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1. はじめに 

本提案書は、地上波デジタル放送向けの親局及び中継局の監視制御を一括して行う遠隔監

視制御システムについて提案致します。 

従来のアナログ放送では、親局と中継局の送信設備は時間をかけて順次に整備され、それ

に加えて、当時のハードウェアの能力の制限もあり、親局、中継局を一括して監視制御を行

うものは殆どありませんでした。 

近年、各放送局では、効率化、省人化などの要求が高まり、監視制御の一括管理が注目さ

れるようになりました。特に今回の地上デジタル放送では、親局送信所と中継局送信所の建

設が統合して検討でき、一括して管理することが主流になるのではないかと考えられます。 

そこで、弊社は、地上デジタル放送向けに、データサーバコンピュータを中心に置き、親

局及び中継局の監視制御を一括して行う遠隔監視制御システムを提案致します。それに加え

て、データサーバにＬＡＮ、シリアル等のインターフェースを用意して、従来の監視制御シ

ステムとも接続できるように設計しています。 

 

2. 本システムの特徴 

本システムは以下の様な特徴を持ちます。 

 親局、中継局の監視制御を一括して行うことが出来ます。 

 監視及び制御はＷＥＢ画面で行い、インターネット／イントラネット上の複数のＰＣか

ら、ＷＥＢサーバにログオンして監視（特定のＰＣが制御）を行うことが出来ます。 

 携帯電話ＷＥＢ画面による状態の監視も出来ます。 

 警報等の通報に従来の音声、接点出力に加えて、電子メールによるＰＣ、携帯電話への

通報が出来ます。 

 親局の監視制御装置の CPU 部分に、リアルタイム性、耐環境性および信頼性の優れたシ

ーケンサを採用しています。 

 親局の場合、演奏所、送信所間の監視制御系データ通信回線は STL/TSL 及び専用回線の

２重化を行います。主回線及び予備回線の両方とも CPU に接続し、CPU が必要に応じて

使用回線を選択します。 

 親局は、ＷＥＢ画面以外に、Ｈ／Ｗスイッチおよび LED で構成された操作表示パネルを

演奏所及び送信所に配置し、直接監視・制御を行うことも出来ます。 

 監視制御用 PC のＷＥＢ画面から、監視及び制御のログ情報の表示検索などが出来ます。

またテレメータデータの表示も出来ます。 

 管理及びメンテナンスのしやすさを考慮して、情報系ログサーバをデータサーバと兼用

して演奏所に設置します。 
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3. システムの構成 

本システムは、「図 1 システムの構成」に示すように、演奏所に配置するデータサーバ

及びＷＥＢサーバを中心とし、親局送信所及び中継局送信所の監視データはすべてデータサ

ーバに集められて、データベースに保存されます。ＷＥＢサーバはこのデータサーバからデ

ータを取得して、ＷＥＢページに表示します。ＷＥＢページを通して制御を行う場合、制御

データはこのデータサーバに送信され、データサーバソフトが指定する送信所に制御データ

を送信します。 

ＷＥＢサーバはインターネットに公開されていますので、自宅或いは社外にいる場合、パ

ソコン或いは携帯電話でこのＷＥＢサーバにログオンして、監視することが出来ます。 

3.1. データサーバ及びＷＥＢサーバ 

データサーバ及びＷＥＢサーバはこの監視制御システムの中心的な役割を果たし、機種は

サーバ用コンピュータを使用し、マイクロソフトのサーバ系ＯＳを採用します。データベー

スはマイクロソフトの SQL Server を使用します。データサーバ及びＷＥＢサーバはイント

ラネットに接続されています。ＷＥＢサーバはインターネットにも公開されています。 

データサーバが下記の親局監視制御装置及び中継局から監視データを受信すると、それら

のデータをデータベースに保存すると共に、データを解析して、警報或いは通報が必要な場

合、パトライト、音声或いはメールの形式で通報を行います。 

データサーバは親局の監視制御装置とシリアル回線で接続され、監視制御装置から接点デ

ータ、テレメータデータ或いはその他の監視データ、制御ログを受信し、ＷＥＢページを通

して制御を行う場合、制御データを送信します。監視制御装置からの監視データ及び制御ロ

グは時刻と共にデータベースに記録されます。 

データサーバは接続されているモデムを介して、中継局と直接通信を行います。モデムは

シリアル回線、ＵＳＢで接続されるか、データサーバに内蔵することが出来ます。中継局は

複数ありますが、各中継局の監視制御装置とは常時接続は行いません。制御、定時監視等、

必要な時に、モデムを使って、ＮＴＴ公衆回線を通して中継局と接続して通信を行います。

また、中継局で状変発生等、データ通報が必要な場合、ＮＴＴ公衆回線を通して、データサ

ーバへ接続して、データを送信してきます。 

それ以外に、データサーバはイントラネットを経由して、送信して来るデータを処理する

ことも出来ます。例えば、スタジオにある機器から、イントラネット経由で監視データを送

信してくることが出来ます。また、従来のアナログ放送の監視制御装置などから、監視デー

タを送ってきて、データサーバで一括管理することも出来ます。そのような場合、監視デー

タに対する解析、警報出力、ＷＥＢ画面への表示等も出来ます。 

ＷＥＢサーバはイントラネットを通してデータサーバのデータベースに接続して、監視デ

ータを画面に表示します。制御要求等が発生する場合、イントラネットを経由してデータサ

ーバの監視制御ソフトへデータを送信して、制御を行います。 

監視制御用ＰＣ或いは携帯電話はイントラネット或いはインターネットを経由して、ＷＥ
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Ｂサーバにログオンして、監視・制御を行います。そのうち、イントラネット内の特定のＰ

Ｃだけが制御を行うことが出来ます。 

3.2. 監視制御用ＰＣ及び携帯電話 

ＷＥＢ画面を通しての監視・制御はイントラネット／インターネットに接続されたＰＣ及

び携帯電話から行います。 

ＷＥＢ画面を使用するので、監視制御用ＰＣには、特別なソフトをインストールする必要

が無く、ブラウザーのインターネットエクスプローラで監視・制御を行うことが出来ます。

ユーザーがインターネットエクスプローラを起動して、ＷＥＢサーバにユーザー名とパスワ

ードでログオンして、監視・制御を行います。 

制御はイントラネット上の特定のＰＣのみが行うことが出来、それ以外のＰＣのＷＥＢ画

面には、制御関係の機能は送信されません。 

携帯電話で監視を行う場合、ｉモード等のＷＥＢブラウザーで、同じくＷＥＢサーバにロ

グオンしますが、ビジュアル的ではなく、監視信号のＯＮ／ＯＦＦ状態を見て、監視を行い

ます。 

3.3. 親局監視制御装置 

親局監視制御装置は、演奏所と送信所一対向の監視制御装置および周辺装置から構成され、

それらの一対の監視制御装置だけで、自立的に監視制御を行うことができます。 

監視制御装置の CPU 部分にはリアルタイム性・耐環境性・信頼性の優れたシーケンサを採

用します。演奏所と送信所の間に STL/TSL および専用線の二重化した通信回線を使用します。

その主回線と副回線の２回線ともシーケンサに接続されます。回線切り替えは、外部機器を

使用せずに、シーケンサ内部で行います。 

3.3.1. 送信所側機器 

送信所には、監視制御装置とデータサーバＰＣ及びルータ等の周辺装置からなります。 

送信所側の監視制御装置はＣＰＵ部分と操作表示パネルで構成されます。ＣＰＵ部分はシ

ーケンサを使用し、操作表示パネルと I/O で接続します。送信機器などの被監視装置から監

視データを接点で受け、制御データは約１秒のパルスで出力します。テレメータデータはＡ

/Ｄ変換して取り入れます。本監視制御装置は監視入力１２８点、制御出力６４点、テレメ

ータ最大３２点を備えています。 
監視制御の状況は送信監視制御装置の操作表示パネルに表示され、そのパネルのボタンの

操作により、制御を行うことが出来ます。 
送信所側の監視制御装置は送信所にあるデータサーバとシリアル回線で接続され、監視デ

ータ、制御ログ等をデータサーバに送信します。 
それ以外に、送信所側のデータサーバは送信所内ＬＡＮ或いはシリアル回線、ＧＰＩＢな

どで送信設備と接続して、送信機器の各種の情報を受け取ることが出来ます。 
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送信所側のＬＡＮ がルータを使って、演奏所側のＬＡＮとデジタル専用線で接続するこ

とが出来ます。その場合、送信所側の情報系監視データを演奏所に送信することが出来ます。 

3.3.2. 演奏所側機器 

演奏所側監視制御装置の CPU 部分はシーケンサを使用し、操作表示パネルと I/O で接続し

ます。送信所側の監視制御装置との間に、STL/TSL および専用線で２重化された回線で接続

されます。使用回線の切り替えはシーケンサ内部で行います。また、データサーバとシリア

ル回線で接続され、監視・制御データの送受信を行います。 
操作表示パネルはスイッチおよび LED で構成され、送信所と同様な配置となります。送信

機、STL/TSL 及び電源・局舎の三つのグループに分け、送信所内の機器の状態が一目で分か

るように配置します。 

送信所或いは演奏所内被監視制御装置から監視データが送信されると、データを操作表示

パネルの対応する LED に表示して、そのデータを監視制御ＰＣにも保存します。また、それ

らのデータを分析して、予め設定された警報レベルに従って、ブザー、パトライト或いは放

送自動運行システム等に対する接点出力でアラームなどの通知を行います。 

パトライト、ブザー或いは放送自動運行システムに対するアラーム出力通知は、演奏所内

監視制御装置の制御出力の接点を使用します。 

3.4. 中継局監視制御装置 

演奏所側では、中継局の管理はデータサーバにより行われますので、モデム等以外に、特

に中継局専用の装置は有りません。 

各中継局には中継局用監視制御装置が設置され、その監視制御装置が中継、送信設備から

監視データを受け取り、それらの設備へ制御出力を行います。 

演奏所とはモデムを使用して、ＮＴＴ交換回線を経由して接続を行います。 

3.5. 安全対策について 

3.5.1. CPU の暴走対策について 

本監視制御システムでは、監視制御装置の CPU にシーケンサを使用していますので、シー

ケンサのウォッチドグタイマ機能を使用しています。万が一 CPU が暴走などの異常を起こし

た場合、ウォッチドッグタイマーにより、リセットがかかりシステムが自動的に再起動しま

す。また、本システムは再起動時に、制御出力などが異常出力しないように設計しています。 

 



 

 5 

4. システムの機能概要 

4.1. 監視機能 

親局監視制御装置と中継局の監視制御装置とは、性質上性能は若干違います。下記の様に

別々に記述します。 

4.1.1. 親局監視機能 

送信所の監視制御装置は１２８点のフォトカプラによる入力接点に対して、約３００ミリ

秒の間隔でスキャンして、状態を監視しています。取り込んだデータを前回のデータと比較

して、状態の変化を検出すると、その変化を監視データとしてリアルタイムに演奏所側監視

制御装置に送信します。 

送信所と演奏所両側の監視制御装置はそれらの状変データを操作表示パネルに表示する

と共に、それぞれのデータサーバへ送信します。両方のデータサーバはデータをデータベー

スに記録します。送信状側のデータサーバはデータを記録すると同時に変化データに対して

解析を行い、警報レベルに従って警報出力、通報などの処理を行います。 

また、演奏所側の監視装置にも３２点のフォトカプラによる入力接点があり、演奏所内の

機器の監視を行います。状変データは同じように操作表示パネルに表示され、データサーバ

に送信されます。 

それ以外に、送信所の監視制御装置には３２点の０～１０Ｖレンジのテレメータ入力が有

り、テレメータデータをリアルタイムに演奏所或いはデータサーバに送信します。演奏所側

では、そのテレメータデータをデータサーバに送信します。両方のデータサーバは常に最新

データを保持し、一定時間置きにデータベースに保存します。 

4.1.2. 中継所監視機能 

中継所監視制御装置は監視する内容に応じて、フォトカプラによる接点入力が１６点から

は１２８点の数タイプのものが選択出来ます。約１秒の間隔で接点をスキャンして、状態を

監視します。取り込んだデータを前回のデータと比較して、状態の変化を検出すると、セン

ター側に状変データを発生時刻及びその時点のテレメータデータと共に送信します。装置に

は８チャンネルのテレメータ入力が有ります。 

中継局とセンター間は電話回線で接続していますので、データを送信するには、まずセン

ター側に回線を接続してからデータを送信します。センター側が回線使用中等の原因で接続

出来ない場合、予め決めたシーケンスで再接続して送信します。監視制御装置には、最大１

００事象の状変を保存することが出来ます。 

センター側のデータサーバが中継局から状変データを受信すると、この条件データをデー

タベースに保存すると共に、データを解析して、警報レベルに従って警報出力、通報などの

処理を行います。 
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また、制御権のある監視制御端末のＷＥＢ画面から操作して、送信所に接続して、最新状

態のデータ或いは端末に保存されているデータを要求することが出来ます。 

4.2. 警報通報機能 

送信所及び演奏所で状変が発生すると、監視制御システムが予め設定した警報レベルに従

って、画面表示、警報音出力及びメール送出などの処理を行います。 

音声出力の必要な警報が発生した場合、ブラウザーで監視制御画面を表示しているＰＣの

スピーカから、警報音が出力されます。音声の内容は予め警報レベルごとに音声ファイルで

設定出来、送信所名、警報レベルの順で出力されます。 

警報発生時に、パトライト点灯、ブザー出力及びスタジオの他の機器に知らせるために、

接点による信号出力も出来ます。 

また、状変データをＥメールの形で携帯電話を含むメール受信者へ通報することが出来ま

す。通報は予め設定されたスケジュールに従って、行われます。 

4.3. 制御機能 

制御機能についても、監視機能と同じように、親局監視制御装置と中継局監視制御装置と

は若干違いがあり、下記の様に別々に記述します。 

4.3.1. 親局制御機能 

親局の送信関係の機器に対する制御は操作表示パネル、或いは監視制御様ＰＣのＷＥＢ画

面から行うことが出来ます。 

演奏所及び送信所に、ほぼ同じ構成の一対の操作表示パネルが有り、パネルの制御ボタン

を押すことで制御を行うことが出来ます。制御可能な状態で制御ボタンが押されると、制御

データが送信所の監視制御端末に送信され、端末の制御出力信号が約１秒間ＯＮして、制御

を行います。操作表示パネルでは、制御モードを選択するボタンが有り、手元制御（機器制

御板）、局舎制御（送信所操作表示パネル）及び本社制御（演奏所操作表示パネル）の３つの

制御モードを選択することが出来、その順に制御の優先順位が付けられます。本社制御モー

ドが選択された時にだけ、送信所側の操作表示パネルから制御を行うことが出来ます。 

制御権の持つ監視制御用ＰＣのＷＥＢ画面から制御を行う場合、操作表示パネルとほぼ同

様な手順で操作を行います。ＷＥＢ画面も、本社制御モードで制御を行います。制御ボタン

が押された場合、確認画面が表示され、確認ボタンが押されると制御が実行されます。本社

で操作表示パネルとＷＥＢ画面、或いは複数のＷＥＢ画面が同時に制御を行う場合、監視制

御装置は受付順に制御を出力します。 

4.3.2. 中継局制御 

中継局へ制御を行う場合、制御権のあるＰＣのＷＥＢ画面から、先ず制御したい送信所へ

回線を接続します。回線接続すると、最新データを要求して、最新データを確認してから、
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制御ボタンで制御を行います。制御ポタンが押されると、確認画面が表示され、確認ボタン

が押されると、制御が実行されます。制御データが中継所の監視制御装置に送信されると、

監視制御装置は指定される出力信号を１秒間ＯＮして、制御を行います。 

4.4. 定時監視・定時発報機能 

予め設定されたスケジュールに従い、定時監視及び定時発報を行うことが出来ます。 

定時監視とは、データサーバが所定時刻になると、送信所或いは中継所の監視制御装置に

データを要求して、定時情報に登録されている接点のその時点の最新情報を収集して、記録

することです。中継所の場合、電話回線の接続及び切断も自動的に行います。定時監視は１

局に対して一日最大４回設定できます。 

定時発報とは、送信状或いは中継所の監視制御装置が所定の時刻になると、その時点の最

新情報をデータサーバに送信して、データサーバが定時情報データを記録することです。中

継所の場合、中継所側の監視制御装置が自動的に電話回線の接続及び切断を行い、失敗した

場合、リトライシーケンスに従って、再接続を行います。定時発報の時刻は演奏所側から設

定を行い、一日最大２回まで設定できます。 

4.5. 主回線／予備回線の自動切換え機能 

親局の場合、演奏所と送信所の間には常時に接続している主回線、及び予備回線の２回線

で通信を行うことが出来ます。 

通信はシーケンサのリンク機能を使用して行いますが、回線異常の場合、リンクエラーが

発生しますので、それを検出して、回線の切替を行います。 

4.6. 中継局の通信リトライ機能 

中継局電話回線を使用して通信を行っています。中継局から発報を行う場合、データサー

バ側が回線使用中等の原因で接続失敗の場合、所定のシーケンスに従って再接続を行うます。 

接続が失敗すると、１分間隔で３回の再接続を行い、次に５分間空けて再び１分間隔で３

回の接続を試みます。このように、１分間間隔３回を接続を一組とし、５分空けて全部４組

行います。 

それでも失敗した場合はデータを保存して、次回接続した時に送信します。 

4.7. ログ表示機能 

データベースに保存されたデータをＷＥＢ画面で表示することが出来ます。 

表示する時間範囲の指定、表示局の個別の指定が出来ます。 

また、特定の文字列を入力して、表示範囲内のその文字列を含む監視ログを検索すること

も出来ます。検索は最大５個のキーを設定することが出来ます。 

検索データは画面に一覧の形で表示され、データが多い場合、複数のページに分けられま

す。 
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表示するログデータを印刷したり、ＣＶＳファイルとして保存したりすることが出来ます。 

4.8. テレメータ表示機能 

データベースに保存されているテレメータデータを画面に時系列グラフの形で表示するこ

とが出来ます。 

親局の場合専用線で常時接続していますので、一定間隔で保存されたデータが連続したグ

ラフを表示できます。 

中継局の場合、回線接続時のデータしかないので、それらのデータを画面に表示して、長

時間のスパンにわたる傾向を掴むのに使用します。 

4.9. 時刻校正機能 

データサーバの時計をシステムの標準時刻とし、定時監視の時に毎日一回程度時刻校正を

行うことが出来ます。 

また、ＷＥＢ画面で、特定の監視制御装置に対して、手動による時刻校正を行うことも出

来ます。 

演奏所側のデータサーバの時刻の更正はＪＪＹまたはＧＰＳによる方法が可能です。 

4.10. 構成画面編集機能 

各局の構成画面をユーザーが自分で編集して追加、削除及び変更することが出来ます。変

更は許可を受けたユーザーがＷＥＢ画面で行うことが出来、視覚的にボタン、ＬＥＤを配置

したり、編集したりすることが出来ます。 

4.11. パラメータ設定機能 

システムの各種パラメータをユーザーさんが設定、変更することが出来ます。 

設定はデータサーバで設定ソフトを起動して行います。設定されたデータはデータベース

に保存されます。 

監視局数、局名、信号数、信号名、メールスケジュール、定時監視時間などの設定、変更

が出来ます。 
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表１ 監視制御システム 基本構成機器 

設置場所 機器 機能 

監視制御装置 

 

 

 

送信所操作表示パネルからの制御要求を送信所内対応機器に伝送します。 

送信所機器（送信機、ＳＴＬ装置、局舎内電源／空調、局舎設備等）の情

報を演奏所操作表示パネルに伝送します。 

演奏所監視制御装置からの制御要求を送信所内対応機器に伝送します。 

送信所機器（送信機、ＳＴＬ装置、局舎内電源／空調、局舎設備等）の情

報を回線経由で演奏所監視制御装置に送出します。 

操作表示パネル 

 

送信所機器（送信機、ＳＴＬ装置、局舎内電源／空調、局舎設備等）の状

態を一括表示します。また制御要求を監視制御装置に伝送します。 

ログブラウザＰＣ 送信所機器の監視制御系ログデータをＰＣ上で表示します。 

伝送装置 送信所との通信を行います。 

監視制御系はアナログ専用線モデム。 

情報系ステータスはルータ（ＴＡ）及びＨＵＢ 

送信所 

 

プロトコル変換器 ＳＴＬ／ＴＳＬサービスＣＨ規格により変わります。 

（ＲＳ４２２／ＲＳ２３２Ｃ 調歩同期式） 

監視制御装置 演奏所表示制御板からの制御要求を送信所監視制御装置に伝送します。 

送信所監視制御装置からの送信所機器（送信機、ＳＴＬ装置、局舎内電源

／空調、局舎設備等）の情報を演奏所操作表示パネルに伝送します 

操作表示パネル 送信所機器（送信機、ＳＴＬ装置、局舎内電源／空調、局舎設備等）の状

態を一括表示します。制御要求を送信所監視制御装置に伝送します。 

情報系 

ログサーバＰＣ 

送信所内機器の情報系データを蓄積表示します。 

 

監視制御ＰＣ 送信所機器の監視制御系状態をＰＣ上で表示します。 

オプション 

（ＷＷＷサーバ） 

送信所の状態をＷＥＢアクセス可能とします。 

アラーム時に事前に決められたアドレスにメール送出します。 

伝送装置 送信所との通信を行います。 

監視制御系はアナログ専用線モデム。 

情報系ステータスはルータ（ＴＡ）及びＨＵＢ 

演奏所 

 

プロトコル変換器 ＳＴＬ／ＴＳＬサービスＣＨ規格により変わります。 

（ＲＳ４２２／ＲＳ２３２Ｃ 調歩同期式） 

 

 

表２ 監視制御 項目数 

項目 種別 項目数 概要 

監視項目 １２８点 フォトカプラ入力（１２Ｖ） 

制御信号 ６４点 リレー接点出力 

送信所 

 

アナログ項目 ３２点 ＭＡＸ＋１０Ｖ入力 

監視項目 ３２点 フォトカプラ入力（１２Ｖ） 

制御信号 １６点 リレー接点出力 

演奏所 

 

アナログ項目 ８点 ＭＡＸ＋１０Ｖ入力 
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表３ 情報系監視制御 項目数 

項目 種別 項目数 概要 

ステータス １００点 ＬＡＮ経由 

テレメータ ８点 ＬＡＮ経由 

送信所 

 

   

 

 

表４ 監視制御システム 伝送信号 

方向 種別 内容 備考 

監視信号 送信所内機器の状態 約１秒の間隔で信号送出 

テレメータ 送信所内機器テレメータ出力 約１秒の間隔で信号送出 

送信所→演奏所 

 

（情報系） ステータス 送信所内機器の詳細ステータス ＬＡＮ経由 

演奏所→送信所 

 

制御信号 送信所内機器に対する遠隔制御信号 演奏所からの要求後約秒以内に

送信所内機器制御起動 

 

 

 

演奏所～送信所間の使用回線例を以下に示します。 

図１ 例１：アナログ専用線を使用し監視／制御信号を伝送 

・ 制御信号 ：３．４ＫＨｚ帯アナログ専用線 

・ 監視信号 ：３．４ＫＨｚ帯アナログ専用線 

 

図１ 例２：ＳＴＬ／ＴＳＬのサービスＣＨを使用 

・ 制御信号 ：ＳＴＬサービスＣＨ（128ｋ／bps RS422 調歩同期式） 

・ 監視信号 ：ＴＳＬサービスＣＨ（128ｋ／bps RS422 調歩同期式） 

・ 情報信号 ：高速デジタル専用線（64ｋ／bps デジタルアクセス専用線） 
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5. 外観図 
附図 2 演奏所実装図１ 



 

 5-14 

附図 3 演奏所実装図２ 
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附図 4 送信所実装図１ 
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附図 ４ 送信所実装図２ 

 


