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施設内の
設備・機器

コントローラ

プリンタ
帳票システム利用パソコン
マルチブラウザ対応

データ出力
二次加工可

帳票システム
サーバ データ修正

ブラウザにて表示

データ収集

印　刷

CSV

特 長 3つの特長でお客様の帳票運用をサポートします

GUIの一新やカレンダ機能の搭載など，操作性を追求したCAPACSは，帳票編集作業
（検索・表示・閲覧・書き込みなど）の効率化をサポートします。
汎用パソコンが利用可能になり，使いやすさが向上しました。

複数枚同時表示 演算データ内訳表示カレンダ機能 計測データ検索機能

Computer Aided Process-data Analysis & Control System

全ての帳票を
CAPACSで !
IoT技術の急速な発展，上下水道施設の広域監視化に伴い，

様々な報告書作成が求められてきています。

CAPACSは，お客様が独自に作成している報告書を

簡単に取り込むことができる帳票システムです。

全ての帳票をCAPACSで一元管理することにより，

運転員の日常業務をサポートします。

操作性

ネットワークの二重化，データベースの四重化に対応したシステム構築，及びセキュリティ
強化によって，信頼性の高いデータを長期保存できるCAPACSは，精度の高いデータ解
析や報告書作成をサポートします。通信異常やサーバダウン時でも，１ヵ月以内に復旧す
ればデータ復元が可能です。

データ保存 バックアップ機能データ出力 ユーザ管理機能

信頼性

ユーザが帳票を自由に作成できる編集機能（オプション）を新たに搭載したCAPACSは，
帳票フォーマットの新規追加や既存帳票のアレンジを可能にします。運用中のユーザ独自
の帳票や既存データの取込みも可能で，既存資産の活用と帳票の一元管理を容易に実現
できます。

帳票作成機能 ユーザタグ登録機能 帳票取込機能

柔軟性

システム構成例

帳票システム画面例

閲覧（日報／月報／年報）カレンダ機能（1週間／ 1ヵ月／ 3ヵ月／ 1年）
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機能説明

複数枚同時表示 演算データ内訳表示

操作性

・同時表示枚数 最大 10枚
・シート切替えで帳票比較が容易

・任意時刻の演算元データを表示可能
・演算式の把握が容易

シートを切替えることで日付の異なる帳票を比較で
きます。
また，複数枚にまたがる計測データの修正が同時に
できます。

使いやすさを追求した機能により，日々の帳票編集作業を支援します。

帳票上の演算項目をクリックすることで演算データ
結果の内訳が表示されます。
演算の内訳が表示されることで設備稼働状況の分析
が容易になります。

カレンダ機能

・ 4種類のカレンダを搭載 
（1週／1ヵ月／3ヵ月／1年）
・コメント，天候入力機能

カレンダで帳票の呼出しができます。
カレンダ内にコメント入力が可能であり，日々の
予定やイベントを確認できます。

計測データ検索機能

・ 日報 1年間，月報 20年間，年報 20年間
の計測データを検索可能

任意で指定した期間の計測データを検索できます。
検索したデータはCSVファイルで出力することが
可能で，年間報告などの二次加工にも使用できます。
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機能説明

データ保存 データ出力

・日報／月報／年報を全て 20年間保管
・選択した帳票を指定した日時に自動保存

・xlsx，pdf，csvファイル出力が可能
・ 日付をまたいで，異なる帳票を同時に
出力可能

長期保存・高信頼性データを提供することにより，
ユーザのデータ解析・報告書作成を支援します。

20年前の帳票を容易に呼び出すことができます。
自動保存を行う帳票，日時は最大3パターンを設定
可能です。

フォーマットの流用やデータだけの使用など，目的
に応じたファイル形式で出力できます。

ユーザ管理機能

・アクセス制限が可能
・パスワード入力によるセキュリティ強化

アカウントごとに帳票の閲覧可否やデータ修正可否な
どを設定することができます。
設備によって管理者が分かれている場合に便利です。

バックアップ機能

・計測データバックアップ最大 31日間
・データサーバの四重化
・ネットワークの二重化

通信異常やサーバ異常のデータ復旧が可能です。
サーバ端末異常時や通信異常時もシステムが冗長化
されているため , データを復元することができます。

信頼性

サーバの二重化

バックアップ
可能

通信切断により，
バックアップ不可

クライアント

31日分
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帳票作成機能 ユーザタグ登録機能

・帳票の新規追加 , 編集が可能
・最大 1,000帳票を登録可能

・ 演算項目，手入力項目の追加，編集が可能
・最大1,000項目を登録可能

帳票フォーマットの新規追加や既存帳票の編集が
可能です。ユーザタグ登録を組み合わせることで，
ユーザ独自の帳票を作成できます。

管理すべき項目や指標が増えた場合に，ユーザにて
演算項目や手入力項目を新規追加，編集することが
できます。追加した項目を帳票に反映してカスタマ
イズすることが可能です。

帳票取込機能
・ユーザ独自の帳票フォーマット（.xlsx）をそのままシステムに取り込むことが可能
・表計算型のデータ入力表示で帳票作成可能

ユーザが管理している独自の帳票を当社システムへ取り
込むことで，帳票の一元管理が可能となります。
計測や分析など様々な要素を含んだ報告書なども，当社
システム上で管理運用することが可能です。

ユーザの帳票

機能説明（オプション）
ユーザが必要とする帳票を自由に作成できる機能により，
帳票の有効活用と一元管理を支援します。

柔軟性

一元管理
可能に

帳票システム追加

取込み・登録



データベースサーバ
Webサーバ
（CP-540）

LCD監視装置
（CP-540＋CAPACS）

PLC

情報系 LAN

制御系 LAN

帳票専用端末
（CAPACS）

PLC

情報系 LAN

制御系 LAN

ハードウェア

ソフトウェア
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システム構成例

当社監視システムと共存した場合

単独システムとした場合

オペレータステーション Control Pack CP-540
と接続し，Webクライアント端末やLCD監視装置
にてCAPACSを構築できます。

LCD監視装置による設備の監視操作が不要な場合は，
CP-540を使用せず，CAPACSのみで帳票機能を
構築できます。

項目 仕様
帳票枚数 300枚
帳票項目数 最大900（最大項目数の範囲内においてデータ種別ごとの項目数の割振りが可能）
帳票保存期間 20年（DBは1年ごと）
帳票種別 日報，月報，年報，集計表，組換帳票，確認帳票，手入力帳票
データ種別 瞬時，平均，積算（アナログ，パルス），演算，運転時間，手入力，文字列（アルファベット，環境依存文字，日本語）
データ処理 最大，最小，平均，合計，差分合計，累計（月，年）
データ出力方式 Microsoft EXCEL形式，CSV，Adobe PDF
印刷 自動印刷，手動印刷，期間指定印刷
検索 条件指定でのデータ抽出
DBバックアップ スケジュールによる自動および手動でのバックアップ機能
PLCバックアップ 31日間
冗長化 複数台イコライジング（最大4台）
同時展開枚数 10枚
解像度 1920×1080

項目 仕様
動作OS Microsoft Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Microsoft Windows Server 2016
対応ブラウザ Microsoft Internet Explorer 11，Microsoft Edge，Google Chrome，Mozilla Firefox

マルチブラウザ対応により
帳票機能を単独で運用できます

設備の監視操作機能なしに
帳票機能を運用できます

設備の監視操作機能と
帳票機能が同居できます
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