
簡単離席管理
オートログオン Tool

PeopleLogOn Ver.3
ＶＩＳＴＡ, 7, 8, 8.1,10 対応版

マニュアル

静脈認証、スマホ、フェリカ、USBでパソコンに鍵をかけます。
　　ＵＳＢを接続するとオートログインします。

本ソフトは、「PeopleLock」の支援ツールです。
　　本ソフトは、「PeopleLock」をより便利に使うためにご使用ください。

２０１ 6 年 2 月 1 日Ａ 5．0 版
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１．製品の概要

１．  １  ．対応ＰＣ

■VISTA, Windows ７, Windows8, 8.1, 10 の入っているＰＣ。32bit/64bit 両用。
■空きメモリとして１２８Ｍｂ以上が必要。
■空きＨＤＤ容量として 30 Ｍｂ以上が必要。

　

２  ．インストール

２．  １．インストールの準備

　　ウィルス検出ソフトが入っている場合は一時的に検出をオフにしてください。

②セキュリティソフトを一時的に OFF を推奨

セキュリティソフトが誤動作してインストールを遮断する可能性があります。
　インストールにあたり、念のためウィルス対策ソフトの遮断を切ってくださ
い。

ウィルス対策ソフトの遮断により発生する各種問題のテクニカルサポート
はウィルス対策ソフトの販売会社に依頼してください。

※重要！まず初めに必ずお読みください

　当ソフトはＯＳに組み込み動作するソフトです。インストール、アンインストールをした後は必ず再
起動してください。

　当ソフトの実際のインストール、アンインストールは次のＯＳの起動からです。従い、連続してソフ
トのインストール、アンインストールを行うと次のＯＳの起動時に場合によってはインストールとアン
インストールを同時に行う事になります。場合によっては衝突がおきます。

　必ず一つづつ行ってください。
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■iW ビーコンを利用する時の注意
　鍵をかけたいＰＣに WiFi の通信能力がある時、使用できます。

■WiFi 電波でロックする時の注意
一般的な WiFi アンテナは指向性があります。
無指向性と銘打っていても指向性があります。

WiFi 機材は向きで感度が変わります。
感度の弱い所を基準に活用ください。

■静脈認証を利用する時の注意
　鍵をかけたいＰＣに静脈認証装置が接続している必要があります。
　※本ソフトはモフィリア製静脈認証装置に対応します。接続は USB 方式と
　　　BlueTooth 方式に対応します。
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アンテナが縦の時の指向性 アンテナが横の時の指向性

上から見た時の有効範囲
上から見た時の有効範囲



２．  ２．本体のインストール

本ソフトは管理者権限にてログオンしてください。ユーザ権限ではインストールできません。

（１）インストーラの起動

（２）パソコンの再起動
以後、パソコンを起動すると Windowas7 の場合、次のように画面が出ます。
※Windows8, 10 では表示が異なります。

　　パスワードを入れて下さい。一時的にログオンしてください。
　　本ソフトの設定が完了すると、ユーザ選択はパスワードはスマホ／フェリカ／ＵＳＢ接続により自動
化します。

　　もしも、次の画面が出た場合は、図のアイコンを選択してください。通常のログオン画面に遷移
　します。
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選択



３．設定
　スタートボタン → 全てのプログラム → PeopleLockシリーズ → PeopleLogOn  → ピープルログオンを選択
してください。本ソフトの管理プログラムを起動できます。

　※Windows8, 8.1, 10 をご使用の方はC:\Program Files\PeopleLock\PeopleLogOn を起動してください。
　

　

すると次の画面が出ます。ここから本ソフトを管理します。

ここでは実際に鍵を登録します。

起動すると次の画面が出ます。
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これを選択

通常はこのボタン
を選びます

メンテナンス用の
ボタンです。

通常は使用しません

上級者向けの
ボタンです。

通常は使用しません



３．１．自動設定ガイド

通常はこのボタンを押して設定してください。

すると次のようにシナリオ選択メニュー出てきます。この中から希望のセキュリティを選択してください。
後はガイドに従い設定をしてください。

ガイドはシナリオに沿い、本ソフトの説明と設定をアドバイスします。
実際の入力は次の画面から始まります。
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①ログオンの鍵を登録する

 自動的にログオンする鍵をここで登録します。ここではスマホを使った例を示します。

②鍵の選択

鍵はスマホ、ＵＳＢメモリ、フェリカカードを選択でき
ます。

■ スマートフォンは WiFi テザリング機能を持つ物を
　　使用できます。

■ フェリカは Suica, Pasmo, nanaco などフェリカ仕様
　　の物を使用できます。公共機関、コンビニで使用
　　できるものは通常はフェリカです。

■ ＵＳＢメモリは余程古いものでない限り使用できます。
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鍵の登録ボタン
を押す

スマホを選ぶ



③スマホの準備

この確認画面が出ます。

（１）スマートフォンを用意
（２）WiFi テザリングの ONにする
（３）ＰＣから数メートルの距離に
　　スマホを置く

アンドロイドをご使用の方は WiFi
テザリングの常時ＯＮを指定できま
す。常時ＯＮを推奨。

ペアリングは必要？
　　　　-->どちらでも良いです

④WiFi 基地局の一覧表から自分のスマホを選択
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準備が出来たら
これを押す

このボタンを押して
確定です

自分のスマホの
名前を探します



⑤ログオン画面で使用するＩＤとパスワードを登録します

⑥二重ロックの指定

これは２つの鍵が揃った時に開錠するオプションスイッチです。用途に応じてＯＮにしてください。
最初は OFF にしておき、本ソフトの使い方に慣れてから ONを検討すれば良いでしょう。
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このボタンを押して
登録完了

「Microsoft アカウント」を使用する時は次の規則です。
Microsoft アカウント = hogehage@mogera.com
この場合、 ID は hogehage となります。



⑦オートロックの指定

　席を離れる時に自動的に鍵を掛けるオプションスイッチです。用途に応じてＯＮにしてください。
最初は OFF にしておき、本ソフトの使い方に慣れてから ONを検討すれば良いでしょう。

⑧オートロックの指定

　他の人に本ソフトの設定を変更されないようにするオプションスイッチです。用途に応じてＯＮにしてください。
最初は OFF にしておき、本ソフトの使い方に慣れてから ONを検討すれば良いでしょう。

　これで設定は終わりです。

ＰＣを再起動してください。
次回再起動から設定が有効になります。
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このボタンを押して
設定完了



⑨パソコンをしてログオン画面

　初回再起動のは次の画面が出るはずです。
　”ユーザーの切り替え”を選択してください。
　今後、この画面が出たならば、下のボタンを押すようにしてください。

　すると、次の画面に変わります。

　この画面の時、本ソフトは鍵の接続をサーチします。
　スマホの WiFi 電波を拾った時点で自動的にログオンします。
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選択



４  ．便利な機能

４．  1. WiFi      電波をサーチする

WiFi 基地局の一覧表を表示するソフトを付属します。
現在使用しているスマホの電波の確認に利用ください。

Winodws8 の方はC:\Program Files\PeopleLock\WiFi_Search
というパスのプログラムを実行してください。
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電波の飛距離

WiFi はアンテナの向きで感度が変わります。
この特性を把握して活用ください。

選択



４．  2.   スクリーンセーバとの連動

本ソフトのＩＤとパスワードの自動入力は、スクリーンセーバとも連動できます。

　

　
　この設定をした時、指定時間操作がない時、自動的にログオン認証画面に戻ります。

　また、運用において、PCの使用が終わったならば[Windows キー]＋[L]を押して、ログオン画面にするよう利
用者に指導すると安全性はさらに高まります。
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②未操作の時の自動ログ
アウト時間を指定します

①なしにしてください

③必ずチェックする

Windows キー



５．詳細設定
①基本設定

　[自動設定ガイド]のシナリオ形式のオプション設定を一画面にでまとめたものです。

　設定を途中変更する時に使用ください。

②詳細設定

　[自動設定ガイド]のシナリオ形式のオプション設定を一画面にでまとめたものです。
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５  ．  APPENDIX

ＦＡＱよくある質問
　　
Ｑ１．Windows のセーフモードでも動作するロックをかけたいのですが？
Ａ１．本支援ソフトの支援先ソフト「PeopleLock」を利用ください。こちらはセーフモードにおいても
　　　強力なセキュリティを提供します。

Ｑ 2．スマホの WiFi テザリングを常時ＯＮにすると電池の保ちが悪化しませんか？
Ａ 2．概算で電池の保ち時間の悪化は８％未満を目安にしてください。

Ｑ 3．スマホの WiFi テザリングはＰＣとペアリングする必要はありますか？
Ａ 3．ありません。またペアリングしても鍵として利用できます。

Ｑ 4．アンドロイドの WiFi をＯＮにしたら WiFi テザリングがＯＦＦになりました。
Ａ 4．アンドロイドの仕様です。パソコンを開錠する時は WiFi をＯＦＦにしてください。
　　　この場合はネット接続は手元により便利なパソコンがあります。これを使用しましょう。

Ｑ 5．WiFi のないデスクトップパソコンで WiFi ロックを使いたい。
Ａ 5．USB型の WiFi アダプタがを使用ください。1000円前後で入手できます。

Ｑ 6．WiFi の電波が届いたり届かなかったりします。
Ａ 6．電波には指向性があります。指向性を考え余裕を持って電波の強さを設定してください。

WiFi 機材は向きで感度が変わります。
感度の弱い所を基準に活用ください。

この特性から USB型の WiFi アダプタを使用する時上手な使い方を紹介します。

お問い合わせ

有限会社電机本舗　
e-mail： tec@dnki.co.jp

　　　　東京都港区高輪１－２－１６フラットウェル高輪６Ａ（旧鈴木ビル）
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上から見た時の有効範囲

アンテナが
L字型のアダプタを使うと
USB の向きを変更できま
す。有効範囲を円になる
よう工夫できます。

２０１５年５月８日初出
無断転載を禁じる
有限会社電机本舗

パソコン本体が電波を遮断し
指向性が丸くなります。

上から見た時の有効範囲

壁際のパソコンの場
合、背面に取り付け
と効果的です。

アンテナが縦の時の指向性 アンテナが横の時の指向性
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