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1. はじめに 

AL-LOG（アルログ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

このマニュアルでは、AL-LOG の使い方や注意点を説明しています。 

かならず最初によく読んでから使用してください。 

最新版の取扱説明書は下記よりダウンロードできます。 

 

 

2. 使用上の注意 

正しく測定するため、アルコール検知センサーに息を吹きかける際には以下

のことに注意して行ってください。 

●初めて使用するセンサーや長期間使用していないセンサーを使用する場

合は測定前クリーニングを 2～3 回行ってから測定する。※センサークリー

ニング方法は「8.アルコールチェック方法」の⑤項を参照ください。 

●吹きかけ口から 1ｃｍ以内の位置から、息で

機体を温めるように「ハー」と一定の強さで長

く（5 秒程度）吹きかけてください。 

 

 

●飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後は、うがいをして 20 分以上経

過後に計測してください。 

●計測後はキャップを閉じて保管してください。 

●連続で計測する場合は、センサー内部に呼気が滞留して

いる場合があるので、アルコール検知ユニットを軽く数回

振って新鮮な空気を送り込んでから計測してください。 

●使用しないときはキャップを締めて保管してください。 

  

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php 

 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php
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使用目的に関する注意事項 

 
道路交通法第65 条第1 項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転して

はならない。」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の

有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するもの

ではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行っ

て良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は

一切責任を負いません。 

 

安全上の関する注意事項 

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止す

るため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよく

お読みいただき、安全に正しくお使いください。 
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●車両の運転や機械操作の最中に測定を行わない。 

 ▶注意が散漫になり、思わぬ事故を起こすおそれがあ

ります。 

 ▶自動車等の運転中に本器を使用したことに起因す

る事故の責任に対して本器の製造者および販売に携

わる関係者は一切の責任を負いません。 

●唾液や水などがセンサー内部に入らないようにする。 

 ▶故障するおそれがあります。 

●本器の分解や水洗いは絶対に行わない。 

 ▶故障するおそれがあります。 

●過度の衝撃や振動を与えない。 

 ▶故障するおそれがあります。 

●本器を子どもの手の届く場所に置かない。 

 ▶故障やけがをするおそれがあります。 

●タバコの煙を直接本体に吹きかけない。 

 ▶故障の原因になります。 
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●本器の汚れは水で湿らせ固く絞った柔らかい布で拭く。 

 ▶清掃に熱湯や洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール

等は使用しないでください。 

 ▶センサーに悪影響を及ぼすおそれがあります。 

●10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2 時間

以上放置してから使用する。 

 ▶正しい測定ができないおそれがあります。 

●本製品は防水構造にはなっていません。 

 水滴が付いたり、雨に当たったりしないようにご注意く

ださい。 

●飲酒直後など高濃度のアルコールを含む呼気を連続的に

吹きかけないでください。 

 ▶正確な測定ができなくなり、故障の原因となります。 
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保管に関する注意事項 

 

 

 

 

  

●保管の際は、次のようなところには絶対に保管しないで

ください。故障するおそれがあります。 

 ・芳香剤、たばこ、スプレー等、強いにおいのするとこ

ろ。 

 ・直射日光の当たるところ。 

 ・暖房器具に近いところ。 

 ・温度や湿度の変化が大きいところ。 

 ・保管温度範囲外のところ。（車内などは温度が高くな

りまた、寒冷地では温度が低くなりますので絶対に放

置しないでください。） 

 ・湿度が高く、水のかかるところ。 

 ・ほこりが発生しやすいところ。 

 ・アルコール類に近いところ。 

●センサーの表面にホコリやタバコのヤニ、唾液などが付

着すると誤動作や無反応になる場合があります。使用しな 

い時は周囲にホコリがない所で保管してください。 
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管理端末取り扱いに関する注意事項 

 

 

  

●ケーブルを手や指、首などに巻き付けてないでください。窒息の危険があります。 

●分解・改造などをしないでください。火災・やけど・ケガ・感電などの原因となります。 

●電池をショートさせたり、分解、加熱、火の中に投入したりしないでください。 

●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、大量の水で洗い、医師に相談してください。

また、皮膚や衣服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。 

●オーディオジャックや USB 端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでく

ださい。火災・やけど・ケガ・感電などの原因になります。 

●可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉じんが発生する場所では電源を切ってくださ

い。引火による爆発や火災などの原因となります。 

●点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けいれんや意識喪失などの原因となります。 

●雷が鳴りだしたらコントから AC アダプタを抜いてください。感電などの原因となります。 

●濡れた手で機器やケーブル、電源端子に触れないでください。火災・やけど・感電などの原

因となります。 

●ペースメーカ等医療機器を装着されている場合は、本製品を 15ｃｍ以上離してご使用くださ

い。電波により医療電気機器の作動に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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●教材の特性上、8歳未満のお子様には適しません。8歳未満のお子様が使用する場合は必ず大

人の指導が必要です。 

●電池の+－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。 

●古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使用しないでください。 

●長時間使用しない場合は、電池を電池ボックスから取り出してください。 

●破損したまま使用しないでください。 

●ACアダプタを使用する際は必ず付属のアダプタを使用してください。 

●以下の操作をすると、ソフトウェアや保存データの破損の原因となりますので、絶対におや

めください。 

・ソフトウェア起動中の強制電源OFF 

・電源が入っている状態でのmicroSDカードの取り外し 

●本製品使用によるデータの喪失・破損については一切の責任を負いかねますので

あらかじめご了承ください。 
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3. 製品概要 

3.1. セット内容 

・端末本体 

・カードリーダー 

・USB ケーブル 

・USB 通信ユニット 

・アルコール検知センサーユニット 

・AC アダプタ 

・専用スタンド 

・専用 microSD カード 

 

3.2. 概要 

本製品はアルコール検知器で計測した呼気

中のアルコール濃度を記録することができ

ます。運転免許証や社員証などの IC カー

ドをカードリーダーにかざして個人認証を

し、アルコール検知器に息を吹きかけるこ

とで自動的に測定記録を取得することがで

きます。 

カードの個人登録データや測定記録の取り出しは CSV 形式で行うため、エ

クセルフォーマットでのリスト作成が可能です。 

使用可能カード規格：FeliCaカード、TypeAカード 

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 
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データの取り込み・取り出しは USB メモリの他、ローカルネットワーク接

続された PC から行うことができます。 

・エクセルで作成された登録者リストを USB メモリで取り出す 

・端末内に記録された計測データを USB メモリで取り出す 

・端末をローカルネットワークに接続し、管理者用 PC から端末内のファイ

ルサーバにアクセスして、登録者リスト編集や計測記録を取り出す 
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4. セッティング 

4.1. 専用 microSD カードの挿入 

付属の専用 microSD カードにアルコール検知システムがインストールされ

ています。必ず付属の microSD カードを挿入した状態で使用してください。 

※microSD カードの挿入・交換は必ず電源を切った状態で行ってください。 

※microSDカードは以降、ソフトウェアの破損時、システム更新やオプションシステム導入時以外

は差し替える必要はありません。 

 

4.2. 乾電池の挿入（任意） 

予備電源として乾電池を挿入しておくことで、急な停電や AC アダプタが抜

けた場合でも強制的に電源が落ちること無く、安全にシャットダウンできる

ようになります。乾電池駆動時に電池が消耗した場合は、自動で安全にシャ

ットダウンされます。本体裏面に乾電池を６本、プラス・マイナスの向きを

間違えないように入れてください。 

 

①ネジを外して蓋を開ける ②microSD カードを挿入する 

※カードスロットに差し込んでください。上部の隙間に誤

って差し込まないように注意してください。 

※奥まで挿入してください。 

※交換後は必ず蓋を閉めてください。 

●長時間使用する際は AC アダプタを使用してください。 

乾電池のみで連続使用すると２～３時間ほどでなくなってしまいま

す。あくまで予備電源として使用してください。 

●AC アダプタと乾電池を同時に接続している時は、AC アダプタから

の給電が優先されます。 

●AC アダプタを接続していても乾電池は少しずつ消費されます。定期

的に（4 か月～半年毎）乾電池の残量を確認してください。 

また使用しないときは、乾電池は外しておいてください。 



11 

 

 

4.3. AC アダプタを接続する。 

付属の AC アダプタを端末本体の電源ポートに接

続して、コンセントに接続してください。 

 

 

4.4. USB ポートにカードリーダーを接続

する 

付属のカードリーターを端末本体の USB ポート

に接続してください。 

 

 

4.5. USB ポートにアルコールセンサーを

接続する 

① 付属のUSBケーブルを端末本体のUSBポート

に接続してください。 

 

② USB ケーブルに USB 通信ユニットを接続し

てください。 

 

 

③ USB 通信ユニットにアルコール検知センサーユニットを接続してくだ

さい。 
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4.6. スタンドのたてかた 

① スタンドの背板を以下のように開いてください。 

 

② フラップを起こして背板に固定してください。 

固定する位置で角度を変えることができます。 

 

③ 下の図のように端末本体をスタンドに立ててください。 

 

  

背板 

ここを指で軽く押す 

フラップ 
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5. 電源 

5.1. 電源を ON にする 

スイッチを右に 3 秒ほど押し続けると電源が入

ります。 

電源が入ると右上の緑色のランプが点灯し、画

面が表示されます。 

 

5.2. 電源を OFF にする（シャットダウン） 

電源を OFF にするときは、必ずシャットダウンを行ってください。 

 

 

 

 

① スイッチを右にスライドさせてください。 

② シャットダウンのメッセージが表示される

ので、OK を選択してください。 

 

※シャットダウンせずに AC アダプタを抜いで電源スイッチを切ると、SD カード内のフ

ァイルが破損する場合があります。 
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6. 各部の機能 

6.1. アナログスティック 

アナログスティックでマウスカーソルを操作することができます。 

 

 

6.2. ボタン 

本システムでは下ボタンのみ選択ボタンとして使用できます。 

その他のボタンは使用しません。 

 

 

6.3. タッチペンの使い方 

端末裏面にタッチペンが差し込まれています。 

 

  

アナログスティック 

下ボタン 
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7. 初期設定 

7.1. ソフトウェア アップデート 

ソフトウェアが最新版かを確かめて、必要に応じて更新します。 

① 起動時の画面右下に書いているソフトウェアのバージョン番号を確認し

てください。 

 

 

② 下記 URL にアクセスして、先ほどのソフトウェア番号が最新版と一致し

ているか確認してください。一致している場合は本節 7.1 をスキップし

て次へ進んでください。古い場合は手順③へ進んでください。 

 

 

※上記 URL にソフトウェアアップデートファイルが無い場合は、アップデ

ートの必要はありません。 

 

③ ダウンロードしたソフトウェアアップデートデータ

の zip ファイル（※）を USB メモリに保存して、端

末本体に USB メモリを挿してください。 

※ zipファイルを展開せずにUSB メモリにコピーし

てください。 

 

 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php
https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php
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④ 左上の設定ボタンをタッチしてください。 

 

⑤ パスワード入力画面が表示されます。出荷時初期パスワードは「1234」

です。パスワードを入力して「OK」をタッチし、管理者画面にログイン

してください。 

 

⑥ 「機器設定」→「ソフトウェアアップデート」をタッチしてください。 

 

 

⑦ 「OK」をタッチしてください。ソフトウェアのアップデートが始まり、

本体が再起動します。 
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7.2. 管理者登録（パスワード設定） 

管理者画面にアクセスするためのパスワードを設定します。 

① 左上の設定ボタンをタッチしてください。 

 

 

② パスワード入力画面が表示されます。出荷時初期パスワードは「1234」

です。パスワードを入力して「OK」をし、管理者画面にログインしてく

ださい。 

 

 

③ 「機器設定」から「パスワード変更」を選択してください。 
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④ 「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認)」

を入力してください。パスワードは半角英数で入力可能です。文字数制

限はありません。設定後に「変更」をタッチしてください。 

 

※変更後のパスワードは忘れないようにしてください。忘れてしまった場合

は、計測データやユーザー登録データの取り出しができなくなります。 

  



19 

 

7.3. ユーザー登録 

※登録リスト作成には別途 PC およびエクセルが必要です。 

※登録リストの取り込みには別途 USB メモリが必要です。 

※【推奨】初めて使用する USB メモリはフォーマットを実施してください。

（詳細 11.4 USB メモリフォーマット 参照）。 

① 下記 URL よりエクセル用ユーザー登録フォーム「user.csv」をダウン

ロードしてください。 

 

 

② 「user.csv」をエクセルで開いて以下の項目に登録ユーザー名等を入力

してください。 

※メール送信機能を使用しない場合は、メールアドレスは入力しないで

ください。（詳細 7.7 メール送信設定 参照） 

 

id：社員番号等、任意の ID 番号を半角数字で入力してください。 

[ﾙｰﾙ] ※空欄不可。※重複不可。※連番でなくても可。 

name：登録者のユーザー名を入力してください。 

[ﾙｰﾙ]※空欄不可。※重複可。 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php 

 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php
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ic_hash：IC カードに固有の IDｍ番号、もしくは運転免許証の交付日

および有効期限から設定される識別番号※1 の入力欄です。

空欄にしておくと、⑤項のカードスキャン後に自動で入力さ

れます。すでに IDｍ番号もしくは運転免許証の識別番号が

分かっている場合は直接入力することでカードスキャンせ

ずに登録可能です。 

[ﾙｰﾙ]※空欄可。※重複不可。（ただし運転免許証の識別番

号を登録する場合は重複可） 

 

※1 運転免許証の識別番号は「公布日_有効期限」で設定されます。 

例）公布日 2020 年 12 月 23 日  有効期限 2026 年 1 月 5 日 

  Ic_hash → 20201223_20260105 

mail1,2：そのユーザーのカードがスキャンされた時に、送信するメー

ルの送信先メールアドレスを入力してください。最大２つ登

録できます。  

[ﾙｰﾙ] ※空欄可。※重複可 

gaccount：スマートフォンアプリ※２を連携して利用する場合、Android

アプリで登録した Gmail を入力してください。 

           

 [ﾙｰﾙ] ※空欄可。※重複可 

※2（詳細 11.スマートフォンアプリ連携 参照） 
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③ 「user.csv」を上書き保存し、USB メモリにコピーして、端末本体に接

続してください。 

※ファイル名は変更しないでください。 

※保存形式は CSV(コンマ区切り)で 

保存してください。 

 

 

④ 「ユーザー」から「USB 取り込み」を選択します。USB メモリ内の

「user.csv」ファイルが、端末本体に取り込まれます。 

※USB メモリ挿入直後数秒間は正常に認識されない場合があります。 
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⑤ 「USB 取り込み」が完了すると、「カードとユーザーの紐付け」画面が

表示されます。順次登録か ID 指定登録を選択してください。 

 

＜順次登録＞カード未登録ユーザーを一括登録する場合に選択してくださ

い。未登録のユーザー名が順番に表示されますので、画面の指示に従ってカ

ードリーダーにカード（運転免許証）をかざしてください。 

 

全ての新規ユーザーのカード登録が完了すると、以下の画面が表示され

ます。 
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＜ID 指定登録＞ 

一部のユーザーのみカード登録する場合や、登録カード変更時、運転免許証

更新時に使用してください。 

 

ユーザーID を指定してから、画面の指示に従ってカードリーダーにカー

ド（運転免許証）をかざしてください。 

 

⑥ ユーザー登録内容を確認・修正・追加・削除した

い場合は、USB メモリを接続した状態で「USB

書き出し」を選択することで、USB メモリに

「user.csv」をコピーすることができます。エク

セルで開いて、確認・修正・追加・削除を行った

後、再度 USB 取り込みを行ってください。 
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7.4. 時刻設定 

ネットワーク接続せずに使用する場合、時刻設定が必要です。 

「機器設定」より時刻設定を行ってください。 

※ネットワーク接続により NTP サーバとの時刻同期をさせることも可能で

す。 
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7.5. メール送信設定 

※メール送信機能を用いない場合は必要ありません。 

メール送信機能を用いる為には、メールサーバーとして Gmail アカウン

トを用います。事前に Google アカウントの作成と、Gmail への登録を行っ

てください。(画面は Google の仕様変更によって、変更されている場合が

あります)。 

また、事前に端末本体をネットワークに接続してください。（詳細 10.ロ

ーカルネットワーク接続して使用する方法 参照）。 

 

① PC の WEB ブラウザから Google アカウントにログインした後、Google

トップページの右上の「Google アカウントの管理」をクリックしてく

ださい。 

② 左サイドバーの「セキュリティ」をクリックして、「Google へのログ

イン」→「２段階認証プロセス」をオンにしてください。 
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③ 左サイドバーの「セキュリティ」をクリックして、「Google へのログ

イン」→「アプリパスワード」をクリックしてください。 

 

④ 「アプリを選択」をクリックして、その他(名前を入力)を選んでくださ

い。 

 

⑤ アプリ名に任意のアプリ名（例：アルログ）と入力して、「生成」をク

リックしてください。 

  

アルログ 
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⑥ 表示されたアプリパスワードをメモしてください。 

※パスワードは一度しか表示されない為、注意してください。 

 

⑦ 端末本体の設定画面のメールを選択して、「メール送信アカウント」を

タッチして下さい。 

 

 

⑧ 「Gmail アドレス」欄に登録する Google アカウントの Gmail アドレス

と入力して、「アプリパスワード」欄に⑦でメモしたアプリパスワード

を入力してください。入力できたら「登録」ボタンを押してください。 

※Google アカウントのパスワードではなく、⑥で表示されたアプリパ

スワードを入力してください。 
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⑨ 次に、メール送信アカウントの設定がうまく出来たのか確認します。「戻

る」をクリックし、「メール送信テスト」を押します。 

 

⑩ 送信先アドレスに、メールが受信できる任意のメールアドレスを入力し

ます。 

⑪ 送信ボタンを押します。送信先アドレスに、端末本体からのメールが受

信されているか確認してください。メールの From(送信元メールアド

レス)はメール送信アカウント設定で設定した Gmail アドレスになりま

す。メールが届かない場合は、迷惑メールフィルタリング設定などで、

受信できない設定になっていないかご確認ください。 
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7.6. メール送信内容編集 

※メール送信機能を用いない場合は必要ありません。 

アルコールチェックをした際に送られる、メールの件名と本文を編集する

ことができます。 

初期設定のメール送信メッセージは以下のように設定されています。 

＜運転開始時＞ 

●件名 

●本文 

＜運転終了時＞ 

●件名 

●本文 

① 下記 URL より送信メール内容フォーム「message.txt」をダウンロー

ドしてください。 

 

 

運転開始のためアルコールチェックしました 

アルコール検知システム自動送信メールです。 

0000 年 00 月 00 日（月）00：00 

○○さん（ID***）がアルコールチェックしました。 

呼気アルコール濃度は***mg/L です。 

 

 

運転終了のためアルコールチェックしました 

 

アルコール検知システム自動送信メールです。 

0000 年 00 月 00 日（月）00：00 

○○さん（ID***）がアルコールチェックしました。 

呼気アルコール濃度は***mg/L です。 

 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php 

 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php
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② 「message.txt」を PC のメモ帳等で開いて送信メッセージを編集して

ください。 

  
<運転開始> 

<件名> 

運転開始のためアルコールチェックしました 

</件名> 

<本文> 

アルコール検知システム自動送信メールです。 

  

{date} {time} 

  

{name}さん(ID:{id})がアルコールチェックしました。 

 

呼気アルコール濃度は{brac}mg/L です。 

</本文> 

</運転開始> 

  

<運転終了> 

<件名> 

運転終了のためアルコールチェックしました 

</件名> 

<本文> 

アルコール検知システム自動送信メールです。 

  

{date} {time} 

  

{name}さん(ID:{id})がアルコールチェックしました。 

 

呼気アルコール濃度は{brac}mg/L です。 

</本文> 

</運転終了> 
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編集内容 

・運転開始時に送られるメール 

<運転開始>～</運転開始>に囲まれている内容 

・運転終了時に送られるメール 

<運転終了>～</運転終了>に囲まれている内容 

・メールの件名 

<件名>～</件名>に囲まれている内容 

・メールの本文 

<本文>～</本文>に囲まれている内容 

  

変数の挿入 

以下 4 種類の波かっこ{}で囲まれてた文字を入力することで、カードスキ

ャン時の情報をメール内容に挿入することができます。 

変数 内容 

{date} カードスキャンされた日付になります。 

例) {date}にスキャン → 2021 年 12 月 15 日にスキャン 

{time} カードスキャンされた時刻になります。 

例) {time}にスキャン → 9:34 にスキャン 

{name} カードスキャンされたユーザーの名前になります。 

例) {name}さんがスキャン → 田中太朗さんがスキャン 

{id} カードスキャンされたユーザーID 番号になります 

例) ID 番号{id}さんがスキャン → ID 番号 1 さんがスキャン 

{brac} 計測された呼気アルコール濃度になります。 

例）{brac}mg/L です→0.25ｍｇ/L です 
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③ 「message.txt」を上書き保存し、USB メモリにコピーして、端末本体

に接続してください。 

※ファイル名は変更しないでください。 

※保存形式は.txt で保存してください。 

 

 

④ 「メール」から「USB 取り込み」を選択します。USB メモリ内の

「message.txt」ファイルが、端末本体に取り込まれます。 

※USB メモリ挿入直後数秒間は正常に認識されない場合があります。 

 

⑤ 7.5⑨の手順に沿って、メール送信テストを行い、正しくメール本文が

編集できているか確認してください。 
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8. アルコールチェック方法 

※センサーを初めて使用する際や、長期間使用しなかった場合は、計測前に

クリーニング作業を 2、3 回実施してください。詳細⑤参照。 

※「２.使用上の注意」をよく読んでからご使用ください。 

① カード（運転免許証）での個人認証 

登録済みのカードもしくは運転免許証をカードリーダーにかざすと、登

録ユーザー名が表示されます。運転免許証で登録されている場合は有効

期限も同時に表示されます。 

 

※登録されていないカードをかざした場合は未登録エラーが表示されます。 

※公布日・有効期限とも同じ運転免許証で複数ユーザー登録されている場合 

以下のように複数のユーザー名が表示されますので、どちらのユーザーとし

て計測するか選択してください。 
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＜ID 手入力方法＞ 

カードを忘れた場合など登録ユーザーID を直接入力することで打刻が

可能です。以下のボタンを押すことで ID 手入力モードに切り替わりま

す。 

 

 

ID 手入力モードへの切り替えはパスワードでロックをかけることが可

能です。(詳細 12.3 ID 手入力設定 参照) 

 

② 使用する車両番号を入力します。 

※車両番号は 7 桁まで入力できます 

※未入力でもアルコールチェックは可能です。 
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③ 運転開始時か運転終了時か選択してください。 

 

 

④ アルコールセンサーユニットおよび USB 通信ユニットが正常に接続さ

れていることを確認し、計測開始を選択してください。 

※USB 通信ユニットが正常に接続されていると下図のように USB 緑の

ランプが点灯します。 

 

※USB 通信ユニットが正常に接続されていない場合、下図のようなエラー

メッセージが表示されます。再度 USB 接続および USB 通信ユニットの接続

状態を確認し、緑のランプが点灯していることをご確認ください。 
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⑤ 計測開始を選択すると、センサーの予熱が開始されます。 

カウントダウンが終了するまでしばらくお待ちください。同時にセンサ

ー使用回数が表示されます。 

※このとき、アルコール検知センサーユニットの赤ランプが点灯してい

ることを確認してください。また予熱中は、アルコール検知センサーユ

ニットと USB 通信ユニットが接触するように指でしっかり押さえるよ

うに持ってください。 

※使用回数が 1000 回を超えると、『センサーを交換してください』と表

示されます。測定精度が保証されなくなりますのでセンサーユニットを

交換してください。 

 

 

 

  

＜センサークリーニングについて＞ 

新品のアルコール検知ユニットを使用する際や、長期間使用していなか

ったアルコール検知ユニットを使用する際は、センサー部に不純物が付

着して正常に計測ができない場合があります。 

不純物を除去するために、予熱完了後、次の項目の「アルコールセンサ

ーへ息を吹きかけてください」と表示が出た状態で、息を吹きかけずに

放置してください。その後エラーメッセージがでますが、再計測を押す

と再度予熱が始まります。これを 2～3 回繰り返すことでセンサー部のク

リーニングがされます。 
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⑥ 予熱が完了すると、「アルコールセンサーへ息を吹きかけてください。」

とメッセージと同時に、さらにカウントダウンが表示されます。 

この間、アルコール検知センサーユニットへ息を吹きかけてください。 

 

ソフトウェアの ver.1.2.0 から計測時の呼気を検知するバーが表示され

ます。バーに変化がない（呼気が検知されていない）場合は、センサー

と口の位置や息の吐き方を確認してください。 

⑦ 計測値が表示されると測定完了です。この時点で計測記録が端末本体に

蓄積されます。 

 

0.15ｍｇ/L 以上の計測値が表示されると、赤字表示となりアラート音が

鳴ります。 

 

吹きかけ口から 1ｃｍ以内の位置から、 

息で機体を温めるように「ハー」と 

一定の強さで長く（5 秒程度）吹きかけ 

てください。 
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息の吹付が足りないか、アルコール検知センサーユニットが正常に接続

されていない場合は、以下のようなエラーメッセージが表示されます。 

「再度計測開始」から再計測を行ってください。 

※エラーが表示された場合は、計測記録は蓄積されていません。 

 

計測完了後「OK」ボタンを押すと、計測記録が指定のメールアドレスへ

送信されます。 

 

※OK を押さずに「カードタッチに戻る」を選択した場合は、メール送

信がされません。 

※7.3.②「ユーザー登録」で、送信メールアドレスを登録していない場

合は、メールは送信されません。 

※インターネット接続されていな

い端末で送信メールアドレスを登

録しているユーザーが計測完了し

た場合、以下のようなメッセージが

表示されます。メール送信できませ

んが、計測記録は正常に蓄積されます。 
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9. 計測データの取り出し 

9.1. 計測データの確認 

※ver1.1.2以降対応。バージョンが古い場合は7.1項の手順でアップデートを行ってく

ださい。 

端末の画面で計測したデータを確認する事ができます。 

① 「計測データ確認」をタッチしてください 

 

② 年/月/日の上下ボタンを押して、確認したい計測データの日付に合わせ

てください。キーボードを接続している場合は入力フォームに直接値を

入力する事もできます。 
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③ 「運転開始」か「運転終了」のボタンを押して、確認したいステータス

を選び、「変更」のボタンを押してください。 

 

 

④ 表が更新され、１日分の計測データが表示されます。１０行以上のデー

タは「次へ >」と「< 前へ」ボタンを押して、ページを送ってください。

次の場合、行データに色が付きます。 

黄色の行：未計測。または、計測したがエラーで計測失敗。 

赤色の行：計測結果が「0.15mg/L」以上。呼気にアルコールが検知された 
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9.2. 計測データの取り出し 

※計測データの取り出しには別途 USB メモリが必要です。 

※ネットワーク経由で計測データを取り出す場合は 10.を参照。 

① USB メモリを挿入してください。 

 

 

 

② 「計測データ」から「USB 書き出し」を選択してください。 

「record.csv」ファイルが更新され、USB メモリに「record.csv」がコ

ピーされます。 

※USB メモリ挿入直後数秒間は正常に認識されない場合があります。 

 

※USB 書き出しをする場合は自

動で計測データの更新がされま

すが、ネットワーク経由で計測デ

ータを取り出しする場合は、計測

データ更新を行ってください。 

（詳細 10.4‐③参照） 
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9.3. 計測データの削除 

計測データの全削除を行います。 

※データの一部を削除することはできません。 

① 「計測データ」の「計測データ削除」をタッチしてください 

 

② 「OK」をタッチしてください。計測データの削除が実行されます。 

 

9.4. 計測データ自動更新設定 

「計測データ更新」や「計測データ USB 書き出し」を設定した日時に自動

的に行う事ができます。 

① 「計測データ」の「計測データ自動更新」をタッチしてください。 
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② 「OFF」/「毎日」/「毎月」から更新したい頻度を選んで、空欄に日時

を入力してください。 

「USB メモリバックアップ」は、USB メモリを端末本体に挿してお

くと、計測データ自動更新時に USB メモリへデータの書き出しが実行

される機能です。「ON」にすると有効になります。 

※『端末本体から USB メモリが盗難される』、『第三者の USB メモリ

が挿入され、意図せずデータが抜き出される』といった、セキュリティ

的なリスクがあるためご注意して利用してください。 

 

③ 設定後、「保存」をタッチして、設定内容を保存してください。 
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9.5. 計測データの活用 

端末本体から取り出された「record.csv」を PC に移してエクセルで開くと

以下のようなデータになります。 

 

 

＜エクセルフォーム連携について＞ 

お客様にて任意のエクセル管理フォームを準備してください。用途に合わせ

てエクセルで「record.csv」と自動連携できるフォームを作成していただき

運用していただくことが可能です。また、以下 URL より、すぐに連携活用

いただけるエクセル管理フォームテンプレートをダウンロードいただくこ

とが可能です。 

 

 

 

テンプレートの使用方法はテンプレートファイル内に記載しています。 

  

id：ユーザーID  name:名前  date:計測日  time:計測時間  

carNo:車両番号  brac:呼気アルコール濃度計測値 

state:開始/終了  device_id:センサー固有の識別番号 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php 

 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php
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動作確認済み Wi-Fi アダプタ 

・TP-Link TL-WN725N 

・elecom WDC-150SU2MBK 

 

※Wi-Fi アダプタによって動作しないものや別途ドライバのインストールが必要なものがあります。 

※2.4GHz 帯対応の Wi-Fi アダプタのみ対応しています。 

10. ローカルネットワーク接続して使用する方法 

端末本体をローカルネットワークに接続することで、同じネットワーク内の

PC から直接データの取り込み・取り出しが可能になります。 

10.1. Wi-Fi での接続 

※別売の Wi-Fi アダプタが必要です。 

①Wi-Fi アダプタを USB ポートに接続してください。 
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②「機器設定」の「Wi-Fi 接続設定」より接続する Wi-Fi アクセスポイント

を選択してください。 

 

 

10.2. LAN ケーブルでの接続 

※別売の USB LAN アダプタが必要です。 

USB LAB アダプタを USB ポートに接続し、LAN ケーブルでネットワーク

に接続してください。 
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10.3. IP アドレスの設定 

「機器設定」から IP アドレス設定を選択し IP アドレスを設定してください。 

 

初期設定では DHCP 有効（自動割り当て）となっています。 

※固定で割り当てる場合は、同一ネットワーク上の他の機器と IP アドレス

が重複しないようにしてください。 
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10.4. クライアント PC からのアクセス 

ローカルネットワークに接続されているクライアント PC から端末本体内の

ファイルサーバにアクセスすることで、遠隔で打刻データの取り出しや、登

録者リストの取り込み・直接編集が可能です。 

 

例）Windows10 の場合 

① クライアント PC から IP アドレスを入力し、端末本体内ファイルサーバ

「allog_public」検索してください。 

 

 

エクスプローラーより 

「\\192.168.11.115」と入力 

※赤字部は前項で設定した IP アドレス 
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② 「allog_public」にアクセスするためにパスワード入力が必要です。 

上段（ユーザー名）には「root」、下段（パスワード）には 7.2 で登録した

管理者パスワードを入力して OK を選択して下さい。 

 

③ 直接「record.csv」、「user.csv」、「message.txt」の取り出し・取り込

み・編集が可能です。 

 

※ユーザー登録情報のデータベース反映や計測データ更新は端末本体での

操作が必要です。 

※計測データ「record.csv」を定期的に自動で更新する機能があります。 

方法は 9.4 を参照ください。  

管理者パスワード 

root 
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11. スマートフォンアプリ連携 

※事前にスマートフォンを利用するユーザーの個々の Gmail アドレスを入

手してください。本システムで使用可能な Gmail アドレスをお持ちでない場

合は、別途 Google アカウントの作成と Gmail への登録を行ってください。 

 

11.1. スマートフォンアプリのインストール 

ご使用するスマートフォンで以下の URL にアクセスし、AL-LOG アプリを

インストールしてください。 

 

 

※2023 年 4 月現在、Android では USB 接続のみ対応しています。 

※iOS アプリの使用の際は別売の「品番 036513 品名：アルコール検知シ

ステム Bluetooth 通信ユニット」が必要です。 

 

11.2. 事前準備 

・アプリ連携機能を用いる為には、管理者の Gmail アドレスを用います。事

前に Google アカウントの作成と、Gmail への登録を行ってください。 

・事前に端末本体をネットワークに接続してください。 

（詳細 10.ローカルネットワーク接続して使用する方法 参照）。 

 

※以下の①～⑧手順は「7.5 メール送信設定」と同じです。「7.5 メール送信

設定」ですでに実施済みの場合は飛ばしてください。 

  

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php 

 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/allog/01software.php
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① PC の WEB ブラウザから Google アカウントにログインした後、

Google トップページの右上の「Google アカウントの管理」をクリッ

クしてください。 

② 左サイドバーの「セキュリティ」をクリックして、「Google へのログ

イン」→「２段階認証プロセス」をオンにしてください。 

 

③ 左サイドバーの「セキュリティ」をクリックして、「Google へのログ

イン」→「アプリパスワード」をクリックしてください。 
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④ 「アプリを選択」をクリックして、その他(名前を入力)を選んでくだ

さい。 

 

⑤ アプリ名に任意のアプリ名（例：アルログ）と入力して、「生成」をク

リックしてください。 

 

 

⑥ 表示されたアプリパスワードをメモしてください。 

※パスワードは一度しか表示されない為、注意してください。 

 

  

アルログ 
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⑦ 端末本体の設定画面の「アプリ連携」もしくは「メール」を選択して、

「メール送信アカウント」をタッチして下さい。 

 

 

⑧ 「Gmail アドレス」欄に登録する Google アカウントの Gmail アドレ

スを入力して、「アプリパスワード」欄に⑦でメモしたアプリパスワー

ドを入力してください。入力できたら「登録」ボタンを押してくださ

い。 

※Google アカウントのパスワードではなく、⑥で表示されたアプリパ

スワードを入力してください。 
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11.3. アプリ利用ユーザー登録 

① 「7.3 ユーザー登録」を参照して、「user.csv」ファイルに、アプリを利

用する個々のユーザーの Gmail アドレスを「gaccount」欄に入力して、

ユーザー取り込みを行ってください。 

※1 台のスマートフォンを複数のユーザーで共有して使用する場合は、

同じ Gmail アドレスを入力してください。 

 

② 端末本体の設定画面から「アプリ連携」を選択し、「一斉メール送信」を

タップすると、①で登録された Gmail アドレス宛てに登録用メールが送

付されます。 

※ユーザー追加登録時など個別で指定してメールを送信したい場合は

「個別メール送信」を選択してください。 
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③ ユーザーの Gmail アドレス宛に届いた登録用メールを、AL-LOG アプリ

がインストールされたスマートフォンで開き、添付されているファイル

をタップして開いてください。 

 

＜Andoroid の場合＞ 

 

 

  

添付ファイルをタップ 

開くアプリを尋ねられますので、 

「アルログ」から「1 回のみ」を 

タップしてください。 
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＜iOS の場合＞ 

以下はブラウザ版の G-mail の例です。 

 

④ アプリが起動し、以下のメッセージが表示されます。 

OK をタップすると自動で設定が読み込まれます。 

※設定ファイルを読み込むと、それまでに設定した内容は全て消去され

ますのでご注意下さい。 

 

① 添付ファイルをタップ 

② 画面下の「ダウンロード」をタップ 

③ 「次で開く」をタップ 

④ 「アルログ」をタップ 
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11.4. 設定内容の確認・編集 

アプリの設定ボタンをタップして、設定画面を開いてください。 

 

 

① 車両番号 

車両番号を入力しておくことで、測定時の車両番号入力欄が自動で入力

されるようになります。 

 

② 送信先１/送信先２ 

測定結果の送信先メールアドレスを指定します。 

「11.3 アプリ利用ユーザー登録」時に user.csv に送信先メールアドレス

（mail1/mail2）が入力されている場合は、そのメールアドレスが反映さ

れています。 

  

タップ 

①  

② 

③ 

④ 

⑤ 
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③ ID と名前 

ユーザーの ID と名前を指定します。 

「11.3 アプリ利用ユーザー登録」時に登録されている ID と名前が自動

で反映されます。同じ Gmail アドレスで複数のユーザーが登録されてい

る場合は、複数のユーザーから選択できるようになります。 

主に使用するユーザーを選んでください。 

新規登録からユーザーを追加することも可能です。 

端末本体に登録されたユーザーID と名前を入力して設定してください。 

※必ず端末本体に登録されているユーザーID を設定してください。 

ユーザー登録されていない ID を設定すると、端末本体へのデータ反映が

正しくできません。 

 

④ 管理者 Google アカウント 

端末本体に設定されている管理者の Google アカウントを指定します。 

「11.3 アプリ利用ユーザー登録」時に端末本体に設定されている管理者用

Google アカウントが自動で反映されます。 

手動で設定する場合は Gmail を使用可能なアカウントを指定してください。

※@以降（@gmail.com）は不要です。 
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⑤ メール送信機能・端末本体へのデータ連携機能を有効にするために、

Google アカウントへのログインが必要です。 

「11.3 アプリ利用ユーザー登録」で端末本体に登録したユーザーの

Gmail アドレスの Google アカウントでログインしてください。 

 

以下のような画面が表示されますので、画面をスクロールし、メール送信に

関する項目をタップしてチェックを入れ、「続行」をタップします。 

ログイン完了後、ボタンが「ログイン済み」切り替わります。 

 

タップ 

タップ 

スクロール 
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11.5. センサーの準備 

＜USB 通信ユニットを使用する場合＞ 

※USB 通信ユニットをスマートフォンに接続するために、ご使用されるス

マートフォンに対応した接続用 USB ケーブルを別途お買い求めください。 

※USB 通信ユニットは iOS には対応していません。 

例）・スマートフォンの入力端子が microB 端子の場合 

→ USB ケーブル（microB to microB）をご使用ください。 

・スマートフォンの入力端子が TypeC 端子の場合 

  →USB ケーブル（TypeC to microB）をご使用ください。 

 

スマートフォンと USB 通信ユニットを USB ケーブルで接続してください。

このとき USB 通信ユニットの緑のランプが点灯していることを確認してく

ださい。 

 

＜Bluetooth 通信ユニットを使用する場合＞ 

※2023 年 4 月現在、Bluetooth 通信ユニットは Android には対応していませ

ん。 

① 別売の「品番 036513 品名：アルコール検知システム Bluetooth 通信ユ

ニット」に単 4 電池 3 本をセットしてください。 
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② アルコール検知センサーユニットを接続し、裏面のスイッチを ON にし

てください。 

Bluetooth 通信ユニットの緑のランプと、アルコール検知センサーユニッ

トの赤のランプが点灯することを確認してください。 
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11.6. スマートフォンアプリの操作方法 

 

① アプリの接続ボタンをタップしてください。 

アクセス許可のメッセージが表示され許可すると接続が完了します。 

 

＜Bluetooth 通信ユニットを使用する場合＞ 

※iOS アプリの場合は初めて接続する際に、Bluetooth 接続の許可を求める

メッセージが表示されますが、一度許可すると以降は表示されません。 

また、接続が正常に完了すると、Bluetooth 通信ユニットの青いランプが点

灯します。 
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② 「運転開始」か「運転終了」を選択してください。 

 

③ 以下の項目に「11.4.設定内容の確認・編集」で設定された車両番号・ID

が表示されています。必要に応じて変更してください。 
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④ 「測定のみ」もしくは「測定と報告」のいずれかをタップしてください。 

「測定のみ」の場合は、アルコール濃度の測定は実施されますが、結果

は報告されません。動作テストの際にご使用ください。 

測定結果を登録されている送信先メールアドレスおよび管理者 Gmail 宛

てに送付し、アルログ端末本体にデータを記録させる場合は「測定と報

告」をご使用ください。 

 

⑤ 測定開始されるとスマートフォンのカメラが起動し、測定開始前に予熱

の為のカウントダウンが表示されます。カメラに測定時の顔が映るよう

にスマートフォンの向きを調整してください。 

※このときアルコール検知センサーユニットの赤いランプが点灯してい

ることを確認してください。 
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⑥ 「息を吹きかけてください」というメッセージが表示されたら、 

アルコール検知センサーに息を吹きかけてください。 

 

⑦ 正常に計測が完了すると計測結果が表示されます。「測定と報告」を選択

して計測実施した場合は、自動でメール送信が実行されます。 

息の吹付が足りないか、アルコール検知センサーユニットが正常に接続

されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。 

再度「接続」をタップしてから再計測を行ってください。 

※エラーが表示された場合は、計測記録は送信されません。 

 

吹きかけ口から 1ｃｍ以内の位置から、 

息で機体を温めるように「ハー」と 

一定の強さで長く（5 秒程度）吹きかけ 

てください。 

 

正常 エラー 

タップして再計測してください。 
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11.7. スマートフォンアプリ計測データの取り込み 

スマートフォンアプリで計測したデータは管理者 Google アカウントの

Gmail アドレス宛に送付され蓄積されています。 

※下図のように Gmail の受信トレイに［allog］で始まるタイトルのメール

が蓄積されますので、データ取り込み前に消去しないようにしてください。 

 

上記メール受信データを、記録データとして取り出すためには、アルログ端

末本体のデータベースに取り込む必要があります。以下にその手順を記しま

す。 

① 端末本体の設定画面から「アプリ連携」を選択し、「クラウド取り込み」

をタップしてください。 

※取り込み件数が多い場合、取り込みに時間がかかる場合があります。 

目安：50 件で約 20 秒程度 
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② 取り込みが完了すると、自動で Gmail の受信ボックスからは取り込み済

みのデータは消去されます。 

 

  



69 

 

 

12. その他の設定 

12.1. バックライト設定 

「機器設定」の「バックライト設定」より画面の明るさを調整することがで

きます。 

 

 

12.2. 音量設定 

「機器設定」の「音量設定」より操作音の音量を調整することができます。 
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12.3. ID 手入力設定 

ID 手入力（カードを忘れたボタン）の表示・非表示・パスワードの設定が

できます。 

 

 

 

＜パスワードロック＞ 

OFF：ID 手入力にパスワードロックをかけない。 

ON：ID 手入力にパスワードロックをかける。 

非表示：ID 手入力ボタンを非表示にし、ID 手入力を無効にする。 

＜パスワード設定＞ 

管理者パスワード：ロック解除パスワードを管理者パスワードと同じにする。 

別パスワード：ロック解除パスワードを別で設定する。 
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12.4. USB メモリフォーマット 

端末接続用として新しく USB メモリを使用する場合や、USB メモリを用

いたデータの書き出しや取り込みの際に下記のエラーが出た場合は、USB

メモリのフォーマットを行ってください。 

※フォーマットを行う際は USB メモリ内のデータが全て削除されます。事

前にデータのバックアップを取ってから、行ってください。 

※USB メモリのフォーマットには２～３分かかる場合があります。 
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13. メンテナンス 

13.1. microSD カードの交換 

microSD カードを交換することで OS の入れ替えやソフトウェアの変更が

可能です。 

また microSD カードが破損し、動作に異常が発生した場合も交換する必要

があります。 

※microSD カードの交換は必ず電源を切った状態で行ってください。 

 

  

①ネジを外して蓋を開ける ②microSD カードを取り出す 

③microSD カードを挿入する ※奥まで挿入してください。 

※交換後は必ず蓋を閉めてく

ださい。 
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13.2. コイン電池の交換 

端末本体には電源を切っても時計機能を保持するためにコイン電池が内蔵

されています。端末本体の電源を切ると時計の時間が進まなくなっている場

合はコイン電池が消耗しており、交換が必要です。 

コイン電池仕様：CR2032 

 

 

  

①ネジを外して蓋を開ける ②コイン電池を交換する。 
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14. 製品仕様 

 

15. お問い合わせ先 

株式会社 アーテック お客様相談窓口 

お電話によるお問い合わせ 072-990-5656 

お問い合わせフォーム https://www.artec-kk.co.jp/contact/ 

https://www.artec-kk.co.jp/contact/

