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Ver.1.00 ソフトウェアガイドでの章番号 Ver.2.00 ソフトウェアガイドでの章番号と変更内容

■2. 点呼の流れ ■2. 点呼の流れ

　IT 点呼、受信メール点呼の流れを追加しました。

■6. 受信メール点呼をおこなう

　新規追加

■7. IT 点呼をおこなう

　新規追加

■10. 様々な機能を利用する

　新規追加

■15. 各画面説明 / 3. 受信メール

　新規追加

■15. 各画面説明 / 15. 点呼判定

　備考欄の説明を追加しました。

■12. 各画面説明 / 14. 点呼判定

記載日付 変更点内容
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設定編に記載された注意事項を読み、ご理解の上、ご使用ください。

本製品の使用ライセンスは USB ドングルに割り当てられています。

USB ドングルを紛失・破壊された場合でも、東海電子株式会社は使用ライセンスを再発行いたしません。

USB ドングルは大切に保管されますようお願いいたします。

本製品の利用のため本製品付属のパソコンを利用される場合は、パソコンのセットアップガイドをお読みになり、

「安全上のご注意」の記載内容に従いお使いください。

東海電子株式会社製のアルコール測定器を用いて、本製品のシステムをご利用いただく場合、

アルコール測定器に添付されている取扱説明書をお読みになり、注意事項の内容に従いお使いください。

東海電子株式会社製以外のアルコール測定器を用いて、本製品のシステムをご利用いただく場合、

弊社以外のアルコール測定器に関する保証・サポートはいたしかねますのでご了承ください。

メインアプリ・各ツールの起動について

メインアプリおよび各ツールは同時起動することはできません。

各種設定をする場合はメインアプリを終了した状態でおこなってください。

ご使用しているe-点呼のインストールフォルダ内に保存されるデータベース(以下DB)はいずれのファイルとも統

合することはできません。

e-点呼のメインアプリを起動したままパソコンのスリープ・スタンバイを行う場合は、e-点呼のTOP画面でおこ

なってください。それ以外の画面でスリープ・スタンバイを行うと、動作が不安定になる場合があります。

測定器（ALC-MobileⅡ）を頻繁に使用する運用をおこなう場合、パソコンが自動でスリープ・スタンバイをし
ないようにパソコンを設定することを推奨します。
パソコンがスリープ・スタンバイになると測定器との接続が切れ、スリープ・スタンバイから復帰する度に再接
続の時間（数秒）を要することになります。

スリープ・スタンバイの設定はWindowsの「コントロールパネル」の「電源オプション」からおこなえます。
「コントロールパネル」に「電源オプション」が表示されていない場合、「システムとセキュリティー」を選択
すると「電源オプション」が表示されます。

e-点呼のメインアプリは1日に1回立ち上げなおすことを推奨します。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

１．使用上の注意および制約事項
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e- 点呼は対面点呼、電話点呼を管理するソフトウェアです。

「対面点呼」は点呼執行者と運転者が顔を見合わせながらおこなう点呼です。

「電話点呼」は運転者からの電話を点呼執行者が受けておこなう点呼です。

「IT 点呼」は点呼執行者と遠隔地の運転者がネットワークでつながったパソコンで、対話しおこなう点呼です。

「受信メール点呼」は ALC-Mobile または ALC-PRO から受信したメールのアルコール測定結果を用いておこなう対面・

電話点呼です。

また、測定モードに設定することでアルコール測定のみをおこなうようにご使用いただけます。

各点呼、測定は下図の流れに沿って操作します。

※のついた項目は、設定内容や状況に応じてスキップされることがあります。

対面点呼

運転者 ID 入力

アルコール測定

または

アルコール測定結果入力

点呼形態選択

酒気帯び総合判定

※ 車番入力

※ 確認項目

※ 伝達事項

または

※ 報告事項

点呼判定

※ IC 免許証読み込み

電話点呼

運転者 ID 入力

酒気帯び総合判定

点呼形態選択

※ 車番入力

※ 確認項目

※ 伝達事項

または

※ 報告事項

点呼判定

アルコール測定結果入力

アルコール測定のみ

運転者 ID 入力

アルコール測定

または

アルコール測定結果入力

※ IC 免許証読み込み

Tenko-PRO で IT 点呼

アルコール測定

IT点呼

運転者 ID 入力

※ IC 免許証読み込み

点呼形態選択

※車番入力

※ 確認項目

※ 伝達事項

または

※ 報告事項

点呼判定

酒気帯び総合判定

※ IC 免許証読み込み

受信メール点呼

受信したメールを選択

対面点呼か電話点呼か選択

２．点呼の流れ 
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ALC-Mobile または ALC-PRO から受信したメールのアルコール測定結果を用いて点呼をおこなう場合の手順です。

ステップ 1

受信メールタブに未処理のメールが存在す

る場合には、「受信メール◆」と表記され

ます。

点呼をおこなうには受信メールタブより点

呼で用いる受信メールを選択します。

一覧の中から点呼をおこなう運転者をタッ

チしてください。

ステップ 2

受信メールを選択すると操作の選択画面が

表示されます。

「対面点呼」「電話点呼」の中から操作を選

びます。

「対面点呼」「電話点呼」を選ぶと、それぞ

れの流れで点呼画面が表示されます。

ステップ 3

対面点呼を選びかつ IC 免許証読み込みが

有効な状況の場合、IC 免許証読み込み画

面が表示されます。

読込成功後、次のステップに進みます。

６．受信メール点呼をおこなう
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ステップ 5

測定結果が表示されます。内容を確認後に

「乗務前点呼」「中間点呼」「乗務後点呼」

のいずれかのボタンをタッチし、点呼を開

始してください。

以降の操作の流れは通常の「対面点呼」「電

話点呼」と同じです。

ステップ 4

酒気帯び総合判定画面が表示されます。

酒気帯びの有無を判定してください。

「問題なし OK」「問題あり NG」のいずれ

かのボタンをタッチしてください。

６．受信メール点呼をおこなう
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ステップ 3

運転者 ID に対応する氏名が表示されます。

名前を確認したら、[ 確定 ] ボタンをタッチ

します。

画面表示に誤りがある場合は、[ 中断 ] ボタ

ンをタッチし、ステップ 1 にもどってくだ

さい。

誤った情報が表示されたままステップ 6 の

操作が完了した場合、測定データを削除・

修正することはできません。

IC 免許証読み込みをおこなう設定の場合、

ステップ４へ進みます。

IC 免許証を使用せず ALC-MobileⅡを使用

する場合、ステップ５へ進みます。

[ IT 点呼 ] ボタンをタッチします。

ステップ 1

ステップ２

ID 番号の入力または指を静脈認証機器に置

き、静脈認証をおこないます。

※IT 点呼をおこなうには各種設定が必要です。設定については e- 点呼ソフトウェアガイド設定編の「IT 点呼の設定」 

　の項を参照ください。

画面は静脈認証機器を使用する設定時の場

合です。

※

７．IT点呼をおこなう
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ステップ4

IC 免許証読み込み画面が表示されます。

IC 免許証リーダーに IC 免許証を置くと読み

込みが開始されます。

IC 免許証の読み込みは、１人 1 日１点呼の

みです。点呼時に１回 IC 免許証読み込みを

おこなえば、その日は以降、読み込み画面

は表示されなくなります。

読み込み成功後、ALC-MobileⅡを使用する

場合、ステップ５へ進みます。

その他の設定器を使用する場合、ステップ

７へ進みます。

ステップ６

画面に「吹き込み中」と表示されます。

「測定中」の表示になるまで息を吹き続けて

ください。

測定が完了したら、ステップ 7 へ進みます。

ステップ５

画面に「息を吹いてください」と表示され

たら息を吹き、測定を開始してください。

７．IT 点呼をおこなう
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ステップ7

IT 点呼の点呼執行者側の呼び出し画面が表

示されます。

[ 今すぐ IT 点呼 ] をタッチすると、表示さ

れたアルコール測定結果を基に、点呼執行

者側を呼び出し IT 点呼をおこないます。

IT 点呼の操作については Tenko-PRO ソ

フトウェアガイドを参照してください。

[ 後で IT 点呼 ] をタッチすると、一旦呼び

出しを保留し TOP 画面に戻ります。

保留にした場合は、再度 [IT 点呼 ] ボタン

を押し IT 入力をした段階で左図の確認画面

が表示されます。

ここで [ はい ] をタッチすると、表示され

たアルコール測定結果を基に、点呼執行者

側を呼び出し IT 点呼をおこないます。

[ いいえ ] をタッチすると、アルコール測定

画面が表示され、再度アルコール測定をお

こなうことができます。

７．IT 点呼をおこなう
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TOP 画面にある ZERO マークを押すと、

ZERO マーク→晴れ→曇り→雨→雷雨→ZERO マーク（もとに戻る）

の順で画像が変わります。

晴れのマークに表示させておくと、その日の点呼記録簿の天候に欄に「晴れ」と記録されます。点呼記録簿に天候を記

録したい場合にご利用ください。

未点呼者リストには、当日まだ点呼をおこなっていない運転者の名前が表示されます。点呼をおこなうと、おこなった

点呼の一覧から名前が消えます。このリストの表示は、日付が変わると更新され、管理ツールで登録した全ての運転者

の名前が表示されます。

点呼をおこなっていない運転者を確認するのにご利用ください。

乗務前点呼で電話点呼をおこなった運転者は中間点呼に一覧に名前が表示されますので、中間点呼の実施が必要な運転

者名が分かるようになっています。

また、一覧から特定の運転者の名前を消去したい場合は、名前の左にある領域をタッチしますと名前が消去することが

できます。

１．天候入力

２．未点呼者一覧

10．様々な機能を利用する
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運行管理者点呼割合には、今月おこなった点呼のうち「運行管理者がおこなった割合」のパーセンテージが表記されます。

法的な割合を満たしているかの確認にご利用ください。

３．測定情報

10．様々な機能を利用する
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15．各画面説明

３．受信メール

1

2

①受信メール

②[ 今すぐ受信 ] ボタン

未処理の受信メールがある場合は「受信メール◆」のように「◆」がつきます。

運転者 ID　測定をおこなった運転者の ID が表示されます。

運転者名　測定をおこなった運転者の名前が表示されます。

測定結果　息の中のアルコール濃度の数値を表示します。

測定時刻　測定をおこなった時刻が表示されます。

すでに点呼をおこなったメールについては、灰色で表示されるようになり選択できな

くなります。また、この一覧は日付が変わると消去されます。

通常は管理ツールで指定した間隔（1 ～ 30 分）で自動的にメール受信チェックがお

こなわれますが、今すぐメール受信をしたい場合にはこのボタンを使用します
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15．点呼判定

点呼結果が表示されます。

①選択内容

②測定情報

③写真表示

④備考

⑤点呼執行者

⑥[ 点呼判定 OK]

⑦[ 点呼判定 NG]

[ 戻る ] ボタン

[ 中断 ] ボタン

各項目で選択した内容を表示します。

アルコール測定の情報を表示します。

運転者のアルコール測定時の撮影写真と証明写真を表示します。

備考に入力した文章は点呼記録簿の備考欄に表示されます。

TOP 画面で選択した点呼執行者が表示されています。

点呼執行者を変更する場合、他の点呼執行者を選択します。

点呼判定が OK の場合にタッチします。

点呼判定が NG の場合にタッチします。

点呼判定を終了して乗務前点呼では伝達事項、中間と乗務後点呼では業務報告に戻ります。

設定により点呼確認または車番入力、点呼形態選択に戻ります。

点呼判定を終了して TOP 画面に戻ります。

1

2

3

75

4

6

15．各画面説明







製品に関するお問い合わせ

Printed in Japan 201401(01)

 本社　〒419-0201 静岡県富士市厚原 247-15 

http://www.tokai-denshi.co.jp 

サポートセンター

〒190-0012　東京都立川市曙町 2-34-13

オリンピック第３ビル 203 号室

TEL  : 0120-609-100

FAX  : 042-526-0906

support-alc@tokai-denshi.co.jp


