業務用アルコール測定システム
ALC-PRO Plus
（免許証リーダ、IC 免許証リーダ、Tenko-PRO 対応）

ソフトウェア ガイド（別冊）

ソフトウェア使用許諾契約書

東海電子株式会社（以下「弊社」といいます）は、お客様に、ソフトウェア（以下「本ソフト」といいます）を使
用する権利を下記の条件で許諾します。
第1条

権利

お客様は、本ソフトの使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。
第2条

第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトおよびそのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させるこ
とはできません。
第3条

複製

お客様は、本ソフトの全部もしくは一部をこのたびご購入いただいた弊社製品を接続するコンピュータ上での使用
のためにのみ複製することができます。ただし、同一法人かつ同一事業所内に限ります。
第4条

変更及び改造

本ソフトの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が
生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また、解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害を
生じたとしても、弊社は一切の責任を負いません。
第5条

免責

（1） 弊社は、本ソフトが全てのアプリケーションソフトからの印刷をいかなる条件下でも常に正しく行
うこと、 全てのアプリケーションソフトが常に動作すること、及びアプリケーションソフトの全機
能を満足することを保証するものではありません。
（2） 弊社は、本ソフトのご使用によりお客様が失った利益やデータに対する損害等、いかなる損害につ
いても責任を負いません。
（3） お客様がご使用のオペレーティングシステムをバージョンアップされた場合に、お客様は本ソフト
の一部がお客様のご使用のコンピュータ上で作動しないことがあり得ることを、あらかじめ了解し、
弊社に対してその責任を問わないものとします。
（4） 個人情報登録は本人の同意のもとに行ってください。弊社では暗証番号データ保存など万全を期し
ておりますが、お客様による個人情報消失、破壊、第三者の不正アクセスによる情報の改ざんや流
出に関しての損害に対する責任は一切負いません。
第6条

輸出規制

お客様は、いかなる方法および目的によっても、本ソフトおよびその複製物を違法に日本国外に輸出してはなりま
せん。
第7条

契約解除

お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、お客様に対し何らの通知・催告を行うことなく直ちに本契約を
終了させることができます。お客様は本契約が終了したときは、直ちに本ソフトおよびそのすべての複製物を破棄
するものとします。
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＜ご

注

意＞

1. 本ガイドに記載された製品は、信頼性、機能、設定の改良のため予告なく変更する場合があります。
2. 本ガイドに記載された図、表記等は、ご使用されているパソコンの環境、機種によって異なります。
3. 本ガイドに記載された内容の一部、または全部を無断で転用、転載することは禁止されています。
4. 本ガイドの画面は ALC-PRO Plus（免許証リーダ、IC 免許証リーダ、Tenko-PRO 対応）を使用
しております。
5. 本ガイドに記載された手順に沿わない使用方法で起きた問題については弊社は一切の責任を負いませ
ん。

3

目次
ソフトウェア使用許諾契約書

2

使用要件

5

１

準備編

1-1

免許証リーダのドライバインストール手順

6

1-2

IC免許証リーダのドライバインストール手順

9

1-3

デバイスドライバの確認

２

11
11

周辺機器の組合せによる運用方法

2-1-1

【A】IC免許証リーダ＋免許証リーダを使用する場合の初期設定

13

2-1-2

【B】IC免許証リーダのみを使用する場合の初期設定

14

2-2

15

乗務員の登録

2-2-1

乗務員情報の入力

16

2-2-2

登録者リストへの追加

21

2-2-3

登録者リストの内容をデータベースに登録する

22

2-2-4

登録者リストの内容を削除・変更する

22

測定方法

23

追加機能詳細

27

2-3

３

10

運用編

2-1

3-1

ALC-PRO 測定画面詳細

27

3-2

管理ツール

28

3-2-1

通信の設定（IC免許証リーダとPIN照合）

28

3-2-2

IDの登録（表示とボタンについて）

29

3-2-3

基本情報の登録（測定結果のCSVデータ自動出力）

31

3-2-4

IT点呼連動機能

32

3-3

4

6

ALC-PRO データ検索・表示、帳票表示、CSVファイル

困った時は（トラブルシューティング）

34

35

4-1

初期設定時

35

4-2

IDの登録時

35

4-3

測定時

36

4-4

IC免許証読み取り時メッセージ一覧（原因と対策）

38

4

使用要件

必須スペック
【CPU】
Intel® Core™ 2 Duo / Core™ i シリーズ（ i5 以降 ）
【オペレーティングシステム（いずれも日本語版、３２ビット版のみ）】
Microsoft® Windows® Vista Business/Ultimate
Microsoft® Windows® 7 Professional/Ultimate
【メインメモリ】
・WindowsVista、Windows7 使用時 ： 2GByte（3GByte 以上を推奨）
※ウィルス対策ソフトが常駐時は +0.5 ～ 1GByte 程度のマージンを加味してください

【ハードディスク（空き容量）】
10GByte 以上

【接続インタフェース】（ALC-PRO 本体の基本構成は除く）
USB2.0 × 3 個（フルオプション時）
ニューリー免許証リーダ

×

1（USB 接続）

IC 免許証リーダ

×

1（USB 接続）

カメラ（Tenko-PRO 使用時）×

1（USB 接続）

※USB ハブを使用する場合は、セルフパワー専用タイプの USB ハブ（セルフパワー /
バスパワー兼用の USB ハブは不可）を選定してください。
なお、その際には電源が 1 個必要となります。

※Intel、Atomは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるInter Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※連動するTenko-PROアプリはIC免許証リーダ対応版のTenko-PROクライアントに限ります。
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1. 準備編
周辺機器（免許証リーダ、IC 免許証リーダ）のセットアップ
初めに使用する周辺機器のセットアップをおこないます。
周 辺 機 器 の ド ラ イ バ は ALC-PRO Plus ア プ リ の イ ン ス ト ー ラ に 含 ま れ ま す の で、セ ッ ト ア ッ プ の 前 に
ALC-PRO Plus アプリのインストールをおこなってください。
ALC-PRO Plus のインストールに関しましては ALC-PRO Plus ソフトウエアガイドをご覧ください。

１－１

免許証リーダのドライバインストール手順

ステップ 1
免許証リーダーを PC の USB ポートに接続し
て、免許証リーダーの電源を入れます。

ER

RO

R

上

BU

SY

RE

AD

Y

表

ステップ 2
PC の画面の右下に、ドライバーをインストー
ルしている旨のメッセージが表示されます。

ステップ 3
しばらく経つと、右図のように表示されます。

ステップ 4
PC の画面の左下の [ スタート ]（①）をクリッ
クします。
表示されるスタートメニューから [ コントロー
ルパネル ]（②）をクリックします。

2

1
ステップ 5
[ システムとセキュリティ ] をクリックします。

メモ

右図はカテゴリ表示となります。
アイコン表示の場合には [ システ
ム] か ら [デ バ イ ス マ ネ ー
ジャー ] を選択し、ステップ 7 へ
進んでください。
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ステップ 6
[ デバイスマネージャー ] をクリックします。

メモ

「デバイスマネージャー」をクリック
すると画面が暗転し、ユーザーアカウ
ント制御の画面が表示されます。
「はい」ボタンをクリックしてくださ
い。

ステップ 7
「ほかのデバイス」の「NLSSF5840」を選択
して、右クリックし、
表示されるウインドウから、「ドライバーソフト
ウェアの更新」を選んでクリックします。

メモ

「ドライバーソフトの更新」は操作メ
ニューからも選択できます。

ステップ 8
[ コンピューターを参照してドライバーソフト
ウェアを検索します。] をクリックします。

ステップ 9
[ 参照 ] ボタンをクリックします。
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ステップ 10
ALC-PRO をインストールした場所から、
「nl_driver」フォルダ（①）を選択して、[OK]
ボタン（②）をクリックします。

1

2

ステップ 11
ドライバーフォルダが正しく選択されているこ
と（①）を確認して、[ 次へ ] ボタン（②）をクリッ
クします。

1

2

ステップ 12
[ このドライバーソフトウェアをインストール
します ] をクリックします。

ステップ 13
ドライバーソフトウェアのインストールが始ま
ります。
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ステップ 14
ドライバーのインストールが終了します。
[ 閉じる ] ボタンをクリックします。

１－2

IC 免許証リーダのドライバインストール手順

ステップ 1

裏面を確認！

IC 免許証本体の裏に記載してある型番を確認してください。
ご使用する IC 免許証の型番によってインストール手順が異なります。
（いずれの型番も測定時は同じ動作となります。）

! 注意
異なる型番のドライバはインストールしないでください。
誤ってインストールした場合には、必ず IC 免許証リーダ
と PC を接続する前に各手順書に従ってドライバの削除を
おこなってください。
ステップ 2
ALC-PRO をインストールした場所から「ic_driver」フォルダ内に
各手順書があります。
① 型番が [ PR-450UDM ] の場合
「PR450UDM」フォルダ内の「PR-450UDM_Users_Manual_J6.pdf」を確認しながらインストー
ルをおこなってください。
② 型番が [ PR-700UDM ] の場合
「PR700UDM」フォルダ内の「ActiveUSBCOM_Installation_Guide_J.pdf」を確認しながら、
全てのポートに対してインストールをおこなってください。

! 注意
IC 免許証リーダのドライバの COM ポートで使用できるのは１～９までです。
10 以上の番号が割り当てられている場合はポート番号の変更を行ってください。
変更の方法については、「困ったときは（トラブルシューティング）Q１」をご覧
ください。
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１－3．デバイスドライバの確認
デバイスマネージャを開いてドライバが正しくインストールされているか確認します。
（デバイスマネージャの開き方は P6「1. 準備編」ステップ 4 ～ステップ 6 をご確認ください。）

免許証リーダのドライバ確認
「Newly SCANNER class」が表示されていること
を確認してください。
（詳 細 の Newly Scanner Device の ア イ コ ン に？
マークが表示されていても使用できます。）

表示されていなければ、正常にインストールされて
いません。もう一度ドライバのインストールをおこ
なってください。

IC 免許証リーダのドライバ確認
PR-450UDM
型番が [ PR-450UDM ] の場合（右中図）
「DENSO WAVE USB-SER Comm.Port」が 表 示
されていることを確認してください。

型番が [ PR-700UDM ] の場合（右下図）
「DENSO WAVE Active USB-COM Port」が 表 示
されていることを確認してください。

表示されていなければ、正常にインストールされて
いません。もう一度ドライバのインストールをおこ

PR-700UDM

なってください。

ドライバの後ろの COM 番号を確認してください。
（図では IC 免許証リーダは COM3 です。）
P13、P14 の通信の設定で使用するのでポート番号
を控えておいてください。
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２．運用編
２－１周辺機器の組合せによる運用方法
最初に ALC-PRO で測定するために『管理ツール』にて設定を行います。
管理ツールを起動するには、『スタート』メニューから『すべてのプログラム』→『業務用アルコール測定システム
ALC-PRO』→『管理ツール』を選択するか、デスクトップ上の『管理ツール』ショートカットアイコン（下図）
をダブルクリックしてください。

管理ツールを起動します。

最初にパスワード要求の画面が表示さ
れます。
初期値は「0000」です。
パスワード入力後、『OK』ボタンを押
してください。
表示されたウインドウから通信の設定
メニューをクリックします。

周辺機器の組み合わせにより、測定方法が異なります。

免許証を使用しない測定

ID の入力が必要
アルコール測定

IC 免許証リーダを使用

ID の入力が不要

した測定

免許証リーダを使用した
測定

! 注意
図の点線部分「IC 免許証リーダを使用し、ID の入力が必要」となるの
は免許証の交付日と有効期限が一致する登録乗務員 ID が複数ある場合
に限ります。
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周辺機器の組合せにより設定方法、運用方法が異なります。
それぞれの初期設定方法は下記ページをご覧ください。
A

IC 免許証リーダ＋免許証リーダ （P13）

+
B

IC 免許証リーダ （P14）

+
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2-1-1 【A】 IC 免許証リーダ＋免許証リーダを使用する場合の初期設定
通信の設定
ステップ 1
IC 免許証リーダ項目の『IC 免許証リーダを使用
する』、にチェックを入れます。

ステップ 2
IC 免許証リーダにチェックを入れると確認ダイ
アログが表示されます。内容を確認の上『同意
する』ボタンを押してください。

ステップ 3
『IC 免許証リーダを使用する』の横のコンボボッ
クスにドライバインストール時に確認した
COM 番号をそれぞれ選択します。（COM 番号
がわからなければ、デバイスドライバの確認
P10 を参照してください）
チェックを入れ、COM 番号を設定したら『OK』ボタンを押し、通信の設定を閉じます。

『PIN を照合する』にチェックを入れるこ
とで、測定時に免許証番号（PIN）の照
合をおこない、確実性の高い認証と測定
ができます。（PIN 登録していない乗務員
を除く）
設定を終了させると、PIN 照合に関する
確認画面が表示されるので『OK』を押し
てください。
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2-1-2 【B】 IC 免許証リーダのみを使用する場合の初期設定
通信の設定
ステップ 1
免許証リーダ項目の『免許証リーダとの通信を
行わない』、IC 免許証リーダ項目の『IC 免許証
リーダを使用する』の 2 つにチェックを入れま
す。

ステップ 2
IC 免許証リーダにチェックを入れると確認ダイ
アログが表示されます。内容を確認の上『同意
する』ボタンを押してください。

ステップ 3
『IC 免許証リーダを使用する』の横のコンボボッ
クスにドライバインストール時に確認した
COM 番号をそれぞれ選択します。（COM 番号
がわからなければ、デバイスドライバの確認
P10 を参照してください）
チェックを入れ、COM 番号を設定したら『OK』ボタンを押し、通信の設定を閉じます。

『PIN を照合する』にチェックを入れるこ
とで、測定時に免許証番号（PIN）の照
合をおこない、確実性の高い認証と測定
ができます。（PIN 登録していない乗務員
を除く）
設定を終了させると、PIN 照合に関する
確認画面が表示されるので『OK』を押し
てください。
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２－２．乗務員の登録
次に測定する乗務員を登録します。登録は『ID の登録』メニューから行います。
管理ツールの『ID 登録』をクリックします。
ID の登録メニューでは、乗務員の登録や登録内容の変更、乗務
員の削除が行えます。

IC 免許証を IC 免許証リーダで読み込ませる場合は
①PIN コードを利用する（PIN 照合）登録
②PIN コードを利用しない登録
以上の 2 パターンの登録方法があります。

下記の使用する周辺機器に従って、該当するページを確認して
ください。

乗務員情報の
入力
A

乗登録者リス
トの内容を
データベース
に登録する

登録者リスト
への追加

IC 免許証リーダ＋免許証リーダ
IC 免許証「① PIN コードを利用する（PIN 照合）」

P16

IC 免許証「② PIN コードを利用しない」

P18

免許証リーダ

P19

免許証を使用しない（手動）

P20

登録者リスト
の内容を削除
・変更する

P21

B

P22

IC 免許証リーダのみ
IC 免許証「① PIN コードを利用する（PIN 照合）」

P16

IC 免許証「② PIN コードを利用しない」

P18

免許証を使用しない（手動）

P20

ココがポイント！
”運用上どのように測定するか ”によって、乗務員情報の登録方法を決めます。
・IC 免許証リーダーを使用して測定したい場合は、IC 免許証リーダーを使用して乗務員情報を登録 ⇒ P16 or P18
・免許証リーダーを使用して測定したい場合は、免許証リーダーを使用して乗務員情報を登録

⇒ P19

・免許証を使用せず、手動のみで測定したい場合は、機器を使用しないで乗務員情報を登録

⇒ P20
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2-2-1 乗務員情報の入力
＜IC 免許証を IC 免許証リーダで登録する＞ ① PIN コードを利用する（PIN 照合）登録
! 注意
PIN コードを利用する（PIN 照合）登録は、IC 免許証に登録した「暗証番号１」が必要になります。
事前に暗証番号１を確認しておいてください。
ステップ 1
『個別情報』の『ID』テキストボックスに任意の最大 8 桁までの数字を入力します。

ステップ 2
IC 免許証リーダに IC 免許証をセットします。
右の図を参考にしてセットしてください。

ステップ 3
『IC 免許情報』の『PIN』テキストボックスに暗証番号１を
入力します。
入力された文字は＊で表示されます。
次に『IC 免許読込』ボタンを押します。

!

注意

PIN テキストボックスに入力した暗証番号が誤った状態で、
免許証の暗証番号と 3 回続けて照合に失敗すると、免許証
がロックされ、それ以降は IC チップに記録された内容が読
み取れなくなります。十分注意して入力を行ってください。
読み取りができなくなった場合には各警察署、各免許セン
ター等で復旧してください。
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ステップ 4
IC 免許から乗務員名、免許証番号、有効期限、交付日、
免許証種類が表示されます。
（暗証番号が間違っている場合、表示されません。）

また有効期限の横に IC の文字が表示されます。
（手入力で免許証番号、免許証種類、IC 免許証情報の変更
をおこなうと IC の文字表示は消えます。）

表示された内容が正しいことを確認してください。

乗務員名に表外字が含まれる場合、右図の画面が表示さ
れ該当の文字が「○」で表記されます。
メモ

外字は使用できませんので、事前に乗務員名を入力して
から IC 免許証読込をおこなうか、読込後に乗務員名の
テキストボックスを手入力で代替文字に修正してくだ
さい。

～免許証種類について～
PIN コードを利用した（PIN 照合）登録をおこなうと、自動的に大型区分等の免許証種類が登録されます。
自動で読み込まれる情報は以下となります。

・大型・中型・中型（8t）・大二・普二の免許種類
・上記該当種類以外は「その他」欄に ”免許有 ”と表記
・眼鏡等・AT 限定などの条件がある場合は「その他」欄に ”条件有 ”と表記
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＜IC 免許証を IC 免許証リーダで登録する＞ ② PIN コードを利用しない登録

ステップ 1
IC 免許証リーダに IC 免許証をセットします。
左の図を参考にしてセットしてください。

ステップ 2

『IC 免許証読込』ボタンを押すと、有効期限と交付日のみが表示されます。

ステップ 3

ID と乗務員名を入力してください。
（免許証番号の入力の必要はありません。）

メモ

免許証種類は必要に応じて手動で入力が
できます。
※「その他」欄は最大 7 文字まで入力可能
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＜免許証を免許証リーダで登録する＞
ステップ 1
『個別情報』の『ID』テキストボックスに任意の最大 8 桁までの数字を入力します。

ステップ 2
免許証リーダに免許証をセットします。
右図を参考にしてセットしてください。

ステップ 3
免許証リーダで読み取られた乗務員名、免許証
番号、有効期限が表示されます。正しく読み込
まれているか確認してください。

メモ

免許証種類は必要に応じて手動で入力が
出来ます。
※「その他」欄は最大 7 文字まで入力可能
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＜免許証を使用しないで登録する＞
ステップ 1
『個別情報』の『ID』テキストボックスに任意 8 桁までの数字を入力します。

ステップ 2
『乗務員名』テキストボックスに氏名を入力します。

メモ

免許証種類は必要に応じて手動で入力が
出来ます。
※「その他」欄は最大 7 文字まで入力可能
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2-2-2 登録者リストへの追加

『新規追加』ボタンを押し、登録者リストへ入力内容を反映
させます。
※登録者リストに表示がないと、乗務員情報はデータベース
に登録されません。

登録者リストには、登録した ID、乗務員氏名、免許
証有効期限、免許証種類（大型等）、その他情報、
PIN コードの有無が表示されます。

! 注意
PIN コードを入力して、『IC 免許証読込』ボタンを
押さずに『新規追加』ボタンを押すと以下のメッ
セージが表示されますでのご注意ください。
詳しくは P36「4-2. ID の登録時」の Q5 をご確
認ください。

正しい情報で登録されているか確認します。
登録した乗務員を登録者リストから選択すると個別
情報が表示されます。

ID、乗務員名、免許証番号、有効期限、交付日を確認し
ます。

※左図は PIN コードを利用する（PIN 照合）登録をした
乗務員の画面となります。
※登録方法により表示内容は異なります。
※この段階ではデータベースへの登録はまだおこなわれ
ていません。
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2-2-3 登録者リストの内容をデータベースに登録する
『確定』ボタンを押し、登録リストの内容をデータベース
に登録します。

※『キャンセル』ボタンで ID の登録を終了した場合、
更新内容はデータベースへ登録されません。

『ID 登録終了』ウインドウが表示されます。

『はい』を押して登録内容をデータベースに登録します。

ID の登録メニューが終了し、乗務員の登録が完了しました。

2-2-4 登録者リストの内容を削除・変更する
ID の削除
ALC-PRO (Plus) ソフトウエアガイドをご覧ください。

2

登録内容の変更
データベースに登録済みの乗務員の情報を変更すること
ができます。（ID は変更できません）
①変更したい乗務員を登録者リストから選択します。
選択された乗務員の個別情報が表示されます。
②個別情報を変更します。
③変更ボタンを押します。登録者リストへ追加されます。
④確定ボタンを押します。データベースへの追加が行わ
れます。

! 注意
PIN コードを入力して、『IC 免許証読込』ボタンを
押さずに『変更』ボタンを押すと右のメッセージ
が表示されますでのご注意ください。
詳しくは P36「4-2. ID の登録時」の Q5 をご確
認ください。
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3
1

4

２－３．測定方法
使用する周辺機器によって測定方法が異なります。
各パターンでの測定方法について記載します。

a

免許証を使用しない測定

ID の入力が必要

P24
アルコール測定
IC 免許証リーダを使用

b

ID の入力が不要

P25 した測定

免許証リーダを使用した

c
P26

測定

! 注意
図の点線部分「IC 免許証リーダを使用し、ID の入力が必要」となるの
は免許証の交付日と有効期限が一致する登録乗務員 ID が複数ある場合
に限ります。
詳しくは P25 の点線内をご確認ください。

測定前に・・・
ALC-PRO (Plus) を起動します。
ALC-PRO (Plus) を起動するには、『スタート』メニューから『すべてのプログラム』→『業務用アルコール測定
システム ALC-PRO (Plus)』→『ALC-PRO』を選択するか、デスクトップ上の『ALC-PRO』ショートカットア
イコン（下図）をダブルクリックしてください。

ガイダンスウインドウ
ALC-PRO アイコン

起動準備中画面

! 注意

ALC-Pro (Plus) メイン画面が起動します。

測定操作は、前の方の測定が完了してから

免許証の期限が表示されます

おこなってください。
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a

免許証を使用しない測定（手動測定）

IC 免許証がロックされてしまい IC カードリーダからの測定が行えない場合や周辺機器の故障などの
場合には、手動測定を行ってください。

ステップ 1
ALC－PRO 本体のテンキーから ID を入力し、手動測
定ボタンを押します。
測定が開始されます。

ID を入力する

ステップ 2
マウスピースを差し込み、大きく息を吸い込んだあと
ゆっくり５秒ほど息を吹き込んでください。
測定が終了すると結果が PC の画面に表示されます。
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7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

手動
測定

C

点呼
開始
測定
開始

手動測定ボタンを押す

b

IC 免許証リーダーを使用して測定する

ステップ 1
上部ガイダンスウインドウのメッセージに従って
IC 免許証を IC 免許証リーダにセットします。

! 注意
測定が終了するまで免許証はセット
したままで取り外さないでください。

ステップ 2
ALC－PRO 本体のテンキーから測定開始ボタン
を押します。
測定が開始されます。
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8
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6
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3

0

手動
測定

C

点呼
開始
測定
開始

ステップ 3
マウスピースを差し込み、大きく息を吸い込んだ
あとゆっくり５秒ほど息を吹き込んでください。
測定が終了すると結果が PC の画面に表示され
ます。
※測定後は IC 免許証の置忘れにご注意ください。

!

注意
免許証の交付日と有効期限が一致する登録乗務員 ID が複数ある場合、上記ポップアップが表示されます。
該当の乗務員の方は ID を入力してから測定開始ボタンを押してください。

免許証をセットする

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

手動
測定

ID を入力する

C

点呼
開始
測定
開始

測定開始ボタンを押す

測定開始

! 注意
「PIN を照合する」設定の場合、測定時に IC 免許証がロックされる可能性が
あります。置かれている免許証が正しいか、ID の入力に間違いはないか確認
して測定を行ってください。
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c

免許証リーダーを使用して測定する

ステップ 1
免許証を免許証リーダに入れます。
下の画面が表示され、免許証から情報が読み取られ
ると測定が開始されます。

ステップ 2
マウスピースを差し込み、大きく息を吸い込んだあ
とゆっくり５秒ほど息を吹き込んでください。
測定が終了すると結果が PC の画面に表示されます。
※測定後は免許証の置忘れにご注意ください。
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３．追加機能詳細
機能の追加が行われた箇所について説明します。
それ以外の個所は ALC-PRO（Plus）ソフトウエアガイドをご覧ください。

３－１．ALC-PRO 測定画面詳細
ガイダンスウインドウ

免許期限

ガイダンスウインドウ
IC 免許証リーダを使用する測定をおこなう時に当メッセージが表示されます。
※IC 免許証リーダを使用しない場合には表示されません。

追加された表示項目
免許期限が測定方法により以下のように表示されます。
免許期限
IC＋残日数
R＋残日数
携帯測定
手動測定

どのような測定をおこなったか
IC 免許証リーダを使って測定をおこなった場合
免許証リーダを使って測定をおこなった場合
ALC-Mobile からの測定結果を受信した場合
上記以外
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３－２.

管理ツール

３－２－1．通信の設定（IC 免許証リーダと PIN 照合）

IC 免許証リーダ
IC 免許証リーダを使用するときにチェックをいれ、COM を選択してください。
チェックがないと IC 免許証リーダとの通信が行われません。

! 注意
免許証リーダとは設定項目が逆になっています。
免許証リーダはチェックを入れると通信を行いません。

PIN 照合について
『PIN を照合する』にチェックを入れることで、測定時に免許証番号（PIN）の照合をおこない、
確実性の高い認証と測定ができます。
ただし、乗務員の登録で PIN コードを利用した（PIN 照合）登録をした乗務員に限ります。
通信の設定
乗務員の登録
PIN コードを利用した（PIN 照合）登録
PIN コードを利用しない登録

PIN 照合する
チェック有
照合する
照合しない

PIN 照合しない
チェックなし
照合しない
照合しない

! 注意
乗務員の登録時と測定時に、免許証の暗証番号と管理ツールで登録した PIN コードが 3 回
続けて照合に失敗すると、免許証がロックされ、それ以降は IC チップに記録された内容が
読み取れなくなります。十分注意して入力を行ってください。読み取りができなくなった場
合には各警察署、各免許センター等で復旧してください。
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３－２－2．ID の登録（表示とボタンについて）
このメニューで行えるのは乗務員の個別情報の新規追加、すでに登録してある情報の変更、個別情報の削除です。

4
1

IT 点呼で使用する証明写真

IC の有無表示

を表示させます。

2
5

IC 免許証リーダが接続されて

大型区分等の免許証の種類

いる場合にボタンが押せます

についての情報になります

3

6

免許証情報の表示を初期化し

PIN 登録の有無が表示され

ます

ます

7
乗務員リストの情報をリスト帳票もしくは CSV
データとして出力します。
IC の有無表示
個別情報（ID と乗務員名を除く）が IC 免許証から PIN 照合して読み取った情報である場合表示されます。
読み取り後に個別情報（ID と乗務員名を除く）の修正をおこなうと表示が消えます。

①

②

IC 免許証読込
IC 免許証読込ボタンは対応する IC 免許証リーダーが接続され、通信の設定で「IC 免許証リーダを使用する」に
チェックが入っていないと有効になりません。
乗務員の登録方法については P15「2-2. 乗務員の登録」を参照してください。

③

免許証情報初期化
免許証情報初期化ボタンは表示されている「免許証共通情報」「IC 免許証情報」「免許証種類」を初期化（空白）
にします。（ID と乗務員名は初期化されません。）

④

証明写真
IT 点呼で使用する本人証明写真になります。
本人証明写真の撮影方法および IT 点呼の開始方法については P32「IT 点呼連動機能」を参照してください。

⑤

免許証種類
免許証の大型区分等の種類、眼鏡等の条件について登録・表示されます。
PIN コードを利用した（PIN 照合）登録では自動で登録されます。P17「～免許証種類について～」を参照し
てください。
その他の乗務員の登録方法では手動で免許証種類を入力することができます。

⑥

PIN 登録の有無
P21「2-2-2 登録者リストへの追加」で『新規追加』ボタンを押した際に、PIN 情報が含まれていると ”有 ”
PIN 情報が含まれていないと ”無 ”と表示されます。

⑦

データ出力
乗務員リストの情報をリスト帳票もしくは CSV データとして出力します。
詳細は次ページを参照してください。
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乗務員リストのデータ出力機能について
乗務員リストの情報をリスト帳票もしくは CSV データとして出力します。
データ出力ボタンを押すと下の画面が表示されます。

1

2

① リスト帳票で出力
『リスト帳票』ボタンを押すと右図の形式で
乗務員登録リストが表示されます。
印刷等おこなってください。

② CSV データで出力
『CSV データ』ボタンを押すと右図のファイ
ル保存画面が表示されます。
保存先を指定し、ファイル名を付けて『保存』
ボタンを押してください。

出力データのフォーマットは以下を参照してください。
※出力されるデータにダブルコーテーションは含まれません。
出力項目
乗務員 ID
乗務員名
免許証番号
有効期限
大型
中型
中型（8t）
大二
普二
その他
PIN 有無

CSV データ出力フォーマット
可変長、半角数字 1 ～ 99999999
可変長、最大 40 文字
固定長、半角数字 12 桁
固定長、YYYY/MM/DD
可変長、チェック有りは“○”、チェック無しは“”空白
可変長、チェック有りは“○”、チェック無しは“”空白
可変長、チェック有りは“○”、チェック無しは“”空白
可変長、チェック有りは“○”、チェック無しは“”空白
可変長、チェック有りは“○”、チェック無しは“”空白
可変長、最大 7 文字
固定長、PIN 情報有りは“ 有 ”、PIN 情報無しは“ 無 ”
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３－２－3．基本情報の登録（測定結果の CSV データ自動出力）
このメニューでは、当日の測定結果を自動で CSV 出力させる設定ができます。

基本情報の登録を開き、システム連携設定の
「測定データを出力する」にチェックを入れ、
測定データ出力先を『参照ボタン』を押して
指定してください。

※本機能は他社システムと連携するための機能となります。（通常の運用では使用しません。）
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３－２－4．IT 点呼連動機能
IT 点呼（Tenko-PRO クライアントアプリ）と連動し、点呼執行者側へ証明写真を送信する場合は、
ID の登録で本人証明写真の撮影をおこないます。
※撮影をおこなわなくても IT 点呼連動できますが、証明写真が点呼執行者側に表示されません。

1

ステップ 1
乗務員の登録時に「撮影」タブを押します。
※あらかじめ基本情報の登録で使用するカメラの設定をおこ
なってください。
※登録済の乗務員の証明写真撮影をおこなう場合は、登録者
リストから選択し、「撮影」タブを押します。

ステップ 2

3

該当の乗務員を『シャッター』ボタンを押して撮影します。
※撮影は何度もおこなえます。

2
ステップ 3
撮影後、「登録」タブを押し、個別情報表示に戻ります。

ステップ 4
『新規追加』を押して登録者リストに登録します。
※登録済の乗務員は『変更』ボタンを押して登録します。

4

ステップ 5

5

『確定』を押してデータベースに保存します。
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IT 点呼を開始する

アルコール測定後すぐに IT 点呼をおこなう場合
は ALC－PRO 本体のテンキーから点呼開始ボ
タンを押します。
Tenko-PRO アプリが起動し IT 点呼が開始され
ます。
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手動
測定

C

点呼
開始
測定
開始

※ALC-PRO Plus メイン画面に測定結果が表示されてから点呼開始ボタンを押してください。

!

注意

点呼開始ボタンのみを押した場合、最後に測定した乗務員のデータで IT 点呼をおこないます。
IT 点呼をおこなう乗務員データが最後に測定したデータでない（その後に他の乗務員がアルコール測定
をした）場合、ID 入力をしてから点呼開始ボタンを押してください。

IT 点呼をおこなう乗務員データが最後に測定したデータの場合。

点呼開始ボタン

IT 点呼をおこなう乗務員データが最後に測定したデータでない場合。

ID 入力
↓
点呼開始ボタン
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8

9

4

5
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1

2
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手動
測定

C

点呼
開始
測定
開始

C

点呼
開始
測定
開始

C

点呼
開始
測定
開始

３－３．ALC-PRO データ検索・表示、帳票表示、CSV ファイル

【データ検索表示と帳票表示で追加された表示項目】
データ検索表示と帳票表示では
免許期限が測定方法により以下のように表示されます。
免許期限
IC＋残日数
R＋残日数
携帯測定
手動測定

どのような測定をおこなったか
IC 免許証リーダを使って測定をおこなった場合
免許証リーダを使って測定をおこなった場合
ALC-Mobile からの測定結果を受信した場合
上記以外

【CSV ファイルで追加された表示項目】
CSV ファイルでは免許区分が追加され
免許区分が測定方法により以下のように表示されます。
免許区分
IC
R
携帯
手動

!

どのような測定をおこなったか
IC 免許証リーダを使って測定をおこなった場合
免許証リーダを使って測定をおこなった場合
ALC-Mobile からの測定結果を受信した場合
上記以外

注意

過去のバージョンで「管理者モード」「自動測定開始モード」測定したデータは
全て“ 免許証リーダを使って測定をおこなった ”として“R”表示します。
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４．困った時は（トラブルシューティング）
４－1．初期設定時
Q1

A1

管理ツールの通信の設定でデバイスマネー

IC 免許証リーダは COM ポート番号１～９の間で動作します。

ジャで確認した IC 免許証リーダの COM ポー

１０以上の数字の場合は COM 番号が表示されません。10 以

トの番号が表示されない。

上の番号の場合は COM 番号の変更を行ってください。
１ デバイスマネージャを開きます。（１－３．デバ イスド
ラ イ バ の 確 認 を 参 照）ポ ー ト か ら『DENSO WAVE
USB-SER Comm.Port』も し く は『DENSO WAVE
Active USB-COM Port』を選択し、右クリックして表
示されるコンテキストメニューからプロパティを選ぶか、
ダブルクリックします。
２ 表示されたウインドウから「ポートの設定」タブを選び、
詳細設定ボタンを押します。
３ 表示される詳細設定ウインドウから、「COM ポート番号」
の横の▼を押し、１～９の間で使用していないものを選
びます。
４ COM を変更したら、PC の再起動を行ってください。

４－2．ID の登録時
Q2

A2

管理ツールの ID の登録メニュー開始時に「IC

IC 免許証リーダが認識されていない可能性があります。

免許証リーダとの通信に失敗しました。IC 免
許証からの入力はできません。」と表示される。

１

管理ツールを終了してください。

２

IC 免許証リーダの接続状況を確認します。コードが抜け
ていないか確認してください。

３

管理ツールの通信の設定メニューにて、COM ポートの番
号がデバイスマネージャで表示されている番号と同じか確
認してください。
デバイスマネージャでの確認方法については P10「1-3.
デバイスドライバの確認」をご確認ください。

Q3

A3

通常の免許証から IC 免許証に変更したので、

登録者リストから変更したい人を選択し、IC 免許証を IC 免許

登録情報を変更したい。

証リーダに置いてください。次に PIN に暗証番号１を入力し
IC 免許読込ボタンを押してください。IC の表示が有効期限の
横に表示されるのを確認したら、変更ボタンを押してください。
登録者リストが変更されます。登録者リストの PIN の項目が
「有」になっていることを確認します。
その後、確定ボタンを押してデータベースに登録してください。
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４－2．ID の登録時
Q4

A4

管理ツールの ID の登録で、「この IC 免許証は

IC 免許証がロックされています。お近くの警察署、免許センター

使用できません」というエラーダイアログが

等に行きロックを解除してください。

表示された。

IC 免許証は、3 回連続で間違うと、ロックされてしまいます。
< 例 >2 回連続で PIN コードを間違えてしまった。→翌日、1 回
間違えてしまった。→IC がロックされる。

Q5

A5

ID、乗務員名、免許証番号、免許証有効期限

乗務員の個別情報の入力に不足はありませんが、IC 免許証か

を入力し、PIN を入力して登録しようとしたら、

ら PIN を使った読込みが行われていません。「はい」を選択す

「IC 免許証での確認ができません。変更します
か？」というダイアログが表示された。

ると測定時に IC 免許証がロックされる可能性が高まります。
「いいえ」を選択し、IC 免許読込ボタンを押して、情報を読込
んで登録することを推奨します。

Q6

A6

管理ツールの『ID の登録』で IC 免許証を IC

IC 免許証からデータを抽出する時に何らかのエラーが発生し、

免許証リーダから読み込ませたら「運転免許

氏名を正しく読み取ることができませんでした。乗務員名を手

証氏名を抽出中にエラーが発生しました」と

入力で正しく修正してください。測定時にはここで設定した氏

ダイアログが表示され、乗務員名に表示され

名が画面上に表示されます。手入力で氏名の修正をおこなった

ている氏名がおかしくなっている。

免許証でも正常に測定が可能です。

４－3．測定時
Q7

A7

ALC-PRO で測定時に、ガイダンスウインド

P38「4-4. IC 免許証読み取り時メッセージ一覧」をご確認く

ウにエラーが表示された。

ださい。

Q8

A8

ALC-PRO で測定時に、ガイダンスウインド

IC 免許証がロックされています。お近くの警察署に行きロッ

ウに「この IC 免許証は使用できません」と表

クを解除してください。

示された。

ロックされたまま測定を行う場合は、ID を本体に入力して手
動測定を行ってください。

Q9

A9

IC 免許証を免許証リーダで通して使用できま

乗務員の個別情報登録時にＩＣ免許証リーダからＰＩＮ照合を

すか？

おこない登録いただいた場合（P16 参照）は、ＩＣ免許証リー
ダおよび免許証リーダを使用して測定することができます。
上記以外は、乗務員登録時に免許証リーダを使用して登録いた
だいた場合のみ利用が可能となります。

36

４－3．測定時
A10

Q10
ALC-PRO 本体に「Id

E」と表示された。

PC 画面のガイダンスウインドウを確認し、P38「4-4. IC 免
許証読み取り時メッセージ一覧」を参照してください。
（NO4、7、9、10 のいずれかが表示されます。）
ガイダンスウインドウが表示されていない場合は、測定時に入
力した ID が登録情報にありません。乗務員情報の登録をおこ
なってください。

A11

Q11
ALC-PRO 本体に「IC

E」と表示された。

PC 画面のガイダンスウインドウを確認し、P38「4-4. IC 免
許証読み取り時メッセージ一覧」を参照してください。
（NO1、3、5、11、13 のいずれかが表示されます。）

Q12

A12

ALC-PRO 本 体 の キ ー を 押 し た ら、

PC と ALC-PRO 本体の通信ができていません。

ALC-PRO 本体に「PC

PC と ALC-PRO 本体のシリアルケーブルが接続されている

E」と表示される。

ことを確認してください。
USB シリアル変換ケーブルをご使用の場合は、通信設定で正
しく設定されていることを確認してください。

Q13

A13

免許証リーダに免許証を通したら、PC アプリ

PC と ALC-PRO 本体の通信ができていません。

画面は測定中表示になるが、ALC-PRO 本体

PC と ALC-PRO 本体のシリアルケーブルが接続されている

が「Id

ことを確認してください。

0」のままである。

USB シリアル変換ケーブルをご使用の場合は、通信設定で正
しく設定されていることを確認してください。
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４－4．IC 免許証読み取り時メッセージ一覧（原因と対策）
測定時の IC 免許証読み取り表示メッセージ一覧とその内容について記載します。
NO.2、NO.8、NO.14 はエラーではありません。
ＮＯ

メッセージ内容

フロー

測定待機状態、
APP起動時、測
定開始前チェッ
ク

対策

原因（説明）

・IC免許証リーダが接続されているか確認してください。
IC免許証が接続されていない場合かつ、管理
・管理ツールの通信の設定でポートが正しく設定されているか
ツールの通信の設定で「IC免許証を使用す
確認してください。
る」にチェックが入っている場合に、表示さ
・ IC免許証を使用しない場合には管理ツールの通信の設定で
れる。
「IC免許証を使用する」のチェックをはずしてください。

1

ICエラー１
IC免許証リーダが接続されていません。
ポートを確認し、再起動してください。

2

IC免許証を置いて、測定開始ボタンを押し
測定待機状態
てください。

待機状態

3

ICエラー３
IC免許証が検知できませんでした。

IC免許証がリーダにセットされていない可能
・IC免許証がリーダにセットされているか確認してください。
性がある。または、ICが内蔵されていない免
・IC免許証を使用しているか確認してください。
許証を使用している可能性があります。

4

ICエラー4
有効期限および交付日が重複しています。 測定開始前
IDを入力し、測定開始ボタンを押してくだ チェック時
さい。

有効期限、交付日が重複しているIDが複数存 ・ IDを入力してから測定開始ボタンを押して測定してくださ
在している。
い。

5

ICエラー５
PINコードが間違っています。登録された
PINコードについて確認してください。

測定開始前
チェック時

登録された乗務員情報にPIN登録が”有”か
つ、管理ツールの設定に”PINを照合する”
・IDの登録で正しいPINコードを入力して登録をしてくださ
にチェックがされた免許証のPINアクセスに
い。
失敗した場合。
※続けて3回失敗するとICチップがロックさ
れます。

6

ICエラー6
ご使用の免許証は読取りできません。
“エラー表示”

測定開始前
チェック時

免許証情報を正常に読み取れなかった場合。

・IDの登録で正しいPINコードを入力して登録をしてくださ
い。

7

ICエラー７
免許証期限が切れています。

測定開始前
チェック時

有効期限が切れた免許証を読込んだ場合。

・免許証を更新し、IDの登録で情報の更新をおこなってくださ
い。

8

残り有効期限ＮＮＮＮＮ日
測定中です・・・

測定開始前
チェック時

免許証の残り有効期限を表示（残日数表示）

9

ICエラー9
測定開始前
該当するIDが存在しません。免許証の登録
チェック時
又は、更新を行ってください。

有効期限、交付日が登録情報にない場合．

10

ICエラー10
測定開始前
ICの有効期限・交付日が登録されていませ
チェック時
ん。

ID入力有の状態で測定が開始された時に、ID
・IDの登録でIC免許証読込ボタンを押して有効期限・交付日を
に紐づく有効期限・交付日が登録情報にない
読込んでください。
場合。

11

ICエラー１１
予期せぬエラーが発生しました。アプリ
ケーションを再起動してください。

予期せぬエラーが発生した場合。

・アプリケーションを再起動し、再度測定してください。

12

ICエラー１２
測定開始前
前回のICの免許証認証で失敗しています。
チェック時
免許証の確認は行いましたか？

該当免許証において、前回PINのエラーが発
生した場合。
※続けて3回失敗するとICチップがロックさ
れます。

・PINの登録をし直している場合には「はい」を選択し、測定
をおこなってください。
・PINの登録をし直していない場合には「いいえ」を選択し、
IDの登録で正しいPINコードを入力して登録をしてください。

13

ICエラー１３
測定開始前
免許証番号が一致しません。登録情報を確
チェック時
認してください。

登録情報とIC免許証の免許証番号が一致しな ・IDの登録で免許証番号が正しく登録されているか確認してく
かった場合。
ださい。

14

免許証をお取りください。

測定完了後も免許証が置いた状態のままで
あった場合。

測定開始前
チェック時

測定開始前
チェック時

測定完了後

・乗務員の登録をおこなってください。

上記の対処で改善されない場合は、症状を記載して、下記窓口宛にお電話またはFAX、E-Mailにてお問い合わせください。

東海電子株式会社

サポートセンター お客様窓口

0120-609-100
FAX
E-Mail

042-526-0906
support-alc＠tokai-denshi.co.jp
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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

製品に関するお問い合わせ
〒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
Printed in Japan 201512(01)
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