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まえがき

近年，サーバのオペレーティングシステム（OS）とし

て Linux
〈注1〉
が注目を集めている。米国の調査会社インターナ

ショナルデータ（IDC）の調査によると，世界のサーバ

OS 市場における Linuxのシェアは，1999年には 25 ％に

まで上昇しており，日本でも2000年の Linux 市場予測を

4 ％から 7.8 ％へ上方修正した。Webサーバ OSに限定す

ると，Linux と FreeBSD
〈注2〉

を加えた PC
〈注３〉

-UNIX
〈注4〉

のシェアは

43.5 ％となっている。

また，国内の各メーカーが Linuxのサービスビジネス

を開始し，PC-UNIXおよびリレーショナルデータベース

の正式サポート体制が整うなど，環境面でも充実してきて

いる。

このような背景の中で，本稿では，電力会社における広

域Webシステム構築にあたり，PCサーバの OS に Linux

を選択した理由とそれを支えるためのオープン技術につい

て紹介する。

システムの概要と課題

２.１ システムの概要

本システムは，電力系統監視制御系システムから伝送さ

れる系統情報（図１参照），事故情報（図２参照）などを

データベースに取り込み，それをイントラネット上で公開

することを目的としたシステムである。

公開用のWebサーバは，各地域を管轄する上位系，中

位系，下位系からなる監視制御システムごとに設置され，

電力会社全域をカバーする。

２.２ システムの課題

広域に分散された各拠点のWebサーバが相互に連携し

情報を配信するシステムにおいては，以下の課題がある。

すべての拠点に対し同一の機能を実現させる。

上位系，中位系を中心とする重要な拠点では，信頼性（2）
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図２　画面例2（事故情報一覧）

図１　画面例1（系統図）

〈注１〉Linux：1991年に Linus B. Torvalds 氏により，i 386 以上を

搭載した PC 互換機をターゲットプラットホームとして開発

された UNIXクローン OS。世界中のプログラマーがイン

ターネット上で自発的に共同開発を行って完成

〈注２〉FreeBSD：ライセンスフリーの UNIXクローン OSの一種

〈注３〉PC-UNIX：パソコン上で動作する UNIX。ライセンスフ

リーの Linuxや FreeBSDなどの総称

〈注４〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標
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が求められる。

システムトータルのコストを低減させる。

機能的な拡張性，保守性を考慮した仕組みとする。

これらの課題を受けて，上位系，中位系の監視制御シス

テムを中心とする拠点には信頼性の高いサーバを配置し，

下位系の監視制御システムの各拠点にはコストパフォーマ

ンスの高いサーバを配置する構成が必要となり，中心とな

る UNIXサーバと，多数の PCサーバの混在による統合的

なWebインテグレーションが求められた（図３参照）。

システム開発のポイント

UNIXサーバと PCサーバの混在環境でのシステム開発

においてはポイントが二つあった。一つは開発手法であり，

もう一つは PCサーバの OSを何にするかである。

３.１ 開発手法の整備

システムの開発にあたり，システムの品質や納入後の保

守，機能追加を考慮し，UNIXサーバと PCサーバに共通

した開発フレームワーク（開発における標準手法）の整備

が不可欠である。

３.２ PCサーバのOSの選択

現在 PCサーバとしては，Windows
〈注5〉

NT（2000），Linux

や FreeBSDを中心とした PC-UNIXなどが利用可能であ

る。電力広域Webシステムの中心となる UNIXサーバと

共通した開発フレームワークでシステムの開発をする場合，

最適な PCサーバの OSを選択することが重要である。

Linux の適用

PCサーバの OSを選定するにあたり，電力向けシステ

ムとして適用する場合のポイントについて検討した。その

ポイントとは，

OS障害の対応スピードが速いこと

必要な基本ソフトウェアがあること

リモートメンテナンス，システム管理が容易なこと

必要とするリソースが少ないこと

安定性があること

である。この検討内容を表１に示す。

本検討結果と合わせて，UNIXサーバと開発フレームワー

クを共有することを考慮し，PCサーバの OSには Linux

を適用することにした。

オープン技術の適用

UNIXサーバと，Linuxサーバ混在のシステムを構築す

るにあたり，Java
〈注6〉

，CORBA
〈注7〉

といったオープン技術をベー

スとした開発フレームワークを整備した。この開発フレー

ムワークは，以下の特徴を持つ。
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図３　システム構成

〈注 5〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 6〉Java：米国 Sun Microsystems Inc. の登録商標

〈注 7〉CORBA：プラットホームやプログラム言語の壁を超えてオ

ブジェクト（プログラム部品）同士の通信を可能にする技術

仕様の一つ。IDLはその中のデータベース間における通信仕

様の一つ
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特定のアーキテクチャ（OS，CPU）に依存しない開

発環境

特定のソフトウェア（ミドルウェア）に依存しないオー

プンなソフトウェア

対象システムの規模に応じたスケーラブルな構成を実

現する通信レイヤ

５.１ アプローチ

現在および将来のWebインテグレーション技術の動向

を考え，以下の基盤技術を利用した開発フレームワークを

整備した。

Javaによる開発

Servletおよび JSP
〈注8〉

を用いたWeb 画面開発

CORBA（Java IDL）を用いた通信

JDBCによるデータベースアクセス

図４にオープン技術をベースにした開発フレームワーク

の対象となるソフトウェア構成を示す。

５.２ Java 開発環境

Javaで開発することで，利用するアーキテクチャが

Javaをサポートしてさえいれば再利用が可能であり，アー

キテクチャの違いを Java 仮想マシン
〈注10〉

が吸収してくれるこ

とになる。つまり，一度開発したソフトウェアは，ハード

ウェアや OSの壁を超えて再利用することができる。また，

本システムのように複数の OSが混在する環境においても，

開発したソフトウェア資産を完全に共通なものにできると

いう利点がある。

本システムにて開発したフレームワークは，Java 環境

での開発の効率化，アプリケーション間通信のサポートや

ログ管理機能，キュー管理などの高品質かつ高信頼にかか

わる重要な機能を，Javaベースの開発で容易に利用でき

るものである。また，このフレームワークを利用して開発

したソフトウェア資産は，再利用性が高くなるといえる。

５.３ 画面開発環境の整備

本システムのフレームワークは，業務アプリケーション

と同一の Javaにて開発するために，Web 画面開発技術と

して Servletおよび JSPをベースとしている。

これは，従来の開発のように，画面作成のために開発者

が複数の開発言語を使い分ける負担を減らすためであり，

また，将来の保守時にも，画面の保守のために専門の技術

者を確保する必要がなくなるからである。

従来のWeb 画面開発技術は，専用のソフトウェアやイ

ンタフェースを利用する汎用性の乏しいものであった。そ

のため，開発に専門的技術を持った開発者が必要であり，

技術的には，業務アプリケーションとの通信に制約が多い

ことや性能面でも問題が多かった。

本フレームワークを利用してWeb 画面を開発すること

により，業務アプリケーションとの通信機能などのフレー

ムワークが提供する機能を，画面アプリケーションからも

利用できるため，システムの自由度が高く，画面表示性能

での効果が期待できる。

５.４ 通信方式の選択

システムのスケーラビリティを考えたとき，各サブシス

テム（画面アプリケーション，業務アプリケーション，通
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図４　ソフトウェア構成

表１　PC サーバ適用のポイント�

電力向けシステムに�
適用する場合のポイント�

内　容�
Linux�
適用判定�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

OS 障害の対応スピード�
Windows 系 OS は，オープンソースではないため，障害が発生しても対策用モジュールがリリース�
されるまで時間がかかる。�
Linux はソースが公開されているため，比較的短期間に対策用モジュールがリリースされる。�

ソフトウェア資産�
Windows 系 OS には，Linux に比較し豊富なソフトウェア資産がある。ただし，本システムに必要な�
リレーショナルデータベース，Web サーバなどは Linux でも利用できるため問題はない。�

リモートメンテナンス・�
　　　　　システム管理�

Windows 系 OS でも提供可能だが，基本的に GUI ベースのため完全なリモート保守は難しい。�
Linux は UNIX と同様にリモート環境でシステムの保守を提供できる。�

リソース�
UNIX と同様に，OS そのものの必要とするリソースを限定できる Linux は Windows 系 OS に比べて�
有利である。�

サポート� メーカーによる技術サポートが契約可能なため，長期間の保守・サポートを受けることができる。�

安定性� UNIX と同等の安定性が望める（連続稼動に耐えられる）。�

〈注 8〉Servletおよび JSP：Servletはサーバ側で動作するアプレッ

トであり，JSP（Java Server Pages）は動的に生成された

ページを表示するWebサイトを実現するための機構の一つ

〈注 9〉JDBC：Java Database Connectivityの略で，Javaアプリ

ケーションからデータベースを操作するために考案された統

一インタフェース

〈注 10〉Java 仮想マシン：Javaコンパイラによって生成された中間

コードによるプログラムを解釈，実行する環境

〈注9〉
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信アプリケーション，データベースエンジン）などの配置

を意識しない通信方式を選択することが重要となる。この

ような通信が実現できれば，システムの規模や負荷によっ

てサブシステムを複数のマシンに分散して配置するといっ

たシステム構成の変更を，ソフトウェアの変更なしに，自

由度高く行うことができる。また，マルチベンダーでのシ

ステム構築を考えたとき，独自の通信プロトコルを利用し

たシステム開発は，ベンダー間での通信の障害となるため，

オープンな通信方式の採用が必要となる。

これらを考慮した結果，通信手段として CORBA（Java

IDL）を採用した。CORBAは，近年注目されているオー

プン技術であり，すでに Javaでのサポートはもちろん，

多くのベンダーがサポートしている。CORBAを採用する

ことで，ネットワークやマシンの配置を意識することなく，

オープンな通信が可能となり，また，CORBAをサポート

する数多くのアプリケーションと，言語やアーキテクチャ

の壁を超えて通信することができるようになる。

５.５ データベースアクセス方式の選択

このシステムには複数のデータベースが存在する。その

種類ごとにアクセス処理を作成することは効率的にも品質

的にも好ましくない。そこでデータベースに依存しない共

通のアクセス方式を選択することが重要になる。

本開発フレームワークでは，データベースアクセス方式

として JDBCを採用した。

JDBCを使うことにより，Javaアプリケーションは

データベースに依存しないインタフェースでアクセスでき

るため，異なるデータベースエンジンが存在する環境でも

共通開発ができる。

効　果

本システムの開発で，Linuxという OSを適用する技術

と，Linuxを含むプラットホーム上でのWebインテグレー

ションを提供する開発フレームワークの検証ができた。そ

の結果，以下の効果が得られた。

ソフトウェア資産の再利用性

Java，Servlet，CORBAなどのオープン技術をベース

とした開発フレームワークを利用することで，開発の効率

化と，付随する管理機能の再利用が可能であり，高品質か

つ信頼性の高いWebインテグレーションを容易に提供で

きるようになった。

システム構築の柔軟性

本開発フレームワークは，CPUによるデータ格納・転

送の違いの影響を受けず，マシン環境の変更に柔軟に対応

できる。また，マルチベンダー環境や今後の類似システム

への流用を考慮したソフトウェア構成としている。これに

より，従来，UNIXサーバで構築していたシステムの一部

を，Linuxサーバとして置き換えることが可能となるため，

UNIXサーバと Linuxサーバを自由に組み合わせることで，

コストパフォーマンスの高いハードウェアを自由に選択し

て統合的なWebインテグレーションを提供できるように

なった。

システム機能の拡張性

サブシステム間の通信をオープンな方式とし，またデー

タベースに依存しないインタフェース方式としたことによ

り，ネットワークやマシンの配置を意識させないスケーラ

ビリティを提供する。これを利用して，システムの負荷や

機能追加に合わせたシステム構成の変更を，アプリケー

ションの変更なしに提供できるようになった。

あとがき

本システムの開発で Webインテグレーションとして

Linuxを適用したことにより，Webシステム提供の選択

肢が一つ加わった。Linuxのインターネット系サーバとし

ての利用は確実に拡大しており，さらにWebサーバとし

てだけでなく一般業務への適用も進みつつある。したがっ

て，今後も Linuxを利用したシステム開発は増加すると

考えられ，電力分野においては，運用支援系システムを中

心に適用が進むことが予想される。

現在，本システムはフィールドにて稼動中であり，本開

発フレームワークの効果をベースとし，電力システムにお

ける，業務形態，マシン分散構成，信頼性，ネットワーク

環境，コストパフォーマンスなどといった要素に対し，ベ

ストミックスなソリューションを提供できるものと考える。

今後とも UNIXと Linuxを組み合わせた柔軟なWebイ

ンテグレーションの適用拡大を進めていく所存である。

最後に，本システムの開発にあたり，ご指導・ご協力い

ただいた関係各位に感謝する次第である。
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