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Abstract

To maintain the safety of air traffic，Radio Navigational Aids have to be operated with high

reliability，and such facilities where no maintenance personnel are stationed，are remotely operated

at the remote maintenance centers via Remote Monitoring Control Systems（RMCS）．

We have been developing new RMCS by means of which not only monitoring and control of the

operation but also measurement of the maintenance parameters are performed．

This paper describes the evaluation of the new RMCS by maintenance personnel in operational

environments at Yokosuka Radio Facility．
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1．はじめに

航空交通の安全に対する要請の高まり及び技術

革新の進展に伴い，航空保安無線施設等は機能の

高度化が図られ複雑化してきている。これら施設

の多くは電波事情の良い遠隔地に設置されてお

り，空港事務所や航空無線標識所等の遠隔監視局

舎において監視制御されている。しかし，現用の

遠方選択制御装置では，監視項目が限られていて，

障害発生に際し装置の状況把握を遠隔監視局舎に

おいて行うことが困難であると指摘されてきた。

特に，山頂等に設置された施設や離島の施設は，

保守基地からの交通の便が悪く，障害原因の探究，

障害の復旧に長時間を要する場合が多い。

当所では，遠隔地において航空保安無線施設等

の監視，制御，計測，履歴管理等を行って，より

詳細な施設運用状況の把握と障害原因の探究を行

うことができる遠隔監視システムの開発を行って

きた(1)～(5)。

この新しい遠隔監視システムは，施設の保守業

務を大きく変えるものであるため，導入に先立ち，

実際の運用状況において保守業務に携わる管制技

術官による評価試験を行い，この結果に基づいて，

システムを保守業務に適合したものとすることが

要望されている。

そこで，航空局の協力の下に，試作遠隔監視シ

ステムを横須賀航空無線標識所のVOR／DME装

置に接続し，管制技術官等の参加を得て，遠隔監

視システムの機能・操作性等の評価試験*を行った

ので，その概要を報告する。

2．評価用遠隔監視システムの概要

評価用遠隔監視システムは，保守基地に設置さ

れる監視局装置とVOR／DMEサイトに設置され

る被監視局装置より構成される。

システム構成を図2．1に示す。VOR／DME装置

の運用は，従来通り，現用の遠方選択制御装置（図

2．1の点線部）で行われるため，監視・制御信号の

切換，分岐を行う切換装置を介して，当所の遠隔

監視システムをVOR／DME装置に接続した。

2．1監視局装置（4）

監視局装置は，監視，制御，計測ならびにデー

タの収集整理等を行う中央処理装置，監視情報の

表示やコマンド入力等のマンマシンインタフェー

スを担う系統監視盤と操作卓，保守情報の入出力

を行うデータ処理装置，および被監視局との通信

＊　松木　工，三吉　襄，大沼正彦，工藤正博，河合

良則：“VOR／DME遠隔監視システムの評価試験

についで”電子航法研究所要望研究報告（平成2

年12月）
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を制御する信号伝送装置等で構成される。監視局

装置の外観を図2．2に示す。機能概要は次の通りで

ある。

（1）遠隔監視機能

遠隔監硯では，VOR／DME装置，センサ装置お

よび局舎の監視情報を収集整理して，系統監視盤

および操作卓に表示する。監視は，現用の遠方選

択制御装置の監視項目を含む簡易監視と，障害や

動作状況の詳しい内容を示す詳細監視に分けられ

る。簡易監視では，センサ装置の障害時において

も従来通りの監視が継続できるよう，VOR／

DME装置の監視接点信号は情報伝送装置を介し

て監視局装置に伝送される。詳細監視では，セン

サ装置によって収集された監視情報が，GP－IBバ

スを介して情報伝送装置に送出される。監視項目

の一覧を表1から表3に示す。

系統監視盤には，大局的な施設運用状況が表示

される。図2．3は系総監視盤である。操作卓には，

大局的な運用状況とともに詳細な監視情報を選択

表示することができる。また，操作卓においては，

機器制御，計測指示の入力等を行うが，操作はメ

ニュー方式で親画面においてコマンド選択すると

子画面に自動的に切り替わり，画面上で項目を選

択していくと一連の入力操作が完了するように

なっている。監視画面の切り替えも同様の捜作で

行える。操作卓には，入力操作の比較検討を行う

ため，ライトペン人力式とタッチパネル人力式の

二種類を用意した。図2．4と図2．5は，両方式の操

作卓の監視画面である。

また，センサ装置では計測値を一定の周期で常

時監視しており，操作卓においてあらかじめ設定

された上下限値を逸脱するとプリアラームを発生

し，操作卓およびプリンタにその内容を出力する。

図2．6はプリアラーム発生時の表示例を示す。

機器の障害などの異常状態が発生した場合に

は，系統監視盤および操作卓への表示とブザー鳴

動で障害発生を知らせるとともに，操作卓および

シリアルプリンタに異常詳細情報を出力する。

（2）遠隔制御機能

遠隔制御としては，予定制御と随時制御を行う

ことができる。予定制御では，中央処理装置に予

め登録された制御予定ファイルの指示に従って制

御を行う。また，随時制御では，制御の都度，操

作卓において機器および項目を選択して制御を行

う。表4は，VOR／DME遠隔監視システムの制御

項目の一覧である。

（3）遠隔計測機能

遠隔計測には，自動計測と随時計測がある。自

動計測はあらかじめ登録された計測予定ファイル

の計測指令情報に従って計測を行うものであり，
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表1VOR装置系の監視項目

1．簡易監視項目

（1）システム警報

（2)現用送信機番号

（3）トランスファー

（4）シャットダウン

（5）リモート／ローカル

（6）モニタ警報

（7）アンテナチェンジオーバー

（引　モニタ警報バイパス

（9）センサ警報

2．詳細監視項目

2．1キャリア送信機盤

(1)　電力増幅ユニット1出力警報

(2)　電力増幅ユニット2出力警報

（3） 電力増幅ユニット3出力警報

（4)  電力増幅ユニット4出力督報

（5)　電力増幅ユニット過負荷警報

（6） 励振ユニット過負荷警報

（7） 温度警報

2．2サイドバンド送信機盤

（1）下側帯波正弦波出力警報

（2）下側帯波正弦波過負荷警報

(3）下側帯波余弦披出力警報

（4）下側帯波余弦波過負荷官報

2．2変調信号発生

（1）7．68ｋHz警報

（2）9．961kHz警報

（3）192kHz警報

（4）108kHz警報

（5）30Hz警報

2．3モニタ盤

（1）9960HzFM振幅警報

（2）30HzAM振幅警報

(3) ベアリングエラー警報

（4）局識別信号警報

（5）セルフチェック警報

（6）モニタ警報

2．4アンテナモニタ盤

（1）送信異常警報

（21サイドバンドアンテナ警報

3．VORセンサ装置

（1）アナログI／Oエラー

（2）ディジタルI／Oエラー

（3）インタフェースエラー

（4）周波数計測エラー

表2　DME装置の監視項目

1．簡易監視項目

(1) システム　オン

（2）現用送信機番号

（3）トランスファー

(4）シャットダウン

（5）リモート／ローカル

(6）モニタ警報

(7) センサ警報

2．詳細監視項目

2．1トランスボンダ

（1）送信機警報

（2）ファン警報

（3）内部局識別符号発生器チェンジ

（4）電力増幅ユニット警報

2．2モニタ盤

（1）システムデレイ警報

（2）送信出力警報

（3）受信感度警報

（4）パルス間隔警報

（5）送信パルス数警報

（8）局識別符号警報

（7) モニタテスト

（8）モニタ警報　バイパス

随時計測は，操作卓において対象機器および計測　　

項目を選択し計測を行うものである。計測項目の

一覧を表5と表6に示す。図2.7は自動計測および

随時計測の計測値表示画面例である。

さらに，VOR／DME装置において，モニタア

ラームが発生すると，センサ装置がモニタアラー

ム発生直後の計測を自動的に行い，モニタアラー

る。

(4)バックアップ機能

中央処理装置の障害時に被監視施設でアラーム

が発生した場合，通帯操作卓に警報表示を行う。

この場合，監視局の情報伝送装置を介して遠隔監

視回線にバックアップ用監視制御装置を接続すれ
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表3　局舎関係の監視項目

1．火災警報

2．フェンス警報

3．ドアー警報

4．熱線警報

5．商用電源

6．エンジン運転

7．エアコン

8．ライン警報

（a)　親画面

（b）子画面

図2．4　ライトペン人力式操作卓の監視画面

ば，被監視施設の監視・制御が可能となる。図2.

8はバックアップ用監視制御装置の表示例である。

（5)保守情報処理，業務処理機能について

評価システムでは，履歴管理，統計処理，記録

簿作成等の保守情報処理および業務処理を行うこ

とができる。

中央処理装置は，収集された監視・計測情報の

中から，装置の履歴管理に必要な情報を抽出整理

して履歴ファイルに保存する。

一方，データ処理装置では，この履歴ファイル

（a）親画面

（b）子画面

（C）サイト画面

図2．5　タッチパネル入力式操作卓の監視画面

を参照して，任意の装置の履歴情報を出力するこ

とができる。計測値のグラフ表示も可能である。

また，データ処理装置では，保守に関する情報

等を入力して保守情報ファイルを作成したり，運

用統計，障害統計，機器監視簿や業務日誌等を作

成し，帳票出力，グラフ表示を行うことができる。

(6)　その他

通話操作卓においては，被監視局との保守用の

連絡通話，ならびに監視装置のIDトーン（局識別
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（a）VOR装置のプリアラーム表示

（b）DME装置のプリアラーム表示

図2．6　アリアラ…ム表示例

表4　遠隔制御項目

1 ．V O R 装置

(1） 送信機No1 起動

(2) 送信機 N o 2 起動

(3) トンスファー リセ ッ ト

(4) 送信機 オフ

2 ．D M E 装置

（1） トランスポンダ N o 1 起動

（2） トランスポンダ N o 2 起動

（3） トランスファー リセ ッ ト

（4） トランスポンダ　 オフ

符号）のモニタ聴取を行うことができる。また，

中央処理装置障害時，被監視局のアラーム表示を

行い，バックアップ装置への切り替えを指示する。

2．2　被監視局装置

被監視局装置は，監視局との情報伝送を担う情

表5　VOR装置の計測項目

1．キャリア送信機盤

（1）電力増幅ユニット1電流

（2）電力増幅ユニット2電流

（3）電力増幅ユニット3電流

（4）電力増幅ユニット4電流

（5）送信周波数

2．サイドバンド送信機盤

（1）上側帯波正弦波電流

（2）上側帯波余弦波電流

（3）下側帯波正弦波電流

（4）下側帯波余弦波電流

3．電源盤

（1）直流電圧（－48V，±15V，5V，24V）

4．変調信号発生盤

（1）1020Hz局識別信号周波数

（2）30Hz基準位相信号周波数

（3）9960Hz基準周波数信号周波数

表6　DME装置の計測項目

1．トランスボンダ

（1)直流電圧（±12V．±24V，5V．±15V，45V，48V)

（2）ローカル電圧

（3）AGC電圧

（4）システムデレイ

（5）応答率

（6）パルス間隔

（7）パルス幅

(8)パルス立ち上がり時間

（9）パルス立ち下がり時間

(10）デコーダパルス数

（11)ブランキングパルス帽

（12)局識別符号周波数

（13)イコライザパルス間隔

(14)送信パルス数

(15)送信周級数

（16）迭信出力

2．モニタ盤

（1)直流電圧（6V，±12V．±24V）

(2）モニタ質間数

(3）10MHz発振器周枚数

3．信号発生器

（1）直流電圧（5V，±12V，－30V）

（2）信号発生器出力レベル

4．制御切換器

(1)交流電圧（100V，200V）

（2）直流電圧（－48V）
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（a）VOR装置の計測値表示画面

（b）DME装置の計測値表示画面（1／2）

（C）DME装置の計測値表示画面（2／2）

図2．7　計測値表示画面例

報伝送装置，VOR／DME装置の監視と計測を行

うセンサ装置，およびVOR／DME装置で構成さ

れる。

（1）情報伝送装置（5)

情報伝送装置は，監視局装置とNTT3．4kHz専

用回線で接続されており，監視局から制御・計測

の指令を受け，その内容に従ってVOR／DMEセ

ンサ装置およびVOR／DME装置に指令情報を送

出している。また，VOR／DME装置からのIDトー

ン，監視情報と計測データ，ならびに防護，電源，

空調等の施設の監視情報を監視局に伝送する。

そして，データ伝送と保守打合せ通話およびID

トーンの聴取を同一回線で行うため，周波数分割

し，音声通信は300～2300Hzの周波数帯域を使用

し　データ伝送はFS方式（2800±100Hz）を採用

している。データ通信速度は200bpsである。装置

の外観を図2．9に示す。

（2）VOR／DMEセンサ装置（5）

図2．10は，VOR／DMEセンサ装置および

VOR／DME装置の外観である。センサ装置の機

能の概要は以下の通りである。

1）監視機能

センサ装置では，詳細監視項目について，

VOR／DME装置からの監視情報を収集し，異常

発生時には，アラーム情報を，GP－IBバスを介し

て情報伝送装置に送出する。監視項目は，表1か

ら表3に示した通りである。

また，周期的に計測データのチェックを行い計

測値があらかじめ設定された上下限値より逸脱し

た場合には，情報伝送装置に警報情報を送出する

プリアラーム機能を有する。プリアラーム項目は，

表5と表6の計測項目に同じである。

2）計測機能

センサ装置では，VOR／DME装置の各部電圧，

電流，周波数等の計測を行い，GP-IBパスを介し

て，情報伝送装置に送出する。計測の概略は以下

の通りである。また，計測項目は，表5と表6に

示した。

a）アナログ系計測

機器の電圧や電流等のアナログ値を計測する機

能であり，A／Dコンバータを用いてアナログ値

をデジタル値に変換して送出している。

b）周波数系計測

発振周波数，送信周波数等を周波数カウンタを

使用して測定する機能である。周波数カウンタは

センサ装置制御部により制御され計測が実施され

る。

C）波形系計測

パルス立ち上がりやパルス間隔などの波形形状
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（a）親画面

（b）子画面

（c）サイト画面

（d）詳細監視画面

図2．8　バックアップ用監視制御装置の表示画面

に関する計測を行う機能であり，波形整形回路や

コンパレーク等のパルス回路を中心として構成さ

れている。本機能は試作したDMEセンサ装置のみ

の機能である。

3）その他機能

センサ装置は，マイクロプロセッサによって制

御されており，監視対象の動作状況に即した情報

を選んで，情報伝送装置に送出するインテリジェ

ント機能を有している。この機能により，通信回

線の輻輳の軽減および監視局装置の処理量の軽減

を図っている。

また，監視局からの指令によるセンサリセット

機能，ならびに入出力インタフェースエラー検出

等の自己診断機能を有する。

（3）VOR／DME装置

我が国の航空保安無線施設として使用されてい

る最新型のVOR／DME装置（VOR－87型D－VOR

装置とDME－85A型DME装置）である。

VOR装置は，DSB方式のドンプラーVORであ

り，電力増幅部を固体化している。DME装置は，

電力増幅部が固体化されたDME－85型DMEに，遠

隔監視システムが接続できるように詳細監視項目

出力機能を付加したものである。

3．評価試験とその結果

3．1評価試験

全国の官署より89名の航空管制技術官等の参加

を得て，平成元年3月から9月にかけて遠隔監視

システムの評価試験を行った。評価では，遠隔計

測，運用状態の監視，機器切換の制御等について，

実際の保守業務を模擬してもらった。主要な操作

模擬項目は以下の通りである。

a）VOR／DME装置等の運用状況の監視

b）VOR／DME装置の予定制御と随時制御

C）VOR／DME装置の自動計測と随時計測

d）バックアップ用監視制御装置による遠隔監視

と制御
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図2．9　情報伝送装置

e）プリアラーム上下限値の設定

f) データ処理装置による各種帳票作成とグラ

フ，表の出力

そして，遠隔監視システムの機能，操作性等の

設問に対して，非常に良い，良い，普通，やや悪

い，悪いの5段階評価に回答していただいた。ア

ンケートでは，評価結果を運用機材の仕様により

正確に反映させることができるよう，努めて意見

を記入していただくこととした。なお，アンケー

ト回答者は81名であった。

3．2　評価試験の結果

表7は，アンケート項目と回答の集計結果であ

る。また，アンケート票に記入された意見を整理

し項目毎に集計したものを付録に示す。

(1）機能について

遠隔監視については，図3．1に示すように，非常

に良いまたは良いが約73％，普通が約23％，悪い

が2％で，参加者の評価は良かった。しかし，意

見欄に記載された，アラーム発生時のアラーム情

報の自動表示，監視情報の分かりやすいCRT表

VORセンサ装置
（a）VORセンサ装置とVOR装置

DMEセンサ装置
（b）DMEセンサ装置とDME装置

図2．10　VOR／DMEセンサ装置と
VOR／DME装置

示，プリンタ出力の高速化，監視項目の整理拡充，

等の要望に応えて，操作卓CRTをマルチウィンド

化してアラーム発生時に監視画面とアラーム画面

を同時に表示するとともに見やすい画面表示とす

る，不要監視項目を整理し，遠隔監視システム自

体の状態監視を行う等の改善が望まれる。

遠隔制御では，図3．2に示すように，非常に良い

または良いが約62％，普通が31％，悪いが5％で

あった。ここでは，制御に時間がかかりすぎるこ

と，重要操作には再確認を課す等の安全策を講じ

ること，複数サイトの並列制御ができること，お

よびライトペンならびにタッチパネルによる操作

が不確実であり入力方式の改善が必要であること

等が指摘された。これらについては後で考察する。

遠隔計測については，図3．3に示すように74％の

人が非常に良いまたは良いを選んでいる。悪いは

1％強であった。意見欄には，遠隔監視回線の送

受信レベルや局舎温湿度等計測項目の拡充，計測

機能の向上トランスファー時の計測データの信

頼性，データ表示の見やすさ向上計測の高速化
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表7　アンケート集計

設問項 目　　　　　　　　　　　 評　　　 価
非常に

良い
良い 普通

やや
悪い 悪い 無回答

1．機能 こついて 1．遠隔監視機能 12／15 47／58 19／23 2／ 2 0／ 0 1／ 1

2 ．遠隔制御機能 17／21 33／41 25／ 31 3／ 4 1／ 1 2／ 2

3 ．遠隔計測機能 23／28 37／46 18／ 22 1／ 1 0／ 0 2／ 2

4 ．バックアップ機能 20／25 27／33 29／36 2／ 2 0／ 0 3／ 4

2．操作性について 1．系統監視盤 14／ 17 27／33 33／41 5／ 6 1／ 1 1／ 1

2 ．タッチパネル式操作卓 15／ 19 32／40 28／35 4／ 5 1／ 1 1／ 1

3 ．ライトペン式操作卓 12／ 15 34／42 24／30 9／11 1／ 1 1／ 1

4. バックアップ用監視制御装置 15／ 19 28／35 33／41 3／ 4 1／ 1 l／ 1

5 ．情報伝送装置 12／15 27／ 33 30／37 3／ 4 3／ 4 6／ 7

6 ．通話操作卓 11／14 25／31 36／44 8／10 0／ 0 1／ 1

3 ．情報の表示法等に

ついて

1．系統監視盤 16／20 24／30 33／41 7／ 9 0／ 0 1／ 1

2 ．タッチパネル式操作卓 15／19 35／43 27／33 3／ 4 0／ 0 1／ 1

3．ライ トペン式操作 卓 11／14 35／43 29／36 4／ 5 0／ 0 2／ 2

4 ．バ ックアップ用監視制御装置 11／ 14 26／32 34／42 7／ 9 0／ 0 3 ／ 4

5．情報伝送装置 8／10 28／35 31／38 8／10 0／ 0 6 ／ 7

6. プ リンタ出力 8／10 24／30 44／54 3／ 4 0／ 0 2／ 2

4 ．保守情報処理，
業務処理について

1．履歴管理機能 17／21 34／42 23／28 4／ 5 1／ 1 2／ 2

2 ．統計処理機能 16／20 35／43 21／26 6／ 7 1／ 1 2／ 2

3．記録簿作成機能 17／21 26／32 32／40 3／ 4 1／ 1 2／ 2

4．操作性について 12／15 27／33 31／38 9／11 0／ 0 2／ 2

5．表示法について 9／ 11 27／33 33／41 9／11 0／ 0 3／ 4

5 ，システムの総合 評価 8／ 10 48／59 20／25 2／ 2 0／ 0 3／ 4

（注）表中の数字nn／mmの上段nnは回答者数，下段mmは回答者総数81に対するパーセントを表す。
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計測操作の容易化に意見が多く見られた。

遠隔制御，遠隔計測に共通して“伝送速度が遅

い”という指摘が多かった。評価システムでは，

保守用打合せ電話とデータ伝送を周波数分割して

同一回線で送る方式を採用しているため，音声了

解性の確保上データ伝送速度は200bpsが限界で

ある（6)。回線の有効利用を図りつつ伝送の高速化

を図ることができる方式には，音声をディジタル

変換してデータと多重化して送るディジタル多重

化伝送がある。了解性の点で十分な品質を確保す

るためには，音声信号を4．8kbps以上のビット

レートで符号化することが必要である（7）。現用の

遠隔監視回線は，NTTのD1回線（3．4kHz帯域使

用）を使用しているため伝送速度は4．8kbpsが限

度であるが，NTTのDIS回線（3．4kHz（S）帯域

使用）を使用すれば，9．6kbpsまでの伝送が可能で

あり，音声を4・8kbps，データを4．8kbpsでディジ

タル多重化して伝送することができる（8）。計測項

目の拡充も含めて，今後，さらに検討していくこ

とが必要とされる。なお，評価システムでは，デー

タ伝送を200bpsで行うため，保守用電話の高域周

波数を2．3kHzに帯域制限したが，音声品質の劣

化を指摘する意見は見られなかった。

中央処理装置障害時のバックアップ機能につい

ては，図3．4に示すように58％の人が非常に良いま

たは良いを選んだ。意見では，バックアップ時の

収集データ取扱いの容易化，回線自体のバック

アップの必要性等が指摘された。バックアップ時

の監視・制御では，状態変化データをプリンタに

出力し，中央処理装置復旧後にこのデータを手動

入力する。保守業務の効率向上のため，フロッピー

ディスク等に状態変化データを記録して，中央処

理装置の復旧後，フロッピーディスクの記録内容

を中央処理装置に転送する等の改善が必要であ

る。また，システムの信頼性を向上するため，回

線自体のバックアップ中を回線のディジタル化と並

行して検討していくことが望まれる。

（2）操作性，情報の表示法等について

系統監視盤の操作性と大局的運用状況の表示で

は，良い以上がともに50％，普通が41％，悪い以

下がそれぞれ7％と9％であった（図3．5）。意見

には,ブザーオフ，ランプチェック等の操作を容

易にする，詳細な情報を表示する，分かりやすい

表示とする，アラーム音を区別して状況判断を容

易にする，等が指摘された。操作卓において監視

を行う実際の運用状況を考慮すると，アラームブ
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ザーのオンオフやランプチェック等の操作が操作

卓からできること，および遠隔監視システムの状

態表示等詳細な監視情報を表示すること，さらに

警報の種別に応じて警報音を変えて状況判断を容

易にすること等の改善を行うことが必要と考えら

れる。

操作卓の操作性に関しては，タッチパネル入力

式およびライトペン人力式に対して，図3．6に示す

ように，良い以上がそれぞれ59％，57％，普通が

35％と30％，悪い以下が6％と12％であった。意

見には“操作が容易でない”,“誤入力が多く操作

に確実性がない”等の指摘が多く見られた。

ライトペンは操作性が悪く入力の確実性に欠け

る，タッチパネル方式は，画面密着式でないと視

差が生じるため誤入力が生じる，画面密着式は小

画面にしか適応できない等の問題のあることを考

慮すると，入力機器にはマウスまたはキーボード

を使用し,画面に表示されたガイダンスに従って

入力する方法によって，操作の容易化および確実

性の向上が実現できるものと考えられる。また，

機器制御等の重要操作に対しては，入力コマンド

の再確認や入力ロック機能並びに誤入力の取消機

能を追加すること，誤操作防止のためマルチウィ

ンドウ化等を行って操作系表示と監視系表示を分

ける等が要望されている。

見やすさについては，タッチパネル式操作卓と

ライトペン式操作卓のそれぞれに対して，図3.7が

示すように，非常に良いまたは良いが62％と57％，

普通が33％と36％，悪い以下が4％と5％であっ

た。両方式とも，分かりやすい表示に要望が多かっ

た。評価装置では，ライトペン方式操作卓にプリ

アラーム表示や計測データの表示を行ったため，

“CRTと文字サイズを大きくする”等の要望が出

された。分かりやすい画面構成，計測データ表示

には罫線を使用して読み易くする，識別しやすい

色の使い方，CRTの大型化と文字サイズの拡大等

についてさらに検討を重ねていくことが求められ

ている。

情報伝送装置については，図3．8に示すとおり，

良い以上が，操作性で48％，情報表示で45％と評

価が低かった。アンケート記載の意見を検討した

ところ，情報伝送装置の保守用操作部を小型計算

機として入力操作の簡易化，表示情報の見やすさ

の向上を図るとともに，監視局に格納されている

各種情報をサイトで参照できるようにする，保守

中のデータを表示できるようにする等の改善によ
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り，サイトでの保守作業性を向上できることが分

かった。また，プリンタ出力は，罫線を使用し，

障害データの色別出力を行うなど情報の読み易さ

を向上させることが望まれる。

バックアップ用監視制御装置の操作性および情

報表示では，良い以上がそれぞれ54％と46％で

あった（図3．9）。タッチ入力の操作が確実でない

こと，表示量が多く見にくいこと等が問題として

指摘された。キーボードやマウス等確実な入力機

器を採用する，機器制御等の重要操作には再確認

機能を設ける，必要データのみを罫線等を使用し

て見やすく表示する等の改善を行うことが必要で

ある。

この他　通話操作卓に関しては，多サイトの監

視を行う保守基地では交換機能が必要であるこ

と，キートップ表示を分かりやすくすること，呼

び出しブザーを付加する等の要望が出された。

（3）保守情報処理，業務処理について

図3．10は，データ処理装置を用いて履歴管理，

統計処理，記録簿作成を行った結果である。機能

については，良い以上が摩れぞれ，63％，63％，

53％，悪い以下がそれぞれ6％，8％，5％であっ

た。

保守情報処理及び業務書類作成の操作性及び処

理結果の表示法については，良い以上が48％，44％

とともに過半数を割った（図3．11）。

評価試験では，汎用のソフトウエアを使用Lた

ため,操作性が業務に適していないこと，無線業

務処理規定改訂前の出力書式を使用したため実際

の保守業務で使用しているものと異なっていたこ

と，処理速度が遅いこと等が原因で評価が低かっ

たものと考えられる。

実用化に際しては，以上の評価結果の他，処理

結果のプリンタ出力前にCRT画面で確認できる

こと，処理結果のCRT表示およびプリンタ出力

は,色別表示，罫線の有効利用などを図って読み

易く表示すること等の要望に基づいて，管制保守

業務に適合して，操作性，表示機能，処理速度機

能等に優れた専用のソフトウエアを開発すること

が要求されている。

（4）システムの総合評価

システムの総合評価としては，図3．12に示すよ

うに，良い以上が69％，普通が25％，悪い以下が

2％と，良好な評価結果が得られた。意見欄には，

これまで紹介した意見の他，システム構成を簡単

にコンパクトにする，ARMS＊1，APPS＊2ならびに
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システム統制と整合を取って実用化を図る，こと

等が見られた。

航空保安無線施設の機能の高度化，複雑化に伴

い，無線施設の保守，管理には高度な技量が要求

されるとともに業務が複雑化してきている。この

ため，航空局で整備を進めているARMS，APPS

ならびにシステム統制等と整合をとって，業務を

整理統合し，二重作業等を解消することが求めら

れている。

4．むすぴ

試作遠隔監視システムを，横須賀航空無線標識

所のVOR／DME装置に接続して評価用VOR／

DME遠隔監視システムを構築し，航空無線保安職

員の参加を得て評価試験を行った。評価試験では．

VOR／DME装置の遠隔監視・制御・計測および管

理業務等，実際の保守業務を模擬し，監視システ

ムの機能，操作性等についてアンケートに答えて

もらった。

このアンケート調査の結果によると，遠隔監

視・制御・計測の機能，ならびに操作性と表示情

報の見やすさについて，約6割から7割の参加者

＊1航空保安無線施設信頼性技術管理システム

（Aeronautical Radio Facilities Reliability

ManagementSystem）

＊2航空保安無線施設部品補給管理システム（Aero・

nauticalRadio Facilities Parts and Provision

System）

が非常に良いまたは良いと答え，悪いと答えた割

合は1割以下であった。システムの総合評価では，

約7割の回答が非常に良いまたは良いで，悪いは

0．2割にすぎなかった。

このように，試作遠隔監視システムに対する航

空無線保安職員の評価は，良好で,保守業務に有

効に活用できるシステムであると考えられる。

しかしながら，アンケートに保留意見が多かっ

たことを考慮すると，評価で出された，伝送速度

の高速化，計測項目の拡充，操作の容易化，画面

表示の改善，等の要望を反映させて，さらに保守

業務に適合した遠隔監視システムの実用化を図る

ことが必要とされる。

最後に，本評価に御協力いただいた横須賀航空

無線標識所をはじめとする航空局の関係各位に感

謝します。
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付　録　運用評価試験の意見集計*

1．機能について

意　　　　　　　　　　　　　　　　 見 件数

1．1 遠 隔監視機能 ［22］

4ア ラー ム画面 の 自動表示

C R T 表示法の改善 （略号統一，漢字使 用，分 か りや すい表示， レイア ウ ト改善 ） 4

プ リンタ出力の改善 （高速 化，出力前の確認, プ リア ラーム出力, アラームのみ 出力） 4

監視項 目の拡充 と整理 （監視項 目が少 ない，不要監視項 目が 多い） 4

保守作業 中のデー タは取 り込 まない 2

上下 限値設定 の容 易化 2

伝送速度 が遅 い 1

1．2 遠隔制御機能[1 9］

6制御 に時 間がかか りす ぎる

制御の安全性対策 （ガー ド化，誤動作時の フォロー，制御 と監視 を別画面 にす る） 5

入 力方式 の改善 （ライ トペ ン．タ ッチパネルの動作 に問題 あ り） 4

制御機能 向上 （複数 サイ トの並列制御，制御の タイマ予約） 2

1．3 遠隔計測機能[ 32］

6計測項 目の拡充 （ラ イン，温湿度，障害箇所究明 に有効 な項 目）

計測機能 向上 （連 続計測， セ ンサ計測器の遠隔制御，計測項 目の ソフ ト設定） 5

計測デー タの信 憑性 （障害 時の計測デー タの信頼性，サ ンプル時間の調整） 4

デー タの表示 法 （障害に至 る変化 の表示，異常デー タの分か りやすい表示） 4

操作性の 向上 （操作 回数 の減少，容易 な計測条件の設定） 3

計測 に時 間がかか りす ぎる 3

信頼性 の向上 （自己診断機 能，信頼 性の高 いセ ンサ） 2

保守性の 向上 （セ ンサの保 守） 1

1．4 バ ックア ップ機能 ［7]

2パ ックア ップ時 のデー タを中央処理装置 に取 り込め るよ うにする

バ ックア ップ装 置不 要 （回線が同一 であるの で） 2

障害情報 をプ リンタにも出力す る 1

2．操作性について

意　　　　　　　　　　　　　　　　　 見 件数

2．1 系統監視盤 ［19］

6操作性 の向上 （プザー オ ンオフ， ランプチ ェックの リモー ト化 または前面操作）

見やす さの向上 5

警報 につ いて （不要，音 を変 えて識別可能 とす る） 3

2．2 タ ッチパ ネル式操件卓 ［21]

1 3操作性 の向上 （入力 の確実化, 重要操作 の再確 認等の誤操作防止策）

入力方式につい て （ライ トペ ンが良い，SW が良い） 4

表示装 置 （大型化） 3

不要 2

＊意見集計は，アンケート用紙に記載された意見を内容別に分類集計したものである。
［］内の数値は設問項目毎の意見総数で意見を記入された人数を示す。なお，以下の表では，総合評価を除き，包括的な
賛辞意見は除外してある。
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意　　　　　　　　　　　　　　　 見 件数

2・3 ライトペ ン式操作卓 ［25］

21操作 性の向上 （入力の容易化　 重要操作の再確認等の誤操作防止策）

表示法の改善( ページ表示，見やす くする） 4
表示装置 （大型化） 2

2・4 バ ックア ップ用監視制御装置 ［8 ］

5操作性の向上 （入力方式の改善, 誤操作防止を図る）

表示が分か りにくい 1

不要 1

12

2．5情報 伝送装置 ［20］

操作性の向上 （操作部のコンソールタイプ化, 入力操作の統一 化 と簡略化）

機能 向上 （保守中のデータの表示，サイ トでの履歴参照機能 ） 4
伝送速度を早める 2

2 ．6 通話操作卓 ［19]

5機能向上(交換 機能付加，被監視局のリセット，サイ ト室 音モニタ，ID 聴取の容易化）

表示の改善 （S W キー トップ刻印,　 SW ランプで状態表示） 4
呼出し法の改善 （ブザー呼出し, 呼出サイ トを識別可能 とする） 4
形状を改善 する 3

誤操作防止策をとる 1

3．情報の表示法について

意　　　　　　　　　　　　　　　 見 件数

3 ．1 系統監視盤 の蓑示 ［22〕

6表示情報 仲 央処理装 置の障害表示 等詳細 な表示，上 り下 り同線の分離 表示）

表示 を見やす く （鮮明に， 大 きく表示す る，サ イ ト警報 の別表示） 4

警報音 を識別可能 とする 4
デザ インが悪い 1
不要 1

3．2 タ ッチパ ネル ［13］

6表示 の改善 （色調，表示盤が 多す ぎる， キー 表示の統一）

誤操作防止策 を講 じる 2

不要 1

3 ．3 ライ トペ ン ［17］

21
表示の改善 （略号 統一，罫線 の使 用， F キー表示の改善, 日付位 置，操作 系 と監視 系の分離, マルチ ウィン　ドウ化)

C R T の改善 （大型化，文字サ イズの拡大，色調の改善 ，疲 労軽減策 ） 7

処理速度 の向上 1

警報 の改善 1

3 ．4 パ ックア ップ 用監視制御装 置 ［11］

5表示法の改善 （表示盤 多す ぎる， 罫線，見やす く）

バ ックア ップ時デー タを処 理装 置 に取 り込め るよ うにす る 2

プ リンタ出力前の C R T 確 認 を可能 とす る 1

機能 向上 （マルチ タス ク化 ） 1
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意　　　　　　　　　　　　　　　　 見 件数

3．5情報 伝送装置のプ リンタ出力 ［18〕

9表示法の改善 （罫線等読み易 く，障害データの表示法，メンテ中のデータのみ表示）

操作部をコンソルタイプとする 3

操作性の向上 1

処理速度の向上 1

3．6 プリンタ （ライン，シリアル）出力 ［25］

14読み易 くする （罫線使用 ，色分け）

プ リンタの改善 （高速化，低騒音化，印字品質の向上，紙づまり防止） 6

プリンタを一台にまとめる 1

プリント前の C R T 確認 1

4．保守情報処理，業務処理について

意　　　　　　　　　　　　　　　　 見 件数

4 ．1 履歴 管理 ［1 8］

7操作性 を良 くす る

表示 法 （画面確認 後印字，書 式の統一， 異常 デー タ表 示， グラフ表示） 5

デー タの保護 （誤 消去 防止 ） 2

処理速度 向上 2

機能 向上 （サ イ トでのデー タ参照） 2

4 ．2 統計処理 ［2 5］

9出力法の改善 （業 務や A R M S とフォーマ ッ トの整合， グラフ表示 ，画面確 認後印字）

処理 速度 を早 くす る 5

操作 を簡 単にす る 5

機能 向上 （障害予 測．予備機 の統計 ） 3

独 自ソフ トの必要 性 （保 守業務 に合 わせ る） 3

4．3 記録 簿作 成機能 ［15］

10出力法の改善 （業 務や A R M S とフォーマ ッ トの整合，画面確認後出力,　 表形式出力）

処理 速度 向上 2

操作性 向上 2

機能 向上 （障害時 自動記録簿 作 成） 1

4．4 デー タ処 理装 置 ［21]

12操作 性が悪い （ファンクシ ョンキーが使 いづ らい，マ ウスが良い， コマ ン ド体系 の統 一）

表示 が見 に くい 1

プ リン ト前の C R T 確 認 を可能 とす る 1

4 ．5 デー タ処 理装 置 ［21］

6プ リンタ出力前の C R T 確認 を可能 とす る

プ リンタの改善 （高速化，低騒音化　 カラー 化） 5

表示法の改善 （表示量 多す ぎる， 罫線使用,　 レイアウ ト改善） 3

機能 向上 2

現行書 式 と整合 を取 る 2

操作 性の 向上 2

C R T の大型化 1
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5．システムの総合評価について［63］

意　　　　　　　　　　　　　　　 見 件数

1．システム構成 ，ハー ドウエアについて

7構成 （コンパクト化,　C R T のサイ ト対応化,　 レイアウ トとユニッ ト配置の改善 ）

表示器 （色調改善 ，大型化　 文字サイズを大きく） 4

ハー ドは最 新の物 を使用する 3

入力方式を整理する （マウス，ライ トペン，多すぎる） 3

2 ．機能，性能について

12伝送適度の向上

監視項目不足 （ライン，室温　 異音） 11

処理速度の向上 5

サイ トでのデータ参照を可能 とする 3

障害探求を可能にする計測，データ処理を実現する 3

表示情報 を増す （R M M S の障害表示，メンテ中データの リアルタイム表示） 3
複数サイ トの由時制御を可能 とする 1

3 ．操作性，情報の表示法について

11操作性の向上

プリンタ出力 （フォ ーマットの合理化，カラー化，A P P S ，A R M S との整合性） 7

C R T 表示 （日本語使用 ，分か りやすい状態表示） 4

アラーム画面の自動表示 2

警報音 による識別 を可能 とする 1

4 ．信頼性について

11信頼性の向上 （ラインの二重化，避雷対策）

データの保護策 2

誤操作防止 （監視画面 と操作画面の分離） 1

5 ．その他

19長い

保守性の向上 1

その他 〔O JT ，システム統制 とのインタフェース） 4
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