイル名
　64x32 8 横長表示 FC_64x32.dat

(32x32x2)
　64x32 8 横長表示 FC_64x32Z.dat

(32x16x4)
　64x16 4 横長表示 FC4_64x16.dat

(32x16x2)

　「マルチコントロール用配置テンプレート」　LMCを複数マルチで用いるとき
の配置を定義したファイルを利用します。テンプレートファイルの内容は、メ
ニューの「設定」から「マルチコントロール配置設定」を選択することで、配置
を確認、あるいはテンプレートを新規追加できます。

　「テンプレートファイルをLMCアップロードする」　「設定」から「マルチコ
ントロール配置設定」を選択することで編集したテンプレートは、そのままではL
MCには転送されません。このボタンをクリックするとLMCへのアップロードが
行われます。

　「自動輝度制御機能」　LMCに特徴的な機能で、LMCの最大消費電力をインテ
リジェントに制限する機能です。この機能により、バッテリー駆動が可能な最大
輝度を常に維持し、電力不足によるシステムダウンを防止することが可能です。
　制限値の推奨値は、以下のようになります。RaspberryPi自体の消費電力の関係
で、制限値の比率は電流の比率とは異なります。(注4-6）

　輝度制限値の例：

　ポータブルサインボード 最大電流値2A　輝度制限値24
　ポータブルサインボード 最大電流値3A　輝度制限値112
　高輝度サインボード 最大電流値4A　輝度制限値96

　「輝度制限値を24に設定する。」がデフォルトでチェックされています。この
場合、電流制限値は24/256になります。
　「輝度制限値を112に設定する。」をチェックすると、電流制限値を112/256
まで上げることが可能です。双方のチェックを外すと、さらに電流制限値を限界
の255まで上げることが可能です。そのためには、十分な電力供給力を持つACア
ダプタ等を用意する必要があります。

　マルチコントロールの場合でも、1枚でも制限値を超える輝度になった場合は、
マルチコントロール全体の輝度を同じ比率でリアルタイムで自動的に制限しま
す。

　「マスター内スレーブ表示有効化」では、LMCのマスターとなるRaspberryPi
が、表示を同時に行う場合にチェックします。LMCとLEDを接続せずに、マス
ターの機能だけを実行するRaspberryPiを別に用意する場合は、チェックを外しま
す。通常はチェックします。

　「スレーブID」のテキストボックスには、マスターとなるLMCノードが、ス
レーブとしての機能を同時に持たせる場合のIDを指定します。通常は1を指定し
ます。

　「スレーブ転送フレーム遅延」は、LMCのスレーブが、画像を受け取ってから
表示するまでの遅延フレーム数を指定します。
　ネットワークが低速で、遅延によって画像が乱れる場合は、遅延フレーム数を
増加します。ただし、画像キャプチャなどの表示レイテンシが悪化して、反応が
遅くなります。推奨値は１です。

注4-6：
　LED全点灯を256とし
て、輝度制限値を32にする
と、LMCは32/256=1/8以
上の点灯が発生したことを
自動検出します。その結
果、全体を1/8の点灯以下
におさえるように、LMCの
LED画面全体の輝度をリア
ルタイムで制限します。
　自動輝度制限が発生して
いない状態では、LMCメイ
ンダイアログの輝度の値が
実際の輝度になります。
　別の言い方をすると、LM
Cの輝度制御は、常に実際
のLEDの点灯比率で判定さ
れています。

34



図4.10　NeCoWin　LMC接続設定画面

　「設定をLMCにアップロードする」　テンプレートなどの設定を、LMC上の
ファイルシステムに格納します。次にNeCoWinがLMCに接続するときは、LMC
上の設定が逆にNeCoWinにロードされます。

　「設置を出荷時の初期値に戻す」　Configurationダイアログのテンプレートな
どの情報を、NeCoWinに登録された初期値に戻します。LMC側は更新されないた
め、アップロードが必要です。

　「OK」をクリックすると、現在の設定をNeCoWinの設定として保存して終了
します。次回起動時には保存された設定が適用されますが、接続されたLMCサイ
ンボードに保存された読み出される設定が常に優先されてロードされます。
「キャンセル」をクリックすれば、設定の更新を行わずにウィンドウを閉じま
す。



4.9 設定　LMCネットワーク設定

　LMCネットワーク設定は、接続されたLMCサインボード上のネットワーク設定
を操作する目的で使用します。

　NeCoWinの上部メニューの「設定」を選択して、「LMCネットワーク設定」を
選択します。すると、LMCネットワーク設定ウィンドウが開きます。

4.9.1 LMCをWiFiアクセスポイントにする

　「LMCをアクセスポイントにする」　チェックするとで、LMC自体が独立した
アクセスポイントとなります。
　「アクセスポイント」内部の「SSID」「KEY」に対して、任意の名称のSSIDや
NetworkKeyの設定が可能です。「Access Point IP」を編集することで、接続す
るIPアドレスの指定が可能です。
　設定が終わったら、「設定をLMCにアップロードする」をクリックしてLMCを
再起動します。
　Windowsの無線LAN接続設定から、指定したSSIDで無線LANが認識されたこと
を確認して接続を行います。

4.9.2 WiFiクライアント接続

　「WiFiクライアント接続」　チェックするとで、既存のWiFiネットワークへの
接続を行います。「SSID」「KEY」には、ユーザーが利用する別のWiFiアクセス
ポイントの情報を入力します。接続先はIEEE 802.11gに限定されます。IPアドレ
スはDHCPで動的に割り当てられます。

4.9.3 WiFiなし　有線LAN接続

　「WiFiなし」　チェックするとで、WiFiを無効化します。有線LANを用いると
きは、このモードにします。IPアドレスはDHCPで動的に割り当てられます。

4.9.4 設定転送

　設定が終わったら、「設定をLMCにアップロードする」をクリックしてLMCを
再起動します。
　Windowsの無線LAN接続設定から、指定したSSIDで無線LANが到達したことを
確認して接続を行います。

4.9.5 FTP設定

　LMCは、FFFTPなどの一般的なFTPツールからアクセス可能なFTPサーバー
を、LMC内部で起動することが可能です。FTPツールからアクセスするための「I
D」「Password」を入力して、最後に「設定をLMCにアップロードする」をク
リックしてLMCを再起動します。「ポート番号」の変更は特に必要ありません。
　LMCが再起動してNeCoWinからの接続が完了したら、メインタグの「FTPサー
バーを起動する」でFTPサーバーが起動します。FTPツールからIPアドレスとID,P
asswordを入力して、LMCのFTPサーバーに接続すれば、LMC内部のファイルに
直接アクセスが可能になります。

4.9.6 終了

「OK」をクリックすると、現在の設定をNeCoWinの設定として保存して終了し
ます。次回起動時には保存された設定が適用されますが、接続されたLMCサイン
ボードに保存された読み出される設定が常に優先されてロードされます。「キャ
ンセル」をクリックすれば、設定の更新を行わずにウィンドウを閉じます。
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図4.11　NeCoWin　LMCネットワーク設定画面



4.10 マルチコントロール配置設定

　マルチコントロール配置設定は、LMCサインボードを複数用いて連携させるマ
ルチコントロールモードにおいて、複数のLMCサインボードのノードの配置を指
定するテンプレートを編集する目的で使用します。

　NeCoWinの上部メニューの「設定」を選択して、「マルチコントロール配置設
定」を選択します。すると、LMCマルチモニタ配置テンプレートファイルウィン
ドウが開きます。

4.10.1 LMCマルチモニタ配置テンプレートファイル

　TemplateListsウィンドウは、現在ファイルに格納されているマルチコントロー
ルテンプレートファイルがアイコンで列挙されています。アイコンを選択する
と、右のサブウィンドウに概略のLMCノードの配置が表示されます。この状態で
「テンプレートを作成編集」をクリックして、選択されたテンプレートを編集し
ます。選択されたテンプレートが無い場合は、新規のテンプレートを作成しま
す。

4.10.2 LMCマルチモニタ配置テンプレート編集

　LMCマルチモニタ配置テンプレート編集は、LMCのテンプレートの確認、編集
に用いられます。
　「配置図」タグでは、LMCノードの配置が表示されます。
　「P10FC　64x16」ボタンをクリックすると、配置図に64x16ドットのLMC
ノードが１つ追加されます。LMC高輝度メッセージボード一台に相当します。
　「P6FC　64x32」ボタンをクリックすると、配置図に64x32ドットのLMC
ノードが１つ追加されます。LMCポータブルサインボード一台に相当します。
（注4-7）
　LMCノードアイコンには数字と両端に矢印が記載されています。数字はそれぞ
れのスレーブIDを示します。矢印は表示方向を示します。矢印の先が上端です。
　LMCノードアイコンを左クリックすることで、ノードを選択することができま
す。その状態でドラッグすると、画面内でノードを移動することができます。右
クリックで、ノードを右に90度づつ回転します。右ダブルクリックで、「IDの設
定」サブウィンドウが出現します。
　「IDの設定」サブウィンドウ内でテキストボックスを修正して、「設定する」
ボタンを押すと、IDが変更されます。同一IDを複数のノードに割り当てる場合
は、動作は保証されません。
　「X」の右のテキストに、現在のノードのX座標が示されています。テキストを
直接エディットして座標を変更することができます。「Y」も同様にY座標の確
認、編集に利用できます。LMCのノードの座標には、複数のノード間で重複が
あってもかまいません。
　「削除」ボタンをクリックすると、選択されたノードを削除します。
　「回転」ボタンをクリックすると、選択されたノードを右に90度づつ回転しま
す。

　「ノードリスト」タグでは、配置されたノードのリストが表示されます。ここ
では編集はできません。

　上部メニューの「ファイル」を選択して、「マルチモニタテンプレートを保
存」を選択すると、現在編集中のテンプレートを上書き保存します。テンプレー
トが選択されていない状態であれば、ファイル選択画面が出現します。その場合
は、新規のファイル名称を指定して、保存を行います。

　上部メニューの「ファイル」を選択して、「別名で保存」を選択すると、ファ
イル選択画面が出現します。新規のファイル名称を指定して、保存を行います。

注4-7：
　P10FCとP6FCのノード
の混在は可能ですが、ドッ
トピッチが10mmと6mmと
異なるため実際の配置寸法
とは合致しません。
　

38



図4.12　NeCoWin　LMCマルチコントロールテンプレート設定画面



4.11 USBメモリ設定

　USBメモリ設定は、LMCのスレーブノード群に対して設定を書き込む目的で使
用します。LMCのマスター側のファームウェアファイルアップデートにも使用で
きます。

　NeCoWinの上部メニューの「設定」を選択して、「USBメモリ設定」を選択し
ます。すると、USBメモリ設定ウィンドウが開きます。

　「マスターノード」の選択で、LMCをマスターに設定します。NeCoWinからの
接続が可能になる反面、別のマスターノードから使用するスレーブとしては動作
できません。マスターノードは、マルチコントロールモードでは自身のLEDマト
リックスを１つのスレーブと見なして表示します。その場合のIDは「設定」「LM
C接続設定」の方で設定します。

　「スレーブノード」の選択で、LMCをスレーブに設定します。

　「ID」の入力で、スレーブに与えるノードIDを指定します。このIDが、マルチ
コントロール配置設定で指定したノードの番号に相当します。スレーブノード
は、NeCoWinから直接接続することはできません。
　
　「Pattern」の入力で、スレーブに設定する表示テンプレートファイルを指定し
ます。通常はマスターと同一のものを選択するため、変更は不要です。

　「SSID」はLMCに対して、wifiクライアントモードを指定する目的で設定しま
す。アクセスポイントモードでは任意の、クライアントモードでは既存のwifiネッ
トワークのSSIDを入力します。
　「KEY」はLMCに対して、wifiクライアントモードを指定する目的で設定しま
す。アクセスポイントモードでは任意の、クライアントモードでは既存のwifiネッ
トワークのKEYを入力します。

　「WiFiアクセスポイントモード」は、LMC自体をアクセスポイントに設定する
場合にチェックします。ムーバルサイネなどのLMC単体モードで主に使用しま
す。マルチコントロールでは使用しません。
　「WiFiクライアントモード」は、LMCを別のアクセスポイントに接続する場合
にチェックします。マルチコントロールでは利用しません。
　「WiFiなし」は、LMCを有線LANで接続する場合にチェックします。マルチコ
ントロールでは、このモードでの利用を推奨します。

　「設定をUSBに書き込む」で、USBメモリに対して設定を書き込みます。書き
込み先はUSBメモリが認識されたドライブ名を指定します。
　「ファームウエア更新ファイルすべてをUSBメモリに書き込む」は、マスター
及びスレーブのRaspberryPiのリカバリ、あるいはアップデートに用いられます。
NeCoWinのインストールディレクトリに格納されたファームウエア全てがUSBに
書き込まれます。

　「OK」をクリックすると、現在の設定をNeCoWinの設定として保存して終了
します。次回起動時には保存された設定が適用されます。「キャンセル」をク
リックすれば、設定の更新を行わずにウィンドウを閉じます。

　USBメモリが用意出来たら、設定を行うLMCに対して接続します。

　LMCサインボードの外枠を外し、LMCサインボードの内部のRaspberryPiのUS
BTypeAポートに対して、USBメモリを接続します。RaspberryPiZeroなど、USB
TypeAポートが無くUSBMicro端子が２つある場合は、内側のUSBMicroの端子に
対してUSBハブなどを利用して接続します。

　UBSを挿入した状態で電源を投入すると、LMCは自動的にUSBの内容のファイ
ルをLMC内部にコピーします。設定が終了すると、LMCはLED画面に「Update e
nd」と表示します。
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図4.13　NeCoWin　USBメモリ設定画面



4.12 ユーザーファイルフォルダの初期化

　NeCoWinの上部メニューの「設定」を選択して、「ユーザーファイルフォルダ
の初期化」を選択します。すると、ユーザーファイルの初期化ウィンドウが開き
ます。

　ユーザーファイルの初期化では、NeCoWinのユーザーフォルダ上のファイル
を、LMCのインストールディレクトリ上にあるデフォルトのファイルで上書きし
ます。ユーザーが作成したファイルは消去されません。ユーザーが誤って設定
ファイルを改変した場合などに、復帰のために使用します。

　ユーザーファイルの初期化ウィンドウで、「OK」をクリックすると、ユーザー
ファイルの初期化を行います。「キャンセル」をクリックすれば初期化を行わず
にウィンドウを閉じます。
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5．技術情報

5.1 WindowsPCファイル構造

5.1.1 NeCoWinフォルダ

　ユーザーフォルダの直下に生成されます。

○fontlist.txt
　フォント名リストが格納されています。フォント名をダウンロードしなくても
利用できる標準フォントのリストです。

○schedule.txt
　スケジューラファイルのデフォルト名称です。名称はユーザーが任意に追加で
きます。

5.1.2 NeCoWin/imageフォルダ

　録画した動画ファイルが格納されます。NeCoWinによって、LMCに対して転送
が可能です。

5.1.3 NeCoWin/lmcフォルダ

　USBメモリに対して、LMCサインボードのRaspberryPi内部に格納する実行
ファイル等が格納されています。LMCのRaspberryPiでは主にPythonスクリプト
を利用しているため、ユーザーによる改変も可能です。

5.1.4 NeCoWin/lmc/patternフォルダ

　シングルノードのLEDの設定が格納されている.datファイルと、マルチノード
の配置を決定する.ltbファイルが格納されています。この内容は、lmcフォルダご
とUSBメモリにそのままコピーされます。

○[file].dat シングルノード用
○[file].ltb マルチノード用

　マルチコントロール配置設定の画面で編集されるファイルは、このフォルダに
格納されます。このフォルダのltbファイルは、マルチノードを配置するためのIP
アドレスのアサインが行われていません。

5.1.5 NeCoWin/patterntempフォルダ

　このフォルダは、NeCoWinが生成するテンポラリファイルが格納されます。編
集はしないでください。
　マルチノードの配置を決定する.ltbファイルが格納されています。マルチノード
用ファイルは、LMCでIPアドレスがアサインされた結果のファイルが、LMCから
FTPで逆に転送されて、ここに格納されます。
　NeCoWinがキャプチャなどで直接参照するパターンファイルはこのフォルダの
直下のファイルになります。

5.2 LMC　RaspberryPi内部ファイル構造

5.2.1 ~/lmcフォルダ

　LMCのソフトウェアは、/home/pi/lmc/の下に格納されます。

5.2.2 ~/lmc/userフォルダ

　LMCからFTP通信でアクセスできるフォルダです。/home/pi/lmc/userに格納
されます。
　画像ファイル、スケジュールファイル、ユーザーが利用するフォントファイル
等が格納されています。
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5.3 USBメモリ内部ファイル構造

  lmcフォルダの内部に、RaspberryPiへと転送するファイルすべてが格納されて
います。
　USBメモリをLMCサインボードのRaspyerryPiに挿入すれば、自動的にコピー、
およびセットアップが行われます。
　必要であれば、RaspberryPiを直接操作して、手動でセットアップすることが可
能です。その場合は、コンソールから以下のコマンドを実行してください。

cp -r /mnt/usb0/lmc /home/pi/lmc
cd /home/pi/lmc
chmod a+x autosetup.sh
sudo ./autosetup.sh
　



5.4　MicroSDカード手動インストール手順（Linux経験
者向け）

　LMCは、大半の機能がLMC上に装着されたRaspberryPiの上で動作するソフト
ウェアで構成されています。RaspberryPiに必要なMicroSDカードを、ユーザー自
身が作成するための手順を示します。

5.2.1　準備

　まずは、RaspberryPi用のMicroSDカードを用意します。４Gバイト以上を推奨
します。容量に上限はありません。速度はClass10以上を推奨します。
　次に、LMCのWEBサイトから、以下のファイル名のSDカードイメージをダウ
ンロードします。下の例では容量は２Gバイトあります。

○LMC_RPiImage_2G.img

　次に、WindowsPCを用意して、MicroSDカードを挿入します。

5.2.2　MicroSDカード書き込み

　まず、MicroSDカードのフォーマットを行います。新品のMicroSDカードであ
ればWindowsのエクスプローラーのFAT32フォーマットで問題ありませんが、上
書きであればSDCard Formatterを推奨します。
　次に、MicroSDカードへの書き込みを行います。この例では、Win32DiskImag
erを使用します。必要であればダウンロードしてください。

　ImageFileのファイルアイコンを押して、先ほどダウンロードしたimgファイル
を参照させて、Writeボタンを押して書き込みを行います。

　書き込みが終了したら、MicroSDをRaspberryPiに挿入して、LMCのFBモード
スイッチをONにして、LMCの電源を入れます。

　起動が終了したら、PCでNeCoWinを起動して、FBモード接続、あるいは有線
接続などでWindowsPCと接続します。接続が出来たらひとまず成功です。

5.2.3　RaspberryPi設定

　次にWindowsのTeratermなどを利用して、LMCに対してSSHログインを行いま
す。この書き込みイメージは特例として、SSHを許可してあります。

　IPアドレスは、FBモードWiFi接続では基本的には以下の通りです。ポート番号
はSSHの標準番号を用います。

10.0.0.120

　Teratermが立ち上がり、RaspberrPIが接続されたことを確認したら、以下のコ
マンドを入力します。
 

sudo raspi-config
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図33.　MicroSDカード書き込み画面



　Teratermなどのコンソールの画面に、以下の画面が表示されます。

　まずは、MicroSDカードの容量を拡大します。現状ではRaspberryPiには２Gバ
イトしか認識されていません。これを利用するMicroSDカードのサイズに合わせ
て拡大します。

　まずは、AdvancedOptionをカーソル上下で選択してEnterを押して、次の画面
でExpand Filesystemをカーソルで選択して、Enterを押します。

　この時点で、RaspberryPiが自動的にファイルシステムを拡大します。

5.2.4 SSHの禁止

　LMCは不特定多数の接続が可能であるため、セットアップの終了後にSSH接続
を禁止することをお勧めします。セキュリティー向上のためです。

　まずは、上の画面からIntefacingOptionsをカーソル上下で選択して、Enterを
押して、次の画面でSSHをカーソルで選択します。

Would you like the SSH server to be enabled?

という質問に対して、Noを押してSSHを禁止します。
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図34.　ターミナルソフト等　RaspberryPi設定画面
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