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生産設備管理の見える化事例1

生産ライン出来高の見える化事例2

これまでバラバラに管理していた「図
面」と「帳票」が連携することで、各種
帳票管理の無駄を大幅にカット！
図面上に置いたピンから電子帳票へ
ダイレクトにアクセスでき、入力や確
認を現場で行えます。

BIツールとの連携
XC-GateとBIツールとの連携

XC-Gate.PLCで作成・蓄積した
データと、BIツールの連携を実現。
データ分析や統計データなどをグラ
フ化したレポートを即座に作成し、
コストカットや高効率の営業戦略な
どに活躍します！

ウイングアーク1st 株式会社
https://www.wingarc.com/

生産設備管理の見える化

CheX連携

産 来高 見 化

手入力・機械情報

受信機
IPアドレス

送信機1

送信機2

推奨環境（5～30ライセンス推奨）

各専門分野のパートナー様とのコラボでさらなる現場の見える化を実現！

現場帳票の電子化ソリューション

Excelで
カンタン画面設計

Safari, Chrome, Edge対応
特許取得済

● XC-Gate.ENT Version 1.6.0の情報です。詳細な動作環境はHPよりご確認ください。
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インテルXeon 2.66GHz 以上 6core 以上
8GB以上
500GB以上

OS

Google Chrome / Chromium版 Microsoft Edgeブラウザ

Excel

OS

Windows Server 2012 R2 (64bit) / Windows Server 2016 (64bit) /
Windows Sever 2019 (64bit) / Windows Server 2022 (64bit)
CentOS 7.2(minimal)

AdoptOpenJDK 8 update 265 / ApacheHTTPサーバ v2.4.53 / 
ApacheTomcat v9.0 / Apache ActiveMQ v5.16 / PostgreSQL12.4

XC-Gateサーバ

機種ごとに検証が必要です。詳細はお問い合わせください。

iOS

Windows

OS： iPadOS 13.3、14.0.3、15.0.2
ブラウザ：  Safari
推奨スペック：iPad( 第 6世代 ) 以上 / iPad Air( 第3世代 ) 以上 / iPad Pro 11インチ
                   iPad Pro 12.9インチ ( 第3世代 ) 以上 / iPad mini( 第 5世代 ) 以上

OS： Windows 8.1, 10, 11（カメラ使用時は機種ごとに検証が必要）
ブラウザ： Google Chrome / Chromium版 Microsoft Edge
推奨スペック： CPU:intel Core i5 以上 Core i7 推奨 / メモリ:4GB / HDD:64GB以上
※タブレットモードは非推奨
※Windows RT、Windows Embeddedは非対応
※ブラウザでカメラを使用する場合、SSL 通信オプションが必要

タブレット端末・PC（利用者）

PC（管理者）
Windows 8.1, 10, 11
※Windows RT、 Windows Embeddedは非対応
Excel 2013、2016、Excel for Microsoft 365※
※デスクトップ版のみ対象

https://www.xc-times.com/
XC-Gate専門メディアXC-Gate専門メディア

XC-Gateの
新機能・追加情報は
こちらをチェック！

Android

CPU
メモリ
HDD

ミドルウェア

株式会社 YSLソリューション
https://www.ysl.co.jp/
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XC-Gate命令文を各セルに記述し、入力項目を設定します。

Excel上に配置した画像やオートシェイプ※をチェックシート上に表示できます。（グラフ表示はオプションです）

対応しているExcel関数※はそのまま使用可能です。（マクロは非対応です）

タブレットでの入力結果によって書式※が変化します。

入力実績が一覧で参照、編集、ロックできます。

入力実績が検索できます。

検索条件や対象帳票などを設定した実績検索画面をお客様で作成できます。

実績をCSVファイルでインポートできます。

入力実績をExcelやCSVファイル形式で出力できます。

入力実績をExcelやCSVファイル形式で自動出力できます。XC-Gateサーバ内のフォルダのみ指定可です。

XC-Gate上にフォルダを作成し、チェックシートを整理できます。

Excelで作成したチェックシートをXC-Gateに登録し、Web帳票に変換します。

PDFやJPEGなどのファイルをXC-Gateに登録できます。登録したファイルは利用者画面から参照できます。

フォルダやチェックシートに対し、ユーザ・グループごとに読み込み/書き込み/削除権限を設定できます。

マスタデータの登録、追加、削除のほか、CSVファイルの手動インポート、エクスポートもできます。登録データはチェックシートから参照できます。

チェックシートの再登録やサーバリソースの確認、XC-Gateのタスク管理ができます。

チェックシートや実績の更新内容を参照できます。

通知メール送信のみ対応しています。お客様メールサーバーを利用します。

利用者画面でチェックシートを選択し、実績入力が可能です。

端末のキーボードで文字入力できます。

数値のみ入力可能な簡易キーボードで入力できます。

端末のカメラで撮影した写真を挿入できます。

あらかじめ設定したグループ以外は入力できないように、項目に対して権限設定できます。

チェックシート上に手書きメモを残すことができます。

通信環境がない場合でも実績入力できます。（オフライン未対応機能あり）

管理者機能で登録したPDFやJPEGなどのファイルを参照できます。

本日の実績、実績の検索などの各種画面より実績の検索ができます。

管理者機能で設定した検索条件に基づく、専用検索画面を利用できます。

あらかじめ決めたフローに従って、入力実績の承認ができます。

XC-Gate.ENTサーバとクライアント端末の通信を暗号化します。

XC-Gate.ENTの各画面、タグを多言語に対応する機能です。（現在、英語のみ対応）

XC-Gate.ENTの実績データを管理者画面・利用者画面からPDFファイル形式で出力できます。

XC-Gate.ENTの実績データを利用者画面から印刷します。

お客様の基幹DBのデータをXC-Gate.ENTの帳票上に表示します。

XC-Gate.ENTの利用者画面上でグラフを表示します。

XC-Gate.ENTに登録した実績をExcel上で、集計します。

ドメイン管理されているユーザーIDとパスワードをXC-Gate.ENTのログイン時に使用します。

XC-Gate.ENTの帳票画面をユーザーのWebページから直接表示します。

XC-Gate.ENTサーバ内に配置したバッチファイルを実績登録時に実行します。

XC-Gate.ENTの各種データを参照したり、更新したりするAPI群を提供します。

管理者画面を経由せずに実績データを自動的にインポートします。

管理者画面を経由せずにマスタデータを自動的にインポートします。

各社PLCとの通信機能を追加します。

OPCサーバとの通信機能を追加します。

パトライト社のAirGRIDと連携し、信号灯・稼働状況を監視、および管理します。

他のシステムから参照可能な連携用データベースを作成します。

YSLソリューション社のCheXと連携し、アプリ上の図面からXC-Gate.ENTの帳票画面を表示します。

図面などのPDFデータを取り込み、手書きでメモを残せる機能です。

XC-Gate.ENTを操作した人のユーザーIDの操作履歴を閲覧します。

音声入力を利用することで、ハンズフリーで実績入力可能です。

入力項目の設定

オートシェイプ・画像の利用

Excel関数の利用

条件付き書式の利用

実績一覧・実績編集・実績ロック

実績検索

実績の検索設定機能（設定側）

実績の手動インポート

実績Excel、CSV手動出力

指定フォルダへのExcel、CSV自動出力

フォルダの登録

チェックシートの登録

ファイルの登録

セキュリティ設定

マスタ機能

システム管理

履歴機能

メール送信

チェックシートの登録呼び出し

キーボード文字入力

簡易キーボード文字入力

写真撮影

権限設定

手書き入力

オフライン入力

ファイル参照

実績検索

実績の検索設定機能（検索側）

承認ワークフロー

SSL通信

多言語対応

PDF出力

印刷

SQLタグ

グラフ表示

Webクエリ

AD連携

URL連携

リアルタイム連携

WebAPI

実績の自動インポート

マスタの自動インポート

PLC連携

OPCサーバ連携

AirGRID連携

読み取り用DB連携

CheX連携

PDFお絵かき機能

操作ログ

音声入力

説　明機能一覧

※上記内容は、XC-Gate.ENT Version 1.6.0の情報です。　※一部標準機能や、オプション機能の制約・前提条件等、詳細についてはお問い合わせください。
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工具測定機器に計測器Bluetoothア
ダプタを取り付けることで、計測器か
ら測定値を自動入力できます。入力ミ
スや転記作業をなくし、作業効率と
データの正確性がアップするため、加
工記録や品質チェックの業務などで利
用されています。

製造工場での利用の他にも、飲食店の衛生チェッ
クや、スーパーバイザーによる店舗チェックなどで
も利用されています。これまで紙にチェックした内
容をFAXで送信したり、事務所に戻ってからの報
告になっていた業務が、店舗でのチェック内容をリ
アルタイムに本部へ報告できるため、作業時間短
縮につながります。

モバイルプリンタと連携し、メンテナンス報告書
にその場でサインいただいたものを印刷してお客
様へ渡し、記録はリアルタイムにデータベース化
できます。また、過去のメンテナンス記録から傾向
分析し、部品交換などの提案をすることでトラブ
ルを防止するといったサービス向上にもつながり
ます。

現場での工事報告書の作成をタブレットで実施
し、工事前・工事後の写真を添付した上で記録でき
ます。会社に帰ってから行っていた写真整理や報
告書作成業務をその場で完結し、次の現場へ移動
できるため、業務効率化に貢献できます。

XC-Gate機能一覧 XC-Gateの導入事例
工具との連携事例

食品業界での事例

メンテナンス業務での事例

建設・施工現場での事例

音声入力を利用することで、ハンズフリーで実績入力可能です。音声入力
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