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多彩な通話料金設定 

各キャリアの料金テーブルに無制限に対

応。各国の通貨記号を設定可能、ネットワ

ーク上の認証コードとDISAにも対応しま

す。専用線専用の料金表の作成機能を提供

し、企業の専用線の使用量や経済的効果に

対する見積に役立ちます。 

 
異常発生時のリアルタイム通報 

CAS MSPSはネットワーク上の各端末のステ

ータスを把握し、リアルタイムに接続中

断・停電・クラッシュ・通信エラー等を探

知した場合、警告音（ビープ音）を繰り返

し発しながら、メイン画面で異常を通報い

たします。 

 

表示言語切替可能 

CAS MSPSはグローバルな視点で開発された

ソフトウェアです。ユーザー様はニーズに

応じてインターフェイスを日本語・英語・

中国語の3つの言語間で切替可能。使用言語

別での別途購入は無用です。 

 

ネットワーク上の統合管理 
CAS MSPS はネットワーク上の各交換機（メ

ーカー、立地場所不問）の通話データを統合

しTCP/IP 接続を通じてホストへ送信可能。

保守PCは各端末の通話データを把握し、レポ

ート（帳票）の分析・統計・検索・印刷がで

きます。 

 

CAS MSPS for Windows 
CAS MSPSはRDBMSデータベースを基に高度な

技術で開発された32-bit Windows環境のた

めの通話料金集計システムです。インストー

ルや操作は至って簡単、Windows XP/2000/ 

2003/Vista/Windows 7 日本語版に対応して

おります。本システムは、構内交換機から受

信したローデータ、またはホストコンピュー

タによるPMSデータを瞬時に分析・統計・レ

ポート出力（印刷）・バックアップ・料金再

計算・データベース構成・相場更新できます。

 

定時自動印刷 

日次・週次・月次報告書を定時自動印刷機能

で出力することで労働力の使用を 低限に

抑えられ、能率を高めます。また、特定の電

話番号・内線番号・認証コード・中継線（ト

ランク）・通話タイプ・通話時間・通話料金

など、条件付けで分析させたレポートを出力

できます。 

 

 

 



 

 

 Windows XP/2000/2003/Vista/Win 7 環境に対

応する多言語インターフェイス 

 ユーザーレベル別管理機能 

 新通話情報1000件のリアルタイム表示 

 日次・週次・月次報告書の定時自動印刷、複数

のレポートの一括印刷 

 レポートをディスプレイ、プリンタ、テキスト

ファイル、MS Excel書式等に出力可能 

 MS Excelと連携してレポートのグラフを作成 

 受発信の通話日付・時間・電話番号・通話タイ

プ・回数・料金・発信先地域といった情報を各

レポートに詳細に表示 

 業務用番号・内線番号・通話料金・通話秒数・

中継線（トランク）・部署・記帳コード・通話

タイプなどの条件設定で指定した時間範囲内

の通話明細または支出総表を検索可能 

 様々な組み合わせで自社専用レポートを作成 

 電話番号変換機能 

 外線情報自動生成機能 

 

 

 各端末のPBX機種は不問 

 端末データの定時自動回収(Schedule-Polling)

と手動回収 

 2倍保障のホスト・端末別のバックアップ 

 端末はホスト、または他の端末を介してレポー

トを遠隔印刷可能 

 常設TCP/IPを通じてのデータ転送（別途構築不

要なため、コストなし） 

 ホストはTCP/IP通信を通じて各端末の内線情

報・認証コード・通話料金表を遠隔設定可能 

 

 

 

 

 相場別課金時間帯を4つまで設定可能 

 固定料金 & 従量料金の設定 

 市内・国内・携帯・国際通話別の課金設定 

 通話ごとの秒数調整 

 ディレー秒数の設定 

 通話ごとの固定料金と付加料金の設定 

 市内・国内・携帯・国際通話別の料金割増・割

引（百分率）の設定 

 祝日・休日に合わせた課金設定 

 計算済みデータの、相場更新後の日付指定して

の再計算 

 外線の料金計算の指定 

 各キャリアの通話料金表対応 

 自社専用線（T1/E1）料金表のカスタマイズ 

 1クリックで相場更新、省力化の限界突破 

 

 

 

 3階層のツリー構造（部・課・内線） 

 バッチ処理で内線データを一括作成 

 コピペで内線データを連続作成 

 加入可能な内線数は無制限 

 認証コード機能及び料金転嫁集計機能 

 内線番号・内線名・認証コードによるデータ検

索 

 内線ごとの月額基本料金の設定 

 内線番号一覧表の印刷 

 

 

 

 国産・海外製の各メーカーの交換機に対応 

 大制御PBX数は無制限 

 交換機から受信したローデータ及び集計した明

細データの自動バックアップ 

 接続中断、ドライブ残量不足の警告音 

 

料金計算 

PBX（交換機）内線管理 

ネットワーク 本製品の特徴 



 

レポート名 説明 

内線支出内訳書（部門別） 部・課・内線別で明細データを分類する内訳書。内線支出内訳書で

は、社員ごとの通話回数・通話時間・通話総額・発信先番号などが

詳しくリストされます。 

内線支出内訳書（内線番号別） 基本的に上記と同じレポート形式です。内線番号のみで分類。 

認証コード別支出内訳書 認証コード別で明細データを分類する内訳書。 

中継線別支出内訳書 中継線別で明細データを分類する内訳書。 

記帳コード別支出内訳書 記帳コード別で明細データを分類する内訳書。このレポートは法律

事務所や会計事務所等のユーザー様に 適とされています。ユーザ

ー様は記帳コードでクライアントの電話番号を登録すれば、個別集

計されたデータを料金請求書の証明として使えます。記帳コード機

能対応の構内交換機のみ使用可能。 

日記帳 通話日付・通話時間の時系列で作成された内訳書。 

無題内線番号・認証コード別支出

内訳書 

無題内線番号・認証コードの通話明細を表すレポート。 

社内支出総表 この総表は部ごとの通話総額、通話時間、通話回数、総通話コスト

に占める割合等を表します。 

部内支出総表 課別で明細データを分類する支出総表。この総表は課ごとの通話総

額、通話時間、通話回数等を表し、部門予算の策定に役立ちます。 

課内支出総表 内線別で明細データを分類する支出総表。この総表は社員ごとの通

話総額、通話時間、通話回数等を表します。 

認証コード別支出総表 認証コード別で明細データを分類する支出総表。 

中継線別支出総表 中継線別で明細データを分類する支出総表。この総表は、中継線ご

との通話総額・通話時間・通話回数などのデータを含みます。 

記帳コード別支出総表 記帳コード別で明細データを分類する支出総表。 

発信先地域別支出総表 市外局番別で明細データを分類するレポート。 

24時間以内時間別通話量統計表 24時間以内の、1時間ごとの通話総額・通話時間・通話回数を表すレ

ポート。 

無題発信先地域別支出総表 無題発信先地域別で明細データを分類するレポート。未設定の地域

の検証に役立ちます。 

ネットワーク支出総表 端末別で明細データを分類する支出総表。この総表は、端末ごとの

通話総額・通話時間・通話回数などのデータを含みます。 

通話データ出力 通話明細データをテキストファイルへ出力。通話時間などの条件を

付けてフィルタリングしたデータをテキストファイルへ保存。ファ

イル名はカスタマイズできます。 

カスタマイズレポート 様々な組み合わせ（条件設定）で自社専用レポートを作成できます。 

  



CAS MSPS の仕組み 
 

 

     WAN  TCP/IPを通じて各端末の通話データを回収 

 

 

LAN LAN LAN LAN 

 
交換機    CAS MSPS 端末 CAS MSPS 端末 CAS MSPS 端末 CAS MSPS サーバー 

交換機交換機 

 

 

LANを介して集計（集信）ネットワークを構築。精算センターであるホストサーバーはTCP/IP 接続

を通じてPSTN経由で各端末の通話履歴データを回収し、集計データを統合します。保守PCはまとめ

た情報をレポート（帳票）で分析・統計・検索・印刷できます。CAS MSPSは企業の労働力の使用を

低限に抑え、能率と生産力を高めます。 

 

          

ステータス 

緑信号:待機中 

黄信号:受話待ちが5件以下 

橙信号:受話待ちが10件以下

赤信号:受話待ちが10件以上

システムによる警告音 

1.交換機とCDRシリアルポー

トの接続が中断した場合に発

します。 

2.ドライブ残量不足の場合に

発します。 

 リアルタイムで表示可能な通

話履歴は1000件までです。 
 新のCDRデータ 

 

システム要件 
 Microsoft Windows 2000/2003 Professional 

 Pentium-4 2.1GHz 以上のプロセッサを搭載したPC 

 1GB 以上の RAM 

 80GB 以上のハードディスク容量 

 15インチ以上のモニター 

 Windows 環境で使用可能なプリンタ 

 空きのCOMポートが1～2ポート必要(RS-232 接続用) 

 CD-ROM または DVD ドライブ 

 リモート操作用のモデム 

 

 
 
 

通話データ保存用のディスク容量: 
10万件毎に80MB 



・・・・・ 
 

 
 多彩な条件設定機能で必要な情報を簡単に検索 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・  

自動印刷に設定可

能なレポート数は

無制限！ 

月間・週間・日

次レポートなど

の自動出力も指

定できます。 

 
一括印刷機能を通じてカスタマイズした複数のレポートを一括してプリントアウトす

ることができ、時間と人力を節約できます。 

 

 

 

 

カスタマイズレポート 一括印刷スケジュール 
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