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1. はじめに
従来の集中型電力システムには過疎地域にお
ける電力需要減少による費用対効果の悪化と災
害時に大規模停電を引き起こすことがあるとい
う課題がある.解決策の 1 つとして分散型エネル
ギーシステムの導入がある[1].
分散型エネルギーシステム導入のため,金沢工
業大学白山麓キャンパスを実験施設としたエネ
ルギー地産地消に向けたエネルギーマネジメン
ト実証実験を行っている[2].実験の一環として生
活用コテージ消費電力や再生可能エネルギー発
電量,EV 走行時の消費電力などのデータを収集し
ている。収集データからエネルギーの消費と生
産が予測できれば系統電力と独立したシステム
構築が可能になると考えられる.
本稿では,エネルギー需要予測の前段階として
のエネルギーデータ収集システムの構築につい
て報告する.
2. エネルギーIoT データ収集システムの概要
学内オンプレミスシステムと AWS クラウドシ
ステムを構築した.オンプレミスシステムは学内
におけるデータ活用のテストサーバーとして使
用することを考えている.制約条件はあるが外部
にデータを配信することを想定したクラウドシ
ステムを構築する.
現状,収集データは 1 日または半日ごとに CSV
ファイルに記録されているため,データを活用す
るには適していない。1 日当たり収集データの
CSV ファイル概要を表に示す。
表 1.1 日あたりの CSV ファイル
データ種
bb-dl
dc
hpcs
pssp

row
17,280
43,200
43,200
43,200

column
32
166
28
24

size
ファイル数
1
約 3MB
2-3
約 35MB
1
約 6MB
1
約 8MB
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(1) 生活用コテージ消費電力,再生可能エネルギ
ー発電量データを白山麓キャンパス内の FTP
サーバーが収集する。本稿では、制御監視
装置(DC),木質バイオマスロガー(BB-DL),双
方向直流変換装置(HPCS),商用電源計測装置
(PSSP)の 4 種類のデータを扱う.
(2) 金沢工業大学扇が丘キャンパスに設置して
いるデータ収集サーバーが FTP サーバーに
ア ク セ ス し , 収 集データを CSV 形式で取
得・保存する.
(3) データ収集サーバーは収集データの形式を
データベース書き込み用に変換し,オンプレ
ミス DB サーバーへデータを書き込む.
(4) データ収集サーバーは TCP ソケットを用い
てパブリックサブネットのサーバーへデー
タを送信する.
(5) AWS サーバーは受信データをプライベート
サブネット内の DB サーバーに書き込む.
(6) DB サーバーは WEB サーバーを通じて外部
にデータを配信する.

図 1.構築システム全体概要

収集データをデータベースで統合する.使用す
るデータベースについて,収集データすべてに時
間が存在するため,時系列データベースである
InfluxDB を採用した.構築システムによるデータ
収集の流れを以下に示す.本稿では,下記(3)(4)(5)
について報告する.上述したデータのうち,生活
用コテージ消費電力・再生可能エネルギー発電
データを扱い,今回は EV 走行データは扱わない.

3. オンプレミス DB システム
学内イントラネット内で DB サーバーを構築し
た。DB サーバーの使用機器概要を表に示す.
学内ネットワーク環境下での作業のため,各種
表 2.サーバー機器概要
コンピュータ
CPU
記憶容量
メモリ
OS

DELL PRECISION T3600
Intel® Xeon®E5-1603
HDD 500GB
4GB
Ubuntu 18.04LTS
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プロキシの設定を行い,インターネット接続を可
能な状態にした.オンプレミス間での環境移行に
備えて Docker コンテナにて InfluxDB と Grafana
を実装した.
図 2.オンプレミスシステムソフトウェア構成
4. クラウドシステム構築
AWS 東 京 リ ー ジ ョ ン で シ ス テ ム を 構 築 す
る.VPC を作成し,パブリックサブネットとプライ
ベートサブネットを作成する.パブリックサブネ
ットにはデータ収集・変換サーバーから送られ
てきたデータを受け取るための EC2 インスタン
スを稼働させる.また,プライベートサブネット
に DB サーバーを設置するため,パブリックサブ
ネットに別のインスタンスを設置し,InfluxDB の
インストールと AMI を作成する.作成した AMI
をもとにプライベートサブネットに DB サーバー
用インスタンスを設置する.DB サーバーが外部
と通信するには,パブリックサブネットのサーバ
ーを中継する必要があるため,外部からの直接攻
撃を防ぐことができる.それぞれのインスタンス
タイプは t2.medium を選択した.クラウドシステ
ムの構成を図 3 に示す.

図 3.クラウドシステム構成
5. データ転送の性能評価
5.1 オンプレミスシステム
データ収集・変換サーバーから DB サーバーへ
CSV データの転送を行った.対象データは適当な
20 日間で,それぞれのファイルの行数を 1/50 に
削減して実施した.DC に関しては 1 日分のファ
イル数を合算したものを 1 ファイルとして行数
を削除した.データ転送の計測結果を図 4 に示す.

ファイルごとにサイズが異なるため転送時間
に多少の変動はあるが一定の転送時間を保って
いるとみられる.DC,BB-DL,HPCS,PSSP のそれ
ぞれの転送時間は平均 0.096 秒,0.029 秒,0.036
秒,0.034 秒であった.DC はサイズが大きいため,
他データよりも転送に時間がかかった.
5.2 クラウドシステム
構築したクラウドシステムでは,オンプレミス
システム同様の転送方式は使えない.そこで,TCP
ソケットを用いて CSV データを学内データ収
集・変換サーバーからクラウドシステムへ転送
した.サーバー側は受信データを蓄積し、転送デ
ータが無くなったとき、DB サーバーにデータを
書き込む.対象データはオンプレミスデータ転送
と同様のものを使用した。転送時間の計測結果
を図 5 に示す.

図 5.クラウドシステムデータ転送
ファイル数が増加するたび,転送時間も増加す
る.DC,BB-DL,HPCS,PSSP のはじめのファイル
の転送時間は 3.802 秒,0.178 秒,0.295 秒,0.319 秒,
最終ファイルの転送時間は 1412.9 秒,6.0 秒,6.0
秒,17.2 秒であった.
5.3 データ転送の評価
オンプレミスシステムへのデータ転送はほぼ
一定の速度を維持できる.しかし,クラウドシス
テムへのデータ転送はデータサイズが増加すれ
ば転送時間が急速に増加していく.実際サイズの
データを転送するには膨大な時間を要すること
になる.そのため,データ転送方式の改良が必要
である.
6. おわりに
データドリブンな分散型エネルギーシステム
導入に向け,エネルギーデータ収集システムを構
築した.
クラウドシステムにおけるデータ転送には膨
大な時間がかかるため,データ転送方式の改善が
必要である.
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図 4.オンプレミスシステムデータ転送
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