
まえがき＝現在，人類はさまざまな環境問題に直面して
いるが，その予想される影響の大きさや深刻さ，また必
要とされる対策の幅広さという点で，早急に対処すべき
問題である。最近の気候の変化を考えると地球環境の異
常が常態化しつつある感がある。人類の生産，消費活動
によって引き起こされている気候の温暖化や酸性雨など
全地球的な環境の変化を，近年，誰もが直視せざるをえ
ない状況に陥っているといえるであろう。生活環境を適
性に保つために，大気の汚染，さらには水質の汚染，最
近のダイオキシンの問題に起因する産業廃棄物処理問題
など，われわれの生活に大きな影響を与える環境監視の
重要性はますます高まっている。
当社は，この環境監視の高度化に寄与すべく，大気監

視システム，水質管理システム，産業廃棄物管理システ
ムなどの環境システムの構築を目標としている。以下に
その大要について説明する。

1．環境監視システム

環境監視システムは，環境に関する多種・多様な情報
（公害，産業廃棄物，自然環境，気象，水象など）を，
コンピュータをもちいて体系的，総合的に蓄積・管理（デ
ータベース化）することにより，環境行政に要求される
合理性をより一層高め，また的確な情報に基づく予見的，
科学的な意思決定を支援するとともに，各種業務処理の
効率化と迅速化を図るものである。本報告は，環境監視
システムの中の大気監視システムに関し，従来のワーク
ステーション（Work Station 以下，WSと略す）ベース
のシステムからパーソナルコンピュータ（Personal Com-
puter 以下，PCと略す）ベースへとライトサイジング
化した内容について記述する。
大気監視システムとは，県などが管轄する区域内に広

域的に配置された測定局において，硫黄酸化物（SO2），
光化学オキシダント（OX），窒素酸化物（NOX）など汚
染物質の濃度を通常 1時間ごとに測定し，そのデータを
蓄積・管理するシステムである。行政機関は県庁などで
測定データを集中的に監視し，高い測定値が観測された
場合に迅速な緊急対策（光化学注意報の発令など）をお

こなう行政上の責務がある。また，データは継続的に蓄
積され，大気汚染防止の科学的基礎資料としても利用さ
れる。
このシステムは，一般的に，収集系と呼ばれる測定局

に設置された各対象物質用の測定機からデータを収集す
るテレメータ子局（以下，子局と呼ぶ），子局からデー
タを集めるテレメータ親局（同，親局），処理系と呼ば
れる親局へ集められたデータを集中監視し，スクリーニ
ング処理，集計処理をおこない，画面上へのデータ表示，
検索処理，帳票出力などの処理を実行するための業務処
理機器群から構成される。

2．開発背景

1993 年以来，このような大気監視システム（以下，
システムと略す）は，業務処理機器にWS群，子局と親
局との通信には，ISDN回線をもちいて構築されていた。
しかしながら，最近，以下にのべるような背景から PC
システムへの関心が高まり，従来のWS（UNIX システ
ム）ベースのシステムから PCベースのシステムの利用
に対する広範囲なニーズが顕在化してきた。
従来システムの改善課題を列挙すれば以下のようにな

る。
１）コスト競争力の追及
WSベースのシステムでは，システム構築面，システ

ム保守面での費用，基本ソフトウェア費用（データベー
スソフト，各種ツール／パッケージ）が高く，コスト競
争力に問題が発生してきた。
２）操作性の向上
WSに固有の専用GUI（Graphic User Interface）を使

用しなければならず，選択の範囲が狭くなる。このため
ユーザに合わせた操作性，使い勝手にまで到らない。
３）保守性の確保
UNIX システムでは，システムの保守，メンテナンスに

専門の技術要素を持った要員が必要であるため，誰でも
簡単にシステムのメンテナンスをすることができない。
４）拡張性の問題
端末の増設，システム変更などに対して迅速に対応す
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Development of PC-based Air Monitoring Systems
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Data processing for air environment monitoring systems has been carried and mainly by UNIX worksta-
tions to date. Due to recent trends in high performance, multifunctional, user-friendly PCs, we have re-
ceived many requests for PC-based air monitoring systems．As a result, we have successfully developed a
new PC－based data processing system for air environment monitoring systems which reduces costs and
improves flexibility，maintainability, and operability．
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ることが困難であり，システム全体の維持費用も膨大で
ある。
このような課題を解決することを目標に当社はシステ

ムのライトサイジング化の開発をおこなった。

3．新システムの設計

システムの基本設計においては，WSベースのシステ
ムの内容を機能別に分析し，次の四つに区分けした。

１）データ収集処理＝親局でのデータ収集処理と収集デ
ータをデータベースサーバへ伝送する処理機能。

２）データ処理＝収集されたデータのスクリーニング，
加工，集計処理をおこない，データベース上に格納す
る機能。

３）クライアント端末処理＝業務端末操作部分であり，
C／S（クライアントサーバ）モデルにより格納され
ているデータを検索し，画面に表示，帳票出力，グラ
フ表示，統計解析などをおこなう機能。

４）通信処理部分＝親局，データベースサーバ，クライ
アント端末の TCP／IP（標準ネットワークプロトコ
ル）によるメッセージ通信処理機能。
これらの四つの部分にそれぞれ適用する PCシステム

の開発をおこなったが，基本設計面では以下に示す六つ
の基本方針を定めた。
（1）PCによるコストダウン
設計コスト，ハードウェア（以下，HWと略す）コス
ト，導入コスト，初期開発コスト，機能拡張コスト，
保守コストなどのコストダウンを図る。

（2）信頼性の確保
確実なデータ収集が可能であり，データの欠落がない
こと。また監視状況を長期的に把握するため，大容量
のデータ蓄積が可能であること。ユーザが費用に応じ
て，フレキシブルに拡張性を選択可能なシステムを構
築すること。また障害発生時の処置が簡単で短時間で
おこなえること。

（3）操作性（レスポンスを含む）向上
PCをベースとした，素人にも使いやすく，かつマル
チベンダーの機器と共存できるオープンなシステムを
めざし，かつ操作マニュアルを必要としない，マニュ
アルレスであること。

（4）機能，拡張性の確保
クライアントサーバを基本とした 3層設計（サーバ側
業務モジュール，クライアント側業務モジュール，GUI
モジュール）であること，簡単にメニューに項目の追
加ができ，機能拡張が容易であること。

（5）スケーラビリティの確保

冗長度の違いによるシステム構築に対して，オブジェ
クト指向のモジュール設計であり，設定のみで簡単に
対応できる設計（モジュール構造，プロセス設計）で
あること，求められる負荷（処理能力）に応じてHW
の選定のみで簡単に対応できること。

（6）保守性の確保
初心者が基本的な保守作業がおこなえる設計であり，
Net Work，HW，開発アプリケーションのソフトにつ
いてリモートメンテナンスが可能であること。
以上のような基本方針を基にシステムの基本設計，詳
細設計をおこなった。

4．システムの概要

前記のような基本方針で開発した大気環境監視システ
ムの基本構成を，第 1図に示す。その各部の機能は，
以下に示す通りである。
１）親局＝子局より自動的に送信されるデータを蓄積す
る処理部分であり，内部のローカルディスクを保有し
収集データを蓄積する。

２）データサーバ＝収集したデータを蓄積する機能であ
る。確実なデータ収集処理をおこなうため，収集機能
と処理機能を分離しシステム負荷分散を考慮した設計
をおこなう。収集データはデータのスクリーニング，
基準値チェックをおこない 1時間値データベース（1
時間ごとの収集データ）による保存と集計値データベ
ースによる保存の 2種類のデータ蓄積方法を有し，ク
ライアント端末からの迅速な検索を可能とする。シス
テム内ではシステムの安全性を考慮し二重化をおこな
う。今回採用した PC版データベースソフトウェアは
SQL－Server 6.5（Microsoft 社のリレーショナルデー
タベースソフトウェア）である。Operating System（以
下OSと略す）としては，WindowsNTを選択する。
また，システムのバックアップについては，DAT装
置への自動バックアップ（この場合はDisk Dump に
よる完全バックアップ）機能を有し，万が一のトラブ
ルに対しても完全に復旧できる仕組みを構築した。

３）クライアント端末＝業務端末群であり，データサー
バに蓄積されたデータをC／Sモデルにより検索をお
こない，検索結果の帳票イメージによる画面出力，帳
票出力，折れ線グラフ処理，円グラフ，地図上へのデ
ータ表示機能開発は，Visual Basic 4.0 言語によって
おこなった。

４）通信プロトコル＝通信プロトコルには，LAN（イー
サネット）標準である TCP／IP プロトコルを選択し，
TCP／IP 上でのアプリケーションとしてUNIX のネ

第１図 システム基本構成
Fig. 1 Basic system construction
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ットワークサービスである rsh（Remote Shell 以下，
rsh と略す）コマンドを親局OSである VxWorks，デ
ータサーバOSであるWindowsNT上に実装し通信処
理をおこなう。本来は，TCP／IP 上でのソケット
（Socket）プロトコルを選択すべきであるが，ソケッ
トを使用した場合の相互間でのメッセージ処理の複雑
さとシステムの追加，変更などの拡張性に問題が発生
するなど，メンテナンスが大変であることから，ネッ
トワーク上の高水準サービスである rsh を採用した。
親局からのデータの格納処理に関してもデータサーバ
上の SQL-Server に対して，rsh コマンド，SQLコマ
ンド，およびデータベース機能である Stored Proce-
dure により実現している。第 2図にネットワーク構
成を示す。

５）システムの異常監視＝システムの異常を通報する機
能であり，システム監視（Disk 容量，ログ管理），HW
の異常，プリンタの異常，ネットワークの異常，プロ
セスの異常などを常時監視する機能を有する。

６）リモートメンテナンスについて＝電話回線（28
kbps）のモデム経由にてシステムのリモートメンテ
ナンスが可能である。接続は，WindowsNTの RAS
（Remote Access Server）機能を使用しセンター内 PC
に接続をおこない，リモートでのシステム設定変更，
プログラム修正，エラーログのチェック，ネットワー
クの監視機能を有する。実際のメンテナンスサービス
として，ftp，Telnet などの通信用コマンドを利用する。

７）その他＝大気監視システムの最大の目的である，光
化学注意報発令作業においては，PC上に FAXモデム
装置を接続し，従来のWSと同等の実現方法により機
能を達成している。このように新しいデータ処理シス
テムは，PC上での C／Sモデルを基本にシステム構
築をおこなっている。とくに最近の PCによるシステ
ム開発面においては，データベースソフトウェアの多
機能性，定義の簡素化，ソフトウェア開発におけるツ
ール類の充実により，短期間でのシステム構築が可能
である。

5．実用化

当社は，平成 8年度の研究開発において PC版処理シ
ステムの構築を終了した。本システムは，PC版処理シ
ステムのコスト競争力が評価され，神戸市大気汚染常時
監視システムの更新時に採用されることが決まり，稼働
は平成 10 年度に予定されている。また，同時に広島県
にも大気汚染常時監視システムとして導入されることが

決定し，平成 10 年度よりシステムの本格稼働が予定さ
れている。なお，同時に開発システムを環境ビジネスに
基本パッケージとして採用し，各県および市レベルのシ
ステムへ展開をはかっている。

6．技術的特徴

計算機を利用した環境行政の業務処理は今日では広く
普及しているが，従来はそのシステムの使用技術が過度
に特化しているために，担当の行政官や外部の研究機関
などが自由にデータを取出したり，加工することが困難
であった。これにくらべて，当社が開発した新しいシス
テムの特徴は下記のように要約できる。
１）PC標準の容易な操作性とマニュアルレス
①PC標準である操作性の統一と馴染みやすさ，視覚
的で分かり易いオペレーション，

②測定値や過去のデータの容易なハンドリング，
を実現することにより，担当者が自ら扱える環境監
視システムとなっている。その実現の手段として，
PCによるシステム構築，分散処理とネットワーク
とを組合わせている。
本システムの画面例として，第 3図に局指定濃度
推移グラフを，第 4図に年間風配図のグラフ出力
例を示す。

２）汎用性，保守性
標準のOS上にてシステムを構築しているため，シス
テムの変更に迅速かつ柔軟に対応が可能であり，シス
テム保守面でも容易に，誰もがメンテナンスできるシ
ステムであり，保守コストの低減が可能である。

第 2図 ネットワーク構成図
Fig. 2 Network configuration/System

configuration

第 3図 画面出力例
Fig. 3 Output sample
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３）経済性
ダウンサイジング化の追及により，WSよりも安価な
装置から構成するシステムであることを反映して，初
期導入コストが従来システムの約半分となった。かつ
PC上でのシステムである理由から通常のOA業務（ワ
ープロ，表計算など）を実行，マルチウィンドウでの
監視業務が可能であるとの複数機能を実現し，システ
ムの使い勝手が向上している。

４）将来性・拡張性
PCによるマルチベンダ対応のシステム構成と標準ソ
フトウェア環境を持つことによって，従来のように特
定のハードウェアや製造メーカに制約されることな
く，次々と進歩するHW環境と PC関連機器をシステ
ムに取入れ，使いやすいシステムを安価に，しかもユ
ーザ自身が作ることができる。

５）環境保全対策に対する貢献
環境測定データの多くの関連部署での同時利用，より
広範なデータ提供，および多角的な環境分析が身近な
ものとなった。これを利用することによって，今後，
環境行政の迅速な処置がより的確に取られるようにな
り，生活環境の保全に貢献するものと期待される。
従来システムにない，システムの特徴を端的に示す機

能の一例として，画面に表示しているデータのDrag／
Drop 機能による加工処理の簡単化がある。すなわち，
従来の環境業務処理における定型処理機能とは別の非定
型データ処理機能が可能であることを意味する。たとえ
ば環境白書作成，環境資料作成においてユーザが自由に
画面データを表計算ソフトウェアにより作成し貼り付け
加工できる。また，PCによるシステムをプラットホー
ムとして PC版の各種の安価なパッケージソフトウェア

を導入し，各システムとのデータハンドリング面での連
携を図れるなど経済性，拡張性を一段と向上させている。

7．将来への課題

近年のHWの高速化／高機能化とシステムのダウン
サイジングにおいて PC版大気監視システムはデータ処
理ライトサイジングの第 1Step である。水質システム，
産業廃棄物システムなどについてはすでに PC上でのパ
ッケージは販売されている反面，従来の汎用機，高速な
WS上でしか稼働しなかったシミュレーションソフトウ
ェア，地図システムについても PC化が検討されている。
また，マルチメディアシステム，インターネットサーバ
などはより一層の PC化が進み，環境システム自身もデ
ータ処理システムから環境総合システムとしての各種
PCソフトウェアとの結合，データ蓄積面での多様化，
マルチメディアでの情報提供システムへの展開などの将
来課題がある。

むすび＝近年，ハードウェアの性能向上と価格低下は顕
著であり，システムの設計方針を変えるだけで，従来多
額の費用を要したシステムを安価にかつ高性能に再構築
できる可能性が出てきた。今回，当社が開発した PC版
大気環境監視システムも，その一事例と位置づけること
ができる。
このシステムにも一部含まれている水質のオンライン

監視をはじめ，この種のシステムの応用範囲は広い。当
社としては，顧客にとって本当の意味で使いやすいシス
テムパッケージとして整備し，より多くのメニュを環境
システム分野において提供できるよう努力する所存であ
る。

第 4図 グラフ出力例
Fig. 4 Output sample（Wind graph）
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