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１． はじめに 

 

従来の放送局監視制御リモコンでは送信機の更新、追加、変更などに柔軟に対応するこ

とは困難で、項目の名称変更ですらユーザーでは不可能であった。このため簡単な改修で

もメーカーへ依頼する必要があり、改修までに多くの時間と多額の費用を必要とした。 

今回はそのようなメーカー依存型のシステムではなく、監視制御する放送所、各項目の

変更・追加や画面構成の変更などをユーザーのみで容易に対応可能なシステムを低価格で

開発した。 

最近では、小規模局に於いて同様な機能を持ったシステムも報告されているが、今回開

発したシステムは、大規模局（親局を含む）から小規模中継局、更にデジタル局まで対応

可能である。 

現在ＲＫＢでは、テレビ（以下ＴＶ）、ラジオ（以下Ｒ）の親局を含む、ＴＶ８局、Ｒ

４局の合計１２局とＳＴＬ・ＴＳＬ等の集中監視制御を行っており、今後開始する地上波

デジタル局についても順次拡張していく予定である。 

また、本システムの監視制御画面上の系統図、制御・異常ボタンの配置、テレメータグ

ラフの配置などの構成は全てＲＫＢで作成した。また、各接点情報の組合せ・接点情報の

ボタン割付、異常種別の設定、警報・電子メール通知の有無、スケジュール管理などほと

んど全ての機能をユーザーで設定できる。当然、リモコンシステムの変更、追加、削除に

ついても容易に対応可能である。 

以下にその詳細について報告する。 
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２． 開発コンセプト 

 

下記に今回の開発コンセプトを簡単にまとめる。 

2-1 初期費用のみでなく将来に亘るランニングコストに於いても低価格を目指し、地上波

デジタル局等の増設ではユーザーが主体となって対応できるシステムを構築する。 

2-2 下記の各種設定変更がユーザーのみで行えること 

・監視制御画面、データロガー画面等の製作、変更 

・監視局数、各種接点項目、テレメータ項目、アラーム及び電子メール送出等の設定

変更 

2-3 LOG 情報を常に表示し、抽出、検索機能を設け、項目毎に色分けし、見易くすること 

2-4 データサーバー、Web サーバー、監視制御回線に十分な冗長度を持たせること 

2-5 監視制御画面の表示、編集には Web ブラウザを利用し、アラーム発生時には、画面表

示、パトライト点滅、音声告知で通知すること 

2-6 サーバー用 PCの故障、破損時の対応には、民生用 PC で代用可能なこと 

 

 

図１．監視制御全体画面 
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３．システム概要（図２）と機器構成（表１） 

 

3-1 本社システム 

本社システムは、データサーバー（二重化）を中心とした独自のネットワーク（LAN 接

続）上に、Web サーバー、監視制御用 PC２台を配置している。それぞれのＰＣのＨＤＤは

ミラー化されており、ＣＰＵもペンティアムⅣ 2.4GHz と高スペックである。 

各放送所からのデータはプロトコル変換器（専用線、Dopa、電話回線等のデータ変換）

を通して同ネットワークへ送られる。 

本社内のＴＶ・Ｒ ＡＰＳシステム及びマスター（以下ＭＡＳ）内のアラーム監視シス

テム等との接続、サテアラーム受信機との接続には、各放送所と同等の監視制御端末を利

用している。更に警報通知用として、サテアラーム監視端末を経由してパトライト３台（Ｍ

ＡＳ、技術オフィス、宿直室）を接続している。 

各局から送られてきたデータは、プロトコル変換器によりサーバー１へ優先的に送られ、

更にサーバー２へ転送される。仮に、サーバー１が何らかの理由によりアクセスできない

場合は、プロトコル変換器が優先順位をサーバー２へ変更しデータ転送を行う。 

Web サーバーは、このデータを元に監視制御画面の作画、電子メール送信、警報音送出

等を行っているが、こちらもサーバー１のデータを優先取得し、サーバー１の不具合時は

サーバー２へ切替を行う。更に、インターネットを通して社外からのアクセス、一部メン

テナンスもできるよう対応している。但し、常時接続を行うかどうかは今後の課題である。 

ＭＡＳ、技術部の各ＰＣは、Web サーバーで作成された監視制御画面を Web ブラウザで

閲覧することができる。また技術オフィス用ＰＣでは、制御時の誤操作防止のためパスワ

ード入力により制御を許可している。更に、この監視制御用ＰＣも Web サーバー機能を有

しており、Web サーバー不調時の代替として利用可能である。 

 

プロトコル
変換器

Webサーバー
（ﾒｰﾙｻｰﾊﾞｰ）

監視制御用 NETWORK

システム概要

福岡ＴＶ（親局）
福岡Ｒ（親局）
関門ＴＶ
久留米ＴＶ

大牟田ＴＶ
行橋ＴＶ
山田ＴＶ
北九州Ｒ
大牟田Ｒ
行橋Ｒ

糸島ＴＶ
須恵ＴＶ

福岡ＤＴＶ（親局）
北九ＤＴＶ
久留米ＤＴＶ
・・・

データサーバー２台
監視制御端末２台
（MAS、技術部）

専用線

専用線 or 光

サテアラーム（ＲＦ）

本社監視制御端末

サテアラーム
監視端末

（株）松栄電子研究所
ＡＳＰセンター

Dopa網

専
用
線

加入電話

モデム
Dopa端末など

ＴＶ－ＡＰＳ
Radio－ＡＰＳ
ＭＡＳｱﾗｰﾑ監視ｼｽﾃﾑなど

： 有線系統

： 無線系統

： Dopa信号

プロトコル
変換器

回線二重化

回線二重化

（将来増設）

サテアラーム
受信機

【本社システム】【放送所システム】

パトライト３台

インターネットへ

図２．システム概要 
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各接点情報やスケジュールなど全ての設定及び画面作成・編集に関しては、専用ソフト

によりネットワーク上の全てのＰＣから設定可能である。 

各ＰＣのセットアップに必要な専用ソフトは、インストールディスクにより誰でも簡単

にセットアップできるよう対応しており、民生用ＰＣでも代用できる。 

 

3-2 放送所システム 

放送所システムは、監視制御用端末（MARS-224112GP ほか）、入出力用 I/F、各種回線

端末から成る簡単な構成で、全ての局に於いて本社間の回線を二重化している。具体的に

は、福岡ＴＶ・Ｒなど上位４局に専用線と加入電話、その他の６局に Dopa と加入電話を

利用している。 

更に監視制御用端末に PCを接続させることにより、監視制御の確認あるいは機器更新

等の際のシミュレーションを可能にしている。 

 

3-3 Dopa 網 

～ＡＳＰ（Application Service Provider）センター 

最近では、複数局の監視制御等に NTTDoCoMo の Dopa 網を利用するシステムが多数報告

されているが、今回利用したシステムはベースとなる Dopa 網、サーバー、回線等の契約、

及び運用を外部委託し、ＡＳＰセンターとして利用している。 

通常、Dopa 回線によるネットワークを構築する際は、ベースとなるセンターにサーバー

を配置し、NTTDoCoMo の Dopa 網へ高速の専用線（DA64）で接続を行う必要がある。しかし、

初期費用、ランニングコストが割高であり、専用線、Dopa など各種契約、サーバーの構築、

メンテナンスの問題等、コスト削減を目指す上で大きな問題であった。 

そこで（株）松栄電子研究所社内のＡＳＰセンターを利用することで、それらのシステ

ム構築を一切行わず大幅なコストダウンを図ることができた。ＡＳＰセンターの利用では

各端末を割安で月額契約し、メンテナンス等の一切を（株）松栄電子研究所で行う事によ

り安価で安定したデータ転送を実現している。 

Dopa 回線による監視制御の応答速度は、回線が接続されている場合、監視（片道）約

２秒、制御の応答（往復）は約４秒程度である。 
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４．システムの特徴 

 

4-1 各種設定、変更の容易さ 

放送局の増減、更新にともなう画面作成編集、各接点項目、テレメータ項目等の各種設

定変更が、ユーザーのみで容易に可能。これにより多額の費用と多くの時間を費やす必要

が無くなった。 

 

4-2 監視項目とアラーム種別 

監視項目の設定については、アラーム種別（重故障、軽故障、警告、通知、状変など）

を６０段階のレベルから設定可能で、アラーム名、レベルなどもユーザーで任意に設定で

きる。また、異常発生時は、レベルの高い方を優先的に通知するよう対応している。更に、

このレベルは、アラーム種別のみでなく、メール送信の有無、アラーム音、パトライトの

発光色などの設定にも利用している。 

 

4-3 LOG の表示と検索、抽出機能 

LOG の表示については、各局の監視画面と同時に表示する簡易 LOG 表示と詳細表示可能

な LOG 情報画面がある。前者については、監視制御画面と同時に表示することによって選

択局以外の状態確認も容易にできる。また、LOG 情報画面では特定項目、期間等の任意検

索、コメントの書込や電子メールの送信情報などデータベース的な要素を併せ持っている。 

『LOG の抽出』に関しては、局名（全局、局別）、アラーム種別（状変、重故障、軽故

障など）を選択することによりマウスのみで容易に操作可能である。 

また『LOG の検索』では、LOG の項目名をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすることで、自動的に検索項目へ追

加し検索時の操作を容易にしている。更に、局毎の検索、複数局での検索など検索機能に

大幅な自由度を持たせている。 

 

4-4 グラフ描画の容易さ 

上位４局（福岡ＴＶ・Ｒ、関門ＴＶ、久留米ＴＶ）のテレメータは、毎秒データを取得、

保存し、その他の局に関しては通信を行った際のデータを取得し保存している。これらの

情報を月計、日計、時計、10 分計、5分計の他、任意時間で描画できるよう対応している。 

特筆すべき点は、異常が発生した際の LOG の時間をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすることで、その時間のｸﾞ

ﾗﾌ（5分計表示）を描画できる。 

このグラフ描画についてもユーザーのみで画面割付など容易に行うことが可能で、更に、

異なる局のデータも合成して描画することができる。これにより、各マイクロ回線のデー

タを一括してグラフ化し描画することができ、回線毎のフェージングの発生具合や同一経

路上の上り下り回線での電界低下などの監視が容易となった。 
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4-5 データサーバーの二重化とミラー化 

本システムのベースとなるデータサーバーは二重化されており、更に、全てのＰＣ（デ

ータサーバー２台、Web サーバー、監視制御 PC２台）の HDD をミラー化することで冗長

度を増している。 

 

4-6 Web サーバーの代替機能 

Web サーバーにより、ネットワーク上の全ての PC から監視制御が可能である。しかし、

Web サーバー故障、メンテナンスなどの際は、全く閲覧が不可能となってしまう。そこで、

本システムでは、ネットワーク上の全ての PC が Web サーバーとして利用できるよう Web

サーバーの代替機能を有している。 

 

4-7 本社～各局間の回線の二重化 

回線やモデム等のトラブルの際でも放送局の監視制御が確実にできるよう対応している。

例えばＴＶ・Ｒの親局（福岡ＴＶ・Ｒ）、関門ＴＶ、久留米ＴＶの上位４局では、第１回

線を専用線、第２回線を加入電話回線（重要回線）とし、その他の６局では、第１回線を

NTTDoCoMo の Dopa 網、第２回線を加入電話回線（重要回線）とし、回線の二重化を図って

いる。 

 

4-8 アラーム通知機能 

異常発生時は、音声による通知、PC 画面上での通知、パトライト点滅による通知、電子

メールによる通知により異常発生を確実に伝えることができる。 

音声通知では、監視制御用 PCのスピーカーを使用し『局名』と『アラーム種別』の音声

ファイルを合成して送出する。 

PC 画面上では、局名、機器名、監視項目名等の背景色や文字色、LOG の文字色をアラー

ム種別に対応した色で表示可能である。 

 

4-9 ＡＰＳ（ＴＶ、Ｒ）と連動したアラーム通知機能 

放送終了、開始情報を、ＴＶ或いはＲのＡＰＳシステムから取り込むことで不必要な

異常発報をしないようにしている。また、各局のＴＶ・Ｒへの割付、放送終了時に各接

点情報の取り扱い（異常とするか否か）などについても簡単な操作で設定変更可能であ

る。 

 

4-10 周波数データの自動取得 

福岡ＴＶ・Ｒ局、関門ＴＶ局では、6ch SW’er により必要な周波数を選択することがで

きるが、放送機がＡＵＴＯモードの場合、SW’er を一定時間で切替制御し各周波数データ

を取得するよう対応している。これにより待機側の周波数なども常時監視可能となった。 
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4-11 時計校正機能 

放送用の標準時計パルスからサーバーの時計を校正（６回／日）し、Web サーバー、監

視制御 PCについては、サーバーの時計を元に校正（毎時）を行っている。更に、各放送

所の端末は遅延の少ない電話回線を使い、本社サーバーからアクセスし校正（最大５回／

日）を行うことができ、現状、１日１回の校正を行っている。 

 

4-12 スケジュール機能 

異常発生の監視は、ＭＡＳ、技術オフィス、宿直室（パトライトのみ）で行っているが、

それぞれで勤務時間等にあわせた異常通知のスケジューリングが可能である。また、電子

メール送信に於いても同様なスケジュール機能を有している。 

 

4-13 特定項目のスケジュール機能 

共建のサテ局で代表幹事を行っている場合は、他社の放送機の監視も実施している。し

かし他社の放送開始、終了情報をデータとして取り込むことができないため、そのような

局の放送終了を停波と誤報する場合がある。これを防止するために、該当する監視項目の

異常音声通知、電子メール送信等をスケジュール機能によりマスクできるようにしている。 

 

4-14 パスワードによる制御の制限 

各放送所の制御は、事故防止等の観点から原則的にＭＡＳ端末のみで行うようにして

いる。しかし、ＭＡＳ端末のバックアップを考えた場合、技術オフィス端末や他の PC で

も操作を可能にする必要がある。そこで、本システムでは画面毎にパスワードを入力す

ることで制御許可を与えている。このパスワード設定に関しては、どの監視制御端末に、

どの画面に設定するかなど、ユーザーで設定可能である。 

 

①

②

③

④-1

⑤

④-2

⑥

⑦
 

図３．画面構成 
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図４．福岡ＴＶ監視制御画面 

 

図５．関門ＴＶ グラフ＆ＳＴＬ画面 
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５．監視制御画面の詳細（図１、図３～６参照） 

 

監視制御の画面構成（図３）は、下記の６種類から成る。 

①ロゴマーク及び使用サーバー表示 

②各局見出し及び状態表示 

③監視制御局名見出し 

④全局表示、地図表示、LOG 情報画面ほか 

  ④-1 システム構成、状態表示、グラフ、テレメータ、周波数表示 

  ④-2 監視表示、テレメータ、STL 表示など 

⑤アラーム、電子メール停止ボタン 

⑥簡易 LOG 表示及び LOG 抽出用タブ 

⑦コメント記入部分。複数行の記入が可能。 

上記の各画面の内、①～⑤はユーザーで任意に設定変更が可能な部分である。⑥につい

ては、LOG 抽出用タブの変更はできないが、局名、各項目の種別（状変、重故障、軽故障な

ど）、文字色、表示行数等につては設定変更可能である。また、⑦については、任意のコメ

ントの書込、編集が可能である。 

また、図１、図４、５は、通常の各監視制御画面、図６は、北九州Ｒ放送終了時の監視

制御画面を示す。 

 

図６．北九州Ｒ 放送終了時の監視制御画面 
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６．まとめ 

 

本システムは、３月中旬より本格運用を始めたが、その機能の高さにより状変発生時の

認知性、状変内容確認の容易さなど十分に威力を発揮している。特に LOG と連動したグラ

フの描画により、これまでできなかった原因究明やデータ解析を行うことができるように

なった。例えば、ＳＴＬ回線のＳＱ異常発生と受信レベル変動（グラフ）の関係を同一画

面上で確認できる事で、異常発生の原因特定が容易になった。更に、経年変化によるＳＱ

感度の変化やマイクロ受信機のローノイズアンプの故障等を事前に察知することができ、

放送事故に繋がる故障も未然に防ぐことができた。 

また、地上デジタル放送への拡張性も十分にあり、その拡張、変更に於いてユーザーの

みで対応できることは特筆すべき点であろう。 

更に、ＰＣの故障時は民生用ＰＣで代替可能であり、ＰＣ更新に於いても原則としてソ

フトの改修などを必要としないためランニングコストを十分に抑えることができる。 

今後は、2006 年から順次始まる地上波デジタル放送局７局（福岡・北九州・久留米・大

牟田・行橋・宗像・糸島）を追加設定していく予定である。その手始めとして福岡デジタ

ルＴＶ局（親局）の監視制御を実施するよう送信機メーカーと打合せを始めている。 

最後に、今回のシステム開発及び工事に当たりご協力頂いた（株）松栄電子研究所、（株）

テクノバの皆様に深く感謝いたします。 

 


