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Webテクノロジーを活用した電力監視システム
WebPower/WebReport

WebPower & WebReport, Power Monitoring System Using Web Technologies

株式会社ワイ・ディ・シー（通称，横河ディジタルコンピュータ）は，Webテクノロジーを活用した電力監視

システム用ソフトウェアWebPower/WebReport*2 を開発し，このパッケージ・ソフトウェアの販売を開始した。

この電力監視システムは，横河電機製DUONUS*3 と横河M&C製Powercert*4電力モニタとNT*5 サーバパソコン

から構成される。その上で当社のJava*6 開発技術，Oracle*7 データベース活用技術を駆使して開発した。横河電

機甲府事業所の協力を得て，昨年５月に甲府事業所にこのシステムが導入された。

今後，この電力監視システムは，各職場のパソコンからブラウザを使って，現状や過去の電力使用状況を簡

単にデータで取り出すことができるため，電力削減活動のマザーツールとして期待されている。
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*1 株式会社ワイ・ディ・シー

田　中　　義　信*1

TANAKA Yoshinobu

We have developed the power monitoring system that uses the Web technologies and started distrib-

uting it as the package named WebPower/WebReport. The system, which consists of Yokogawa Electric's

DUONUS, Yokogawa M & C's Powercert power monitor product and a Windows NT server machine,

has been developed with our Java development technology and Oracle database operation expertise. In

cooperation with the environment- and measurement-project of Yokogawa Electric Corporation,

WebPower/WebReport has been introduced into Kofu Plant of Yokogawa Electric on May, 1999.

  This system enables us to get data of both current and past power usage status from any PC through

webpages, and is expected to be a indispensalde tool for power saving.

1．は  じ  め  に

地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量抑制に大

きく貢献するために，電力消費量の低減が重要である。

昨年の４月から施行された「改正省エネルギー法」に基づ

き，国内の大手企業は，二酸化炭素の排出を抑制するた

めに，電力消費量を監視し，その低減に向けて努力する

義務がある。年間1200万kWh以上の電力を消費する事業

所は，第１種エネルギー管理指定工場として電力消費量

を国に定期報告する義務があり，年間600万kWh以上の

電力を消費する事業所は，第２種エネルギー管理指定工

場として，電力使用状況を記録する義務がある。

ここ２～３年の間にインターネットの利用が急速に進

み，ブラウザ・プログラムを使って情報を収集すること

が，一般的に行われている。そのような状況のなかで工

業的な情報をリアルタイムにホームページに掲載できる

横河電機製コンパクト・フィールド・サーバDUONUSと

横河M&C製電力モニタPowercertを活用して電力監視シ

ステムを構成し，そのソフトウェアを当社が開発しパッ

ケージとして販売を開始した。DUONUS上で動作するソ

フトウェアをWebPowerと呼び，WindowsNTサーバ上

で動作するソフトウェアをWebReportと呼ぶ。

2．システム構成

この電力監視システムのハードウェア構成を図１に示

す。電力監視の対象となる分電盤が，ビル全体や工場全

体に数多く分散する場合，複数のDUONUSによって多数

の電力モニタを分散配置する。この複数のDUONUSが，

イントラネットであるイーサネットに接続される。更

に，DUONUSが収集した積算電力量を集約し蓄積するた

めにWindowsNTサーバ用PCをイーサネットに接続す

る。そして，ユーザの使うブラウザ用PCを，同じイーサ

ネットに接続する。

WebPowerは，DUONUSのフラッシュロムに実装され

るパッケージプログラムであり，WebReportは，NT

サーバに実装されるパッケージプログラムである。

WebReportは，WebPowerの使用を前提にしている。

ユーザは，WebPowerとWebReportの機能をブラウザ

から利用する。

１台のDUONUSに最大30台の電力モニタをRS485通信
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ケーブルで接続できる。　　

DUONUSは，VHSビデオカセットテープ位の大きさな

がら，リアルタイムOSとJava実行環境を持ち，RS232-C/

RS485通信２ポートと10Base-Tイーサネットポートを

持っている。ハードディスクの替わりにフラッシュロム

を補助記憶とし，ファンなどの回転体を持たない耐環境

性に優れたコンパクト・フィールド・サーバである。

電力モニタは，積算電力量，電力値，電圧値，電流

値，無効電力，皮相電力，全高調波歪み率，力率などの

詳細な電力データ（電力モニタの機種にもよる）を計測で

き，RS485通信機能がある。この電力監視システムに

は，電力モニタの機種UPM01/02，UZ005，PR201を混在

して接続できる。また，電力モニタの新機種であるパル

ス積算器PR488を専用のDUONUSに接続できるパルス積

算版WebPowerも開発した。

3．WebPowerの機能

DUONUS内のWebサーバで，電力監視WebPowerの

ホームページを表示する。WebPowerには，次の機能が

ある。

（1）電力モニタ別電力データ詳細表示機能

ホームページに，積算電力，電圧，電流，力率，全

高調波歪み率を，定周期に更新し表示する。

（2）トレンドグラフ表示機能

ホームページに，詳細な電力データをトレンドグラ

フにして，定周期に更新し表示する。

（3）警報メール設定，警報メール送信機能

ユーザは，ホームページから警報発生用の上下限値

を設定できる。DUONUSの読み込んだ電力データ

が，その上下限値を越えると，DUONUSから電力管

理者に警報メールが送信される。

（4）CSVファイル取得機能

WebPowerは，定周期に電力データを読込み，DUO-

NUSのフラッシュロムに１日毎のCSV（comma sep-

arated value）ファイルとして保存する。ユーザは，

当日分を含めて過去５日分の電力データ（CSVファイ

ル）をブラウザPCにダウンロード出来る。

（5）短期データ収集機能（オプション）

（6）温度データ入力・表示機能（オプション）

（7）デマンド電力監視機能（オプション）

4．WebReportの機能

NTサーバPCにOracleデータベースを実装し，WebRe-

portホームページに電力のデータベースのデータを表示

する。WebReportには，次の機能がある。

（1）積算電力表示機能

WebReportホームページに，変電所別，建物別，エ

リア別，部署別，電力用途別，電力モニタ別に消費

電力値を集計した１日24時間の推移や，１ヶ月31日

の推移，１ヶ年12ヶ月の推移が，数表とグラフに表

示される。その消費電力推移データをブラウザPCの

ディスクにCSVファイルとしてダウンロードした

り，帳票としてプリンタに印字出来る。

（2）電気料金表示機能

（3）電力モニタデータ表示機能

（4）原単位表示機能

（5）構成図表示機能

（6）部署別配分表示機能（オプション）

（7）目標・実績表示機能（オプション）

（8）温度表示機能（オプション）

同じイントラネットに接続された多くのパソコン・ブ

ラウザから，WebPowerとWebReportのホームページを

図１　電力監視システムのハード構成

図２　DUONUSソフトウェア構成

図３　WebPowerトップページ
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表示して，ユーザが工場内の詳細な電力使用状況と，NT

サーバのデータベースに蓄積された過去や現在の電力消

費状況を詳しく知ることができる。

5．WebPowerソフトウェアの仕組み

図２に示すように，JEROS基本部とJEROS拡張部が，

DUONUSのリアルタイムOSの上に構築されている。（1） そ

のリアルタイムOS上でJavaVMが動作し，そのJavaVM

によってJava言語で記述されたアプリケーションWeb-

Powerの常駐プログラムが，動作する。

この常駐プログラムは，定周期に電力モニタの詳細な

電力データを収集し，DUONUS内部のデータを更新す

る。

6．WebPowerの画面

本文では，紙面の制限から主機能を説明する。

WebPowerのホームページを開くと，図３のトップ画

面が表示される。この画面から，電力モニタ毎に測定し

た電力データ（図４）やトレンドグラフ（図５）をブラウザ

に表示できる。

DUONUSに蓄積された電力データのCSVファイルを取

り出すために，図６ファイル取得画面を表示する。ま

た，この画面を使って警報メールの発信履歴ファイルも

ブラウザPCにダウンロードできる。

7．WebReportソフトウェアの仕組み

WindowsNT4.0/Serverパソコンに，データベース

Oracleを実装する。そして，デフォルト30分周期にNT

サーバ上でWebReport電力データ収集プログラムが，

DUONUSに蓄積されている電力CSVファイルをNTサー

バに読込み，細かい集計区分毎に積算電力データを加算

し，データベースを更新する。

一方，HTML言語で記述したWebReport画面と，Java

言語で記述したWebReportアプレットをNTサーバに格

納しておき，ユーザは，ブラウザでNTサーバのホーム

ページにアクセスして，WebReportの機能を利用でき

る。このアプレットは，ブラウザで実行されて，JDBC

（Java Database Connectivity）を経由してOracleデータ

ベースから，集計された電力データをブラウザ画面に表

示する。通常，アプレットは，ブラウザPCへのファイル

図４　モニタ収集データ表示

図５　トレンド表示

図６　ファイル取得画面

図７　WebReportメニュー画面



Webテクノロジーを活用した電力監視システムWebPower/WebReport

34横河技報　Vol.44 No.2 (2000)84

図８　１日の変電所別電力推移の積み上げ棒グラフ

図９　１日の用途別円グラフ

図10　部署別データのCSVファイル

書き込みや，プリンタへ印字するのを禁止されている。

しかし，このパッケージは，正規認証を受けてこの出力

機能を実現している。

こうして表示した表データを，ユーザはブラウザPCに

CSVファイルとしてダウンロードできる。更にブラウザ

PCに繋がるプリンタに帳票やグラフとして印字できる。

8．WebReportの画面

WebReportのホームページのメニュー画面を図７に示

す。この画面で積算電力のボタンを押すと，積算電力画

面が表示される。その画面で，検索種別（変電所別，建物

別，部署別，エリア別，用途別，電力モニタ別）に詳細に

１日，１ヶ月，１年度の電力量推移を表形式に表示でき

る。それを図８，図９の様にグラフ表示し，プリンタに

印字できる。

図10にブラウザから取り出した部署別データのCSV

ファイルを示す。

9．評　　価

これまで専任の電力管理者が，かなりの工数をかけて

電力モニタのデータをMS-Excelなどに入力して集計し，

各部署に報告していた作業は，WebPower/WebReport

の導入により殆ど軽減される。各部署の利用者は，リア

ルタイムな報告書や，過去の必要なデータファイルをブ

ラウザから直ちに入手できるようになる。そのため，省

エネ対策前のデータと対策後のデータをブラウザで簡単

に取り出して，省エネ対策の成果を評価できる。

このWebによる電力監視システムを導入すれば，エネ

ルギー管理者だけでなく，製造ラインに関わる社員，そ

のラインの管理者，所属長ら全員が，それぞれの視点か

らブラウザを使い，工場内の電力使用状況を把握し，無

駄やコストダウンの対策を具体的に実施できるようにな

る。まさに，全員参加による省エネ活動が推進できる。

10．お  わ  り  に

改正省エネルギー法を遵守するために，各企業は，エ

ネルギ使用状況をきめ細かく計測しなければならない。

大企業は，地球に優しい企業経営を目指して，電力監視

システムの構築に積極的に成りつつある。エネルギー削

減活動を，全社一丸となった取り組みにするためにも，

イントラネット上でブラウザだけを使って，簡単に誰で

もデータを取り出せるこのシステムは，省エネルギー活

動のマザーツールとして期待されている。

今後このシステムは，電力監視にとどまらず，環境計

測や，各種の計測情報をWebに載せるシステムに拡張し

て販売する計画である。
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