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データ集録・監視システムを容易に実現！

1

CISAS／EXは、弊社のフィールドスキャナ、記録計、フレキシブルシステム、調節計、サイリスタレギュレータ
および市販のPLC（プログラマブルコントローラ）をシステムコンポーネントとし、パソコンにてパラメータの管
理・操作やデータの集録・監視などを行うシステムです。
各機器のデータを最大1000点まで取り扱うことができます。データ処理を行うソフトウェアは、豊富な画面・
機能が用意されているだけでなく、長年にわたり蓄積した計測技術とフィールドノウハウ、計測機器メーカなら
ではの機器利用技術が活かされています。

CISAS/EX

タッチパネル対応
タッチキーインターフェイスに対応

したヒューマンインターフェイスを

装備していますので、パネルコン

ピュータに組み込み、キー

ボード、マウスなしで画面

操作を行うことができ

ます。

食品・医薬関係への対応
電子記録、電子署名、監査証跡、セキュリティ

などを強化したPart11対応版を用意していま

す。Part11対応版にはバリ

デーション支援としてソフト

ウェアや電子記録の改ざん

チェックなどを行う機能が

あります。

海外対応版
海外向けに英語版、中国語版、韓国語版も用意しています。

（英語版または各言語用のWindowsで動作します。）

豊富な
インターフェイス
シリアル通信のほかEthernetやUSB、

CC-Link、MELSECNET/10に対応し

た機器を接続できます。

拡張性
データベース接続や特殊演算処理などCISAS／EXの

アプリケーションインターフェイスを利用し、

CISAS／EXと連携させた専用アプリケーションを作

成することもできます。

また、DDE（Dynamic Data Exchange）機能によるア

プリケーションとのデータ授受を行うことができます。

FDA 21CFR  Part 11
米国食品医薬品局により施行された電子記録と電子署名に関する規則で
紙ベースの記録を電子媒体に置き換える時の要求事項、1997年に制定。

データ集録・監視システムを容易に実現！

蘆

蘆 蘆

蘆

蘆

コスト低減
システム構築は、ソフトウェアの知識など専門的な知

識を必要とせず、簡単にでき、規模の小さなシステム

でもパソコン計装を導入するメリットが充分にでます。

システム構築の簡便さは、エンジニアリングコスト

を下げるだけでなく、工期短縮、機密保持、増設・変

更が容易などのメリットをもたらします。

蘆
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ソフトウェア動作環境 

オペレーション 構　築 

データ再生 

メンテナンス 

グラフィックモニタ 

トレンドモニタ 

ヒストリカルトレンド 

グループモニタ 

チューニングモニタ 

アラーム設定 

サマリ 

アラームリスト 

システム構築 

オペレーション構築 

構築チェック 

グラフィック作成 

印字フォーム作成 

シミュレーション 

調節パラメータ設定 

ジョブ設定 

エンジニアリング 

メモリー設定 

レポート印字 

バッチ報印字 

日報印字 

月報印字 

Excel帳票 

※ 

※ 

※ 

アラーム通報機能 

停電処理機能 

ハードコピー機能 

DDE機能 

構築情報管理 

環境チェック 

データ一覧 

トレンド再生 

ファイル変換 

帳票再生 

CPU　ご使用OS推奨以上 
 
メモリー　ご使用OS推奨容量以上 
 
CD-ROMドライブ 
（インストール時） 
 
ハードディスク　空き容量500MB以上 
 
拡張スロット  PCIバススロット※1 
(通信ボードによるポート拡張時 
CC-Link、MELSECNET/10使用時) 
 
USBポート※1 
（USB機器を接続する場合） 
 
解像度 800×600以上 
Windows OSに対応のもの 
 
Windows OSに対応のもの 
 
WindowsNT4.0/2000/XP/Vista ※2

パソコン 

ディスプレイ 

プリンタ 

OS

形　式 

製品形式 
 

PS2103-□SN 
 

PS2103-□1N 
 

PS2103-□2N 
 

PS2103-□3N 
 

PS2103-□5N 
 

PS2103-□7N 
 

PS2103-□0N

最大データ数 
 

50点 
 

100点 
 

200点 
 

300点 
 

500点 
 

700点 
 

1000点 

※日報、月報印字機能とバッチ報印字機能を一緒に使用する
ことはできません。どちらか一方のみとなります。 

※1 CISASの運用には拡張スロット 
 またはUSBポートが必要です。 
※2 一部機能に制限があります。 

※オペレーション部分の表示を英語、中国語、韓国語 
　より選択できます。 

J：日本語版 
E：多言語版（英語、中国語、韓国語）※ 

機能 機能充実、豊富なメニュー。
CISAS／EXは、制御やデータ集録・監視に必要な機能を豊富に用意しています。また、データ再生や構築

を行うユーティリティソフトも含んでいます。



3

システム構成例 さまざまな機器を接続可能。

USB HUB

ネットワークロガー 
KEシリーズ 

増設形スキャナ 
SE3000

USB

ハイブリッド記録計 
LE5000シリーズ 

AH3000/KHシリーズ 

AL3000/KLシリーズ 

PLC＊5

ラインコンバータ＊4 ラインコンバータ＊4

プログラム調節計 
DPシリーズ 

KPシリーズ 

調節計 
DＢシリーズ 

LTシリーズ＊7

DZシリーズ 

通信ライン＊1 
RS-422A 通信ライン＊2 

RS-422AまたはRS-485

パソコン＊3 
 

RS-232C
RS-232C

ラインコンバータ＊4

プログラム調節計 
DPシリーズ 

KPシリーズ 

調節計 
DＢシリーズ 

LTシリーズ 

DZシリーズ 

指示計 
DI1000

指示計 
DI1000

通信ライン＊1 
RS-422A　　 

無線ユニット＊8

無線ユニット＊8

RS-232C

RS-232C

CISAS/EX

フレキシブルシステム＊6

FKバス 

Aライン 

Bライン 

Cライン 

Dライン 

　シリアル通信による機器の接続 

＊9

＊1 1つのライン上には機種混在で99台（PLCを除く）まで接続するこ

とができます。ラインコンバータに接続できる機器の数はRS-

422Aで32台、RS-485で31台です。それを超える場合は、RS-

232Cマルチプレクサを使用します。

＊2 1つのライン上に調節計、記録計、スキャナは機種混在で99台ま

で接続することができます。ただし、LE3000を使用する場合は

他の機器の接続台数は最大88台となります。

また、LE3000とFKは、混在できません。通信アドレスに制限の

ある機種はそれ以上接続することはできません。

通信ラインにRS-422A、RS-485を使用する場合は通信ケーブル

の最延長は最大1200mですが、PLCを接続する場合は最長

500mとなります。

＊3 通信ラインは最大4ラインまで使用することができます。

＊4 機器を1台しか使用しない場合は、RS-232Cで機器と直結するこ

ともできます。

RS-232Cケーブルの最長は15mです。

＊5 PLCは三菱電機殿製、オムロン殿製、キーエンス殿製、富士電機

殿製のいずれか1台を各ライン上に接続することができます。

＊6 フレキシブルシステムはコンピュータインターフェイスモジュール

を介して接続します。また、PLCの代わりにロギングサーバを

介して接続する方法もあります。

＊7 チノーバスプロトコル機器とMODBUS（ASCII）プロトコル機器

は同一ライン上に混在可能ですが、MODBUS（RTU）プロトコル機

器は混在できません。

＊8 無線ユニットを複数使用し機器を分散させて使用することもできます。

＊9 USBによる接続は最大5台です。
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グラフィックレコーダ 
KR3000 

 

ハイブリット記録計 
LE5000シリーズ 

グラフィック 
レコーダ 
KR2000

記録計 
調節計 

下位通信 

ネットワークロガー 
KEシリーズ 

グラフィックレコーダ 
KR3000/2000

CISAS/EX

パソコン 

CISAS/EX

パソコン 

Ethernet

Ethernet

ラインコンバータ 

プログラム調節計 
DPシリーズ 

変換器 
表示器 

インバータ 
PLC PLC PLC

調節計 
DBシリーズ 

RS-232C

CC-Link MELSECNET

HUBHUB

　LANポートを有する機器の接続 

　CC-Linkボードによる機器の接続／MELSECNETボードによる機器の接続 

※1 コンピュータの拡張スロットにはCC-Linkボード/ 
 MELSECNETボードが内蔵されています。 
※2 CC-Link/MELSECNETにて通信可能なデータには制限があ

ります。詳しくはお問い合せください。 

※ シリアル通信による機器接続、MELSECNETボード、CC-Linkボード
による機器接続と混在してシステムを構築することができます。 

記録計 調節計・指示計

適応機種 用途に合わせて機器を用意。

計装システム サイリスタレギュレータ

ネットワークロガー ：KEシリーズ
フレキシブルシステム ：FKシリーズ
増設形スキャナ ：SE3000

PLC

グラフィックレコーダ ：KR2000、KR3000
ハイブリット記録計 ：LE5000、AH3000、AL3000、KH、KL

デジタル指示調節計 ：DBシリーズ、LTシリーズ、GTシリーズ
プログラム調節計 ：KPシリーズ、DPシリーズ
指示計 ：DI1000

オムロン殿製：
C、CV、CQM1シリーズ

三菱電機殿製：
FX、A、Q、Qnシリーズ
（一部除く）

富士電機殿製：Fシリーズ
キーエンス殿製：
KZ-A500シリーズ

単相：JUシリーズ
三相：JWシリーズ
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■ベース画面

オペレーションが起動するとベース画面が表示されます。ベース

画面上に最大5つの画面を同時に表示できます。

選択した画面を最大化して表示するシングル画面モードもあり

ます。

■ヒストリカルトレンド

過去のトレンドデータを読み出し表示します。読み出しは任意の

月日時刻で行い、スコープライン上のデータが右側欄内に表示さ

れます。グラフ表示されているデータをリスト表示やファイル出力

（CSVフォーム）することができます。

BMP形式の画像をグラフィックに 
使用できます。 

アラーム表示ボタン データメモリー表示

日付時刻表示
画面表示ボタン

タッチパネル対応
パネルコンピュータな
どのタッチパネルでも
操作しやすいようボタ
ン類は大形となってい
ます。数値、文字入力
時はキーボードを呼び
出せます。

■グラフィックモニタ

グラフィック作成ソフトで作成した画面を50画面まで組み込めます。グラフィック

画面上には数値データの他、接点信号による図形や文字の色換え、アイコン切換え、

グラフ表示、メータ表示が行えます。アイコンやスイッチとPLCをリンクすれば、

グラフィック上から発停操作を行うこともできます。

■トレンドモニタ

1画面に50点のトレンドを表示します。チャート表示に切替えて

見ることもできます。

オペレーション 多彩な画面、使い易い操作環境。
CISAS／EXはヒューマンインターフェイス機能の他に、監視、制御パラメータ設定、エンジニアリング、

データ集録、各種帳票機能などがパッケージされています。

通信状態表示
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■チューニングモニタ

調節計の制御状態をグラフ表示します。この画面上から調節計

のパラメータ変更やプログラム運転操作（RUN、STOP、

RESETなど）を行うことができます。

■サマリ

アラーム発生、システム異常、イベントの履歴を表示します。

最大過去4000件分の履歴を見ることができます。

■エンジニアリング

接続されている機器の状態やデータなどを表示したり、一部の

パラメータの設定変更を行うことができます。フレキシブル

システムのモジュール設定を行うこともできます。（一部の機種

を除く）

■アラームリスト

現在発生しているアラームの情報が一覧表示されます。

■グループモニタ

データを任意のグループに分割し、グループ単位に表形式で

表示します。画面下のグループマークにより、全てのグループ

のアラーム状況がわかります。

■ジョブ設定

プログラム調節計の運転操作（RUN、STOP、RESETなど）、

調節計の制御パラメータの設定、PLCへの接点や数値の設定を

行う画面です。グラフィック作成にて任意の設定画面を作成する

ことができます。

■アラーム設定

アラーム設定値の入力、機器への転送を行う画面です。画面上で

登録したアラーム設定値は、登録No.、登録名称をつけコンピュータ

上で管理することができます。

■調節パラメータ設定

調節計制御パラメータの読み出し、変更、登録を行う画面です。

この画面はプログラム調節計のプログラムパターン設定画面の

他に定値調節計DB、DZ、LTシリーズの画面が用意されています。

DP、KP用
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メモリー機能のON/OFFを時刻指定に
より行い、ONしているときに設定イン
ターバルでメモリー 

メモリー機能のON/OFFを手動操作に
より行い、ONしているときに設定イン
ターバルでメモリー 

メモリー機能のON/OFFをイベントデ
ータにより行い、ONしているときに設
定インターバルでメモリー 

メモリー機能のON/OFFをイベントデ
ータにより行い、ONしているときにイ
ベントデータ変化でメモリー 

インターバル時刻指定 

インターバル手動 

インターバルイベント 
スイッチ 

イベントスイッチ 

イベント イベントデータ変化でメモリー 

イベントデータ変化前後一定時間を設定 
インターバルでメモリー 

トリガ 

■レポート印字機能

データを指定した時刻に印字する機能です。印字フォームは

任意のフォーマットで作成することができます。

■バッチ報印字機能

バッチ開始時から指定したインターバルやイベントによりデータ

を保存し、バッチ終了時にまとめて印字する機能です。バッチ

開始、終了は手動操作の他、イベントで行うことができます。

印字フォームは任意のフォーマットで作成することができます。

■Excel帳票機能

ExcelにCISASのデータを受け渡す関数を記述して帳票を作成

する機能です。印字フォームをExcelで作成できるので複雑な

演算や色々なレイアウトが可能です。

■日報・月報印字機能

1日分のデータを時報、最大、最小、平均、合計としてまとめ、

日報として印字する機能です。印字フォームは任意のフォー

マットで作成することができます。また、旬報、月報として印

字する機能もあります。

■ハードコピー機能

表示されている画面全体またはアクティブウィンドウを印刷し

ます。カラープリンタが接続されている場合、カラーハード

コピー印刷が可能です。

■停電処理機能

無停電電源装置を使用すると停電発生信号をパソコンに入力

して、CISASおよびWindowsのシャットダウン（自動終了）を行

うことができます。

■DDE機能

CISASにはDDEサーバ機能があり、DDE機能を有する表計算ソ

フトなど他のアプリケーションでCISASのデータを利用するこ

とができます。これによりCISASにない機能は他のアプリケー

ションで処理することができます。

■メモリー機能

データをハードディスクなどへメモリーする機能です。メモリー

フォームはバイナリ、テキスト、CSVが用意されています。バイ

ナリフォームでメモリーされたデータは、付属ユーティリティ

のデータ変換ソフトでテキストファイルに変換することができ

ます。

メモリー方式は次の6方式が用意されています。

■アラーム通報機能

WAVE形式の音声データにより、

アラームの発生をよりわかりやす

く通報することができます。デジ

タル出力ボードを増設してパソコ

ンからアラーム信号を取り出すこ

ともできます。

■アプリケーションインターフェイス

Visual BasicやVisual C++でアプリケーションを製作するための

アプリケーションインターフェイスプログラム（DLL）が用意

されており、CISASのデータ取得やCISASへのデータ供給を容

易に行うことができます。

CISAS／EXの標準機能では実現できない専用画面、帳票、演算

機能やRS-232C、ネットワークから取得したデータのCISASへの

展開などを行うことができますので、幅広いニーズに対応可能

です。

専用 
アプリケーション 

DLL

CISAS 
ヒューマンインターフェイス 

CISASカーネル 

通信ドライバ 

運 転 日 報  

時刻 

1：00 122.5 10.85 232.1 15.33 8.64 68.4 運　転 23
2：00 123.5 11.23 240.8 15.30 8.07 59.7 運　転 25
3：00 126.8 11.44 244.3 15.05 7.61 65.3 運　転 43
4：00 135.0 11.97 236.1 15.42 7.93 62.8 運　転 33
5：00 138.0 12.30 220.5 15.55 8.20 59.0 運　転 35
6：00 141.2 12.42 220.3 15.39 8.33 56.1 運　転 28
7：00 145.5 12.53 205.9 15.04 8.47 51.4 停　止 24
8：00 149.6 12.54 200.8 15.64 9.66 57.0 運　転 50
9：00 150.6 12.48 193.7 15.72 8.30 56.5 停　止 20
10：00 150.2 12.08 192.0 15.53 7.89 67.7 運　転 35
11：00 149.7 10.61 194.6 15.50 8.54 63.9 停　止 28
12：00 148.3 10.62 199.8 13.12 7.77 62.1 停　止 21
13：00 149.7 10.11 203.4 12.55 6.82 58.8 停　止 42
14：00 151.4 10.59 208.6 13.28 7.78 57.4 停　止 41
15：00 151.8 10.83 211.1 14.89 8.36 52.6 運　転 29
16：00 150.9 11.22 215.6 15.08 8.41 56.0 運　転 30
17：00 143.0 11.38 216.9 15.25 8.60 56.7 運　転 48
18：00 140.4 11.52 217.2 15.35 8.76 57.9 運　転 23
19：00 135.9 11.70 213.0 15.60 8.63 61.1 運　転 13
20：00 130.1 11.83 210.1 15.89 8.64 65.3 運　転 46
21：00 124.8 12.36 222.3 16.07 7.98 66.6 停　止 10
22：00 118.9 13.07 223.9 15.93 8.47 68.3 停　止 24
23：00 112.6 12.38 218.6 15.78 8.03 60.5 停　止 10
24：00 106.6 12.20 216.2 15.55 7.22 54.4 停　止 39
最　大 151.8 13.07 190.6 16.39 9.66 68.3 50
時　刻 15：00 22：00 10：16 21：22 8：00 22：00 8：00
最　小 106.6 10.11 245.9 12.46 6.82 51.4 10
時　刻 24：00 13：00 2：57 13：08 14：00 7：00 21：00
平　均 137.4 11.60 214.9 15.15 8.22 60.2 30
積　算 197.29 718

2001年1月9日 

炉内温 
（℃） 

設定圧 
（kg/cm） 

燃焼温 
（℃） 

炉内圧 
（kg/cm） 

燃焼流 
（m3/H） 

蒸気流 
（kg/H） 

ボイラ 
発停 

運転 
（分） 

当日処理個数 
1524個 

当日運転時間 
718分 

点　検 検　印 備　考 
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■機器構築

使用する機器のアドレス、形式、名称などを

指定します。

これでハードウェアの構成が決定されます。

機器構築

■データ構築

記録計、スキャナの測定チャンネル、調節計の

測定値、設定パラメータおよびPLCの接点デー

タなどを1～1000の論理的なデータNo.に割り付

けます。データ構築が済みますと以後の構築で

はデータNo.のみで扱うことができます。

データの登録

■オペレーション構築

各画面や機能はあらかじめ用意されてい

ますので、オペレーション画面、機能の

条件を設定するだけで使用することがで

きます。

各画面の設定・データ割付

■グラフィック作成

文字、データ、ライン、長方形、円、アイコン、

グラフ、メータ、ボリューム、スイッチなど

のツールが用意されており、それらを画面

上にレイアウトし、データNo.と必要な情報

（プロパティ）を登録する方法で簡単に画面

作成できます。

■印字フォーム作成

レポート印字（瞬時データ印字）の他、

バッチ報、日報、月報印字機能が装備

されており、データ、罫線などをレイ

アウトするだけでオリジナルの帳票が

作成できます。Excel帳票を使用する場

合には、テンプレートとなるブックを

作成します。

■シミュレーション

模擬データによるシミュレーション運転モードが用意されており、

実際に使用する感覚で構築内容の確認を行うことができます。

動作の確認

構築 設定管理も容易。
構築は、データの登録、画面や帳票フォームへの登録データのレイアウト、機能の選択などが主体とな

り、ソフトウェアアセンブリやプログラム設計などの専門知識を必要とせず、簡単に短時間にシステムの

構築ができます。



CISAS/EX

CISAS/EX

ラインコンバータ 

ラインコンバータ 

RS-232C

RS-232C

RS-485

CISAS/EX

電源モジュール 電源モジュール 

温度、圧力、流量 
PH、BOD など 

CISAS/EX

CISAS/EX

コンピュータ 
インタフェイス 

コンピュータ 
インタフェイス 

コンピュータ 
インタフェイス 

　連続炉でのシステム例 

　工場ユーティリティ監視のシステム例 

増設形スキャナ 
SE3000

調節計 
DBシリーズ 

RS-485

　穀物サイロのシステム例 

9

連続炉の監視・制御システムです。製品ごとに登録した各ゾーンの調節計の設定値やPLCへのコンベアスピードの
設定値などを一括転送し、設定作業工数を低減します。また炉の状態監視やデータ集録を行い品質管理の向上が
計れます。

分散された工場の排水設備の状態や異常信号を監視するシステムです。FKシステムを使用し、各工場間をFKバス（2芯のCVVSケーブル）で接続し分散し
ている場所のデータを収集します。FKバスなので複数の場所でのモニタリングも可能です。
またメール通報ソフトを使い警報発生時に携帯電話にメールを送ります。

穀物サイロの監視システムです。外気温度・湿度、サイロ内の温度を計測して中央監視室で穀物の状態を監視します。
また記録として日報、月報の出力を行います。

システム例 多彩な用途に柔軟に適応。
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CISAS/EX

RS-232C RS-422A
気温、湿度 
風向、風速 
雨量など 

日射量 
CO2 
発電量など 

CISAS/EX

CISAS/EX

LAN

ネットワーク 
モニタ 

　気象関係のシステム例 

　厨房監視のシステム例 

　薬品保管管理のシステム例 

2階 

1階 

コンピュータ 
インタフェイス 

ハイブリッド 
記録計 

コンピュータ 
インタフェイス 

ラインコンバータ 

電源モジュール 

保管庫 冷蔵庫 

入力モジュール 

入力モジュール 

冷蔵庫 

温度 
湿度 

温度 
湿度 

保管庫 

温度、湿度など 

気象関係の計測システムです。気温、湿度、風向、風速、雨量を取り込み、日報や月報を作成します。
また学習施設として太陽光発電の電力やOMソーラシステムの温度計測など幅広いシステムに対応できます。

厨房設備の温度を監視するシステムです。食品の貯蔵、加工、保存時の温度データをモニタリングし、
HACCPによる衛生管理を補助します。

医薬品の保管・管理時の温度湿度を監視します。各階の温度データをFKシステムで集約し2階のパソコンで一括管理します。CISASのネットワークモニタ
を使用し1階のパソコンでも2階と同じデータがモニタできます。メール通報ソフトを使用すれば警報発生時に携帯電話に異常内容をメール通知します。
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（販売店）

安全に関するご注意
●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。古紙配合率100％再生紙を使用しています

＊Windowsは米国マイクロソフト社の登録商標です。本カタログに記載の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

オプションソフト 用途に合わせて、データ監視機能を拡張できます。

CISAS/EX

社内LAN 
インターネット 

ネットワークモニタ※ ネットワークモニタ※ 

　■ネットワークモニタ（PS2104） 
同一ネットワーク上に接続されているCISAS/EXの
データを別のパソコンでモニタしたり、データメモリ、
印字することが可能です。 

　■メール通報ソフト（PS2105） 
CISAS/EXが集録しているデータの転送と警報発生、
イベント発生による異常などの通報を電子メールで
行います。Webモニタと組み合わせることで、コスト
メリットに優れた遠隔監視システムを構築できます。 

　■専用メール受信ソフト（PS2106） 
メール通報ソフトから送られた帳票の自動印字やデー
タ管理を行うことができます。 

※ ネットワークモニタでは、機器に対する設定や操作は行えません。 

社内LAN

インターネット 携帯電話 

CISAS/EX 
メール通報ソフト 

専用メール 
受信ソフト アラーム通報 

イベント通報 
定時通報 
データ転送 
帳票転送 

アラーム通報 
イベント通報 
定時通報 

　■Webモニタ（PS2107） 
CISAS/EXが動作しているパソコンがWebサーバと
して働き、同一ネットワーク上にある別のパソコンの
Webブラウザでデータを監視することができます。 

※ Webモニタを導入すると、専用ソフトを使用することなくパソコンのWebブラウザで
データ監視が可能です。 

※ Webモニタでは、機器に対する設定や操作は行えません。また、表示画面に制約があり
ます。 

社内LAN、インターネット 

CISAS/EX 
Webモニタ 

パソコン（Webブラウザ）※ 


