
iPhone、iPad にて、アプリ 「どこでもAC」 を使用するには、下記の条件（設定）が必要です。

1. iCloudメール（メールアドレス末尾が @icloud.com）が使用できる。

2. Apple ID の2ファクタ認証をオンにする。

3. App用パスワードを生成する。

iCloudメールを確認する

[設定]→[ユーザ名]→[名前、電話番号、メール]を開きます。

[ユーザ名] [名前、電話番号、メール]

確認

iCloudメールが使用できます。

また、Apple IDに「iCloudメール」を使用

してる場合も問題ありません。
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◆ iCloudメールを作成するには…

[設定]→[ユーザ名]→[iCloud]を開き、[メール]をオンにして画面の指示にしたがいます。

参考

https://support.apple.com/ja-jp/guide/icloud/mmdd8d1c5c/icloud

Apple ID の2ファクタ認証

1. ブラウザ(Safari)にて Apple ID アカウントの管理ページを開き、サインインします。

 https://appleid.apple.com/#!&page=signin

サインイン サインイン後、[セキュリティ]をタップします。

2. 確認

例：2ファクタ認証がオンになっています。

◆ 2ファクタ認証をオンにするには…

[2ファクタ認証を有効にする]をタップして表示さ

れる手順を実行します。

参照

https://support.apple.com/ja-jp/HT204915
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App 用パスワードを生成する

1. ブラウザ(Safari)にて Apple ID アカウントの管理ページを開き、サインインします。

 https://appleid.apple.com/#!&page=signin

サインイン サインイン後、[セキュリティ]をタップします。

2. [パスワードを生成...]をタップして表示される手順を実行します。

生成例

アプリ「どこでもAC」で使用します。

メモまたは、コピーしてください。

参照

https://support.apple.com/ja-jp/HT204397

Apple ID のパスワードを変更またはリセットすると、App用パスワードもすべて無効になります。

アプリを使う場合は、新たにApp用パスワードを生成し、アプリに再設定する必要があります。

重要
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商標について

・ Apple, Appleのロゴ, iPhone, iPad, iMessage, FaceTime および Safariは、米国およびその

他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにも

とづき使用されています。 iCloud, iTunes Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

・ 「Bluetooth®」 は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。

・ 「Wi-Fi」 は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
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どこでもAC - 設定
|

[メニュー] をタップします。 [設定] をタップします。

設定を行います。

状況の報告

測定記録に下記点呼項目を付加する場合は、オンにします。

1) 点呼区分（乗務前｜途中｜乗務後）

2) 疾病疲労（良｜否）

3) 日常点検（良｜否）

位置情報

測定記録に位置情報を付加する場合は、オンにします。

〈重要〉

オンにすると、端末の位置情報サービスより位置情報を取

得します。 また、その情報は測定開始より5分以内に得ら

れたものに限ります。

測定記録の送信先

送信先メールアドレスを設定します。

メール送信サーバーの設定

メールの送信を行う iCloud メールを設定します。

iCloudメールアドレスとApp用パスワードを設定します。

検知器の接続方法

1 2
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知器を固定する」をオンにします。 以降、固定した検知器の

みを接続の対象とします。

端末(iPhone, iPad)と検知器の紐付け方を設定します。

通常は、測定開始時に検知器の検索が始まり、最初に発見

した検知器と接続します。 従って、同じ場所で同時に複数

の端末で測定を行う場合は、他の検知器に接続されるケー

スが発生します。 この様な運用を行う場合は、測定後に「検
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どこでもAC - 乗務員登録
|

[メニュー] をタップします。 [乗務員登録] をタップします。

乗務員ID、乗務員名を入力して
[追加] をタップします。 [OK] をタップします。

複数の登録を行う場合は、No.3, 4
を繰り返します。
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どこでもAC - 測定
|

測定時の操作（例：乗務員の複数登録、状況の報告、位置情報の取得あり）

報告する項目をタップして、
[報告] をタップします。 その内容を選択します。

点呼区分の選択

疾病疲労の選択

[<戻る] をタップします。

日常点検の選択
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位置情報について

[測定] をタップしたタイミングで、位置情報の取得が行われているか、またその取得時刻のチェックが

行われます。 （取得時刻が直前５分以内のものに限ります。）

環境により位置情報が取得できない場合は、場所を変えてリトライを行って下さい。 また取得時刻が

古い場合、再度取得されるのを待ちます。（画面の位置情報の時刻欄を参照して下さい。）

 検知器の検索が行われますので
 [測定] をタップします。  検知器の電源ボタンを押します。

 下部のメッセージにしたがって、

 再度、検知器の電源ボタンを押します。

 呼気を吹き込みます。
 測定が完了すると、乗務員を選択します。  乗務員を確認し、[OK] をタップします。

異なる場合、[キャンセル]をタップし再度選択します。

重要
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測定結果が表示され、
同時に、メール送信が行われます。 [戻る]をタップして、メイン画面に戻ります。

測定記録のメール送信

電波状況等により送信できなかった場合、電波状況の良い場所で [送信する] をタップします。

メール送信は記録画面（後述）より、何度でも行えます。

重要
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どこでもAC - 測定記録
 

測定記録の照会、送信、削除等を行います。

[メニュー]をタップします。 [測定記録一覧]をタップします。

記録の詳細を見るには、当該行をタップします。
測定記録に対する個別の操作

記録の測定場所を表示、または削除する場合は、
当該行をロングタップ（長押し）します。
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測定記録を削除するには、
[削除]をタップします。 削除する対象を選択します。

測定記録の削除は定期的に行って下さい。

写真のサイズ： 1.25MB～1.65MB／枚 （iPhone11）

重要

参考
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