
2019 年 2 月 5 日  

 お客様各位  

 東海電子株式会社  

   

運転免許証リーダーに関する重要なお知らせ 
2019 年 5 月 1 日以降の「平成」と「新元号」について 

  

平素は弊社製品をご愛用いただきまして、誠に有り難うございます。  

本年 5 月 1 日、天皇陛下の御退位と皇太子さまの御即位に伴う改元にあたり、5 月 1 日以降(*)に

免許証を取得・更新する方は、「免許証発行日」と「有効期限」が新元号表記となります。 

 

 

 

                            ※〇〇新元号での表記イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2019/0104kaiken.html 

新元号の発表は 4 月 1 日とされておりますが、本日現在、表面の新元号も、IC チップ内に格納さ

れる元号も、決まっておりません。 

 

先般、2018 年 9 月に、新元号に関連する第一報を以下にてお知らせ致しました。 

＜新元号に関する第一報 2018 年 9 月 20 日＞ 

東海電子製アルコール検知器で利用している免許証リーダーについてのご案内 

https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/topics/file/443_20180920104950_topic_file.pdf 

 

残すところあと 3 ヶ月を切っております。当社としましては、お客様にスムーズに新元号に対応

いただくため、予測できる範囲においてシステムで発生するエラーパターンを想定し、対応案をお知

らせ致します。 

 

 

 

<交付年月日> 〇〇01 年 05 月 01 日 

<有効期限>  2019 年（〇〇01年）05月 01 日～ 

「有効期限が XXX です」 

（WindowsOS によって 

メッセージが変わります） 



 

 

＜対応その１：手動測定対応＞ 

 
改元日 5 月 1 日以降に運転免許証を取得・更新したドライバー・社員の皆様におかれましては、

下記の現象が出ます(※1)。本件に対応するバージョンアップが完了するまで、特定の方は、運転免

許証による認証ではなく、ID 番号の手打ちによる認証にてご対応頂けますよう宜しくお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

＜対応その２：新システムへの更新＞ 

 

以下、「読み取り不可」と記載されている、測定用アプリケーション＆免許証リーダーをご利

用のお客様は、早急に、新測定アプリケーション ALC-Rec for Windows10 への変更をお願い致

します。 

 

【各種免許証リーダーごとの利用可否】 

 

 測定用アプリケーションALC-PRO for Windows（Windows7対応モデル）については、既にご案

内の通り、2020年1月14日にてサポート終了となっております。（詳細については2016年2月2日付け

の『業務用アルコール測定システム ALC-PROⅡ、スキャナ式免許証リーダー および IT 点呼シス

（Tenko-PRO）をお使いのお客さまへ Windows 8.1/ Windows10 対応予定について』を参照ください） 

（参照：https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/topics/file/296_20160202172125_topic_file.pdf） 

読めない、期限切れ等、 

何かしらエラーがでたら 



 

尚、新システムの詳細については、2018年6月5日付けの『～飲酒運転ゼロを実現するために～ ア

ルコールチェック×勤怠管理！ 勤怠管理用ボタン付きアルコール測定システム ALC-PROⅡ 

Ver3.0 for Windows10 6 月 4 日からリリース開始！』を参照、又は、当社までご連絡下さい。 

（参照：https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/topics/file/420_20180607091209_topic_file.pdf） 

 

 ＊１ WindowsOSのバージョン、および、アルコール測定アプリケーションの新旧バージョン、IC免許

証リーダーのハードウェアバージョンによって、改元前後のエラーパターンや、対処するために必要な作

業時間や準備（有償か無償かも含め）が変わってきます。別紙詳細のご説明となりますので参照ください。 

 

【参考：最新のシステムバージョンについて】 

2016 年以降、2020 年 1 月の Windows7 サポート終了にむけて、順次、Windows10 対応のアルコ

ール測定アプリケーションを提供させていただいております。 

 

※2 上記外観の IC 免許証リーダーであっても、型名によって、最新のアプリケーションでは動

きませんので、IC 免許証リーダー自体を購入し直す場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

〇「PR-700UDM」→上記 Windows10 ALC-REC（Ver3.0）で稼働する 

×「PR-450UDM」→上記 Window7 なので、Windows10 対応 

ALC-REC（Ver3.0）では動作しない（リーダー自体を買い換える必要が御座います） 

  

ご利用の WindowsOS および当社のアルコール測定アプリケーションのバージョンを確認上、詳

細や下記へお問い合わせくださいますようよろしくお願い致します。 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

東海電子株式会社 立川事業所 

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第 3 ﾋﾞﾙ 203 号室 

TEL:042-526-0905 / FAX:042-526-0906 

e-mail：info@tokai-denshi.co.jp 

URL：http://www.tokai-denshi.co.jp 

 

ALC-PROⅡ(Ver3.0) IC 免許証スターターパック 

本体 
カメラ・アルコールセンサー・ 

ヒータースタンド 

付属品 
IC 免許証リーダー(※2) 

測定アプリ ALC-Rec(Ver3.0) （PC 含まず） 

定価 398,000 円（税抜） 

年間維持費 106,400 円(PROⅡ98,000 円＋IC8,400 円) 



【Windows8/10 対応　アルコール測定アプリケーション　『ALC-REC』　の場合　】

■対応策
下記のどちらかの対応をお願いします。

2019年4月10日に配布されるwindows update（19H1）の更新をお願いいたします。
ただし、windows update が適用されていても新和暦の情報がICチップに保存されている場合、平成３１年４月３０日までは正しく読み込むことができません。 →黄色の網掛け

windows updateを適用できないお客様のために、変更日を設定することで反映される機能を2.04で展開いたします。
（※ALCPRO2.5(PH1)をご利用いただいているお客様はALCPRO3.0(PH2)に変更する必要があります）

（※2.03以前にこの設定が行われていると、読取や表示がおかしくなる場合があります。バージョンを戻すときはご注意ください。）

なお、券面が平成３２年以降であっても、「新和暦の文字列」２年といった表示に切り替わり、券面と表示が異なります。 →青色の網掛け

■上記対応策を行わなかった場合は下記の動作になります。

●登録
新和暦の情報がICチップに保存されている場合、和暦の部分を平成として認識して動作します。 →黄色の網掛け

ただし、フリー領域（交付日・有効期限）の日付を画面上から修正していただくことによって、測定を行うことができます。

（※対象の免許証は、有効期限の券面が新しい和暦が記載したものが発行された場合が想定されます）

●測定
ICチップ読込時に読み込めない場合でも、画面上で日付を修正を行えばPINを使用した測定も行うことができます。 →赤色の網掛け

●CSV取込
新和暦が表示されているRECの画面から出力したCSVファイルは、新和暦が表示できないPCでは取り込むことはできません。 →橙色の網掛け

CSVが新和暦の文字列で作成されるためです。

windows updateの状態や2019年5月1日を境にアプリケーションの動作が変わります。それぞれの動作については、別シートの各色の網掛けをご参照ください。

【参考資料】
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確認条件： ICチップの平成の部分を新和暦（ここでは新和暦を「東海」と仮定）に置き換えた免許証を読み込みする
免許証の有効期限　　　　　　：東海34年9月12日（平成64年）
免許証の交付日　　　　　　　　：東海29年9月3日（平成54年）
免許証の取得年月日（中型）：東海14年1月7日（平成44年）

用語解説：
windows updatewindows10　1803 新しい和暦を「？？」年と登録された2018年3月に行われたアップデート（windows7,8.1には提供なし）
windows updatewindows10　19H1 新しい正式な和暦が登録されると思われる2019年4月10日実施予定のアップデート（windows7,8.1にも同様のアップデートがあると思われる）

フリー領域 PIN読込 フリー領域 PIN読込

IC登録

解説 新和暦の部分は？？と表示する 新しい和暦であっても、平成として読み込みしてしまう 新和暦の部分は？？と表示する 新和暦の部分は？？と表示する
測定 測定できる 測定できない（PIN読み込み後、フリー領域を変更すれば可測定できる 測定できる
東海34年 取込機能なし 取込機能なし 取込機能なし 取込機能なし
平成64 取込機能なし 取込機能なし 取込機能なし 取込機能なし

IC登録

解説 券面が平成でも新和暦に変換される 新しい和暦であっても、平成として読み込みしてしまう 券面が平成でも新和暦に変換される 券面が平成でも新和暦に変換される
測定 測定できる 測定できない（PIN読み込み後、フリー領域を変更すれば可測定できる 測定できる
東海34年 取込機能なし 取込機能なし 取込機能なし 取込機能なし
平成64 取込機能なし 取込機能なし 取込機能なし 取込機能なし

IC登録 左記挙動変化なし 左記挙動変化なし

解説 平成のまま表示される 新しい和暦であっても、平成として読み込みしてしまう
測定 測定できる 測定できない（PIN読み込み後、フリー領域を変更すれば可）
東海34年 取込機能なし 取込機能なし
平成64 取込機能なし 取込機能なし

CSV取込時の
フォーマット

CSV取込時の
フォーマット

2019/4/30まで 2019/5/1以降

windows10
1803適用済

windows
update

（19年4月）
1019H1
未適用

windows
10_19H1

（19年4月）
適用済

windows
update

適用なし

CSV取込時の
フォーマット
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確認条件： ICチップの平成の部分を新和暦（ここでは新和暦を「東海」と仮定）に置き換えた免許証を読み込みする
免許証の有効期限　　　　　　：東海34年9月12日（平成64年）
免許証の交付日　　　　　　　　：東海29年9月3日（平成54年）
免許証の取得年月日（中型）：東海14年1月7日（平成44年）

用語解説：
windows updatewindows10　1803 新しい和暦を「？？」年と登録された2018年3月に行われたアップデート（windows7,8.1には提供なし）
windows updatewindows10　19H1 新しい正式な和暦が登録されると思われる2019年4月10日実施予定のアップデート（windows7,8.1にも同様のアップデートがあると思われる）

フリー領域 PIN読込 フリー領域 PIN読込

IC登録

解説 平成のまま表示される 新しい和暦であっても、平成として読み込みしてしまう 平成のまま表示される 新しい和暦であっても、平成で扱われる
測定 測定できる 測定できない（PIN読み込み後、フリー領域を変更すれば可測定できる 測定できる
東海34年
平成64

IC登録

解説 券面が平成でも新和暦に変換される 新しい和暦であっても、平成として読み込みしてしまう 券面が平成でも新和暦に変換される 券面が平成でも新和暦に変換される
測定 測定できる 測定できない（PIN読み込み後、フリー領域を変更すれば可測定できる 測定できる
東海34年
平成64

IC登録 左記挙動変化なし 左記挙動変化なし

解説 平成のまま表示される 新しい和暦であっても、平成として読み込みしてしまう
測定 測定できる 測定できない（PIN読み込み後、フリー領域を変更すれば可）
東海34年
平成64

2019/4/30まで 2019/5/1以降

windows10
1803適用済

windows
update

（19年4月）
1019H1
未適用

CSV取込時の
フォーマット

取り込めない
取り込める取り込める

取り込めない

取り込めない
取り込める

windows
10_19H1

（19年4月）
適用済

CSV取込時の
フォーマット

windows
update

適用なし

CSV取込時の
フォーマット

取り込める 取り込める
取り込める 取り込める
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【旧　アルコール測定アプリケーション　『ALC-PRO for Windows 7』　の場合　】

ALC-PROアプリ（旧PRO）の場合

免許証券面変更時期を3月末頃とする。

■OCR免許証リーダー（免許証R版全て共通）
・免許証券面変更までは使用できる。 ⇒ 黄帯
・免許証券面変更後は使用できない。 ⇒ 赤帯

■IC免許証リーダー（601）
・どの免許証でもPIN番号を使用しない運用は可能 ⇒ 青帯
・新元号になってから更新されていないIC免許証はPIN番号を使用した運用はできる。（現在の免許⇒ 緑帯
・新元号が登録されているIC免許証はPIN番号を使用した運用はできない。 ⇒ 橙帯

※Windowsのアップデートの有無に関係なく、上記の動作となります。

【参考資料】
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現在 3月末 4月1日 4月10日 5月1日
アプリ WindowsUpdate 免許 平成 免許証券面変更後 発表 Windowsアップデート 新和暦開始

備考
A 〇 〇 〇 〇

B

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み
取れない（測定もできない）

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み取れない
（登録すらできないので、測定もできない）

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み取れない
（登録すらできないので、測定もできない）

※スライスレベルの変更でも対応できない
画像０…有効期限が読み取れない

D

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み取れない
（登録すらできないので、測定もできない）

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み取れない
（登録すらできないので、測定もできない）

※スライスレベルの変更でも対応できない
画像０…有効期限が読み取れない

A 〇 〇 〇 〇

B

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み
取れない（測定もできない）

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み取れない
（登録すらできないので、測定もできない）

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み取れない
（登録すらできないので、測定もできない）

※スライスレベルの変更でも対応できない
画像０…有効期限が読み取れない

D

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み取れない
（登録すらできないので、測定もできない）

×
IDの登録…誤った日で登録される
スライスレベルを変更してもうまく読み取れない
（登録すらできないので、測定もできない）

※スライスレベルの変更でも対応できない
画像０…有効期限が読み取れない

フリー 〇 〇 〇 〇

交付日、有効期限が平成だから大丈夫
VB６で新元号の変換ができないからあり得ない平成で扱われる
が、登録・測定可能（例：平成34年など）

PIN番号 〇 〇 〇 〇

フリー

〇
フリーエリアは、DLLが
GetFreeAreaInfoで西暦を返せば登
録・測定可能（現行の仕様で考えれば

〇
フリーエリアは、DLLがGetFreeAreaInfoで西暦を
返せば登録・測定可能（現行の仕様で考えれば
問題なし）

〇
フリーエリアは、DLLがGetFreeAreaInfoで西暦を
返せば登録・測定可能（現行の仕様で考えれば
問題なし）

PIN番号
〇
平成と想定し、登録・測定できる

〇
平成と想定し、登録・測定できる

〇
平成と想定し、登録・測定できる

※想定外ですが、新元号の場合には変な値で登録できるけど、測
定できない（IDが存在しないエラー）

フリー

〇
フリーエリアは、DLLがGetFreeAreaInfoで西暦を
返せば登録・測定可能（現行の仕様で考えれば
問題なし）

〇
フリーエリアは、DLLがGetFreeAreaInfoで西暦を
返せば登録・測定可能（現行の仕様で考えれば
問題なし）

PIN番号

×
PIN認証は変な値で登録できるけど、測定できな
い（IDが存在しないエラー）

×
PIN認証は変な値で登録できるけど、測定できな
い（IDが存在しないエラー）

PIN認証で登録すると”平成”表記が消え、空白となる
昭和や平成のあり得ない年度で登録されてしまう。
画像１…読み取った段階では平成が表示されない
画像２…保存時に表示される
画像３…画像２を保存し、開きなおすと間違った日付で表示
画像４…画像３で保存し、測定すると表示される

フリー 〇 〇 〇 〇

交付日、有効期限が平成だから大丈夫
VB６で新元号の変換ができないからあり得ない平成で扱われる
が、登録・測定可能（例：平成34年など）

PIN番号 〇 〇 〇 〇

フリー

〇
フリーエリアは、DLLが
GetFreeAreaInfoで西暦を返せば登
録・測定可能（現行の仕様で考えれば

〇
フリーエリアは、DLLがGetFreeAreaInfoで西暦を
返せば登録・測定可能（現行の仕様で考えれば
問題なし）

〇
フリーエリアは、DLLがGetFreeAreaInfoで西暦を
返せば登録・測定可能（現行の仕様で考えれば
問題なし）

PIN番号
〇
平成と想定し、登録・測定できる

〇
平成と想定し、登録・測定できる

〇
平成と想定し、登録・測定できる

※想定外ですが、新元号の場合には変な値で登録できるけど、測
定できない（IDが存在しないエラー）

フリー

〇
フリーエリアは、DLLがGetFreeAreaInfoで西暦を
返せば登録・測定可能（現行の仕様で考えれば
問題なし）

〇
フリーエリアは、DLLがGetFreeAreaInfoで西暦を
返せば登録・測定可能（現行の仕様で考えれば
問題なし）

PIN番号

×
PIN認証は変な値で登録できるけど、測定できな
い（IDが存在しないエラー）

×
PIN認証は変な値で登録できるけど、測定できな
い（IDが存在しないエラー）

PIN認証で登録すると”平成”表記が消え、空白となる
昭和や平成のあり得ない年度で登録されてしまう。
画像１…読み取った段階では平成が表示されない
画像２…保存時に表示される
画像３…画像２を保存し、開きなおすと間違った日付で表示
画像４…画像３で保存し、測定すると表示される

券面 IC情報 ※フリーエリアは西暦が取得できること前提
A 現行表記 平成 更新が無い人 既存免許 ※新元号は「５」の値で返ることを想定
B 新表記 平成であること前提。新和暦は想定外 ３月末に更新 券面のみ更新
C  現行表記  新和暦 存在しない想定
D 新表記 新和暦 ４月？以降に更新？ 全て更新

旧PRO 未適応

OCR免許証
リーダー

601

IC免許証リー
ダー
601

IC免許証リー
ダー
601

OCR免許証
リーダー

601
適応

未適応

適応

旧PRO

旧PRO

旧PRO

D

A

B

D

A

B
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画像２

画像３

画像４

画像１ 画像０

元号が表示されない
OCRで読み取れない

和暦表示がおかしな表示になる

保存時に表示される

測定すると表示される

テストした免許証
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