
　 ―  はじめにお読みください  ―

この度は、AC-011PC をご購入いただき誠にありがとうございます。

本ソフトウェアは、AC-011（アルコール検知器）専用管理ソフトとなります。

日々の運行管理にお役立て下さい。

機能概要

アルコール検知器による測定結果を取り込み、測定記録として保管します。

測定記録を様々な条件で照会することができます。

また、照会結果を外部データ（CSV, EXCEL）に書き出すことが可能です。

Webカメラを接続すると測定時の画像（静止画）を記録する事が可能です。

メール送信機能を使用すると、測定結果をメール送信することが可能になります。

メール送信機能を使用するには、メール送信サーバーへの接続環境が必要です。 また、プロトコル

は SMTP を使用します。メール送信サーバーの仕様、またはお客様のネットワーク環境により、送

信できない場合があります。

動作環境

◆ ソフトウェア

OS Windows 10 Home/Pro

Windows 8.1 無印/Pro

Windows 7 SP1 Home Premium/Professional/Ultimate

※いずれも、32ビット/64ビットに対応しています。

実行環境 .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Microsoft Office Excel 任意：測定記録をEXCELファイルに出力する場合に必要

Microsoft Office Excel 2007/2010/2013/2016

◆ ハードウェア

プロセッサ OSが推奨する環境以上 ※1

メモリ OSが推奨する環境以上 ※推奨：4GB以上

ストレージ 500MB以上の空きが必要（OSの要件を除く）

モニタ 1366×768 High Color 32ビット（推奨）

キーボード及びマウス

USBポート(2.0) アルコール検知器 ※2 ※3

Webカメラ（任意） ※2 ※3 ※4

ICカードリーダー（任意） ※2 ※5 ※6

プリンター（任意） ※2 ※7

CD/DVDドライブ インストールに必要

※1：プロセッサ

WebカメラとPC の構成により高負荷となり音声出力等に影響する場合があります。

◆

◆

◆

◆

ご注意
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その為、Webカメラをご利用になる場合は Core 2 Duo, Core i3 以上をご使用下さい。

※2：USB接続について

USB延長ケーブルを介した接続はお止めください。

デバイスとして認識されない、または通信に障害が発生する場合があります。

※3：USBハブ

USBハブを経由した接続はお勧めできません。PCのUSBポートを使用してください。

※4：Webカメラ動作確認機種

メーカー 機種/型番

ロジクール HD Webcam C270

Webcam Pro 9000

マイクロソフト LifeCam VX-2000

LifeCam HD-3000

PC内蔵 ご利用になれない場合がございます。

この場合は、外付けのものをご利用願います。

動作確認は、弊社が特定の環境で行ったものであり、すべての環境での動作を保証するものではあ

りません。また、メーカー各社が動作を保証しているものではありません。

また、ここに掲載されていない機種が動作しないということを示しているものではありません。

※5：FeliCa/NFCポート内蔵PC

FeliCa/NFCポート内蔵PCの場合は、内蔵ポートの無効化が必要です。

※6：ICカードリーダー（RC-S380/S）

別売のAC-011PC-IC が必要です。

※7：プリンター（NEX-M2302）

別売のAC-011PC-PR が必要です。

※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意
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■USBドライバーのインストール

◆USBドライバーをインストールする。

ここでは、アルコール検知器を接続しないで下さい。

1. 他のソフトウェアを使用している場合は、すべて終了して下さい。

2. Windows の システムの種類（32ビットまたは 64ビット）を確認します。

Windows 8 の場合：コントロールパネルの "システム" を選択します。

Windows 8 以外の場合：スタート→ コンピューターを右クリックして プロパティを選択します。

※例：64 ビットの場合

※例：32 ビットの場合

ご注意
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3. max20ソフトウェアCD を 光学ドライブにセットします。

4. フォルダー "CP210x_VCP_Windows" を開きます。

5. システムの種類（No.2）に従って、何れかを実行します。

32 ビット ･･･ CP210xVCPInstaller_x86.exe

64 ビット ･･･ CP210xVCPInstaller_x64.exe

32 ビットの場合

64 ビットの場合
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[次へ] をクリックします。

[I accept this agreement] を選択し

[次へ] をクリックします。

[完了] をクリックします。

6. Windows の再起動を行って下さい。
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■.NET Framework 3.5 のインストール（Windows XP, Vista）

Windows Vista をご利用の場合に確認して下さい。

Windows 7 の場合は、インストールされていますので不要です。

max20ソフトウェアのインストールには「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」

（以下、".NET Framework 3.5" と呼びます。）が必要です。

インストールされていない場合は、インストールを行って下さい。

".NET Framework 3.5" がインストールされていない状態で

max20ソフトウェアをインストールしようとすると、以下のメーッセージが表示されます。

指示に従ってインターネットに接続し、Microsoft のWebサイトよりダウンロード・インストール

するか "max20ソフトウェアCD" よりインストールして下さい。以下にその確認と 

"max20ソフトウェアCD" より ".NET Framework 3.5" をインストールする方法

を記載しています。

◆ .NET Framework 3.5 がインストールされているかを確認する。

1. [スタート] メニューから [設定] → [コントロールパネル] を選択します。

2. [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。（Vistaでは[プログラムと機能]）

この例では、インストールされています。

プログラムの一覧では "Microsoft .NET Framework 3.5 SP1" と表示されています。

インストールされていない場合には、次の手順に進んで下さい。

重要
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◆ .NET Framework 3.5 をインストールする。

1. 他のソフトウェアを使用している時は、すべて終了します。

2. max20ソフトウェアCD を光学ドライブにセットします。

エクスプローラより当該ドライブを開きます。

3. "dotNetFramework35SP1" フォルダを開きます。

4. "dotnetfx35.exe " をダブルクリックして実行します。

画面の指示に従ってインストールを行って下さい。

5. 続いて「更新プログラム」をインストールします。

この更新プログラムは Windows XP と Windows Vista で異なりそれぞれ

"sp1の後(xp)"、"sp1の後(vista)" フォルダに格納されています。

以下の 3 つの更新プログラムすべてをインストールしてください。

また、これらの更新プログラムは、以下の順序でインストールする必要があります。

<Windows XP> ･･･ "sp1の後(xp)" フォルダ

(1) NDP20SP2-KB958481-x86.exe

(2) NDP30SP2-KB958483-x86.exe

(3) NDP35SP1-KB958484-x86.exe

<Windows Vista> ･･･ "sp1の後(vista)" フォルダ

(1) Windows6.0-KB958481-x86.msu

(2) Windows6.0-KB958483-x86.msu

(3) NDP35SP1-KB958484-x86.exe

6. 最後に「Microsoft .NET Framework 3.5 日本語 Language Pack」をインストールします。

"dotNetFramework35SP1" フォルダを開きます。

"dotnetfx35langpack_x86ja.exe" をダブルクリックして実行します。

7. Windows の再起動を行ってから、"Windows Update" を行って下さい。

※重要な更新プログラムはすべて更新します。
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■.NET Framework 3.5 のインストール（Windows 8）

Windows 8 をご利用の場合に確認して下さい。初期状態ではインストールされていません。

max20ソフトウェアのインストール には「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1」

（以下、".NET Framework 3.5" と呼びます。）が必要です。

インストールされていない場合は、インストールを行って下さい。

".NET Framework 3.5" がインストールされていない状態で

max20ソフトウェアをインストールしようとすると、以下のメーッセージが表示されます。

[いいえ] をクリックして max20ソフトウェアのインストールを中止し、以下の手順で 

".NET Framework 3.5" をインストールして下さい。

インストールには、インターネット接続が必要です。

1. コントロール パネルを開いて、[プログラム] をクリックします。

重要
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2. [Windows の機能の有効化または無効化] をクリックします。

3. [.NET Framework 3.5 ...] チェックボックスをオンにして[OK] をクリックします。
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4. [Windows Update からファイルをダウンロードする] を選択します。

ダウンロードとインストールが行われます。

5. [閉じる] をクリックします。

6. Windows の再起動を行ってから、"Windows Update" を行って下さい。

※重要な更新プログラムはすべて更新します。
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■max20ソフトウェアのインストール

ここでは、主に Windows 7 を例にご説明します。

お使いのウィンドウズのバージョンによっては、画面が異なる場合があります。

1. 他のソフトウェアを使用している時は、すべて終了します。

2. "max20 ソフトウェアCD" を光学ドライブにセットします。

自動再生機能により、上記ウインドウが表示されますので

"フォルダーを開いてファイルを表示" を選択します。

表示されない場合は、Windows のバージョンにより以下を行って下さい。

(1) [スタート]メニューから [コンピュータ]を選択します。

Windows XPの場合、[スタート]メニューから [マイコンピュータ]を選択します。

(2) 光学ドライブ(CD-ROM, DVD等)アイコンをダブルクリックして開きます。

3. "max20ac011Setup.msi" をダブルクリックします。
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4. セットアップの開始。

[次へ] をクリックします。

 

5. ライセンス条項

 

当ソフトウェアに含まれる、BSDライセンスのソフトウェアのライセンスにご同意下さい。

"同意しない" 場合は、インストールできません。
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"同意する" を選択し、[次へ] をクリックします。

6. インストールフォルダの選択

フォルダの内容はお使いのコンピュータにより異なります。

画面の指示に従って [次へ] をクリックします。
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7. インストールの確認

[次へ] をクリックします。

※Windows Vista, Windows 7 または Windows 8 をご使用の場合、ここで

ユーザーアカウント制御による、確認画面が表示されます。これはユーザーが悪意のある

ソフトウェアをシステムにインストールしてしまうのを防ぐ為のセキュリティ機能です。

[はい] をクリックして下さい。

8. インストールの完了

以上で max20ソフトウェアのインストールは完了です。 [閉じる] をクリックします。
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■アルコール検知器の接続設定

◆max20ソフトウェアを使用する前に、アルコール検知器とPCの接続設定を行います。

1.  AC-011本体に通電して下さい。(本体背面の"電源"コネクター←ACアダプター←コンセント)

2. 同封のUSBケーブルで、PCのUSBポートとAC-011本体のコンピューター端子を接続します。

USBハブをご使用にならないで下さい。必ず、PC本体のUSBポートに接続して下さい。

タスクバーの通知領域に、以下が表示されます。

「デバイス ドライバーソフトウェア をインストールしています」

途中に以下のメッセージが表示される事もあります。

「デバイス ドライバーソフトウェア は正しくインストールされませんでした」

通知が消えるまでお待ち下さい。

3. コンピューターの管理 を開きます。

<Windows 8><Windows 7><Windows Vista>

コントロールパネル より [デバイス マネージャー] を開きます。

<Windows XP>

デスクトップの [マイコンピュータ] を右クリックして、[管理] を選択します。

4

5

重要
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4. "デバイスマネージャー" をクリックします。

5. "ポート(COMとLPT)" を展開して詳細を表示します。

「Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM#)」が表示されている事を確認します。

(ご利用の PCにより異なります)

6 「Silicon Labs CP210x USB to ･･･」をダブルクリックしてプロパティを表示します。
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7. 「ポートの設定」タブを開き、下記の様に設定して [OK] をクリックします。

8. 「電源の管理」タブを開き、下記の様に設定して [OK] をクリックします。

以上で、アルコール検知器の接続設定は終了です。

アルコール検知器の接続設定 17/43


