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1. 概要 

 

 本仕様書はテレビ局並びにラジオ局の中継局を監視制御の監視制御項目などを

Windows-application 上で行える設定ソフトウェアーについて規定します。又、この仕様書

は今後のお打ち合わせにより改良する事があります。 

 

2. ソフト概要 

 

 本ソフトウェアは Microsoft 社製オペレーションシステムソフト（Windows 2000,Windows 

XP 等）、解像度 SXGA（1280×1024）の環境にて、遠方監視制御装置に関する設定を行いま

す。 

 また、本ソフトウェアーはデータベースのバックアップ作業を行いながら運用しますの

で、ネットワークが使え、尚かつ同じ環境のパソコンが 2 台必要となります。 

 

2.1. メニュー 

 

図 1 メニュー画面 

本ソフトウェアーを起動すると、図 1 の画面を表示します。 

メニューは機能によってメニューが分けられています。 

・ ファイル 

本ソフトウェアーを終了します。 

・ 監視・制御に関する設定 

     監視項目・制御項目等の項目の設定 

・ アラーム機能に関する設定 

   ブザーの鳴動、メールメッセージの送信等状態変化発生時にセンター装置が 

起こすアクションの設定 

・ Web 項目の設定 

    遠方監視制御装置（別紙「サテライト／中継局遠方監視制御装置ソフトウェ

アー機能仕様書」参照、以下 Web 画面）の各種ボタン、LED に割り付ける項目

の設定 

・ その他の設定 

    上記メニューに当てはまらない項目の設定 
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2.2. 局に関する設定 

 

図 2 局に関する設定 

 図 2 にて各局の名称、通信種別、項目数等、監視制御装置の基本となる項目の設定を行

います。 

 「設置場所」は局名称を設定します。 

 「ID 番号」は各局に設置する端末装置の ID 番号と同じ番号を設定します。各局に別々の

ID 番号を設定してください。同じ ID の局が 2 局以上存在すると、監視装置が正常に動作し

ない可能性があります。 

 「音声ファイル」は状態変化発生時に「音声を出力する設定を行った」場合に、「どこの

局に状態変化が発生したか」の区別を行うための音声ファイルを設定します。音声ファイ

ルが設定されていない場合、音声は出力されません。 

 「主回線種別」及び「副回線種別」は端末装置間の通信回線を設定します。 

 「主回線アドレス」及び「副回線アドレス」は各回線の回線種別が「DoPa 回線」設定時

に端末装置の接続を行う際の IP アドレスを設定します。 

 「主回線電話番号」及び「副回線電話番号」は各回線の回線種別が「一般加入回線」設

定時に端末装置の接続を行う際の電話番号を設定します。 

 ファイル出力にて設定した値を CSV 形式のファイルに出力する事が出来ます。 
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2.3. 監視項目の設定 

 

図 3 監視項目の設定 

 図 3 にて監視項目に関する設定を行います。監視項目の設定は各局別になっており、局

選択は図 3 左部の局一覧から行います。「局情報の設定」（2.2 項）にて設定した監視項目数

に疑似項目(※1)数を足した項目数分の設定を行います。 

  「ON 名称」及び「OFF 名称」は Web 画面のログ情報に表示する項目名称を設定します。 

 「ON 時アラームレベル」及び「OFF 時アラームレベル」は各事象が起きた時のアラーム

レベルを設定します。アラームレベルに関しては「アラームレベルの設定」（2.8 項）をご

覧ください。 

 「制御出力番号」は監視項目の接点が ON 時に自動的に制御を行う番号を設定します。 

 ファイル出力にて設定した値を CSV 形式のファイルに出力する事が出来ます。 

 

※１疑似項目 

 端末装置上、接点項目としては存在しないが、センター装置上必要な架空項目。 
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2.4. 制御項目の設定 

 

図 4 制御項目の設定 

 図 4 にて制御項目に関する設定を行います。制御項目の設定は各局別になっており、局

選択は図 4 左部の局一覧から行います。項目数は「局情報の設定」（2.2 項）にて設定した

制御項目数分の設定を行います。 

 「制御名称」は Web 画面のログ情報に表示する項目名称を設定します。 

 ファイル出力にて設定した値を CSV 形式のファイルに出力する事が出来ます。 
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2.5. アナログ項目の設定 

 

図 5 アナログ項目の設定 

 図 5 にてアナログ項目の設定を行います。アナログ項目の設定は各局別になっており、

局選択は図 5 左部の局一覧から行います。項目数は「局情報の設定」（2.2 項）にて設定し

たアナログ項目分を設定します。 

 「アナログ名称」は Web 画面にてアナログ値を表示する際の名称を設定します。 

 「表示単位」は「アナログ名称」同様、Web 画面にてアナログ値を表示する際の表示単位

を設定します。 

 「係数 A」及び「係数 B」及び「係数 C」はアナログ値を算出する計算式「fx=Ax2+Bx+C」

（x は端末装置の入力電圧）の各係数を設定します。 

 「上限レベル」及び「下限レベル」はアナログ値が「上限レベル」値又は「下限レベル」

値を超えた場合、「上限アラームレベル」及び「下限アラームレベル」に基づいて異常通知

を行います。アラームレベルについては「アラームレベルの設定」（2.8 項）をご覧くださ

い。 

 「スケール値」は Web 画面の「テレメータトレンドグラフ」に表示を行うグラフのアナ

ログのスケール値を設定します。 

 ファイル出力にて設定した値を CSV 形式のファイルに出力する事が出来ます。 
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2.6. 定時監視の設定 

 

図 6 定時監視の設定 

図 6 にて定時監視の設定を行います。定時監視は 1 日に最大 5 回設定を行う事が出来ま

す。 

「定時監視時刻」は定時監視を行う時刻を設定します。 

「定時監視時に時刻校正を行う」は各局の定時監視を行った際に、端末装置の時刻校正

を同時に行う場合、チェックを入れてください。 

 図 6 右部の局一覧は定時監視を行う局にチェックを入れてください。 

「<<」「<」「>」「>>」の各ボタンは定時監視の回数を移動します。 

定時監視は 2 台別々に行いますので、定時監視の設定は別々に設定します。 
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2.7. 定時通報の設定 

 

図 7 定時通報の設定 

図 7 にて定時通報の設定を行います。定時通報の設定は各局別になっており、局選択は

図 7 左部の局一覧から行います。各局別に定時通報を行う時刻を最大2 回設定できます。 

「定時通報を行う」にチェックに入れた場合のみ定時通報を行いますので、定時通報を

行う場合は、「定時通報を行う」にチェックを入れてください。 

 「定時チェックビットマスク」は「定時監視」及び「定時通報」にて各局の状態を取得

した際に、「通常時に接点が ON になっている項目」を設定します。定時チェックビットマ

スク設定値以外の状態を取得した場合、異常と判断し、アラームを出力します。 
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図 8 定時チェックビットの設定 

 図 8 の監視項目は図 8 にて選択した局の監視項目（疑似項目含む）が表示されます。 

監視項目の設定は「監視項目の設定」（2.3 項）にて行います。 
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2.8. アラーム名称の設定 

 

図 9 アラーム名称の設定 

図 9 にてアラームの名称及びアラーム事象に関する設定を行います。 

「監視項目の設定」（2.3 項）の「ON アラームレベル」「OFF アラームレベル」、「アナログ

項目の設定」（2.5 項）の「上限アラームレベル」「下限アラームレベル」の事象を設定しま

す。各「アラームレベル」は「アラーム Lv」を設定します。Lv0 が一番低く、Lv60 まで設

定できます。 

「アラーム名称」はアラームの名称を設定します。 

「ログ名称」は Web 画面の「ログ情報」に表示する項目の状態名称を設定します。 

「表示文字色」は Web 画面のコントロールの表示文字色を設定します。 

「表示背景色」は Web 画面のコントロールの表示（背景）色を設定します。 

「ログ表示色」は Web 画面のログ情報の表示文字色を設定します。 

「再生ファイル名」はアラームレベルに該当する事象が発生した際に出力する音声を設

定します。 

「パトランプ」はアラームレベルに該当する事象が発生した際にパトランプを点灯させ

る色を設定します。 

「メール」はアラームレベルに該当する事象が発生した際にメール送信を行うかどうか

の設定をします。 
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「種別」はアラームレベルの事象（正常又は異常）を設定します。「正常」の場合は”1”、

「異常」の場合は”4”を入力してください。 
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2.9. アラームレベルの設定 

 

図 10 アラームレベルの設定 

図 10 にてアラームレベルの設定を行います。アラームレベルの設定は各局別になってお

り、局選択は図 10 左部の局一覧から行います。 

アラームレベルは「監視項目の設定」（2.3 項）にて行いますので、監視項目の設定終了

時に「ON 時アラームビットパターン」及び「OFF 時アラームビットパターン」は自動生成

されますので、基本的にユーザー様が設定する必要はありません。特殊な処理（※1）を行

う場合に図 11 にてビットパターンの再設定を行う必要があります。 

 

※1 特殊な処理 

・ある特定の接点が ON 時の場合、アラームレベルの事象を行わない 

 →「ON 時アラーム禁止ビットパターン」の設定 

・ある特定の接点が OFF 時の場合、アラームレベルの事象を行わない 

 →「OFF 時アラーム禁止ビットパターン」の設定 

・本来 1 項目１レベルの設定だが、１項目に複数のレベルを設定したい。 

 →各種アラームビットパターンの設定 

等 
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図 11 ビットパターンの設定 

 図 11 の監視項目は図 10 にて選択した局の監視項目（疑似項目含む）が表示されます。 

監視項目の設定は「監視項目の設定」（2.3 項）にて行います。 
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2.10. 一時停止自動解除タイマーの設定 

 

図 12 一時停止自動解除タイマーの設定 

 図 12 にてアラーム出力の一時停止を自動解除する時間を設定します。 

Web 画面にて「一時停止」（アラーム／メール）ボタンを押した際、アラーム出力を一時

停止する事が出来ます。本来、「一時停止」（アラーム／メール）ボタンを再度押してアラ

ーム出力を再開させ、アラーム確認を行った後にアラーム出力を停止します。 

しかし、「一時停止」（アラーム／メール）ボタンを押されないまま一時停止の状態で放

置されてしまいますと「一時停止」（アラーム／メール）ボタンを再度押すまでアラーム出

力が行われません。 

 一時停止が長時間解除されない状態を回避するために、「一時停止」（アラーム／メール）

ボタンを押した時間から一時停止自動解除を行う時間を設定します。 

 「技術室タイマー時刻」は技術室専用の一時停止自動解除時刻を設定します。 

 「マスター室タイマー時刻」はマスター室専用の一時停止自動解除時刻を設定します。 

 （メール送信用）「自動解除タイマー時刻」はメール送信用の一時停止解除時刻を設定し

ます。 
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2.11. 局別アラーム・メール停止の設定 

 

図 13 局別アラーム・メール停止の設定 

 図 13 にて局別にアラーム停止、メール出力の停止の設定を行います。局別のアラーム・

メール停止の設定は各局別になっており、局選択は図 13 左部の局一覧から行います。 

 「マスター室アラーム」はマスター室のアラーム出力を設定します。 

 「技術室アラーム」は技術室のアラーム出力を設定します。 

 「宿直室アラーム」は宿直室のアラーム出力を設定します。 

 「メール」はメール送信を設定します。 
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2.12. メールプロパティの設定 

 

図 14 メールプロパティの設定 

図 14 にてメール送信を行う際のメール送信を行う送信者の名前（アドレス）及びメール

タイトルを設定します。 
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2.13. メール送信グループの設定 

 

図 15 メール送信グループの設定 

 図 15 にてメール送信のグループの設定を行います。メール送信はグループ単位にてメー

ルを送信します。メールグループは最大 10 グループまで設定する事が出来ます。 

 「グループ No」はグループの番号です。メール送信スケジュール（2.15 項）に設定する

番号です。 

 「グループ名称」はグループの名称を設定します。メールユーザーの設定（2.14 項）の

メールグループの選択にて使用します。 
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2.14. メールユーザー設定 

 

図 16 メールユーザーの設定 

 図 16 にてメール通報の送信先アドレスを設定します。 

「メールグループ」はメール送信先がどこのグループに所属するかの設定をします。 

「ユーザーID」はユーザーのグループ内の登録番号です。設定は行えません。 

「氏名」はメール受信者の氏名を設定します。 

「アドレス」はメール受信者のメールアドレスを設定します。メールアドレスは E-mail

アドレスを設定してください。 
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2.15. メール送信条件の設定 

 

図 17 メール送信条件の設定 

 図 17 にてメール送信の出力条件を設定します。 

「T1」は 1 状態変化に対し、1 回のメールを送信する期間を設定します。 

「T2」はメールを送信するまでのデータ蓄積期間し、蓄積したデータを 1 つにまとめて

メール送信を行う期間を設定します。 

「ST1」は状態変化数をカウントする期間を設定します。 

「ST2」はメール送信を停止する期間を設定します。 

「X」はメール送信出力を行う状態変化の最大数を設定します。 
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 通常、1 状態変化が発生した場合、メールを 1 通送信します。しかし、何らかの要因にて

チャタリングが発生した場合、1 状態変化に 1 通のメール送信を行うと大量のメールを受信

者は受信する事になります。 

 上記の現象を防止するために、メール送信待機状態にて状態変化発生すると、一間隔

（ST1）で状態変化がメール送信を行う最大の状態変化数（X）に達しているかのチェック

を行い始めます。 

もし、状態変化数が一定期間内にメール送信を行う最大状態変化数を超えた場合、メー

ル送信を一定期間内（ST2）停止し、メール送信待機状態になります。 

 また、状態変化数が一定期間内にメール送信を行う最大状態変化数を超えない場合は、 

メール送信条件（T1 又は T2）に基づいて状態変化が発生した場合、メール送信は一定期間

内停止又は、Web 画面の「一時停止」ボタンを押した場合まで永久に続けられます。 

ただし、メール送信条件は「メールスケジュールの設定」（2.17 項）のメール送信範囲内

の期間のみ適用されます。 
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2.16. アラームスケジュールの設定 

 

図 18 アラームスケジュールの設定 

 図 18 にてアラーム出力のスケジュールを設定します。 

「時間帯」はアラームスケジュール番号です。早い番号からスケジュールを実行します。 

「設定を有効にする」はアラームスケジュールに基づいてアラーム出力を行う際にチェ

ックをいれてください。 

「時刻の設定」はアラーム出力を有効にする時間帯を設定します。 

「マスター室」のパトランプ及びアラーム音はマスター室設置のパトランプ及びセンタ

ー装置のアラーム音の出力を行う際にチェックをいれてください。 

「技術室」のパトランプ及びアラーム音は技術室設置のパトランプ及びセンター装置の

アラーム音の出力を行う際にチェックをいれてください。 

「宿直室」のパトランプは宿直室設置のパトランプの出力を行う際にチェックをいれて

ください。 
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アラーム出力のスケジュールは「休日」「日～土」「平日」の計９つの曜日パターンにて

設定を行います。 

「休日」は図 19 にて選択された日付 

「日～土」は日曜日～土曜日の各曜日 

「平日」は図 19 にて選択されなかった日付 

アラームスケジュールの実行は状態変化発生時の日付を「休日」→「日～土」→「平日」

の順番でどの曜日パターンに属しているかを検索し、該当するパターンのスケジュールに

基づいてアラームを出力します。 

 

 

図 19 休日の設定 

休日の設定は休日として扱う日にちをクリックして設定します。休日の選択を行うと、

日にちの背景が緑色に変化します。休日の解除を行う場合は再度、日にちをクリックして

ください。 

休日の設定は、設定を行う際の日付を含む月から 1 年間分（例：設定を行う際の日付が

2004 年 6 月 7 日の場合、2004 年 6 月から 2005 年 5 月分まで）の休日の設定を行う事が出

来ます。 
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2.17. メールスケジュールの設定 

 

図 20 メールスケジュールの設定 

図 20 にてメールの送信スケジュールを設定します。 

「時間帯」はメール送信スケジュール番号です。早い番号からスケジュールを実行しま

す。 

「設定を有効にする」はメール送信スケジュールに基づいてアラーム出力を行う際にチ

ェックをいれてください。 

「時刻の設定」はアラーム出力を有効にする時間帯を設定します。 

「グループ番号」はメール送信を行うグループを設定します。メールグループの設定を

行わない場合は”-1”を入力してください。 

スケジュール動作に関する詳細は「アラームスケジュールの設定」（2.18 項）をご覧くだ

さい。 
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2.18. 疑似項目状態変化ビットスケジュールの設定 

 

図 21 疑似項目状態変化ビットスケジュールの設定 

 図 21 にて疑似項目状態変化のビットスケジュールを行います。 

 「時間帯」は疑似項目状態変化のスケジュール番号です。早い番号からスケジュール

を実行します。 

「設定を有効にする」は疑似項目状態変化のスケジュールに基づいてアラーム出力を行

う際にチェックをいれてください。 

「時刻の設定」は疑似項目状態変化のスケジュールを開始する時刻を設定します。 

「禁止項目」の局番号は疑似項目の禁止を行う局番号を設定します。図 22 にて局の選択

を行います。選択を行わない場合は”-1”を入力してください。 

「疑似項目」の項目番号は疑似項目番号を設定します。図 23 にて局の選択を行います。 

選択を行わない場合は”0”を入力してください。 
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図 22 局選択画面 

 

図 23 疑似項目選択画面 

 図 23 は図 22 にて選択した局の疑似項目の一覧が表示されます。疑似項目の設定は「監

視項目の設定」（2.3 項）にて行います。 
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 疑似項目のスケジュールの設定は、ある特定の期間（例：夜間のテクニカルメンテナン

ス時間帯）に起こった疑似項目の状態変化発生に伴って行うアラーム出力を無効にする期

間を設定します。 
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2.19. 合成項目の設定 

 

図 24 合成項目の設定 

 図 24 にて合成項目を設定します。合成項目とは「コントロールを点灯させるための監視

項目の条件」を設定する項目です。合成項目の設定は各局別になっており、局選択は図 24

左部の局一覧から行います。合成項目数は「局情報の設定」（2.2 項）にて設定した合成項

目数分の設定を行います。 

「項目番号」は合成項目の番号です。Web 画面の各コントロールのプロパティの「監視項

目番号」にて「2 つ以上の接点をコントロールに割り付ける」際に設定する番号です。 

「項目名称」は合成項目名称を設定します。 

「反転ビットパターン」は設定した監視項目のいずれかが接点 ON 時になった場合になっ

ていない場合にコントロールを点灯させるビットパターンを図 25 にて設定します。 

「ON 時ビットパターン」は設定した監視項目のいずれかが接点 ON 時になった場合にコン

トロールを点灯させるビットパターンを図 25 にて設定します。 

「ON 時無効ビットパターン」は設定した監視項目の全てが接点 ON 時になった場合にコン

トロールを点灯させるビットパターンを図 25 にて設定します。 
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「OFF ビットパターン」は設定した監視項目のいずれかが接点 OFF 時になった場合にコン

トロールを点灯させるビットパターンを図 25 にて設定します。 

「OFF 時無効ビットパターン」は設定した監視項目の全てが接点 OFF 時になった場合にコ

ントロールを点灯させるビットパターンを図 25 にて設定します。 

 

 

図 25 合成ビットパターンの設定 

 図 25 の監視項目は図 24 にて選択した局の監視項目（疑似項目含む）が表示されます。 

監視項目の設定は「監視項目の設定」（2.3 項）にて行います。 

 

 

 合成項目を Web 画面のコントロールに割り付けた場合の表示色は、合成項目時に選択し

た監視項目のアラームレベルが高い項目を優先に表示します。 
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2.20. XF の設定 

 

図 26 XF の設定 

 図 26 にて各局の XF の状態を設定します。XF の設定は各局別になっており、局選択は図

26 左部の局一覧から行います。 

 「種別」は局がテレビ局かラジオ局の選択をします。 

 「XF」の設定は XF の監視項目のビットパターンを図 27 にて設定します。 
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図 27 XF のビットパターンの設定 

 図 27 の監視項目は図 26 にて選択した局の監視項目（疑似項目含む）が表示されます。 

監視項目の設定は「監視項目の設定」（2.3 項）にて行います。 
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2.21. ログ表示に関する設定 

 

 

図 28 ログ表示に関する設定 

図 28 にて Web 画面のログ情報（第5 プレーン）に表示するログの件数を設定します。 


