
業務用アルコール測定システム

ALC-PRO （IC 免許証リーダ、生体認証対応）

           

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

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。

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。

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。

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。

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。

（1）

　

（2）

（3）

（4）
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＜ご　注　意＞

1. この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. この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. この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. このガイドの画面は ALC-PRO Plus（IC 免許証リーダ、生体認証対応）を使用しております。
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必須スペック

　【CPU】

　　　Intel® Core™ / Core™ 2 /Core™ i5 / Core™ i7 シリーズ以降

　【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® XP Professional　Service Pack 3 以降　　

　　　Microsoft® Windows® Vista Business/Ultimate 

　　　Microsoft® Windows® 7 Professional/Ultimate

　【メインメモリ】

　　・WindowsＸＰ使用時：1GByte 以上（2GByte 以上を推奨）

　　・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】

　　　USB2.0 ×4 個（フルオプション時）

　　　　※USB ハブは使用できません

　　　　　　カメラ　

　　　　　　ニューリー免許証リーダ

　　　　　　IC 免許証リーダ　　　　

　　　　　　日立静脈認証モジュール　

×　1（USB 接続）

×　1（USB 接続）

×　1（USB 接続）

×　1（USB 接続）

※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。

※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。

使用要件　
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　周辺機器のセットアップ

初めに使用する周辺機器のセットアップを行います。各周辺機器を PC に接続してください。

1. 準備編

１－１　IC 免許証リーダのドライバインストール手順

ALC-PRO をインストール後（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）、IC 免許証リーダを USB ポートに差し込むと Windows のプラグアンドプレイ機能

により、ハードウェアの自動認識が始まります。

表示されるダイアログの指示に従って IC 免許証

リーダのドライバをインストールします。表示

されたウインドウから『いいえ、今回は接続し

ません』を選択し、『次へ』ボタンを押します。

ステップ 1

『一覧または特定の場所からインストールする』

を選択し『次へ』ボタンを押します。

ステップ 2

『次の場所で最適のドライバを検索する』を選択

し、『次の場所を含める』にチェックを入れます。

『参照』ボタンを押し、ALC-PRO をインストー

ルした場所（デフォルトでは C ドライブの

Program Files）の Alcsys フ ォ ル ダ か ら

ic_driver フォルダ内の OS 名のフォルダを選択

します。（Windows7 は Vista を選びます）

ファイルの場所の選択が終わったら『次へ』ボ

タンをクリックします。

ステップ 3
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１－２．生体認証装置のドライバインストール手順

生体認証装置を USB ポートに差し込むと Windows のプラグアンドプレイ機能により、ハードウェアの自動認識

が始まります。

表示されるダイアログの指示に従って生体認証装置のドライバをインストールします。

ハードウェアの検出ウィザードが開きインス

トールが開始されます。左図のような注意喚起

のダイアログが表示されますが、構わずに『続行』

ボタンを押します。

ステップ 4

完了ボタンを押して、ドライバのインストール

を終了させればイメージングデバイスに IC 免許

証リーダが追加されます。

ステップ 5

『いいえ、今回は接続しません』を選択し、『次へ』

ボタンを押します。

ステップ 1
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一覧または特定の場所からインストールする』

を選択し『次へ』ボタンを押します。

ステップ 2

『次の場所で最適のドライバを検索する』を選択

し、『次の場所を含める』にチェックを入れます。

『参照』ボタンを押し、ALC-PRO をインストー

ルした場所（デフォルトでは C ドライブの

Program Files）の AlcSys フ ォ ル ダ か ら

Bio_driver フォルダを選択します。ファイルの

場所の選択が終わったら『次へ』ボタンをクリッ

クします。

ステップ 3

ハードウェアの検出ウィザードが開きインス

トールが開始されます。左図のような注意喚起

のダイアログが表示されますが、構わずに『続行』

ボタンを押します。

ステップ 4

完了ボタンを押して、ドライバのインストール

を終了させればイメージングデバイスに生体認

証装置が追加されます。

ステップ 5
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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。

コントロールパネルの表示がカテゴリ表示の場合

『パフォーマンスとメンテナンス』のアイ

コンをクリックします。

表示されたウインドウで『システム』のア

イコンをクリックします。

デスクトップのマイコンピュータのアイコンの

上で右クリックしてコンテキストメニューを表

示させ、プロパティを選びます。

ステップ 1

※デスクトップ上にマイコンピュータのアイコンが無い場合

　スタートーコントロールパネルでコントロールパネルを開きます。

10

コントロールパネルの表示がクラシック表示の場合

『システム』のアイコンをダブルクリック

し、システムのプロパティを表示させます。



　　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。

!

表示されたウインドウから「ハードウェア」タ

ブを選択します。

ステップ 2

『デバイスマネージャ』ボタンを押します。

ステップ 3

ポートの項目を確認します。

IC 免 許 リ ー ダ『DENSO WAVE USB-SER 

Comm.Port』、

生 体 認 証 装 置『Hitachi USB Finger Vein 

Biometric Authentication Unit』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

ルを行ってください。

ステップ 4

IC 免許証リーダと生体認証装置のドライバの後ろの COM 番号を確認してください。

（図では IC 免許証リーダは COM5、生体認証装置は COM8 です。）

この後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。

ステップ 5
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２．運用編

周辺機器の組み合わせにより、測定方法が異なります。

IC 免許証リーダを使用すると登録時に入力情報の間違いが少なくなります。

生体認証を使用すると、ID の入力がなくなり、生体認証による精度の高い個人識別が可能になります。

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。

ID の入力

指静脈による生体認証

アルコール測定

免許証の目視確認

IC 化されていない免許証

免許証を使わない測定

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。

管理ツールを起動します。

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。

IC 免許証
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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＋生体認証装置＋免許証リーダ　（P14）

B　IC 免許証リーダ＋生体認証装置　（P15 ～ 16）

C　IC 免許証リーダ＋免許証リーダ　（P17）

D　IC 免許証リーダ　（P18 ～ 19）

E　生体認証装置　（P20）

+

+

+

+

+
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2-1-1【A】　IC 免許証リーダ＋生体認証装置＋免許証リーダを使用する場合の初期設定

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。

以上で、通信の設定は終了です。

通信の設定

IC 免許証リーダ、生体認証装置それぞれに

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 2

IC 免許証リーダ項目の『IC 免許証リーダを使

用する』と生体認証項目の『生体認証を使用す

る』にチェックを入れます。

ステップ 1

『IC 免許証リーダを使用する』、『生体認証を使

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 ～ 11 を参照して

ください）

ステップ 3
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2-1-2【B】　IC 免許証リーダ＋生体認証装置を使用する場合の初期設定

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。

これで、通信の設定は終了です。

次に IC 化されていない免許証を使った測定の為の設定を行います。

IC 化されていない免許証を使った測定の場合、免許証の確認を管理者が行うか、乗務員本人が行うかを選びます。

通信の設定

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』、生体認証項目の『生体認

証を使用する』にチェックを入れます。

ステップ 1

IC 免許証リーダ、生体認証装置それぞれに

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 2

『IC 免許証リーダを使用する』、『生体認証を使

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 ～ 11 を参照して

ください）

ステップ 3
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警告の設定をクリックします。

警告の設定ウインドウが表示されます。

警告の設定

『免許証チェック』タブをクリックします。

設定ボタンを押し、警告の設定を終了します。

これで初期設定は終了です。

各モードについて

※測定時に以下のウインドウが表示されます。

免許証の確認を第三者（管理者）が行う時に使用します

測定時に表示される『確認』ボタンを押さないと測定が始まりません。

詳細は P52 をご覧ください。

免許証の確認を乗務員本人が行う時に使用します。

設定した時間後に自動的に測定を開始します。

詳細は P52 をご覧ください。

管理者モード

自動測定開始モード

免許証目視確認方法項目から『管理者モード』『自動測定開始モード』のどちらかを選択します。

ステップ 2

ステップ 1
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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

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。

2-1-3　【C】　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

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。

これで初期設定は終了です。

通信の設定

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 1

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 2

『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 ～ 11 を参照してください）

ステップ 3
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2-1-4　【D】　IC 免許証リーダのみを使用する場合の初期設定

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。

これで、通信の設定は終了です。

次に IC 化されていない免許証を使った測定の為の設定を行います。

IC 化されていない免許証を使った測定の場合、免許証の確認を管理者が行うか、自己責任で行うかを選びます。

通信の設定

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』にチェックを入れます。

ステップ 1

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 2

『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 ～ 11 を参照してください）

ステップ 3
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警告の設定をクリックします。

警告の設定ウインドウが表示されます。

警告の設定

『免許証チェック』タブをクリックします。

設定ボタンを押し、警告の設定を終了します。

これで初期設定は終了です。

各モードについて

※測定時に以下のウインドウが表示されます。

免許証の確認を第三者（管理者）が行う時に使用します

測定時に表示される『確認』ボタンを押さないと測定が始まりません。

詳細は P52 をご覧ください。

免許証の確認を乗務員本人が行う時に使用します。

設定した時間後に自動的に測定を開始します。

詳細は P52 をご覧ください。

管理者モード

自動測定開始モード

免許証目視確認方法項目から『管理者モード』『自動測定開始モード』のどちらかを選択します。

ステップ 2

ステップ 1
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2-1-5　【E】　生体装置のみを使用する場合の初期設定

『生体認証を使用する』、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 ～ 11

を参照してください）

免許証リーダ項目の『免許証リーダとの通信を

行わない』、生体認証項目の『生体認証を使用す

る』にチェックを入れます。

『生体認証を使用する』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。

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。

これで、通信の設定は終了です。

通信の設定

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3
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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。

２－２．乗務員の登録

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 PIN コードの

入力、生体認証機器を使用する場合には生体認証の登録が必要

になります。

下記に書かれた、使用する周辺機器に対応する手順番号を確認

し、該当する項目を参照してください。

A　IC 免許証リーダ＋生体認識装置

＋免許証リーダ

IC 免許証

IC 化されていない免許証

B　IC 免許証リーダ＋生体認証装置

IC 免許証

IC 化されていない免許証

C　IC 免許証リーダ＋免許証リーダ

IC 免許証

IC 化されていない免許証

D　IC 免許証リーダ

IC 免許証

IC 化されていない免許証

E　生体認証装置

生体認証情報
の登録

登録者リスト
への追加

生体情報の
確認

乗登録者リス
トの内容を

データベース
に登録する

乗務員情報の
入力

P22

P24

P26

P26

P27 P28 P30

P27 P28 P30

P30

P30P28

P28P27

P27

P26

P26

P22

P25

P27

P27

P22

P24

P22

P25

P27

P27

P30

P30

P30

P30

P30P28P27P26P25
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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。

＜IC 免許証を IC 免許証リーダで登録する＞

2-2-1 乗務員情報の入力

　注意

IC 免許証で登録するには、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。

!

『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 1

ステップ 2
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※PIN コードからの読み込みを行わないと IC 免許証リーダを使  

　うことができません。

　　注意

PIN テキストボックスに入力した暗証番号と、IC 免許証に

登録されている暗証番号１が違っている場合 3 回続けて間

違えると、それ以降は IC チップに記録された内容が読み取

れなくなってしまいます。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。

!

『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。

ステップ 3

入力が正しければ、IC 免許から乗務員名、免許証番号、

有効期限が表示されます。

また有効期限の横に IC の文字が表示されます。

表示された内容が正しいことを確認してください。

ステップ 4
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＜IC 化されていない免許証を免許証リーダで登録する＞

免許証リーダに免許証をセットします。

左図を参考にしてセットしてください。

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。

ステップ 2

『個別情報』の『ID』の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 1
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＜それ以外での登録＞

『乗務員名』テキストボックスに氏名を入力します。

ステップ 2

『免許証共通情報』の、『免許証番号』テキストボックスに 12 桁の免許証番号を入力し『有効期限』から表

示されるウインドウにて免許証の有効期限を入力します。

ステップ 3

『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 1
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　　注意

生体認証パターンを登録する指はどの指でもかまいません。

このソフトウエアガイドでは人差し指で登録する場合を例に

あげています。

!

26

2-2-2 生体認証情報の登録

『左指を挿入したら OK を押してください』と表

示されるので、上図を参考にして生体認証装置に

左手の人差し指を挿入します。

指を挿入したら、『OK』ボタンを押します。

『右指を挿入したら OK を押してください』と表

示されるので生体認証装置に右手の人差し指を挿

入します。

指を挿入したら、『OK』ボタンを押します。

正しく登録されると、『正常に静脈パターンが登

録されました。』と表示されます。

生体認証情報項目に『登録済』が表示されます。 

人差し指を

挿入します

断面図
白いしるしが隠れるようにします

指の腹が触れないようにします
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2-2-3 登録者リストへの追加

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。

リストに追加するには『新規追加』ボタンを押します。

登録者リストに乗務員情報が登録され、データベー

スに登録する準備が終わりました。

登録した ID、乗務員名、免許証有効期限、PIN の有無、

生体の有無が表示されます。

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、IC 免許証かどう

かを確認します。

IC 免許証の場合は、IC 免許情報項目の PIN に『＊＊＊＊』

が表示されます。

生体認証情報項目に登録済が表示されます。
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2-2-4 生体情報の確認

最初に生体情報が正しく登録されているかを確認します。

先ほど登録した乗務員を選択し、『生体認証テスト』ボタ

ンをクリックします。

『生体認証テスト』ウインドウが表示されます。

選択した乗務員の名前が表示されています。

正しければ『実行』ボタンを押します。

確認ウインドウが表示されるので左手の人差し指を生体

認証装置に挿入し、『OK』ボタンを押します。

静脈認証中ダイアログが表示されます。

正しく登録されていれば、『認証成功』と表示されます。その後、モジュールの静脈データ初期化中と表示されます。

表示が終われば、生体認証テストが終了します。同じ手順で、右手の人差し指の生体認証テストも行ってください。
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次に生体認証の登録した全員の中から特定できるかをテストします。

このテストを行うことで、生体認証パターンが似た人との誤認証を防ぐことができます。

『生体認証テスト』ボタンをクリックします。

『生体認証テスト』ウインドウが表示されます。

ID の横の▼から『ALL: 登録済み全員認証』を選択します。

確認ウインドウが表示されるので左手の人差し指を生体

認証装置に挿入し、『OK』ボタンを押します。

テストの結果が表示されます。挿入した指と乗務員名が正しいことを確認してください。

同じ手順で、右手の人差し指の生体認証テストも行ってください。
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2-2-5 登録者リストの内容をデータベースに登録する

登録者リストの内容はデータベースに登録されてはじめ

て測定で使用できます。

『確定』ボタンを押します。

『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。



+

２－３．測定のやり方

使用する周辺機器ごとの基本的な測定の流れは以下の通りです。

A　IC 免許証リーダ＋生体認証装置＋免許証リーダ

IC 化されていない免許証を使用して測定を行う場合

指を測定位置にセットする 生体認証ボタンを押す 免許証をリーダに入れる 測定開始

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

　　注意

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

が正しいか確認し、生体認証テストを行ってから測定を行ってください。

!

IC 免許証を使用して測定を行う場合

免許証をセットする 指を測定位置にセットする 生体認証ボタンを押す 測定開始

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

測定方法の詳細は P38 を参照してください

測定方法の詳細は P37 を参照してください
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指を測定位置にセットする 生体認証ボタンを押す 免許証を確認する 測定開始

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

+

免許証の確認

管理者

自己確認

B　IC 免許証リーダ＋生体認証装置

IC 化されていない免許証を使用して測定を行う場合

免許証をセットする 指を測定位置にセットする 生体認証ボタンを押す 測定開始

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

IC 免許証を使用して測定を行う場合

　　注意

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

が正しいか確認し、生体認証テストを行ってから測定を行ってください。

!

測定方法の詳細は P38 を参照してください

測定方法の詳細は P37 を参照してください
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測定開始

+

ID を入力する 測定開始ボタンを押す 免許証をリーダに入れる 測定開始

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

C　IC 免許証リーダ＋免許証リーダ

IC 化されていない免許証を使用して測定を行う場合

測定開始

　　注意

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。

!

免許証をセットする ID を入力する 測定開始ボタンを押す 測定開始

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

IC 免許証を使用して測定を行う場合

測定方法の詳細は P41 を参照してください

測定方法の詳細は P40 を参照してください
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+

ID を入力する 測定開始ボタンを押す 免許証を確認する 測定開始

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

免許証の確認

管理者

自己確認

測定開始

D　IC 免許証リーダ

IC 化されていない免許証を使用して測定を行う場合

　　注意

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。

!

測定開始 免許証をセットする ID を入力する 測定開始ボタンを押す

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

測定開始

IC 免許証を使用して測定を行う場合

測定方法の詳細は P42 を参照してください

測定方法の詳細は P40 を参照してください
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+

ID を入力する 手動測定ボタンを押す

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

測定開始

E　生体認証装置

手動測定

IC 免許証がロックされてしまい IC 免許証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、適切な設定に変更して測定してください。また確認モードを省略したい場合には

手動測定を行ってください。

指を測定位置にセットする 生体認証ボタンを押す

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

測定開始

測定方法の詳細は P44 を参照してください

測定方法の詳細は P43 を参照してください
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実際の動作は以下の通りになります。

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。

※生 体 認 証 装 置 が 接 続 さ れ て い た 場 合、

ALC-PRO Plus は起動時に生体認証用の静脈

データをデータベースから読込みます。件数に

比例して起動時間が長くなります。

ALC-Pro (Plus) メイン画面が起動します。

ガイダンスウインドウ

免許証の期限と測定方法、生

体認証を行ったかが表示され

ます



7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

ステップ 1
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IC 免許証を IC 免許証リーダで読み込ませ、生体認証で測定を行う場合

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。

ステップ 3

ALC－PRO 本体の『生体認証』ボタンを

押します。

測定が開始されます。

ステップ 4

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。

断面図
白いしるしが隠れるようにします

指の腹が触れないようにします

人差し指を

挿入します

人差し指を生体認証装置に入れます。

図を参照して正しい位置にセットしてください。

ステップ 2

※登録した指は人差し指で説明しています。　

A　IC 免許証リーダ＋生体認

　　識装置＋免許証リーダ

B　IC 免許証リーダ＋生体認

　　証装置
※登録した指は人差し指で説明しています。　
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IC 化されていない免許証を免許証リーダで読み込ませ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生体認証で測定を行う場合

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

ALC－PRO 本体の『生体認証』ボタンを押

します。

ステップ 2

音声が流れます。上部ガイダンスウインドウ

のメッセージに従って IC 化されていない免

許証を免許証リーダに入れます。

左の画面が表示され、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 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。

ステップ 4

断面図
白いしるしが隠れるようにします

指の腹が触れないようにします

人差し指を

挿入します

人差し指を生体認証装置に入れます。

図を参照して正しい位置にセットしてくださ

い。

ステップ 1

※IC 化されていない免許証は PIN コードがないので IC 免許証リーダでは読み込

　むことができません。

※登録した指は人差し指で説明しています。　

A　IC 免許証リーダ＋生体認

　　識装置＋免許証リーダ
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IC 化されていない免許証で、生体認証で測定を行う場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（IC 免許証リーダ有）

管理者モード

自動測定開始モード

管理者に免許証を確認してもらいます。

管理者は免許証を確認したら確認ボタ

ンを押してください。

制限時間内に自分自身で免許証の確認

を行ってください。

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

ALC－PRO 本体の『生体認証』ボタンを押します。

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。

ステップ 4

免許証の確認を行います。設定したモードのウインドウ

が表示されます。

ステップ 3

白いしるしが隠れるようにします

指の腹が触れないようにします

人差し指を

挿入します

人差し指を生体認証装置に入れます。

図を参照して正しい位置にセットしてください。

ステップ 1

B　IC 免許証リーダ＋生体認

　　証装置

※IC 化されていない免許証は PIN コードがないので IC 免許証リーダでは読み込

　むことができません。

※登録した指は人差し指で説明しています。　

断面図
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IC 免許証を IC 免許証リーダで読み込ませて測定を開始する場合

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

ALC－PRO 本体のテンキーから ID を入力し、測

定開始ボタンを押します。

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。

ステップ 3

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。

ステップ 1

C　IC 免許証リーダ＋免許証

　　リーダ

D　IC 免許証リーダ
※登録した指は人差し指で説明しています。　
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IC 化されていない免許証を免許証リーダで読み込ませて測定を行う場合

音声が流れます。上部ガイダンスウインドウのメッ

セージに従って IC 化されていない免許証を免許証

リーダに入れます。

左の画面が表示され、免許証から情報が読み取られ

ると測定が開始されます。

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

ALC－PRO 本体のテンキーから ID を入力し、測定

開始ボタンを押します。

ステップ 1

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。

ステップ 3

ステップ 2

C　IC 免許証リーダ＋免許証

　　リーダ

※IC 化されていない免許証は PIN コードがないので IC 免許証リーダでは読み込

　むことができません。　
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IC 化されていない免許証で測定を行う（免許証リーダ無）

管理者モード

自動測定開始モード

管理者に免許証を確認してもらいます。

管理者は免許証を確認したら確認ボタ

ンを押してください。

制限時間内に自分自身で免許証の確認

を行ってください。

免許証の確認を行います。設定したモードのウインド

ウが表示されます。

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。

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

ALC－PRO 本体のテンキーから ID を入力し、測定開

始ボタンを押します。

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

D　IC 免許証リーダ



43

生体認証で測定を開始する

断面図
白いしるしが隠れるようにします

指の腹が触れないようにします

人差し指を

挿入します

人差し指を生体認証装置に入れます。

図を参照して正しい位置にセットしてください。

ステップ 1

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

ALC－PRO 本体の『生体認証』ボタンを押します。

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。

ステップ 3

E　生体認証装置

※登録した指は人差し指で説明しています。　
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手動測定のやり方

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、設定を変更してご使用ください。確認モードを省略したい場合には手動測定を行ってくだ

さい。

7 8 9 C

4 5 6

1 2 3

0 手動
測定

測定
開始

生体
認証

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。

ステップ 1

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。

ステップ 2
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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。

ガイダンスウインドウ

ガイダンスウインドウ

測定を行う時に次にどのようにしたらよいかのメッセージが表示されます。

※設定、測定方法によっては表示されません。

追加された表示項目

免許期限

測定方法により以下が表示されます。

生体認証

生体認証装置が接続されていて、生体認証を行った場合には「有」、生体認証を行わなかった場合

には「無」が表示されます。生体認証装置が接続されていなかった場合、ALC-Mobile から送信

されたデータには「-」が表示されます。

免許証の期限と測定方法、生体

認証を行ったかが表示されます

免許期限 どのような測定を行ったか

IC＋残日数 IC 免許証リーダを使って測定を行った場合

R＋残日数 免許証リーダを使って測定を行った場合

済＋残日数 測定時に管理者モードを使用した場合

自＋残日数 測定時に自動測定開始モードを使用した場合

携帯測定 ALC-Mobile からの測定結果を受信した場合　

手動測定 上記以外

３－１．ALC-PRO 測定画面詳細



プリンタ印字項目

①生体認証使用有無

この項目にチェックがあると、サーマルプリンタに印刷される項目に『生体認証使用有無』が追加され

ます。生体認証を行ったかどうかが「有」、「無」で印字されます。

②IC 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。

③生体認証

生体認証を使用するときにチェックを入れ、COM を選択してください。

チェックがないと生体認証装置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。

!

①
②

③

46

３－２－1．通信の設定

３－２.　管理ツール



　　注意

PIN テキストボックスに入力した暗証番号と、IC 免許証に登録され

ている暗証番号１が違っている場合 3 回続けて間違えると、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ってしまいます。

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。

!

ステップ 1
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IC 免許証を IC 免許証リーダにセットし（左図参照）、IC 免許

情報項目の PIN に免許証の暗証番号１を入力します。

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。

３－２－2．ID の登録

　　ID の登録

IC 免許読込、生体認証パターン作成は対応する周辺機器が接続されていないと使用できません。

最初に、最大 8 桁の数字を ID に入力してください。ID は重複することはできません。

一度登録すると ID を変更することはできません。

　　　1　IC 免許証での登録

　IC 免許証リーダが接続されていることで IC 免許証から情報を取得できます。

　　　（IC 免許証リーダが接続されていない場合は通常の免許証と同様の登録手順になります）

IC 免許証リーダが接続されて

いる場合にボタンが押せます

生体認証装置が接続されてい

る場合にボタンが押せます

PIN 登録の有無、生体認証パ

ターン登録の有無が表示され

ます
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IC 免許読込ボタンを押すと、個別情報の乗務員名、免許証番号、有効期

限が表示されます。それぞれの項目の内容が正しいことを確認してくだ

さい。

個人情報のセキュリティを高めるには

IC 免許証の暗証番号を入力する際に入力者以外の人に知られないようにするために、付属の

テンキーから入力することをお勧めします。テンキーでの入力時には、入力者以外に入力す

る暗証番号が見られないように隠して入力するか、図のようなカバーをテンキーの上にかぶ

せて入力する手元が見えないようにすると個人情報の漏えいを防ぐことができます。

　　　2　通常の免許証での登録

　免許証リーダが接続されている場合

　免許証リーダが接続されていない場合

ステップ 2

免許証から、乗務員名、免許証番号、有効期限が表示されます。

内容が正しいことを確認してください。氏名の漢字が正しく読み

込まれていない場合は変更してください。（P49 登録内容の変更

を参照）

免許証をリーダに入れます。（左図参照）

ステップ 1

ステップ 2

免許証を見て、乗務員名、免許証番号、有効期限の各項目を選択し、入力してください。

入力が終わったら、『新規追加』ボタンを押してください。乗務員リストに追加されます。



　　ID の削除

ALC-PRO (Plus) ソフトウエアガイドをご覧ください。

　　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。
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　　生体認証パターンの登録

生体認証装置が接続されている場合、生体認証パターンを使用しての測定が可能になります。

生体パターンを登録すると、測定時に ID を入力する必要がなくなります。

生体認証装置の設定が正しく行われていない場合、接続されていない場合には登録はできません。

①生体認証パターン作成ボタンを押します。

②表示されるウインドウに従います。

　左指の登録したい指を生体認証装置に挿入

　してください。準備ができたら『OK』ボタ

　ンを押します。

③同様に右指も行います。

　右指の登録したい指を生体認証装置に挿入

　してください。準備ができたら『OK』ボタ

　ンを押します。

④正しく登録できたらその旨のウインドウが

　表示されます。

⑤表示が未登録から登録済に変わります。

　



④新しい生体認証パターンを登録します。（確実に再登録する

　ために、一度削除を行ったら、確認ボタンを押し、データベー

　スに再登録してから登録しなおすことをお勧めします。）（ID

　の登録、生体認証パターンの登録を参照）

⑤未登録という箇所が登録済になっていることを確認し、変更ボタンを押し、乗務員リスト

　に再度追加してください。次に確定ボタンを押し、データベースに変更を登録します。
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個別情報に表示された各項目の変更方法は次の通りです。

生体認証パターンの変更、削除

生体認証パターンの変更は、生体認証装置接続時に行えます。

※削除は、生体認証装置が接続されていなくても行えます。

　　1　登録された生体情報を変更する

　　①生体認証パターンを変更したい乗務員を選択します。

　　②生体認証情報項目に登録済という表示があることを確認します。

　　③生体削除ボタンを押します。登録済と表示されていた箇所に未登録と表示されます。

　　　（ただし、この時点では、乗務員リストの生体の項目には「有」と表示されています）

　　2　生体認証を追加登録する

すでに登録してある乗務員に生体認証パターンを追加することができます。

　　①変更したい乗務員を登録者リストから選択します。

　　②生体確認情報項目に、未登録の表示があることを確認します。

　　③生体認証パターン作成ボタンを押します。画面に従って登録を行ってください。（生体認証パ

　　　ターンの登録を参照）登録済の表記があることを確認してください。

　　④『変更』ボタンを押し、登録者リストを変更してください。リストの生体項目が、『無』から

　　　有に変わります。

　　⑤確定ボタンを押し、データベースに変更を登録します。
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　　生体認証テスト

生体認証装置を使って登録した生体認証パターンが正しく登録されているか確認することができま

す。生体認証テストは、登録済みの生体認証パターンの全件からの検索、登録済みの乗務員の一人

を選んでその人のパターンと一致するか、登録中の生体認証パターンが正しく登録されているかの

テストが行えます。

全体からの検索

全体からの検索

登録しているものがない時は下記ウインドウが表示されます。

登録した乗務員名と、登録した指が一致しない場合は、生体認証パターンを再度登録し直してください。

乗務員を選択してのテスト

乗務員を選択してのテスト

登録中のテスト

登録中のテスト

　　①『生体認証テスト』ボタンをクリックします。

　　②各テストに該当するものを選択します。

　　③『実行』ボタンをクリックします。

　　④指を挿入する旨のウインドウが表示されます。テストを行う指を挿入してください。（左指のパターンから

　　　検索が行われます）指を挿入したら『OK』ボタンを押してください。

　　⑤テストが終了すると各テストにより以下のウインドウが表示されます。
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３－２－３．警告の設定

免許証チェックタブ

免許証目視確認方法

通常の免許証の確認方法を選択できます。

IC 免許証リーダが使用可能、免許証リーダが使用不可の場合にこの機能を使用することができます。

管理者モード

　免許証の確認を第三者（管理者）が行う時に使用します。

　測定時に表示される確認ボタンを押さないと測定が始まりません。

自動測定開始モード

　免許証の確認を乗務員本人が行う時に使用します。

　設定した時間後に自動的に測定を開始します。

　５～９９９秒まで設定できます。

　デフォルトの時間は 5 秒です。
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追加された表示項目

免許期限

測定方法により以下が表示されます。

免許期限 どのような測定を行ったか

IC＋残日数 IC 免許証リーダを使って測定を行った場合

R＋残日数 免許証リーダを使って測定を行った場合

済＋残日数 測定時に管理者モードを使用した場合

自＋残日数 測定時に自動測定開始モードを使用した場合

携帯測定 ALC-Mobile からの測定結果を受信した場合

手動測定 上記以外

生体認証

生体認証装置が接続されていて、生体認証を行った場合には「有」、生体認証を行わなかった場合には「無」

が表示されます。生体認証装置が接続されていなかった場合、ALC-Mobile から送信されたデータには

「-」が表示されます。

３－３．ALC-PRO データ検索・表示
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帳票表示

追加された表示項目

　免許期限

測定方法により以下が表示されます。

免許期限 どのような測定を行ったか

IC＋残日数 IC 免許証リーダを使って測定を行った場合

R＋残日数 免許証リーダを使って測定を行った場合

済＋残日数 測定時に管理者モードを使用した場合

自＋残日数 測定時に自動測定開始モードを使用した場合

携帯測定 ALC-Mobile からの測定結果を受信した場合

手動測定 上記以外

　生体認証

生体認証装置が接続されていて、生体認証を行った場合には「有」、生体認証を行わなかった場合には「無」

が表示されます。生体認証装置が接続されていなかった場合、ALC-Mobile から送信されたデータには

「-」が表示されます。

CSV ファイル

　免許区分

測定方法により以下の内容が記述がされます。

IC　　　　　 IC 免許証リーダを使って測定を行った場合

R　　　　　 免許証リーダを使って測定を行った場合

目視　　　　測定時に管理者モードを使用した場合

自動　　　　測定時に自動測定開始モードを使用した場合

携帯測定　　ALC-Mobile からの測定結果を受信した場合

手動測定　　上記以外

　生体認証

生体認証装置が接続されていて、生体認証を行った場合には「有」、生体認証を行わなかった場合には「無」

が表示されます。生体認証装置が接続されていなかった場合、ALC-Mobile から送信されたデータには

「-」が記述されます。

 

３－４．帳票表示、CSV ファイル



55

４．困った時は（トラブルシューティング）

４－1．初期設定時のエラー

4－2．ALC-PRO 起動時に発生するエラー

管理ツールの通信の設定でデバイスマネー

ジャで確認した IC 免許証リーダの COM ポー

トの番号が表示されない。

管理ツールの通信の設定でデバイスマネー

ジャで確認した IC 免許証リーダの COM ポー

トの番号が表示されない。

IC 免許証リーダは COM ポート番号１～９の間で動作します。

１０以上の数字の場合は COM 番号が表示されません。10 以

上の番号の場合は COM 番号の変更を行ってください。

管理ツールの通信の設定メニューで、周辺機器の設定が正しい

かどうか確認してください。

各設定は、周辺機器の組合せによる運用方法をご覧ください。

設定が正しければ以下の手順に従ってください。

１　ALC-PRO 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

　　ている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。異なっていた場合はデバイスマネージャ

　　の COM 番号と同じに設定してください。COM 番号が１

　　～９以外になっている時は、A１を参考にして COM 番号

　　を変更してください。

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』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。

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。

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。

COM を変更したら、PC の再起動を行ってください。

１　

２　

３　

４　

Q1 A1

Q2 A2

ALC- PRO 起動時に「IC 免許証リーダのポー

トオープン中にエラーが発生しました

ファイルが見つかりません :

DriverslincenseReader.dll　このエラーが発

生した場合は、VC++2005 ランタイムをイン

ストールしてください」と表示され、IC 免許

証リーダが使用できない。

IC 免許証リーダを使用するのに必要なプログラムが足りませ

ん。ALC-Pro をインストールした場所の AlcSys フォルダ内

の VCruntime フォルダの vcredist_x86.exe を実行して、プ

ログラムをインストールしてください。その後、PC の再起動

をおこなってください。

Q3 A3
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４－3．管理ツールで発生するエラー

ALC-PRO を起動時に「生体認証との通信に

失敗しました。生体認証からの入力はできま

せん。」と表示される。

生体認証装置を使用しない設定で表示される場合は管理ツール

の通信の設定からチェックを外してください。各設定は、周辺

機器の組合せによる運用方法をご覧ください。

設定が正しければ以下の手順に従ってください。

１　ALC-PRO を終了してください。

２　生体認証装置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。

管理ツールの ID の登録メニュー開始時に「IC

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。

管理ツールの ID の登録メニュー開始時に「IC

免許証リーダのポートオープン中にエラーが

発生しました　ファイルが見つかりません :

DriverslincenseReader.dll　このエラーが発

生した場合は、VC++2005 ランタイムをイン

ストールしてください」と表示され、IC 免許

証リーダが使用できない。

IC 免許証リーダが認識されていない可能性があります。

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。

IC 免許証リーダを使用するのに必要なプログラムが足りませ

ん。A3 を参照してください。

Q5 A5

Q4 A4

Q6 A6

IC 免許証リーダとの通信が行われていません。

IC 免許証リーダとの通信ができていない可能

性があります。以下の対処を行ってください。

IC 免許証リーダとの通信が行われていません。IC 免許証リー

ダとの通信ができていない可能性があります。以下の対処を

行ってください。

１　登録の設定をキャンセルボタンで終了し、管理ツールを終

　　了させてください。

２　IC 免許証リーダとの接続を確認してください。

３　再度管理ツールを起動してください。

Q7 A7
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生体認証で測定を行おうとした時、画面に違

う人の名前が表示される。

登録内容が違う。もしくは、生体認証パターンが酷似している

人がいる可能性があります。P51 を参照して生体認証テスト

を行い、正しく登録されているか確認してください。登録内容

が違う場合は P50 を参照して、生体パターンの変更を行って

ください。

正しく登録されているのにもかかわらず、別の人として認識さ

れる場合はもう片方の登録した指で認証を行ってください。

誤認証を避けるために ID の登録、登録内容の変更を P50 を

参照して、生体パターンの変更を行ってください。

Q8 A8

通常の免許証から IC 免許証に変更したので、

登録情報をしたい。

変更したい人を選択し、IC 免許証を IC 免許証リーダに置いて

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。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。

Q9 A9

管理ツールの ID の登録で、「この IC 免許証は

使用できません」というエラーダイアログが

表示された。

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

等に行きロックを解除してください。

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。

Q10 A10

間違って生体認証パターン作成ボタンを押し

てしまった。

そのまま待つと『指を挿入されていないので認証できませんで

した。指を挿入した状態で再度認証開始キーを押してください』

というダイアログが表示され、生体認証パターン作成がキャン

セルされます。

Q11 A11

生体認証登録する指を間違えてしまった。 生体認証パターンを変更してください。詳しくは P26 をご覧

ください。

Q12 A12

管理ツールの『ID の登録』で IC 免許証を IC

免許証リーダから読み込ませたら「運転免許

証氏名を抽出中にエラーが発生しました」と

ダイアログが表示され、乗務員名に表示され

ている氏名がおかしくなっている。

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、

氏名を正しく読み取ることができませんでした。乗務員名を正

しいものに変更してください。IC 免許証を使用した測定では

ここで設定した氏名が画面上に表示されます。また、測定では

上記のエラーが発生した免許証でも正常に測定が可能です。

Q13 A13
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４－４．測定時に発生するエラー

ALC-PRO で測定時に、ガイダンスウインド

ウに「この IC 免許証は使用できません」と表

示された。

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

クを解除してください。

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。

測定時にパターン登録した指で生体測定を開

始しようとしたが「登録されている生体認証

が見つかりませんでした」と表示された。

生体登録１０秒ほど待ってから再度測定を行ってください。も

し、それでも同じエラーが表示されるようでしたらアプリケー

ションを再起動してください。

それでも読込まれないようならば、生体認証パターンを変更し

てください。

生体認証での測定時に「生体認証できません

でした。改善されない場合は必要に応じて、

OS 再起動してください」と表示されて測定で

きない。

生体認証時に、指の挿入が遅れた場合に表示される可能性があ

ります。ウインドウが閉じてから、10 秒以上経過後に指を挿

入し、生体認証ボタンを押してください。

それでも先ほどと同じエラーダイアログが表示されるようであ

れば、アプリケーションを終了し、OS を再起動してください。

生体認証テスト時に、「エラーが発生しました」

というエラーダイアログが表示された。

生体認証装置との通信ができませんでした。OK ボタンを押し、

エラーダイアログを閉じてください。静脈データを送信中とい

うメッセージが表示されています。キャンセルボタンを押し、

ID の登録を終了させてください。次に管理ツールを終了させ

ます。

生体認証装置との接続を確認してください。

Q14 A14

ID、乗務員名、免許証番号、免許証有効期限

を入力し、PIN を入力して登録しようとしたら、

「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。

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

らPINを使った読込みが行われていません。登録はできますが、

測定時に IC 免許証がロックされる可能性が高まります。IC 免

許読込ボタンを押して、情報を読込んでください。

Q15 A15

生体認証テスト時に、「エラーが発生しました」

というエラーダイアログが表示された。

生体認証装置との通信ができませんでした。OK ボタンを押し、

エラーダイアログを閉じてください。静脈データを送信中とい

うメッセージが表示されています。キャンセルボタンを押し、

ID の登録を終了させてください。次に管理ツールを終了させ

ます。

生体認証装置との接続を確認してください。

Q16 A16

Q17 A17

Q18 A18

Q19 A19
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指を生体認証装置に挿入しているのに、「指が

挿入されていないので認証できませんでした。

指を挿入した状態で再度認証開始キーを押し

てください」というエラーダイアログが出て

しまう。

一度指を生体認証装置から引き抜き、もう一度指を挿入して測

定してください。それでも認識しない場合は、アプリケーショ

ンを再起動してください。再起動を行っても認識しない場合は、

生体認証パターンを変更してください。

Q20 A20

IC 免許証を免許証リーダで通して使用できま

すか？

IC 免許証で PIN を登録したものは IC 免許証リーダでのみ測定

が可能です。IC 免許証リーダ、免許証リーダがあり、IC 免許

証リーダとなんらかの理由で通信が行えない場合は、IC 免許

証の人は手動測定を行うか、管理ツールの ID の登録で PIN コー

ドを削除し、更新を行えば使用することができます。

Q21 A21
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