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サーバサイドJavaによるシステム構築事例
A Web Application System on Server-side Java Technology

1996年夏公開されたJavaサーバサイド技術の核となるServletテクノロジーは，1999年の“JavaOne”にて

J2EE（Java 2 Platform, Enterprise Edition）として集大成され，全世界に発表された。

  この度，中国電力株式会社（以下，中国電力と略す）と横河電機株式会社／横河システムエンジニアリング株

式会社（以下，横河と略す）は，中国電力株式会社電源事業本部火力発電所向けに，既存の２階層クライアント/

サーバ方式の作業管理システムをサーバサイドJava技術で再構築し，運用を始めた。その技術的側面を中心に，

再構築の背景や運用開始後のエンドユーザの評価も併せて紹介する。
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Servlet technology that was opened for a key technology of server-side Java in the summer of 1996

have been upgraded into Java 2 Platform, Enterprise Edition “J2EE”, and released in “JavaOne” confer-

ence in 1999.

The Chugoku Electric Power Co., Inc, Yokogawa Electric Corporation and Yokogawa System Engi-

neering Corporation have worked jointly and rebuilt the operation support system with server-side

Java technology from the conventional 2-level client-and-server bases for thermal power plants of the

Chugoku Electric Power Co., Inc. We outline the new operation support system from the technical

viewpoins along with the target of development, key technology and brief evaluation.

1. は  じ  め  に

従来のホスト計算機－専用端末で行っていた業務を，

安価で多機能なPCと，データを管理するためのDBサー

バとの組み合わせにより代替する方法で，業務システム

のダウンサイジングが盛んに行われてきた。そのような

中で発表された J2EE（Java 2 Platform, Enterprise

Edition）は，大規模な業務システムをWebベースで構築

することができるダウンサイジングの有力な方法論であ

る。J2EEによるシステムの構築事例は，その安定性，拡

張性，プラットフォームフリーの特長により，公式発表

からわずか２年ほどにもかかわらず世界中に広がりつつ

あり，Webシステム＝サーバサイドJava（J2EE）が当た

り前の時代を迎えている。

この度，中国電力と横河はこのサーバサイド技術の有

用性に着目し，更新時期を迎えていた火力業務システム

の一部をこの技術で再構築することにした。以下にその

概要を紹介する。

2. 再構築実施の背景

2.1 火力業務システムの変遷

中国電力の作業管理システムを含む火力業務システム

の基盤は，それぞれの年代の情報技術の発展に沿って構

築されて来た。1970年代半ばからのホスト計算機の時代，

1980年代半ばからのホスト計算機＋UNIXワークステー

ションの時代，そして，1990年代半ばからの事業所総合

OAの整備が進み，PCがオフィスに配備された時と同期

してUNIX DB サーバ＋PC の 2 階層クライアント／

サーバの時代へと変遷して来た。

2.2 火力業務システム再構築の動機

第3世代（2階層クライアント／サーバ）の火力業務シス

テムは，当時として最新の2階層クライアント／サーバ

アプリケーション開発ツールの上で開発され，特にソフ

トウェア開発の生産性が優れていたが，反面，なかなか

解決できない以下の問題点を内包していた。

（1）処理速度の問題

開発ツールに起因するプログラムの特性で，限界点

に到達。
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（2）データの整合性の問題

開発ツールに起因するプログラムの特性で，不整合

が希に発生。限界点に到達。

（3）問題解決能力の問題

手直しくらいでは対応できないほど改良要求が増大。

（4）運用管理の問題

2階層クライアント／サーバ方式に起因する特性で，

クライアントソフトの自動配布の仕組みを整えたが，

配布や配付ソフトが動作するクライアント環境の統

一に，労力とコスト負担が増大。

2.3 火力業務システム再構築の基本方針

火力業務システムの再構築に際して，以下の方針（達成

目標）が掲げられたため，これらの方針を満足する能力を

持つ基盤技術や製品について調査・比較し，結論として，

以下の要件を満たすことができるサーバサイドJava技術

を採用することにした。Webサーバ，Webアプリケー

ションサーバおよびDBサーバには，信頼性やマーケッ

トシェアを評価基準として評価の高いソフトウェアを選

定した。また，伝票，帳票，作業タグのデータ編集，PDF

化をもサーバサイドでやらせることを前提にして，これ

に対応できる評価の高いソフトウェアを選定した。

（1）処理速度の向上

（2）保守性の向上

（3）操作性の向上

（4）信頼性の向上

（5）TCOの削減（ここでは維持管理にかかる費用の削減

に限定）

（6）影響度の削減（バージョンアップ時の影響範囲を局所

化，極小化する）

（7）業務のPDCAサイクルを回せる基盤の実現

3. システム概要

3.1システム構成

図１に，今回構築した火力発電所の作業管理システム

の概略を示す。既存のシステムではサーバ資源が各発電

所に分散設置されていたが，再構築したシステムでは

サーバ資源を一個所へ集中させた。中央計算機センター

と本店，および発電所は，社内WANで接続されている。

中央計算機センターには業務種別毎にアプリケーション

（AP）サーバが配置され，ユーザ認証サーバを含むデータ

ベース（DB）サーバを共有する構成としている。また，補

修作業を請負う関係会社とは，ファイア・ウォールを介

して計算機センターのLANへ接続される。関係会社との

接続は将来構想であるが，システムとしては今回対応済

みである。

3.2 システムの規模

本システムは，本店勤務社員，各地に点在する10個所

の火力発電所勤務社員，系列の環境保全会社および補修

会社の社員などのうち，設備の運転，補修にかかわる人

を対象ユーザとしている。これらのユーザがネットワー

クを通じて中央計算機センターの作業管理用APサーバ

にアクセスしても，ストレスなく利用できるようなシス

テム構築が求められた。

3.3システムの機能と技術要件

本システムの第一の機能は，設備の日常補修や定期点

検補修を行う際の作業タグの発行および管理である。設

備の運転員と補修作業者がこの機能を使うことにより，

同時並行的に発生する多数の工事の作業予定，進捗状況，

作業間で干渉する電源ロック個所，弁閉止個所などの情

報が一元管理でき，補修作業の安全性が確保されること

を目的としている。その他の機能として，運転員が行う

設備パトロールの記録や運転日誌の作成がある。なお，

システムを再構築する際，前出の基本方針に沿う上で技

術的にポイントとした要件は，下記であった。

①レスポンスの確保

計算機センターにサーバ資源を集中してもレスポンス

が低下しないこと。

②操作性の要求

操作性は，既存システムより劣ることがないこと。

③認証COM（Component Object Model）との連携

既製のユーザ認証実行プログラムモジュールの認証

COMコンポーネントを，再利用すること。

④電子ファイルの添付

DB上の作業票に任意の電子ファイル（ワープロソフト

や表計算ソフトで作成されたファイル）を，添付できる

こと。

⑤日誌の文字列検索

日誌はワープロソフトにより作成し，そのままデータ

ベースへ電子ファイルとして保存するが，過去の日誌

の中から指定した文字列を含む日誌が抽出できること。

図１　火力発電所作業管理システム概略
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4. システム構築の実現手法

4.1 ソフトウェア構成

ソフトウェア構成（図２）の枠線内で示す部分が，今回

再構築により開発したアプリケーションソフトウェアで

ある。枠線外のHTTPD（Hyper Text Transfer Protocol

Daemon），J2EEアーキテクチャ（J2EE 1.2準拠），Servlet

エンジン，JDBC（Java Data Base Connectivity）の部分

は，マルチプラットフォーム環境を満足するベンダの製

品を採用した。データベース部を除いた開発システムの

ソフトウェアは，標準に完全準拠したAPIで開発してお

り，J2EE対応ベンダ製品上での完全互換ソフトウェアと

なっている。

JavaBeans，JSP（Java Server Pages），Servletの各ア

プリケーションは，システムにおける役割を明確化し，

独立性を図る為，Model，View，Controllerと呼ばれる

３種類のコンポーネントに分けて実装する「MVCモデ

ル」を適用した。役割分担としては以下となる。

・JavaBeans（Model）

システムにおける実際のロジック，ならびにデータを

担当する。Modelへの入力は，Controllerからのみ行

われ，Model 自体がデータを表示することはない。

View 上へ表示するデータとなる。複数システムに

データが分散する場合，EJB（Enterprise JavaBeans）

が本役割を担う。

・JSP（View）

ユーザ（Webブラウザ）へのデータ表示／入出力を担当

する。JSPはタグの埋め込み型言語であり，実行時に

コンパイルされ，Servlet同様Servletエンジン上で動

作する。静的Webページの場合，HTMLが本役割を

担う。

・Servlet（Controller）

Viewからの要求に応じて必要な処理をModelに依頼

し，結果表示をViewへ依頼する。各アプリケーショ

ンの一連の動作としては，Webブラウザから送信され

たリクエストとデータを，HTTPD を介し Servlet

（Controller）が取得する。次に，Servletが受信したデー

タに含まれる処理情報を元にJavaBeans（Model）を実

行する。実行結果を表示する為のJSP（View）をServlet

がフォワードする。JSPは，Webブラウザへレスポン

スとデータ（Model）を送信する。コンポーネントの開

発規模としては，JSPが約120 JSP（HTML150枚相当），

Servletが数Class，JavaBeansが約1700 Classである。

4.2 ソフトウェア構成の考察

現状，Webアプリケーションシステムを実現するソフ

トウェア構成として，以下の４タイプを挙げることがで

きる。

①JSPのみ

②Servletのみ

③Servlet+JSP

④Servlet+JSP+JavaBeans（MVCモデル）

小規模システムを手軽に構築するには，タイプ①～③

でも問題ないが，今回のように規模の大きなシステムで

は，タイプ④のように役割を分担したコンポーネントで

実現する方法が，トータルコスト，品質の面から有利で

あると言われている。実際，タイプ④のMVCモデルを

設計標準としたソフトウェアフレームワークを開発して

おくことにより，ソフトウェアの生産性の向上のみなら

ず品質の向上にもつながった。

また，システム開発の上流の設計工程からオブジェク

ト指向設計を導入した為，オブジェクト指向プログラミ

ング言語Javaによる開発もシームレスに行えた。その結

果，システムに要求された安全性と信頼性の向上にも貢

献することができた。

5. システム要件の実現

前出3.3 項に示した技術要件について，サーバサイド

Java技術を始めとしてどのように対応したかを，以下に

示す。

①レスポンスの確保要求

各所に分散する情報の集中一元管理，情報の正規化に

よる体系的なデータベースデータ管理，およびデータ

ベースデータのアクセスチューニングを実施した結果，

ユーザのデータ要求に対するレスポンスの向上ができ

た。また，J2EE採用によるServletエンジンのマルチ

スレッド動作も，レスポンス向上に寄与した。

②操作性の要求

ユーザインタフェースについては，誤操作防止を最優

先課題として設計を行い，DHTML技術（クライアン

ト側での動的HTML提供），JSP技術（サーバ側での動

的HTML 提供）を最大限に生かす，ユーザに最適な

図２　ソフトウェア構成
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インタフェースを提供するよう開発した。入力データ

候補値のドロップダウンメニュー化の提供など，一般

的なユーザインタフェースについてはもちろんのこと，

細かい工夫として，ログインを受け付けた後，プログ

ラムでユーザ毎のアクセス権限を取得し，そのユーザ

が操作できる画面機能のみをメニューボタンとして表

示するようにした。この結果，メニューボタンを押し

た後，「権限がありません」というような不愉快なユー

ザインタフェースを排除できた。また，画面の機能ボ

タンを集めた表示エリアは，画面展開に従ってその状

況で操作が可能なボタンのみ表示するようにした。

ユーザが悩まされるどのボタンを押したらよいかと迷

うケースを，改善することができた。

③認証COMとの連携

ユーザ認証の実行部分は既にWindows COMで設計・

開発・検証されており，既存資産の再利用の重要性か

ら，Java-Windows COMのブリッジ機能を提供した。

④電子ファイルの添付

セキュリティ等の運用面管理上，FTP方式よりも適し

ているHTTP 上のファイル転送方式である IETF

（Internet Engineering Task Force）勧告RFC1867

（Form-based File Upload in HTML）に従って，クラ

イアントからサーバへのファイルアップロードを実装，

実現した。

⑤日誌の文字列検索

データベースベンダーが提供するオプション機能の全

文検索エンジンを使用し，データベースに保存されて

いる日誌から，指定した文字列を含む日誌をすべて抽

出できるようにした。

6. エンドユーザ評価

システムの運用を開始して3ヶ月過ぎた時点で，作業

管理システムについてエンドユーザからの評価を募るこ

とができたので，その内の処理速度と使い易さの2点に

ついて簡単に紹介する。（図３）パイグラフは，正時を起

点として右回りで凡例の上から下に対応する。

“非常に満足”，“やや満足”の合計が，処理速度で40%，

使い易さで44%に達しているが，その値とほぼ同数のエ

ンドユーザから“普通”という評価をいただいた。この

評価結果について，サーバサイドJava技術によるシステ

ム構築がもたらす最大のメリットが，処理速度や使い易

さというユーザインタフェースの向上よりも，将来にわ

たるシステムの維持管理にかかるコストの低減をもたら

すことにあるので，妥当であると解釈した。総評として，

再構築が合格ラインに達し，この技術によるシステム構

築が成功であったと確信している。

7. お  わ  り  に

以上，サーバサイドJava技術によるアプリケーション

構築事例について，構築技術を中心に再構築に至る背景，

設定した目標効果，運用開始後のエンドユーザ評価など

を紹介した。機会があれば別の分野へもサーバサイド

Java技術の適用について，視点を変えた紹介をしたいと

思っている。

最後に，本稿の結びとして，中国電力と横河の今後の

取り組みを述べたい。

作業管理システムは，今後ともエンドユーザの声を聞

きながら改良を続け，残る第3世代の火力業務システム

についても，火力技術のノウハウを有する「株式会社パ

ワー・エンジニアリング・アンド・トレーニングサービ

ス（中国電力が中心となり平成14年4月に設立予定）」等

を活用し，鋭意再構築に取り組んでゆきたいと考えてい

る。

横河電機では，作業管理システムに対して，エンド

ユーザからいただいた貴重な指摘や改良要求について，

今後とも顧客満足を第一に，対応してゆく所存である。

サーバサイドJava技術の優れた特性を活かし，今後は

プロセス制御の上位に位置づけられる M E S

（Manufacturing Execution System）領域への適応も視野

に入れ，更に技術を磨いてゆく所存である。拙稿を通じ

て，サーバサイドJava技術を用いたシステムが真にユー

ザの利益になることを理解していただければ幸いである。
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図３　ユーザ評価


