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§１：概  説  

 この仕様書テレビ／ラジオ放送のサテライト局・中継局を監視制御する装置について、御

提案する内容を規定します。又、この概説書は今後のお打ち合わせ、御要望を最大限実現す

るために変更する事を前提としています。  

 

 

§２：ハードウェアー機能の特徴  

  

2-1：現用及び追加新設装置が設置される場合、両装置の入出力に必要十分な項目数満た 

 す端末装置を設置する事により両用が可能となり、結果経済的な装置が構築可能です。  

 

2-2：共同建設局の場合、監視制御項目数を局数に掛け合わせた数の端末装置を設置する 

 事により、端末装置は一台で共用可能となり費用は局数分の１と経済効果を期待出来  

ます。  

 

2-3：上記の場合、割り付けられた各項目はそれぞれ該当する放送局に通報します。又、 

 停電等の様な共通項目は予め定められた順に全局に通報します。  

 

2-4：端末装置には下記に示す7種が有ります。  

 MARS◇◇◇□□□SS：従来からの仕様製品です。詳細事項は別途仕様書を御   

             参照下さい。  

  

  ◇◇◇：監視項目数  

  □□□：制御項目数  

   テレメータ（アナログ入力は１端末装置に８点が基本ですがオ   

         プションにて８点毎に増設可能です。）  

 

 現在弊社には下記に列記します様に、監視１６点・制御８点の最小構成品から、  

監視２５６点・制御１２８点迄を標準品として販売しております。  

 ＭＡＲＳ１６０８ＳＳ                    監視１６点／制御８点  

        ＭＡＲＳ３２１６ＳＳ                    監視３２点／制御１６点  

        ＭＡＲＳ６４３２ＳＳ                    監視６４点／制御３２点  

        ＭＡＲＳ９６４８ＳＳ                    監視９６点／制御４８点  

        ＭＡＲＳ１２８６４ＳＳ                  監視１２８点／制御６４点  

        ＭＡＲＳ１９２９６ＳＳ                  監視１９２点／制御９６点  

        ＭＡＲＳ２５６１２８ＳＳ                監視２５６点／制御１２８点  

 

※ハードウェアーに関する詳細仕様は別紙を御参照下さい。  

 

 



§３：ソフトウェアー機能の特徴・概説  

 

 本ソフトウェアーの情報表示はWeb上で行います。本社側システムはデータサーバとウェ

ブサーバを核としたイントラネットで構築されます。御社内のネットには、セキュリティ・

管理等の諸条件を整備する事により接続は可能です。ウェブサーバをインターネットへ公開

する事により情報は任意の場所でインターネット上で監視画面を閲覧出来ます、但し制御は

出来ません。制御はイントラネット上に接続され、尚かつ予め決められたIPアドレスを所持

している端末機器（パーソナルコンピュータ）からのみ可能となっています。  

 このシステムで中核となるサーバのOSはWindows-2003-Serverを使用し、監視制御を行う

パソコンのOSにはWindowsXp-Professionalを使用します。監視のみを行うパソコンのOSはH

ome-Editionでも使用可能です。メモリーは５１２MB以上を、ハードディスクは４０GB以上

を推奨致します。表示器はS-XGAを推奨しますが、XGAでも使用可能です。その際画面内に

表示可能な部分が制限されるため、スクロールを頻繁に使用する事となり操作性が劣化する

事を御了承下さい。  

 本ソフトウェアの特徴を簡単に列記します。SXGA+の表示装置を使用しています。  

全局表示待機画面では  

 ・従来通りのサテ局の表形式による表示  

 ・各サテ局の重要項目の概略系統図表示  

 ・直近３００ログデータの表示  

 ・上記表示の画面変更などに使用する制御コマンドの表示  

各局表示画面では  

 ・制御画面を兼ね備えた構成項目による局内系統図表示  

 ・監視項目各点に対応した状態表示  

 ・テレメータ（アナログ信号入力）のトレンドグラフ表示  

 ・上記表示の画面変更などに使用する制御コマンドの表示  

 等が有り、  

 最大の特徴は上記画面をお客様御自身で作成可能にしてある事です。しかもこ

の操作がWindows・Application上ではなく、Web上のWeb・Application上で実施

可能な点に有ります。従って、イントラネット上に配置され、且つサーバの管理

者になれば誰でも変更修正が可能です。ハードウェアーに依存する項目名、シス

テム設計（通信方式の設定・電話番号等の設定・監視項目 /制御項目の割付名称

の設定等）は別途のWindows・Applicationソフトウェアーにて行います、仕様は

別紙を御参照下さい。  

 弊社が御社からの電話で充分な把握が可能な内容の変更修正であれば、弊社で

変更修正を実施し御社サーバーに書き込めば変更修正が可能となります。又中継

局の新設による監視局の増設も同様な感覚で追加出来ます。  

 

 
 
 



3-1：表示画面構成  

 図１に表示画面の基本構成を示します。  

・表示装置にはSXGAを使用し、全体を９つのプレーンに割り付けてあります。  

・各プレーンを使用するに当たり、制限は有りませんが仕様上図１に示す様になっていま 

す。              

・ 表示画面を縦に３分割し、左画面は中継局一覧、中央画面は装置の概略表示、右画面は

状況表示と割り振りを設定してあります。 

・ 図１待機画面におけるプレーの割付例を示します。 

 

   第１プレーン：ロゴマーク・社名  

    第２プレーン：中継局選択  

    第３プレーン：システム予約  

    第４プレーン：BER・MER・その 

     他、外部機器からの情報など  

    第５プレーン：監視項目１（構成図

           制御項目など）  

    第６プレーン：監視項目２  

    第７プレーン：ログ表示選択  

    第８プレーン：ログデータ表示  

    図１：プレーンの分割割付例        第９プレーン：メッセージ欄   

※第５，６プレーンは前述の代わりに地図画面、又は全局の重要監視項目などの表示を行 

う事が出来ます。                    

                         

※仕様を理解しやすくする為、実際に使用する場合の例を図２に参考例として示します。  

 図３にはプレーン５・６を地図に替えた待機画面例を参考例として示します。  

           

 図２：待機画面の実例 

                    

                        図３：地図待機画面の一例  

 



3-2：監視項目の表示属性  

※各局選択した際に表示される監視項目は次の２つの属性を割り付けられます。

理解しやすくする為実例を図４に表示します。  

 第５プレーン：局舎内の系統図（合成項目） 

 第６プレーン：監視項目（単独項目） 

※単独項目  

 各局監視項目（第６プレーン）に示される監視項目は端末装置の一項目ずつに各一ビット

が対応します。  

※合成項目  

 各局系統図（第６プレーン）に描かれる項目は合成項目と呼ばれ、複数の単独項目の論理

和（OR）を行う事が出来ます。また隠れ項目がパソコン上にのみ存在しこの隠し項目とは

論理積（AND）をとる事も可能です。合成項目で異常を検出し警報を発する場合は単独項目

で設定された警報度の最も高い表示色となります。  

 

 

 

 

     合成項目  

 

 

 

 

 

 

         単独項目  

 

 

 

 

3-3：警報順位・故障重要度・状態の設定  

 警報を発生する条件として、接点信号の重要度を設定する事が出来ます。重要度に従い、

保守中・重故障・軽故障・警告・通知・使用・未使用 の７段階に分けて設定可能です。さ

らにこの７段階の１項目について８～１０段階で詳細に設定可能となっています。（別途各

条件設定ソフトウェアーにより行います）  

 

3-4：制御項目  

 上記の例では制御項目を単独で表示する画面は有りませんが、制御は各局系統図に表示さ

れている機器を示す表示器をボタン（後述の各プレーンの記述方法）に設定する事により可

能となります。当然別のプレーンに制御のみを目的とした画面を作成する事も出来ます。  

 



§４：表示画面の概説と編集  

 本ソフトウェアーの最大特色は前述の様に表示画面を使用者が自由に作成出来る事に他

なりません。  

 実用に供している状態を提示しながら仕様説明を致します。  

 

4-1：待機画面の表示内容  

 前述図２画面に表示されている内容について機能の概説。  

 

    社名など   表示画面の切り替え  アラーム・メールの開始停止  

   

 

                 

サテ局選択       

        

          

        ログ情報 

         の選択  

テレメータ      ログ情報  

数値表示指令       の表示  

 

ログ情報 

詳細表示指令  

                  図4：待機画面   

         各中継局内部の概略系統図による重要監視項目の表示  

 

4-2：テレメータ数値表示  

 図２テレメータをクリックして

数値表示を指令すると図5に示す表

を表示します。親局等の専用線の

場合、数値が変化すると変化に伴

い表示も実時間で変化します。  

 

 

   図5：テレメータ数値表示  

 

 

 

 

 

 



4-3：ログ情報の表示  

 図4の画面の右上部のログ情報選択条件設定ボタンで表示を希望に会わせた内容にする事

が出来ます。  

 

 図６：ログ情報選択ボタン  

 

・局選択した画面で局別ボタンをクリックする事で選択局の情報のみを表示します。  

・提示、状変、異常、制御各ボタンを選択（青色表示が選択されている）した後に全局、 

ボタン又は局別ボタンをクリックする事により条件に合致した情報のみを表示します。  

 

4-4：詳細ログ情報の取得  

 図4の画面左下部のログ情報をクリックすると図７の画面が表示されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

               図７：全局ログ情報の表示  

図７おいて情報の局別選択、期日指定、指定項目の検索など各種の処理が可能です。  

 

 中継局の選択は、図7に示す選択画面をドロップダウンさせて行

います。選択方法は一般的なWindows方式と同様で、２局以上の場

合はCtrlキーを押しながらクリックする、又は連続の場合はSiftを押

しながら選択する方法をとり、表示ボタンをクリックすると要求の

あった局の情報を表示します。  

 図7の例として３局選択して▼をクリックすると確認のため図8

が表示されます  

 

 

図８：選択確認画面  

図7：ログ情報表示局の選択画面  



一例として北海道中継局を選択した場合の画面を図9に示します。  

 

 図 9は図 10において表示項目

を異常のみに限定した場合を示

しています。表示する量は記憶

されている全量ですが、表示エ

リアに制限が有るため 1日前、1

日後、前ページ、次ぺージのボ

タンをクリックすることにより

必要な情報を得られる様になっ

ています。  

 

 図10：表示項目選択  

 項目を選択（青色にする）を

し、表示ボタンをクリックする

と所定の表示を行います。  

 図９でメール欄の”送信完了”

等の表示は、メールを送信した

後の状況を示しています。  

     

 

図9：ログ情報の詳細表示        

      

 ログ情報の特定の項目に注目して検索を行いたい時は図１１に示す検索項目欄に検索し

たい項目名を記入を行し、表示ボックスをクリックして行います。  

  

 

 記入を省力化するため図１１に示

されている状態の内容をダブルクリ

ックすることにより設定する事も可

能です。図11に示す最上段の”制御信

号常”をクリックする事により検索項

目に”制御信号異常”が設定されます。 

 

図１１：検索項目設定の省力化  



4-5：定時情報の表示  

 定時情報は定時監視と定時通報の２種類が有り、定時監視はセンター側で１日最大４回設

定出来、定時通報は各局に設置されている端末装置のタイマーにより各局毎に１日に２回ま

でセンター側から設定出来ます。定時監視、定時通報の閲覧はログ情報を選択した後、定時

情報をクリックすると図１２に示す画面が表示され観る事が出来ます。  

 表示例の図１２は信越、中部、近畿、四国各局を選択し、３月１日から９日前後（設置工

事中のデータの為、局によって違いがあります）の設備の稼働状況を表示しています。○印

は稼働状態を示し、－印は停止状態を示しています。  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         図１２：定時情報の表示（設備の稼働状況の表示）  

  

 ６頁図７全局ログ表示画面において、印刷をクリックすると表示している画面をPDFファ

イルに変換し、表示されますので、Windows上のコマンドで印刷が出来ます。このPDFファ

イルを保存する事も可能です。ファイル保存をクリックしますとデータの内容をエクセルで

読み取り可能なCSVファイルに変換して保存します。保存するホルダー、名称などは任意に

設定して下さい。  



4-6：テレメータのトレンドグラフ表示  

 本ソフトウェアーではテレメータの数値情報を連続したトレンドグラフの形で表示する

事が可能です。トレンドグラフの表示は項目の選択設定、表示期間の設定が任意に可能です。 

 表示日時を設定して、その時から５分、１０分、１時間、１日、一週間、一ヶ月前からの

データを表示します。その方法を図１３、図１４に示します。  

 

  日計表示選択ボタン                  月計表示選択ボタン 

図１３：日計表示      

                           図１４：月計表示  

             表示開始指令ボタン  

 図１３の日計表示選択ボタン、図１４の月計表示選択ボタンをチェックした後に表示ボタ

ンをクリックすることにより、終了時間から所定の期間のトレンドグラフを表示します。  

 表示したい項目の選択はグラフの下方にある項目前の各型チェックボックスにチェック

をする事により行います。  

 開始時間と終了時間を指定して指定時間表示をクリックすると指定間のトレンドグラフ

を表示します。前へ、次へをクリックすると指定期間の量だけ前後に表示を移動します。  

 異常事態などが発生し、その瞬間を捕捉したトレンドを表示したい時は、図１５に示すよ

うに表示したい時刻をダブルクリックする事により、時刻を中心とする５分間のデータを表

示します。  

          図

１５：トレンドグラ  

   フの詳細表示  

 

 図１５の左下に表示さ

れているログ表示の時刻

をクリックするとトレン

ドグラフが前述の様に変

化します。  

 



4-7：表示画面の編集  

 本ソフトウェアーの最たる特徴である画面の編集について概説します。  

弊社が御提供する基本は図１６に示す様に何も表示の無い画面です。実際には御社の御要求

に応じて前述して来ました様な画面として納入させて頂き、その後の追加、変更、修正など

は御社御自身で実施されるか、弊社に御依頼頂けるかは御社の御意向に沿うところとなりま

す。  

 

 図１６において画面を作成したいプレー

ンの上でマウスをダブるクリックすると、

編集条件を設定する図１７に示す画面が表

示されます。  

 図１６：御提供基本画面  

 

 図１７ではコントロールボタンの選択、画面

の設定を行います。  

 画面に設定するコマンドを選択した後、画面

設定をクリックすると図１６が表示されます。  

 

                     

                          図１７：コマンド設定  

 

 

 図１８において画面番号、クラス番

号、送信所インデックス、スクリーン

番号を設定して「開く」をクリックす

ると図１９（概説書を記載する必要上

一例としてすでに編集が終了してい

る画面を表示します）が表示されます。 

 

 

 

 

     図１８：プレーンの選択  

 

 



図１９ではコマンドボタンを図

１７で設定しています。コマンドボ

タンのプロパティを設定するため

に、ボタンの上にマウスを移動しク

リックすると事により図２０の画

面で設定します。  

 

 

 

 

 

図１９：編集画面・SDK コマンドボタンを設置  

 

 図１９においてSDK コマンドボタンのプロパ

ティを設定します。 

 

文字色、表面色は設

定枠の右のボタンを

クリックして図２１

を表示させ、選択設

定する事が可能です。 

 

 

 

 

図

         図２０：コマンドボタンのプロパティ設定  

図２１：文字色、表面色の選択設定  

 

                      

設定の後図１８の画面を再度呼び出し、保存を行います。  

 

※背景・ロゴマーク・マスコット人形などの図  

 各プレーンにおける背景の模様・写真・ロゴマーク・マスコット人形などの図などは任意

に選択して頂く事が可能です。これらの図はBMPファイル又はJPGファイルで用意し貼り付

けます。プレーン内の機器構成系統図は先の図の上に作画ソフトウェアーを用いて、系統線

図を重ね書きします。図１９で示す系統図はこの系統線図の上にコマンドを配置していき完

成させました。  

 弊社では系統線図までの作図をAdobe社の Image-Ladyを使用して作成しています。  

４頁の表示例では某局の建物及び送信タワーの写真をイメージ加工して使用しています。  



4-8：その他の機能の一部の概説  

・日にちの設定は数値を直接キー入力するのが原則ですが、簡単に

 入力する方法として入力すべき箇所の左側に有るカレンダーボ

ックスをクリックし、日にちを設定する事も可能です。  

 

                図２１：カレンダーボックス  

 

 

 

 

・本ソフトウェアーが正常に動作している確認と、ネット上に接続されているパソコンに 

対して何らかのメッセージを伝達するため、画面の下部に図２２に示す表示枠を設けて あ

ります。  

               図２２：動作確認と全員へのメッセージ  

 図２３のメッセージは自由に記載可能です図２２の編集をクリックすると図２３が表示

されますので、必要な文章を記載して、確定をクリックすれば記載内容がスクロール表示を

開始します。  

  図２３：動作確認と全員へのメッセージの編集  

 

・アラーム、メール機能の開始、停止は図２４に示すコマンドボックスで行います。  

 

 

 

 

         図２４：アラーム、メール機能の制御  

 

 以上概説を行いましたが、初めて画面を作成するには相当の労力を要しますので、実際に

最初の画面は弊社で作成して納入させて頂きます。中継局の様に局内構成が近似している場

合は、送信所インデックスを変更して保存すればコピーが作成され、必要に応じた変更修正

のみ行えば容易に送信所の追加が可能です。その他臨時に設置する計測器などのデータを画

面上に表示させる事なども容易に実現可能です。  

 その上、現段階でアナログ設備に対して設置し、デジタル設備が増設された場合、必要量

の情報を追加表示させ、アナログ放送が終了した時点でアナログ設備に対しての表示を削除

すれば経済的かつ効率良く使用が可能です。  

 本書では詳細な説明が出来ませんでした、御要望が御座いましたならば御社にお伺い致し、

ノートパソコンでのデモストレーションをさせて頂きたいと存じますので、是非ご連絡御下

命頂けます様御願い申し上げます。  


