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(57)【要約】
【課題】データセンター内の電力供給設備の接続関係を
把握し易く表示する。
【解決手段】画面描画制御部６０が、少なくとも１つ以
上の第１種別の電力供給設備の各々について、第１種別
の電力供給設備を表す領域を、第１種別の電力供給設備
の数に応じた中心角の扇形で表し、第１種別の電力供給
設備の各々について、第１種別の電力供給設備に接続さ
れる少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各
々について、第２種別の電力供給設備を表す領域を、第
１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、第１種別
の電力供給設備に接続される第２種別の電力供給設備の
数とに応じた中心角の扇形であって、かつ、第１種別の
電力供給設備の領域と中心点が同じであり、第１種別の
電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に
内側の弧を配置した扇形で表して表示させる。
【選択図】図２３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、
　ことを含む処理をコンピュータに実行させる電力負荷管理プログラム。
【請求項２】
　前記第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第３種別の電力供給設備の各々について、前記第３種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第２種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第２種別
の電力供給設備に接続される前記第３種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第２種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第２種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、請求項１記載の電力負荷管理プログラム。
【請求項３】
　前記第３種別の電力供給設備の各々について、前記第３種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第４種別の電力供給設備の各々について、前記第４種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第３種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第３種別
の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第３種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第３種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、請求項２記載の電力負荷管理プログラム。
【請求項４】
　前記第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供給設備に接続され
る第３種別の電力供給設備が存在しない場合、前記第２種別の電力供給設備に接続される
少なくとも１つ以上の第４種別の電力供給設備の各々について、前記第４種別の電力供給
設備を表す領域を、前記第２種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第２種別の
電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形であ
って、かつ、前記第２種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第２種別の
電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表して
表示させ、
　前記第３種別の電力供給設備を表す領域の中心角は、前記第３種別の電力供給設備の数
と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数と、前記
第３種別の電力供給設備の定格容量電力と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前
記第４種別の電力供給設備の定格容量電力とに応じて決定される請求項２記載の電力負荷
管理プログラム。
【請求項５】
　前記電力供給設備の領域の各々について、前記電力供給設備を表す領域である扇形の内
側の弧の中心点側に、前記電力供給設備の入力側に接続された前記電力供給設備の領域を
配置し、前記電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の中心点と反対側に、前記電
力供給設備の出力側に接続された前記電力供給設備の領域を配置して表示させる請求項１
～４の何れか１項記載の電力負荷管理プログラム。
【請求項６】
　前記電力供給設備を表す領域の中心角は、同じ種別の前記電力供給設備の数、及び前記
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電力供給設備の定格容量電力に応じて決定される請求項１～４の何れか１項記載の電力負
荷管理プログラム。
【請求項７】
　前記電力供給設備を表す領域は、前記領域に対応する前記電力供給設備の、使用電力、
最大電力、定格容量電力、及び電力ロスの何れか１つに応じて区分されて表示される請求
項１～６の何れか１項記載の電力負荷管理プログラム。
【請求項８】
　さらに、前記電力供給設備を表す領域の扇形の内側の弧側の端部、又は扇形の外側の弧
側の端部に、電力供給設備に関する論理構成を表す情報を重畳させて表示させる請求項１
～７の何れか１項記載の電力負荷管理プログラム。
【請求項９】
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、
　電力負荷管理方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、画面描画制御部
　を含む電力負荷管理装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、画面描画制御部
　を含む電力負荷管理装置と、
　前記電力供給設備の各々の使用電力を取得する情報端末と、
　を含む、電力負荷管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力負荷管理プログラム、電力負荷管理システム、電力負荷管理方法、及び
電力負荷管理装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、管理装置として、建物内のネットワークを通じてユニット毎の単位時間の消費電
力量データを取得し、データベースに蓄積する処理や種々の統計計算量処理や表示加工処
理を行うものがある。また、管理装置は、ユニット毎の単位時間の消費電力量を表、グラ
フ、又は表及びグラフの形式によって表示画面に表示する。
【０００３】
　また、工場内に設置された設備の位置情報と属性情報とを管理する方法が提案されてい
る。この方法では、設備レイアウト図において配電盤が選択されると、配電経路のレイヤ
のデータに基づき、当該配電盤から電力が供給される配電経路の往き端位置を検索し、往
き端位置に接地された設備をレイアウト図データにより検索する。また、各設備の消費電
力を連結マップに基づき各設備の属性データから取得して、各設備の合計消費電力を算出
し、配電盤の属性データから取得した規定電力容量から、合計消費電力を減じて、供給可
能な残電力として表示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３１２１４２号公報
【特許文献２】特開２００４－１３１９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　１つの側面では、本発明は、データセンター内の電力供給設備の接続関係を把握し易く
表示することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの態様として、電力負荷管理プログラムは、コンピュータに、少なくとも１つ以上
の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備を表す領域を、
前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表示させる処理を実行させる。
また、第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供給設備を表す領域
を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別の電力供給設備に
接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形として表示させる処
理を実行させる。また、当該扇形は、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じ
であり、前記第１種別の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧
を配置した扇形として表示させる処理を実行させる。なお、少なくとも１つ以上の第２種
別の電力供給設備が、前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力
供給設備に接続される。
【発明の効果】
【０００７】
　一つの側面として、データセンター内の電力供給設備の接続関係を把握し易く表示する
、という効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】データセンターの電力系統図の例を示す図である。
【図２】データセンターの電力使用状況の管理の例を示す図である。
【図３】ＵＰＳ～ラック用分電盤の構成の一部分の例を示す図である。
【図４】冗長サービス毎の電力構成の例を示す図である。
【図５】ラック用分電盤の電力容量の例を示す図である。
【図６】受電定格容量と配電定格容量との比として表現した例を示す図である。
【図７】空き容量と電力使用量との表現の例を示す図である。
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【図８】半径ｒ１とｒ２とが一致する場合の例を示す図である。
【図９】半径ｒ１とｒ２との差が大きい場合の例を示す図である。
【図１０】多段構成にする場合の例を示す図である。
【図１１】多段構成にする場合の例を示す図である。
【図１２】電力容量の表現の例を示す図である。
【図１３】電力供給設備の構成の表現の例を示す図である。
【図１４】電力供給設備の電力ロス状況を表現した例を示す図である。
【図１５】故障の影響についての例を示す図である。
【図１６】ラックの電源接続の論理構成の例を示す図である。
【図１７】冗長型毎のリンクの付加例を示す図である。
【図１８】リンクの付加例を示す図である。
【図１９】第１の実施形態に係る電力負荷管理システムの概略図である。
【図２０】ラック用分電盤群の例を示す図である。
【図２１】ラック用分電盤とラックとの構成の例を示す図である。
【図２２】ラック用分電盤の構成例を示す図である。
【図２３】第１の実施形態に係る電力負荷管理装置の機能的構成を示すブロック図である
。
【図２４】電力供給設備の階層の例を示す図である。
【図２５】パラメータの具体例を示す図である。
【図２６】パラメータの具体例を示す図である。
【図２７】パラメータの具体例を示す図である。
【図２８】パラメータの具体例を示す図である。
【図２９】生成されたグラフに対してリンクを付加した例を示す図である。
【図３０】第１の実施形態に係る電力負荷管理装置として機能するコンピュータの概略構
成を示すブロック図である。
【図３１】第１の実施形態に係る電力負荷管理処理の一例を示すフローチャートである。
【図３２】第１の実施形態に係る定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画処理
の一例を示すフローチャートである。
【図３３】第１の実施形態に係る階層１の描画処理の一例を示すフローチャートである。
【図３４】第１の実施形態に係る階層Ａの描画処理の一例を示すフローチャートである。
【図３５】第１の実施形態に係る階層Ａの描画処理の一例を示すフローチャートである。
【図３６】第１の実施形態に係る電力使用量領域及び電力ロス領域の描画処理の一例を示
すフローチャートである。
【図３７】第１の実施形態に係る階層１の描画処理の一例を示すフローチャートである。
【図３８】第１の実施形態に係る階層Ａの描画処理の一例を示すフローチャートである。
【図３９】第１の実施形態に係る階層Ａの描画処理の一例を示すフローチャートである。
【図４０】第１の実施形態に係るリンクの付加処理の一例を示すフローチャートである。
【図４１】第１の実施形態に係るリンクの付加処理の一例を示すフローチャートである。
【図４２】第２の実施形態に係る電力負荷管理装置の機能的構成を示すブロック図である
。
【図４３】階層における構成に相違がある例を示す図である。
【図４４】構成を表に表した例を示す図である。
【図４５】仮想装置を追記した階層における構成の例を示す図である。
【図４６】仮想装置を追記した階層における構成を表に表した例を示す図である。
【図４７】階層構造が異なる場合に描画されるグラフの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、開示する技術に係る実施形態について説明する。
【００１０】
　まず、実施形態の詳細を説明する前に、後述する各実施形態により提供されるシステム
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において前提となるデータセンター内の電力の状況の把握の必要性について説明する。
【００１１】
　データセンターでは、顧客のラックへの電力を途絶えることなく供給し続けられる能力
が必要とされる。そのためデータセンターでは、商用電源断に耐えられる自家発電装置や
商用電源と自家発電装置との切り替えを無停止で行うためのＵＰＳ（Uninterruptible Po
wer Supply）を備える。
【００１２】
　上記のような対策を講じたとしても、電力供給設備の老朽化や保守メンテナンス不足に
より、電力供給設備が故障する可能性はある。
【００１３】
　また、データセンターにおいて電力供給の切断事故が発生すると、その影響は大きい。
【００１４】
　上記の対策としてデータセンターでは、電力供給経路を冗長化し、高品質な分電盤や分
岐盤等の電力供給設備を使用することで、電力供給の可用性を確保している。また、顧客
へのサービスの中にこの冗長化された電力供給経路を利用できるサービスを提供している
。これは、もし電力供給設備に故障が起こった場合でも、ダウンした電力供給経路以外の
経路での電力供給を継続できるサービスである。また、電力供給設備のうち、故障リスク
が低いものほど高価であるものが多い。
【００１５】
　ただし、電源の冗長化は、経路を分散する一方で、使用しない電力の容量（故障が起こ
ったときのみに使用される電力の容量）を確保することでもある。そのため、データセン
ターの運用管理者は、下記（１）～（４）の電力容量の状況を常に把握しておかねばなら
ない。
【００１６】
（１）電力供給設備で通常使用されている電力使用量
（２）電力供給設備が使用しうる最大電力容量
（３）電力供給設備の定格容量
（４）電力供給設備（主電源）の故障時に代替される電力供給設備（主電源）（冗長構成
の組み合わせ）とダウン時に確保しておくべき電力容量
【００１７】
　また、データセンターの運用管理者は、電力供給の切断事故が起こった場合の影響範囲
（どの電力供給設備が故障するとどのラックに影響があるか）を常に把握しておく必要が
ある。よって、下記（５）及び（６）の状況も常に把握しておかねばならない。
【００１８】
（５）電力供給設備とラックとの接続関係
（６）ラックの冗長レベル・冗長度
【００１９】
　次に、上記（１）～（６）の内容を把握する問題点について説明する。
【００２０】
　具体的に、上記（１）～（６）の内容を把握する方法として、下記（Ａ）～（Ｄ）の方
法が考えられる。
【００２１】
（Ａ）リアルタイムで電力使用量を計測し、常時監視することで状況を把握する。ただし
、ラック内設備の稼働状況(稼働率)は常に一定ではないため、直近の電力使用量の傾向を
統計するなどして、使用状況の変化も監視する。
（Ｂ）ラック内の設備の電力使用状況の多少に関わらず、ラック内の設備が使用しうる最
大電力を定め、上位の電力供給設備の電力容量の管理を行う。ラック内の設備が使用しう
る最大電力を定めるには例えば、ラック内の機器の総定格容量に対し、３０％から６０％
の範囲の係数をかけて最大電力を求める方法がある。また、過去の最大電力使用量を計測
した履歴データから求める方法、及び、統計を使用し最大電力を予測する方法がある。
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（Ｃ）ラックと電力供給設備との接続、および、上位の電力供給設備との接続の構成管理
を行う。
（Ｄ）上記（Ａ）～（Ｄ）を総括し、各電力供給設備の電力の使用状況や最大電力の管理
を行う。
【００２２】
　また、例えば、図１のようなデータセンターの電力供給系統は、図２のような表示によ
り管理することができる。
【００２３】
　しかし、データセンターの保有する電力供給設備は、データセンターの規模によっては
非常に多い場合がある。そのため、単に、図１、及び図２のような構成図と負荷状況の管
理だけでは、下記（ａ）及び（ｂ）の理由により、不測の電力供給設備の故障や事故の影
響を一目で把握することが困難な場合がある。
【００２４】
（ａ）データセンターの給電設備（特高受電設備）からラックへの配電に関係する電力供
給設備は多段構成のうえ、ラック用の分電盤が多数存在する。そのため、図１に示す概略
図ではなく実際の電力供給経路の構成を図で表現すると、図３のように関連を示す線が多
くなり、見辛い図になる。なお、図３は、図１の概略図のＡ系のＵＰＳ～ラック用分電盤
の構成の一部分の例を示す。
【００２５】
（ｂ）データセンターに収容可能なラック数とラック用の配電ブレーカ数は非常に多く、
かつ、冗長電源サービスの種類によって、ラック毎に電力の供給源となる設備がどの階層
の電力供給設備であるかが異なる。図４に、冗長サービスの種類の違いによる電力構成を
示す。なお、図４のように、単体あるいは少数のラックであるならば、冗長の構成を表現
できるが、複数ラックを同時に冗長表現することは困難である。
【００２６】
　そのため、データセンターの管理者は、ラックへの電源供給能力を有効活用することや
電力供給設備の故障に備えて、電力の空き容量を確保しておくことの両方を満足できるよ
うな電力容量の管理が必要となる。
【００２７】
　上述の通り、データセンターの管理においては、上記（ａ）、及び（ｂ）の問題がある
。そのため、後述する各実施形態に係る電力負荷管理装置においては、上記課題（ａ）及
び（ｂ）を解決して、規模の大きいデータセンターであっても、上記（１）～（６）の状
況をできるだけ簡潔かつ確実に表現する。
【００２８】
　以下、実施形態の概要として、上記の課題（ａ）及び（ｂ）の解決方法について説明す
る。
【００２９】
　後述する各実施形態に係る電力負荷管理装置における状況把握対象は、電力分岐構成、
電力使用量（使用率）、電力使用バランス、電力供給設備ダウン時の影響対象設備・ラッ
ク、電力設備の電力ロス率とする。ここで、電力分岐構成とは、ＵＰＳからラックに至る
までの電力供給経路の分岐構成を表す。また、電力使用量（使用率）とは、ＵＰＳや分電
盤の主幹や配電ブレーカなどの計測電力と使用可能電力（最大電力）、定格容量電力など
の電力使用量や使用率を表す。また、電力使用バランスとは、ＵＰＳからラックへ配電す
るまでの間の電力供給経路となる電力供給設備の電力使用バランスを表す。また、電力供
給設備ダウン時の影響対象設備・ラックとは、ある電力供給設備が故障や停止した場合に
、影響が及ぶラックである。電力供給設備ダウン時の影響対象設備・ラックを状況把握対
象とすることで、どのラックに影響があるかを把握し、顧客とのサービスレベルの遵守状
況を管理する。また、電力設備の電力ロス率とは、各電力供給設備の受電と配電との電力
の差である。電力設備の電力ロス率から、電力ロスの状況を管理する。
【００３０】
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　以下、実施形態の概要として、上記の課題（ａ）及び（ｂ）の解決方法について説明す
る。
【００３１】
　上記課題（ａ）、及び（ｂ）の解決方法として、後述する各実施形態においては、２つ
の着目点に基づいて、データセンターの電力容量の管理の表現方法を採用する。
【００３２】
　まず、第１の着目点「データセンターの電源設備の受電・配電の電力容量の特徴」につ
いて説明する。
【００３３】
　図５に、データセンターで使用する分電盤の電力容量の例を示す。図５の例に示すよう
に、データセンターで使用している電力供給設備は、基本的に電源設備自体の受電（電力
の入力側）と配電（電力の出力側）に次の関係がある。
【００３４】
受電定格容量　≦　配電定格容量の総和　=　Σ(配電ブレーカまたは分岐先の受電定格容
量n)
【００３５】
　電力供給設備の特徴は、受電側より配電側の総和の方に大きな定格容量が設定されてい
ることである。分電盤から電力を配電される配電ブレーカ（または分岐先）では、配電さ
れた電力を100%使用するとブレーカトリップするため、受電定格容量の100%を使用するこ
とはない。そのため、分電盤の配電定格容量の総和は、受電定格容量よりも大きくなけれ
ば、受電定格容量に近い電力を使用することができない。従って、上記のように、受電側
より配電側の総和の方に大きな定格容量が設定されている。また、ラック用の分電盤は、
多くのラックに対して配電を行うため、ブレーカ数を多くし、各ブレーカの受電定格容量
の30～40%を使用することを想定している。このような受電定格容量と配電定格容量の総
和との大小関係のために、分電盤の配電側の設備による電力使用量が分電盤の受電定格容
量と等しくなるかそれ以上になると、分電盤がトリップする。そのため、配電側の使用電
力量の上限は、受電定格容量以下となるように管理しなければならない。もし分電盤がト
リップした場合には、その分電盤の全ての配電が停止する。
【００３６】
　次に、第２の着目点「電力管理の視点（主電源側と末端側の観点の違い）」について説
明する。
【００３７】
　データセンターの電源容量の管理は、主電源側の方ほど電力使用量や空き容量の状況把
握を重視し、末端側（ラックへの配電）は、電力使用量のバランスやバラつきの状況把握
を重視している。
【００３８】
　これは、主電源側は、データセンターとしての電力供給能力には限りがあり、受電に近
い側の電力供給設備ほど、設備故障による影響が大きく、容量の管理は受電に近いほど重
要であるからである。
【００３９】
　また、末端側は、受電定格容量の１００％は使用されることは少ないため、配電能力に
は余裕があることから、配電のやり方によっては、特定の分電盤を優先利用するなどの配
電に偏りが生じることがあるからである。また、配電に偏りがあると、特定の受電側設備
が受電定格容量に近い電力を使用してしまい、受電定格容量の関係で使用できなくなって
しまう配電設備がでてくる。さらに、空いている配電設備を無理に使用しようとすると、
電源の配線を長くするなど電力の効率利用を損なう使い方をしなければならなくなる。そ
のため、末端側は、配電設備の各々に、バランスよく機器が接続されていることが重要と
なる。
【００４０】
　次に、後述する各実施形態において、上述の第１及び第２の着目点に基づく、データセ
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ンターの電力管理方法としての表現について説明する。
【００４１】
　まず、上述の第１の着目点より、「受電定格容量　≦　配電定格容量の総和」の関係を
、中心角が同じで半径の異なる２つの円の円弧の長さの違いとして表現する。中心角が同
じ円弧の長さは、円の半径が短い内側の円弧より、円の半径が長い外側の円弧の方が長く
なる。よって、図６のような表現により、内側の半径ｒ１と外側の半径ｒ２の関係を受電
定格容量と配電定格容量の比として表現することができる。また、図６において、円弧Ｌ

１は受電定格容量を表し、円弧Ｌ２は、配電定格容量の総和を表し、ｒ１：ｒ２＝Ｌ１：
Ｌ２の関係である。例えば、図５に示す分電盤の例では、受電定格容量が９０ｋＶＡであ
り、配電定格容量の総和が２６０ｋＶＡであるので、ｒ１：ｒ２＝９０：２６０で表現で
きる。さらに、円弧Ｌ１、及び円弧Ｌ２の両端点とを結んで（右側は右側と、左側は左側
と結ぶ）できる領域が、電力供給設備の領域となる。以下、両端点を結ぶとは、右側は右
側はと、左側は左側と結ぶことを表す。
【００４２】
　なお、「受電定格容量＝配電定格容量の総和」の場合は、内側の半径ｒ１と外側の半径
ｒ２との関係は本来「ｒ１＝ｒ２」であるが、領域を表現するために、図８のようにｒ２

を 調整パラメータ（例えば、ｒ１の５％程度）に応じて増やして表現してもよい。
【００４３】
　また、「受電定格容量＜＜配電定格容量の総和」（配電定格容量の総和が受電定格容量
に対してかなり大きい）の場合は、配電定格容量を忠実に表現しても、受電定格容量以上
の電力を使用できない。そのため、図９のようにｒ２はｒ１の所定の長さ（例えば、ｒ１

の２倍）以上にならないように頭打ちして表現してもよい(ｒ２’)。
【００４４】
　また、円弧の中心角である角度θは、同一階層の電力供給設備の電力容量の比率で決め
、同一階層の合計が３６０°となるようにする。例えば、同一階層の電力供給設備が４つ
で、各設備の電力容量比が１：１：１：１の場合、各設備のθは９０°になる。ここで、
階層とは、主電源（又は電源）からの距離を表し、同一の階層には、同一種別の電力供給
設備のみが存在するものとする。また、電力使用量は、受電定格容量を超えることが無い
ため、図７に示すように、内側の円弧（受電側定格容量の円弧の長さ）の長さを、外側の
円弧の一部の長さで表し、当該円弧同士の両端点を結んだ領域を使用可能最大電力領域と
して表すことができる。また、内側の円弧（電力使用量）の長さを外側の円弧の一部の長
さで表し、当該円弧同士の両端点を結んだ領域を電力使用量の領域として表すことができ
る。そのため、使用可能最大電力領域と、電力使用量の領域との差分を使用可能な空き容
量として表すことができる。
【００４５】
　次に、多段の電力供給設備の入力と出力との関係の表現方法について説明する。
【００４６】
　ある電力供給設備Ａの出力が別の複数の電力供給設備Ｂの入力になる場合、図１０、及
び図１１のように、電力供給設備Ａを示す領域の外側の円弧のさらに外側に、同様の法則
で電力供給設備Ｂの領域を表現できる。これにより、多段の電力供給設備の入力と出力と
の関係を表現できる。なお、図１０においては、Ａの配電定格容量の総和が、Ａに接続さ
れているＢと同じ階層の電力供給設備の総受電定格容量と一致している場合を表す。また
、図１１においては、Ａの配電定格容量の総和が、Ａに接続されているＢと同じ階層の電
力供給設備の総受電定格容量よりも小さい場合を表す。
【００４７】
　例えば、ＵＰＳのような主電源を中心の円とすると、多段の電力供給設備について、上
位の電力供給設備の配電定格容量と下位の電力供給設備の受電定格容量との関係、及び電
力使用量の関係は、図１２のように表現できる。図１２において、ＵＰＳを第１階層とし
て、ＵＰＳに接続されている第２階層のＰＤＵを第１階層の次の領域で表し、更に第３階
層のＰＤＦについても同様に、第２階層のＰＤＵの外側の領域に表している。また、第１
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階層については、電力使用量と使用可能最大電力容量とを表現し、他の階層については、
電力使用量と使用可能最大電力容量と定格容量とを表現することにより、電力使用量の関
係を表している。なお、図１２において電力供給設備を表す領域である扇形の内側の弧の
中心点側に、電力供給設備の入力側に接続された電力供給設備の領域を配置している。ま
た、扇型の外側の弧の中心点と反対側に、電力供給設備の出力側に接続された電力供給設
備の領域を配置している。
【００４８】
　電力使用量は、円の中心に近い方の電力供給設備の容量に依存するため、中心に近いほ
うの電力は必然的に円の外側の電力供給設備の容量の総和になる。円の外側（電源経路の
末端側）の表現は小さく（細く）なって、個々の電力供給設備については電力使用量が表
現しづらくなるが、配電設備全体の電力使用量のバランスやバラつきを見るには適する。
【００４９】
　そのため、中心に近いほうの電力供給設備の使用率を図で見ることで電力の使用状況と
空き状況を重視した状況把握ができ、末端側は電力使用量のバランス（バラつき）を重視
した状況把握ができる。よって、上述の第２の着目点において述べたデータセンターとし
ての電源管理の視点に合った管理を可能にする。また、ＵＰＳ出力が２系統冗長になる場
合は、同様に図１３のように表現できる。なお、図１３では、各電力供給設備の電力使用
量の関係の表現は省略している。
【００５０】
　図３の例では、図１３の例の上半分(Ａ系統のみ)に相当する構成だけ表現したが、図１
３の例では、Ｂ系統も含むデータセンター全体の構成を表現しても、図３に示すような表
現に比べ、見やすい表現となる。さらに、図１２に示すように、各電力供給設備の電力使
用量も同時に表現できる。これにより、多くの電力供給設備を有するデータセンターであ
っても、電力供給設備の構成（接続関係）と電力使用状況とを、一つの図で表現できる。
【００５１】
　次に、電力設備の電力ロス率の表現方法について説明する。
【００５２】
　上述の表現方法を用いて、電力容量・使用量・空き容量以外にも図１４に示すように、
電力供給設備の電力ロス状況を表現することができる。ここで、図１４について説明する
と、図１４の受電側の電力使用量は、対象となる電力供給設備に入電される電力を表し、
配電側の電力使用量は、対象となる電力供給設備における使用されている電力を表す。そ
のため、受電側の電力使用量を表す内側の円弧と、当該円弧の長さを、外側の円弧で表現
した円弧の両端点を結んだ領域と、配電側電力使用量を表す外側の円弧の両端点と、受電
側の電力使用量を表す円弧の両端点を結んだ領域との差分が電力ロスとして表される。こ
のように、電力ロス状況を把握することで、障害を特定しやすくすることができる。
【００５３】
　通常、電力ロスはＵＰＳ以外の分岐・分電盤では無視できる程少ないが、設備の発熱や
電源線の引き回しによる電力ロス、あるいは実際の設備の異常や故障があると、電力ロス
が大きくなる。そのため、図１４のように表現することにより、電力ロスの大きさが把握
しやすくなる。なお、ＵＰＳは蓄電を経由するため、電力ロス率は分電盤等に比べるとか
なり大きいが、本実施形態においては、ＵＰＳの電力ロスについては考慮しない。
【００５４】
　次に、電力供給設備ダウン時の影響対象設備・ラックの状況把握に関連して、電力供給
設備の故障の影響範囲の表現について説明する。
【００５５】
　上述の表現方法を用いて、いずれかの電力供給設備が故障した場合、その影響は、その
設備の外側に位置する全ての設備が影響するように表現できる。例えば図１５のようにＰ
ＤＵ－Ａ２が故障した場合、ＰＤＵ－Ａ２の外側に位置するラック用分電盤(ＰＤＦ－Ａ
２－１～１５)が故障の影響を受けることが容易に分かる。
【００５６】
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　次に、電力供給設備ダウン時の影響対象設備・ラックの状況把握に関連して、ラックへ
の配電状況、及び冗長構成の表現について説明する。
【００５７】
　物理的な構成において、ラックから見た電力供給設備は実際にラックが接続されている
ラック用分電盤のブレーカであるが、冗長配電されているラックについては、途中の電力
の経路は、電力供給源がダウンしなければ問題が無い。そのため、論理構成においては、
途中の冗長経路の表現を無視し、電源供給元に接続されているように表現できる。よって
図４の物理構成があるとすると、図４の物理構成は、図１６のような論理構成に置き換え
ることができる。
【００５８】
　この論理構成を図１２に示すような作成されたグラフから参照できるように、図１７の
ような法則で電力使用状況の表現にリンク（画面上でクリック操作すると別画面が開く部
分）を重畳させる。そして、このリンクを操作（選択等）することにより、該当する電力
供給設備に関する冗長配電ラックの一覧を表示する。リンクを重畳させた場合の、グラフ
の例を図１８に示す。
【００５９】
　なお、後述する各実施形態では、冗長型として、ＵＰＳ冗長、系統冗長、分電盤冗長、
ブレーカ冗長を定義する。
【００６０】
　ＵＰＳ冗長とは、何れかのＵＰＳが故障しても他のＵＰＳからの電力供給が可能な冗長
構成を表す。そのため、図１７に示すように、複数のＵＰＳと共有できる円の中心部にリ
ンクを付加する。リンクの円周の長さは、例えば、片系のＵＰＳの外側の円弧の長さとす
る。
【００６１】
　また、系統冗長とは、何れかのＵＰＳ出力が故障しても出力元のＵＰＳが故障していな
ければ電力供給は途絶えないという冗長構成である。そのため、図１７に示すように、出
力元のＵＰＳの外側（外側の弧側端部）にリンクを付加する。
【００６２】
　また、分電盤冗長とは、何れかのサーバ用分電盤が故障しても出力元のＵＰＳ出力系統
が故障していなければ、電力供給が途絶えない冗長構成である。そのため、図１７に示す
ように、ＵＰＳ出力系統の内側（内側の弧側端部）にリンクを付加する。
【００６３】
　また、ブレーカ冗長とは、何れかのブレーカが故障又はトリップしてもラック用分電盤
が故障しない限りは電力供給が途絶えない冗長構成である。そのため、図１７に示すよう
に、ラック用分電盤の内側（内側の弧側端部）にリンクを付加する。
【００６４】
　後述する各実施形態に係る電力負荷管理装置において、上記の表現方法を用いることに
より、データセンター全体の電力使用状況、電力供給設備の定格容量と使用しうる最大電
力容量、及び電力供給設備で使用されている電力使用量を簡潔に表現することができる。
また、電力供給設備の接続関係（構成）、及び電力供給設備故障時の影響範囲を簡潔に表
現することができる。また、電源供給設備が関係する冗長配電ラックを容易に一覧取得す
ることができる。
【００６５】
　以下、図面を参照して、各実施形態について詳細に説明する。なお、各実施形態におい
て用いられる、各電力供給設備の「受電定格容量」、「配電定格容量の総和」は、予め定
義されているものとする。また、対象となるデータセンター内の各電力供給設備の構成情
報（物理構成、及び論理構成）についても同様に予め定められているものとする。また、
各実施形態において、上述した前提となる表現方法についての説明、及び実施形態の概要
と共通する内容については、詳細な説明を省略する。
【００６６】
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　図１９は、第１の実施形態の電力負荷管理システム５の一例である。図１９に示すよう
に、電力負荷管理システム５は、電力負荷管理装置１と、ラック用分電盤群３と、ビル管
理システム４と、利用者端末６とを有する。第１の実施形態に係る電力負荷管理装置１は
、インターネット等のネットワーク２を介して、ラック用分電盤群３、ビル管理システム
４、及び利用者端末６と相互に通信可能に接続される。なお、図１９における利用者端末
６は、１つの場合について図示したが、利用者端末６の数は図示の例に限定されず、電力
負荷管理システム５は任意の数の利用者端末６を有することができる。また、利用者端末
６は、例えば、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置であり、構成情報を登録する者
により利用されるものとする。
【００６７】
　ラック用分電盤群３は、図２０に示すように、対象となるデータセンターの複数のラッ
ク用分電盤７により構成されており、ラック用分電盤７の各々が受電使用電力と配電使用
電力とを計測し、ネットワーク２を介して、電力負荷管理装置１に送信する。ここで、受
電使用電力とは、ラック用分電盤７の各々に入電される電力であり、配電使用電力とは、
ラック用分電盤７の各々が使用している電力である。また、ラック用分電盤７は、図２１
に示すように複数のラック８の各々が電源ケーブル９によって、ラック用分電盤７のブレ
ーカの各々に接続されている。また、図２２に示すようにラック用分電盤７は、データ計
測ユニット１０と、複数のブレーカ１１によって構成されている。なお、ラック用分電盤
７は、データ計測ユニット１０に基づいて、当該ラック用分電盤７の受電使用電力と配電
使用電力とを計測する。また、計測される受電使用電力、及び配電使用電力は、ブレーカ
単位で、受電使用電力、及び配電使用電力の情報が判別可能な状態で取得されているもの
とする。
【００６８】
　ビル管理システム４は、例えばＢＥＭＳ（Building Energy Management System）で、
ＵＰＳやＵＰＳの出力盤等の上位の電力供給設備の電力データの計測を行い、ネットワー
ク２を介して電力負荷管理装置１に送信する。なお、第１の実施形態においては、ビル管
理システム４は、対象となるデータセンターのＵＰＳ各々の配電使用電力、及びＰＤＵ各
々の受電使用電力、及び配電使用電力の計測を行い、ネットワーク２を介して電力負荷管
理装置に送信する。
【００６９】
　利用者端末６は、対象となるデータセンターにおける電力供給設備の構成情報を、ネッ
トワーク２を介して電力負荷管理装置１へ送信する。
【００７０】
　図２３に、第１の実施形態に係る電力負荷管理装置１の機能ブロック図を示す。図２３
に示すように、電力負荷管理装置１は、データ収集部１５、データ記録部２０、電力負荷
管理部４０、及び画面描画制御部６０を有する。また、電力負荷管理装置１は、測定電力
情報記憶部３２、構成情報記憶部３４、規定電力情報記憶部３６、及び画面情報記憶部３
８を含む記憶部３０を有する。
【００７１】
　データ収集部１５は、一定期間毎に、ラック用分電盤群３からネットワーク２を介して
入力される、ラック用分電盤７の各々の受電使用電力、及び配電使用電力を受け付け、デ
ータ記録部２０に出力する。また、データ収集部１５は、一定期間毎に、ビル管理システ
ムからネットワーク２を介して入力される、ＵＰＳの各々の配電使用電力と、ＰＤＵの各
々の受電使用電力及び配電使用電力とを受け付け、データ記録部２０に出力する。また、
利用者端末６から受け付けた構成情報を、データ記録部２０に出力する。なお、ＵＰＳが
第１種別の電力供給設備の一例であり、ＰＤＵが第２種別の電力供給設備の一例であり、
ラック用分電盤が第３種別の電力供給設備の一例である。また、データ収集部１５は、各
種データを受け付ける度に機能する。
【００７２】
　データ記録部２０は、データ収集部１５から入力されたＵＰＳの各々の配電使用電力と
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、ＰＤＵ、及びラック用分電盤の各々の受電使用電力及び配電使用電力とを、取得時間に
対応づけて、測定電力情報記憶部３２に記憶する。また、データ記録部２０は、データ収
集部１５から入力された構成情報を、構成情報記憶部３４に記憶する。また、データ記録
部２０は、データ収集部１５から各種データを受け付ける度に機能する。
【００７３】
　測定電力情報記憶部３２には、対象となるデータセンターに設置されているＵＰＳの各
々の配電使用電力と、ＰＤＵ及びラック用分電盤の各々の受電使用電力、及び配電使用電
力とが、取得時間に対応づけられて記憶されている。なお、受電使用電力、及び配電使用
電力の情報は、取得された電力供給設備が特定できる状態で記憶されているものとする。
また、第１の実施形態においては、ＵＰＳの各々の配電使用電力と、ＰＤＵ及びラック用
分電盤の各々の受電使用電力、及び配電使用電力とを測定電力情報とする。
【００７４】
　構成情報記憶部３４には、対象となるデータセンターに設置されている電力供給設備の
各々とラックの各々との物理構成情報、及び論理構成情報が記憶されている。なお、電力
供給設備の各々の物理構成、及び論理構成は、データセンターにおいて、電力供給設備を
設置する際に取得され、利用者端末６から入力されているものとする。また、第１の実施
形態においては、電力供給設備の各々とラックの各々との物理構成情報、及び論理構成情
報を合わせて構成情報とする。
【００７５】
　また、第１の実施形態においては、ラック用分電盤の各々の階層構造は同一の階層構造
となるものとする。例えば、図２４に示すように、配電層に存在するＰＤＦ（ラック用分
電盤）の各々は、中間層のＰＤＵに物理的に接続され、接続されたＰＤＵの各々は、物理
的に給電層のＵＰＳに接続されているという構造を表す。ここで、給電層は、主電源が位
置する階層であり、配電層は、末端となる機器に配電を行う機器が位置する階層であり、
中間層は、給電層と配電層との間に位置する階層をいう。
【００７６】
　規定電力情報記憶部３６には、対象となるデータセンターに設置されているＵＰＳ、Ｐ
ＤＵ、及びラック用分電盤の各々の受電定格容量、及び配電定格容量の各々が記憶されて
いる。なお、ＵＰＳ、ＰＤＵ、及びラック用分電盤の各々の受電定格容量、及び配電定格
容量の各々は、電力供給設備、又はラックごとに予め定義されているものを記憶しておく
。なお、ＵＰＳ、ＰＤＵ、及びラック用分電盤の各々の受電定格容量、及び配電定格容量
の各々は、利用者端末６から入力される構成情報に含まれるものとする。また、第１の実
施形態においては、ＵＰＳ、ＰＤＵ、及びラック用分電盤の各々の受電定格容量、及び配
電定格容量の各々を規定電力情報とする。
【００７７】
　また、規定電力情報記憶部３６には、後述する画面描画制御部６０において用いる、半
径ｒの長さと電力定格容量（ｋＶＡ）との比率が記憶されている。
【００７８】
　また、第１の実施形態において、電力供給設備の配電定格容量の総和は、当該電力供給
設備に接続される次の階層の電力供給設備の受電定格容量の総和と同一であるものとして
説明する。
【００７９】
　電力負荷管理部４０は、測定電力情報記憶部３２に記憶されている、最新のＵＰＳ各々
の配電使用電力と、ＰＤＵ及びラック用分電盤の各々の受電使用電力及び配電使用電力と
を取得し、画面描画制御部６０へ出力する。
【００８０】
　また、電力負荷管理部４０は、対象となるデータセンターに設置されているＵＰＳ、Ｐ
ＤＵ、及びラック用分電盤の各々の受電定格容量、及び配電定格容量の総和を規定電力情
報記憶部３６から取得し、画面描画制御部６０へ出力する。
【００８１】
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　また、電力負荷管理部４０は、規定電力情報記憶部３６から、半径ｒの長さと電力定格
容量（ｋＶＡ）の比率を取得し、画面描画制御部６０に出力する。さらに、電力負荷管理
部４０は、対象となるデータセンターに設置されている電力供給設備各々とラックの各々
との構成情報を構成情報記憶部３４から取得し、画面描画制御部６０へ出力する。
【００８２】
　画面描画制御部６０は、電力負荷管理部４０から取得した、ＵＰＳ、ＰＤＵ、及びラッ
ク用分電盤の各々の情報の各々に基づいて、図１２に示すような電力供給設備画面を表す
グラフを生成する。さらに、画面描画制御部６０は、電力負荷管理部４０から取得した、
構成情報に基づいて、生成したグラフに、ラックの各々のブレーカ毎の電力供給源の情報
を表示させるリンクを付加する。ここで、図１２に示すグラフにおいて、ＵＰＳの外側の
円弧の長さは使用可能な最大電力量を表す。また、分電盤の内側の円弧は、当該分電盤が
使用可能な最大電力を表す。
【００８３】
　具体的には、まず、画面描画制御部６０は、対象となるデータセンターに設置されてい
る電力供給設備の各々について、定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域を表すグラ
フを描画する。次に、画面描画制御部６０は、対象となるデータセンターに設置されてい
る電力供給設備の各々について、電力使用量領域及び電力ロス領域とを、定格容量領域及
び使用可能最大電力容量領域が描画されたグラフに重畳させるように描画する。
【００８４】
　次に、画面描画制御部６０は、対象となるデータセンターに設置されているラックの各
々について、当該ラックに接続されているブレーカ毎に電力供給源を特定する。そして、
画面描画制御部６０は、定格容量、使用可能最大電力容量、電力使用量、及び電力ロスの
情報が区分されて表現されているグラフに冗長構成を表すリンクを付加する。なお、グラ
フの中心となる原点Ｏ（中心点）は予め定められているものとする。
【００８５】
　まず、上述の定格容量領域及び使用可能電力容量領域の描画処理について詳細に説明す
る。定格容量領域及び使用可能電力容量領域の描画処理は、階層が小さい方（主電源側）
から大きい方（ラック側）へ階層毎に処理がされる。なお、以下では、小さい方の階層か
ら順に、階層１、階層２、階層３とする。すなわち、ＵＰＳが階層１、ＰＤＵか階層２、
ＰＤＦが階層３である。
【００８６】
　始めに、画面描画制御部６０は、階層１の電力供給設備であるＵＰＳの各々について、
使用可能電力容量領域を描画する。具体的には、まず、画面描画制御部６０は、取得した
構成情報に基づいて、階層１のＵＰＳ数を取得する。また、画面描画制御部６０は、取得
したＵＰＳの各々の配電定格容量の総和の各々に基づいて、配電定格容量の総和の合計を
階層１の総配電定格容量として取得する。次に、画面描画制御部６０は、取得した構成情
報に基づいて、階層１のＵＰＳから処理対象となるＵＰＳを選択する。
【００８７】
　次に、画面描画制御部６０は、取得したＵＰＳの各々の配電定格容量の総和の各々から
、処理対象となるＵＰＳの配電定格容量の総和を取得する。次に、画面描画制御部６０は
、取得した処理対象となるＵＰＳの配電定格容量の総和と、取得した半径ｒの長さと電力
定格容量の比率とに基づいて、図２５に示す半径ｒ２を計算する。次に、取得した階層１
の総配電定格容量、及び処理対象となるＵＰＳの配電定格容量の総和とに基づいて、下記
（１）式に従って、図２５に示す中心角θ０を計算する。
【００８８】
【数１】
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【００８９】
　ここで、上記（１）式における、Ｐは、処理対象となるＵＰＳの配電定格容量の総和で
あり、ΣＰｎは、階層１の総配電定格容量である。
【００９０】
　次に、画面描画制御部６０は、既に計算されている他のＵＰＳにおいて計算したθ０に
基づいて、下記（２）式に従って、図２５に示す円弧Ｌ０の開始角度θｘ０を計算する。
なお、θｘ０の基準位置、例えば、図２５に表されている水平線を後述するｘ－ｙ座標に
従って、予め定義しておくものとする。
【００９１】
【数２】

【００９２】
　ここで、θ０ｉは、ｉ番目のθ０を表し、ｉは、既に描画処理済みのＵＰＳに対応する
番号である。なお、階層１のＵＰＳについて初めて処理を行う場合には、θｘ０は、０と
する。
【００９３】
　次に、画面描画制御部６０は、処理対象のＵＰＳについて計算した半径ｒ２、θ０、及
びθｘ０に基づいて、下記（３）式に従って、図２５に示す円弧Ｌ０の座標群（ｘＬ０ｎ

，ｙＬ０ｎ）を計算する。なお、具体的には、画面描画制御部６０は、θをθｘ０からθ

０まで所定角度（例えば、１度）ずつずらしながら、円弧Ｌ０の座標群（ｘＬ０ｎ，ｙＬ

０ｎ）を計算する。また、円弧Ｌ０は、図２５に示す中心各θ０に対応する円弧である。
【００９４】

【数３】

【００９５】
　次に、画面描画制御部６０は、処理対象のＵＰＳについて取得した円弧Ｌ０の座標群に
含まれる座標の各々を結んだ弧と、当該弧の両端点と原点Ｏとを結ぶ線により表現される
扇形の領域Ｃ０を使用可能最大電力容量を表す色で塗りつぶす。
【００９６】
　次に、画面描画制御部６０は、階層１の全てのＵＰＳについて、半径ｒ２の計算処理、
θ０の計算処理、θｘ０の計算処理、円弧Ｌ０の座標群（ｘＬ０ｎ，ｙＬ０ｎ）の計算処
理、領域Ｃ０の塗りつぶし処理を繰り返す。階層１のＵＰＳの全てについて、上記処理を
行うことで、電源であるＵＰＳ各々の使用可能最大電力容量を表現することができる。
【００９７】
　次に、画面描画制御部６０は、取得した構成情報に基づいて特定される階層２の電力供
給設備であるＰＤＵの各々について、定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域を描画
する。具体的には、まず、画面描画制御部６０は、取得した、階層２のＰＤＵの各々の受
電定格容量の各々に基づいて、階層２のＰＤＵの全ての受電定格容量の総和を計算する。
【００９８】
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　次に、画面描画制御部６０は、未だ描画処理を行っていないＰＤＵを選択する。次に、
画面描画制御部６０は、取得した構成情報に基づいて、選択したＰＤＵへの電力供給元で
あるＵＰＳを特定する。次に、画面描画制御部６０は、構成情報に基づいて、特定された
ＵＰＳに接続されているＰＤＵの総数を取得する。また、画面描画制御部６０は、特定さ
れたＵＰＳに接続されているＰＤＵの各々の受電定格容量の総和を計算する。
【００９９】
　また、画面描画制御部６０は、特定されたＵＰＳに接続されているＰＤＵの各々の配電
定格容量の総和の各々に基づいて、配電定格容量の総和の合計（総配電定格容量）を計算
する。
【０１００】
　また、画面描画制御部６０は、特定されたＵＰＳについて計算されたθｘ０を取得する
。次に、画面描画制御部６０は、特定されたＵＰＳに接続されているＰＤＵの各々の受電
定格容量の総和、及び半径ｒの長さと電力定格容量の比率とに基づいて、図２６に示す半
径ｒ１を計算する。
【０１０１】
　また、画面描画制御部６０は、特定されたＵＰＳに接続されているＰＤＵの各々の総配
電定格容量、及び半径ｒの長さと電力定格容量の比率とに基づいて、図２６に示す半径ｒ

２を計算する。
【０１０２】
　次に、画面描画制御部６０は、構成情報に基づいて、特定されたＵＰＳに接続されてい
るＰＤＵの各々から処理対象となるＰＤＵを選択する。画面描画制御部６０は、以後の処
理は、処理対象となるＰＤＵについて行うものとする。
【０１０３】
　次に、画面描画制御部６０は、取得したＰＤＵの受電定格容量の各々から、処理対象と
なるＰＤＵの受電定格容量を取得する。次に、画面描画制御部６０は、取得した処理対象
となるＰＤＵの受電定格容量、及び階層２のＰＤＵの各々の受電定格容量の総和に基づい
て、下記（４）式に従って、図２６に示す中心角θ１を計算する。
【０１０４】

【数４】

【０１０５】
　ここで、Ｐは、処理対象となるＰＤＵの受電定格容量であり、ΣＰｎは、階層２の総受
電定格容量である。
【０１０６】
　次に、画面描画制御部６０は、取得した半径ｒ１、及びθ１に基づいて、下記（５）式
に従って、図２６に示す処理対象の受電定格容量を表すＬ１を計算する。
【０１０７】
【数５】

【０１０８】
　次に、画面描画制御部６０は、計算した半径ｒ２、及びＬ１に基づいて、下記（６）式
に従って、図２６に示す半径ｒ２の円弧の長さがＬ１になるθ２を計算する。
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【０１０９】
【数６】

【０１１０】
　次に、画面描画制御部６０は、計算したθｘ０、及び処理対象となるＰＤＵと同じＵＰ
Ｓに接続されている既に描画処理済みのＰＤＵの各々のθ１に基づいて、下記（７）式に
従って、図２６に示すθｘを計算する。なお、処理対象となるＰＤＵと同じＵＰＳに接続
されているＰＤＵについて描画処理を行っていない場合には、処理対象となるＰＤＵのθ

ｘはθｘ０となる。
【０１１１】
【数７】

【０１１２】
　次に、画面描画制御部６０は、計算したθｘ、θ１、及びθ２に基づいて、下記（８）
式に従って、図２６に示す円弧Ｌ３の開始角度θｙを計算する。
【０１１３】
【数８】

【０１１４】
　次に、画面描画制御部６０は、処理対象のＰＤＵについて計算した半径ｒ１、θ１、及
びθｘに基づいて、下記（９）式に従って、図２６に示す円弧Ｌ１の座標群（ｘＬ１ｎ，

ｙＬ１ｎ）を計算する。なお、具体的には、画面描画制御部６０は、θをθｘからθ１ま
で所定角度（例えば、１度）ずつずらしながら、円弧Ｌ１の座標群（ｘＬ１ｎ，ｙＬ１ｎ

）を計算する。また、円弧Ｌ１は、図２６に示す中心角θ１に対応する円弧である。
【０１１５】
【数９】

【０１１６】
　また、画面描画制御部６０は、処理対象のＰＤＵについて計算した半径ｒ２、θ１、及
びθｘに基づいて、下記（１０）式に従って、図２６に示す円弧Ｌ２の座標群（ｘＬ２ｎ

，ｙＬ２ｎ）を計算する。なお、具体的には、画面描画制御部６０は、θをθｘからθ１

まで所定角度（例えば、１度）ずつずらしながら、円弧Ｌ２の座標群（ｘＬ２ｎ，ｙＬ２
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ｎ）を計算する。また、円弧Ｌ２は、図２６に示す中心角θ１に対応する円弧である。
【０１１７】
【数１０】

【０１１８】
　また、画面描画制御部６０は、処理対象のＰＤＵについて計算したｒ２，θ２，及びθ

ｙに基づいて、下記（１１）式に従って、θをθｙからθ２まで所定角度（例えば、１度
）ずつずらしながら、図２６に示す円弧Ｌ３の座標群（ｘＬ３ｎ，ｙＬ３ｎ）を計算する
。なお、円弧Ｌ３は、図２６に示すθ２に対応する円弧である。
【０１１９】

【数１１】

【０１２０】
　次に、画面描画制御部６０は、処理対象のＰＤＵについて、計算した円弧Ｌ１の座標群
を結んだ円弧Ｌ１、円弧Ｌ２の座標群を結んだ円弧Ｌ２、及び円弧Ｌ１と円弧Ｌ２との両
端点同士を結んだ線とを結んで定格容量を表す領域を描画する。なお、円弧Ｌ１と円弧Ｌ

２との両端点同士は、右側同士、及び左側同士とする。第１の実施形態においては、座標
群を用いたポリゴン描画で図形を作成するものとする。
【０１２１】
　次に、画面描画制御部６０は、処理対象のＰＤＵについて、計算した円弧Ｌ１の座標群
を結んだ円弧Ｌ１、円弧Ｌ３の座標群を結んだ円弧Ｌ３、及び円弧Ｌ１と円弧Ｌ３との両
端点同士を結んだ線とを結んで使用可能最大電力容量を表す領域Ｃを描画する。なお、領
域Ｃは、使用可能最大電力容量を表す色で塗りつぶされるものとする。
【０１２２】
　次に、画面描画制御部６０は、特定したＵＰＳに接続される全てのＰＤＵについて、上
記θ１及びθ２の計算処理と、円弧Ｌ１、Ｌ２、及びＬ３の座標群の計算処理と、定格容
量を表す領域、及び領域Ｃの描画処理との処理を繰り返す。
【０１２３】
　次に、画面描画制御部６０は、階層２の全てのＰＤＵについて、定格容量を表す領域、
及び使用可能最大電力容量を表す領域の描画処理を終了するまで、上述の、「未だ描画処
理を行っていないＰＤＵを選択する」処理から、繰り返す。
【０１２４】
　上記処理を行うことで、階層２のＰＤＵ各々の定格容量領域、及び使用可能最大電力容
量領域の描画を行うことができる。
【０１２５】
　次に、画面描画制御部６０は、取得した構成情報に基づいて特定される階層３の電力供
給設備であるラック用分電盤の各々について、定格容量領域及び使用可能最大電力容量領
域を描画する。なお、上述の階層２のＰＤＵの処理において、ＵＰＳをＰＤＵと読み替え
、ＰＤＵをラック用分電盤と読み替えて実現される処理についての説明は、省略する。
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【０１２６】
　画面描画制御部６０は、特定したＰＤＵについて計算したθｘｂ（特定した電力供給設
備のθｘ）を取得する。次に、画面描画制御部６０は、特定されたＰＤＵに接続されてい
るラック用分電盤の各々の受電定格容量の総和、及び半径ｒの長さと電力定格容量の比率
とに基づいて、図２６に示す半径ｒ１を計算する。
【０１２７】
　また、画面描画制御部６０は、計算したθｘb、及び既に処理済みの処理対象となるラ
ック用分電盤と同じＰＤＵに接続されているラック用分電盤の各々のθ１に基づいて、下
記（１２）式に従って、図２６に示すθｘを計算する。なお、処理対象となるラック用分
電盤と同じＰＤＵに接続されているラック用分電盤について処理を行っていない場合には
、処理対象となるラック用分電盤のθｘはθｘbとなる。また、θｘｂは、ＰＤＵのθｘ

であるものとする。
【０１２８】
【数１２】

【０１２９】
　上記処理を行うことで、階層３のラック用分電盤の各々の定格容量領域及び使用可能最
大電力容量領域の描画を行うことができる。そして、全階層について定格容量領域及び使
用可能最大電力容量領域の描画処理を終えたら、生成したグラフを画面情報記憶部３８に
記憶する。このように描画を行うことにより、電力供給設備の接続関係を表す階層構造を
作成し、電供給設備毎に受電定格容量及び配電定格容量の総和により扇形が描画される。
【０１３０】
　次に、上述の電力使用量領域及び電力ロス領域を、定格容量領域及び使用可能最大電力
容量領域を表すグラフに重畳させるように描画する処理について詳細に説明する。
【０１３１】
　始めに、画面描画制御部６０は、階層１の電力供給設備であるＵＰＳの各々について、
電力使用量領域を描画する。具体的には、まず、画面描画制御部６０は、処理対象となる
ＵＰＳを決定する。次に、画面描画制御部６０は、取得したＵＰＳの各々の配電使用電力
の各々に基づいて、処理対象となるＵＰＳの配電使用電力を取得する。
【０１３２】
　次に、画面描画制御部６０は、上述の使用可能最大電力容量領域を描画する処理におい
て取得した階層１のＵＰＳの全ての総配電定格容量と、取得した処理対象となるＵＰＳの
配電使用電力とに基づいて、下記（１３）式に従って、θ５を計算する。
【０１３３】
【数１３】

【０１３４】
　ここで、上記（１３）式のＰＳは、処理対象となるＵＰＳの配電使用電力であり、ΣＰ

ｎは、第１階層の総配電定格容量である。
【０１３５】
　次に、画面描画制御部６０は、上述の使用可能最大電力容量を描画する処理において計
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算した処理対象のＵＰＳのθ１、及びθｘ０と、計算したθ５とに基づいて、下記（１４
）式に従って、図２７に示す円弧Ｌ９の開始角度θｃ０を計算する。
【０１３６】
【数１４】

【０１３７】
　次に、画面描画制御部６０は、上述の使用可能最大電力容量を描画する処理において計
算した処理対象のＵＰＳの半径ｒ２と、計算したθｃ０、及びθ５とに基づいて、下記（
１５）式に従って、θ５分の円弧Ｌ９の座標群（ｘＬ９ｎ，ｙＬ９ｎ）を計算する。なお
、画面描画制御部６０は、θをθｃ０からθ５までの所定角度（例えば、１度）ずつずら
しながら、円弧Ｌ９の座標群（ｘＬ９ｎ，ｙＬ９ｎ）を計算する。また、図２７に円弧Ｌ

９の座標群（ｘＬ９ｎ，ｙＬ９ｎ）の例を示す。
【０１３８】
【数１５】

【０１３９】
　次に、画面描画制御部６０は、処理対象のＵＰＳについて計算した円弧Ｌ９の座標群を
結んだ円弧Ｌ９と円弧Ｌ９の両端点と原点Ｏとを結ぶ線の領域Ｄ０を電力使用量を表す色
で塗りつぶす。
【０１４０】
　次に、画面描画制御部６０は、階層１の全てのＵＰＳについて、θ５の計算処理、θｃ

０の計算処理、円弧Ｌ９の座標群の計算処理、領域Ｄ０の塗りつぶし処理を繰り返す。階
層１のＵＰＳの全てについて、上記処理を行うことで、電源であるＵＰＳ各々の電力使用
量の領域を描画することができる。
【０１４１】
　次に、画面描画制御部６０は、取得した構成情報に基づいて特定される階層２の電力供
給設備であるＰＤＵの各々について、電力使用量領域及び電力ロス領域を描画する。具体
的には、まず、画面描画制御部６０は、未だ、電力使用量領域及び電力ロス領域の描画処
理を行っていないＰＤＵを選択する。
【０１４２】
　次に、画面描画制御部６０は、取得した構成情報に基づいて、選択したＰＤＵの接続元
であるＵＰＳを特定する。
【０１４３】
　次に、画面描画制御部６０は、構成情報に基づいて、取得された特定されたＵＰＳに接
続されているＰＤＵの各々から処理対象となるＰＤＵを選択する。画面描画制御部６０は
、以後の処理は、処理対象となるＰＤＵについて行うものとする。
【０１４４】
　次に、画面描画制御部６０は、取得したＰＤＵの各々の受電使用電力の各々から、処理
対象となるＰＤＵの受電使用電力を取得する。次に、画面描画制御部６０は、取得した処
理対象となるＰＤＵの受電使用電力、及び上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量
領域の描画処理において取得した階層２の総受電定格容量に基づいて、下記（１６）式に
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【０１４５】
【数１６】

【０１４６】
　ここで、ＰＷは、処理対象となるＵＰＳの受電使用電力であり、ΣＰｎは、階層２の総
受電定格容量である。
【０１４７】
　次に、画面描画制御部６０は、上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描
画処理において計算した処理対象となるＰＤＵのｒ１と、計算したθ３とに基づいて、下
記（１７）式に従って、図２８に示す処理対象の受電使用電力を表すＬ４を計算する。
【０１４８】
【数１７】

【０１４９】
　次に、画面描画制御部６０は、計算したＬ４と、上述の定格容量領域及び使用可能最大
電力容量領域の描画処理において計算した処理対象となるＰＤＵのｒ２とに基づいて、下
記（１８）式に従って、半径ｒ２の円弧の長さが円弧Ｌ４になるθ４を計算する。
【０１５０】

【数１８】

【０１５１】
　次に、画面描画制御部６０は、取得したＰＤＵの各々の配電使用電力の各々に基づいて
、処理対象となるＰＤＵの配電使用電力を取得する。次に、画面描画制御部６０は、取得
した処理対象となる配電使用電力と、上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域
の描画処理において取得した階層２の総配電定格容量とに基づいて、上記（１３）式に従
って、図２８に示すθ５を計算する。
【０１５２】
　次に画面描画制御部６０は、上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画
処理において計算した処理対象のＰＤＵのθｘ、及びθ１と、計算したθ３とに基づいて
、下記（１９）式に従って、円弧Ｌ４の開始角度θａを計算する。
【０１５３】
【数１９】

【０１５４】
　次に画面描画制御部６０は、上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画
処理において取得した処理対象のＰＤＵのθｘ、及びθ１と、取得したθ４とに基づいて
、下記（２０）式に従って、円弧Ｌ５の開始角度θｂを計算する。
【０１５５】
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【数２０】

【０１５６】
　次に画面描画制御部６０は、上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画
処理において計算した処理対象のＰＤＵのθｘ、及びθ１と、計算したθ５とに基づいて
、下記（２１）式に従って、円弧Ｌ６の開始角度θｃを計算する。
【０１５７】

【数２１】

【０１５８】
　次に、画面描画制御部６０は、上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描
画処理において計算した処理対象のＰＤＵの半径ｒ１と、計算したθ３及びθａとに基づ
いて、下記（２２）式に従って、θ３分の円弧Ｌ４の座標群を計算する。なお、画面描画
制御部６０は、θをθａからθ３まで、所定角度（例えば、１度）ずつずらしながら、円
弧Ｌ４の座標群（ｘＬ４ｎ，ｙＬ４ｎ）を計算する。θ３の例を図２８に示す。
【０１５９】
【数２２】

【０１６０】
　次に、画面描画制御部６０は、上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描
画処理において計算した処理対象のＰＤＵの半径ｒ２と、計算したθ４及びθｂとに基づ
いて、下記（２３）式に従って、θ４分の円弧Ｌ５の座標群を計算する。なお、画面描画
制御部６０は、θをθｂからθ４まで所定角度（例えば、１度）ずつずらしながら、円弧
Ｌ５の座標群（ｘＬ５ｎ，ｙＬ５ｎ）を計算する。また、θ４の例を図２８に示す。
【０１６１】
【数２３】

【０１６２】
　次に、画面描画制御部６０は、上述の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描
画処理において計算した処理対象のＰＤＵのｒ２と、計算したθ５、及びθｃとに基づい
て、下記（２４）式に従って、円弧Ｌ６の座標群（ｘＬ６ｎ，ｙＬ６ｎ）を計算する。な
お、円弧Ｌ６は、θ５に対応する。また、画面描画制御部６０は、θをθｃからθ５まで
所定角度（例えば、１度）ずつずらしながら、円弧Ｌ６の座標群（ｘＬ６ｎ，ｙＬ６ｎ）
を計算する。また、θ５の例を図２８に示す。
【０１６３】
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【数２４】

【０１６４】
　次に、画面描画制御部６０は、処理対象のＰＤＵについて、計算した円弧Ｌ４の座標群
を結んだ円弧Ｌ４、円弧Ｌ５の座標群を結んだ円弧Ｌ５、及び円弧Ｌ４と円弧Ｌ５の両端
点とを結ぶ線で表される領域Ｅを、受電使用電力を表す色で塗りつぶすように描画する。
【０１６５】
　次に、画面描画制御部６０は、処理対象のＰＤＵについて、計算した円弧Ｌ４の座標群
を結んだ円弧Ｌ４、円弧Ｌ６の座標群を結んだ円弧Ｌ６、及び円弧Ｌ４と円弧Ｌ６の両端
点とを結ぶ線で表される領域Ｄを塗りつぶすように描画する。当該領域Ｄは、処理対象の
ＰＤＵの電力使用量を表し、領域Ｅと領域Ｄとの差分が、処理対象のＰＤＵの電力ロス領
域を表している。
【０１６６】
　上記処理を行うことで、階層２のＰＤＵ各々の電力使用量領域、及び電力ロス領域を描
画することができる。なお、階層３のラック用分電盤の各々についても、階層２のＰＤＵ
と同様の電力使用量領域、及び電力ロス領域の描画処理を行う。この場合、上述した説明
内のＰＤＵをラック用分電盤と、ＵＰＳをＰＤＵと読み替えることによりラック用分電盤
の各々についての電力使用量領域、及び電力ロス領域の描画処理を実現することができる
。
【０１６７】
　画面描画制御部６０は、全ての階層における全ての電力供給設備について電力使用量領
域、及び電力ロス領域の描画処理が終了した場合には、生成したグラフを、画面情報記憶
部３８に記憶する。
【０１６８】
　次に、上述のリンクの付加処理について詳細に説明する。
【０１６９】
　まず、画面描画制御部６０は、電力負荷管理部４０から取得した構成情報に基づいて、
ラックの各々の物理構成情報、及び論理構成情報を取得する。次に、画面描画制御部６０
は、取得したラックの各々について、当該ラックに接続されているブレーカの各々の構成
情報に基づいて、当該ラックに接続されているブレーカ毎に、同一の電力供給設備に対し
て冗長構成となるブレーカの組み合わせを取得する。
【０１７０】
　具体的には、画面描画制御部６０は、処理対象となるブレーカについて、当該ブレーカ
の論理構成情報に基づいて、当該ブレーカの冗長型、又は冗長なしの情報を取得する。こ
こで、冗長型は、上述したように、ＵＰＳ冗長、系統冗長、分電盤冗長、及びブレーカ冗
長が存在する。
【０１７１】
　画面描画制御部６０は、当該ブレーカについて冗長型の情報が取得された場合には、当
該ブレーカの論理的電源接続先を特定し、処理対象となるラックに接続されている、同一
の電力供給設備に対して論理的電源接続をしている他のブレーカの各々を検索する。画面
描画制御部６０は、検索された同一の電力供給設備に対して論理的電源接続をしているブ
レーカの各々が存在する場合には、処理対象となるブレーカと検索されたブレーカの各々
を組みとして論理的電源接続をしている電力供給設備を電力供給源として設定する。また
、画面描画制御部６０は、当該ブレーカの組について、当該組に含まれるブレーカの各々
について、ブレーカ情報と、当該ブレーカが接続されているラック情報と、冗長型の情報
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と、電力供給源の情報とを組み合わせ情報とする。ここで、ブレーカ情報は、ブレーカを
特定する識別番号であり、ラック情報は、ラックを特定する識別番号である。
【０１７２】
　一方、画面描画制御部６０は、当該ブレーカについて冗長なしの情報を取得した場合に
は、物理構成情報に基づいて、当該ブレーカが接続されているラック用分電盤を電力供給
源として設定する。
【０１７３】
　画面描画制御部６０は、上記のブレーカの電力供給源の探索処理を全てのラックに接続
されている全てのブレーカについて行う。そして、画面描画制御部６０は、取得された組
み合わせ情報の各々について、図２９に示すように、生成されたグラフに対してリンクを
付加する。
【０１７４】
　具体的には、例えば、冗長型がＵＰＳ冗長である場合には、画面描画制御部６０は、図
１７の様にリンクを付加し、当該リンクを選択することにより、当該ＵＰＳ冗長となるラ
ック情報とブレーカ情報とが表示されるようにする。なお、リンクは、組み合わせ情報の
電力供給源の情報に基づいて、適切な場所に付加されるものとする。また、第１の実施形
態においては、リンクをクリックすると、当該電力供給設備について冗長構成をとってい
るブレーカ名と当該ブレーカの接続先のラック名とが表示されるように構成する。また、
ブレーカ名、当該ブレーカの接続先のラック名以外の情報も任意で設定できるものとする
。
【０１７５】
　そして、画面描画制御部６０は、リンクが付加されたグラフの画面情報を画面情報記憶
部３８に記憶すると共に、出力装置へ出力する。
【０１７６】
　電力負荷管理装置１は、例えば図３０に示すコンピュータ２００で実現することができ
る。コンピュータ２００はＣＰＵ２０２、一時記憶領域としてのメモリ２０４、及び不揮
発性の記憶装置２０６を備える。また、コンピュータ２００は、入出力装置２０８が接続
される入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）２１０を備える。また、コンピュータ２００は
、記録媒体２１２に対するデータの読み込み及び書き込みを制御するｒｅａｄ／ｗｒｉｔ
ｅ（Ｒ／Ｗ）部２１４、及びインターネット等のネットワーク２に接続されるネットワー
クＩ／Ｆ２１６を備える。ＣＰＵ２０２、メモリ２０４、記憶装置２０６、入出力Ｉ／Ｆ
２１０、Ｒ／Ｗ部２１４、及びネットワークＩ／Ｆ２１６は、バス２１８を介して互いに
接続される。
【０１７７】
　記憶装置２０６はＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（solid state drive）、フラッ
シュメモリ等によって実現できる。記憶媒体としての記憶装置２０６には、コンピュータ
２００を電力負荷管理装置１として機能させるための電力負荷管理プログラム３００が記
憶される。また、記憶装置２０６は、ＵＰＳの配電使用電力と、ＰＤＵ、及びラック用分
電盤の各々の受電使用電力、及び配電使用電力とが、取得時間と電力供給設備毎とに対応
づけられて記憶される測定電力情報記憶領域３５０を有する。また、記憶装置２０６は、
電力供給設備各々とラックの各々との物理構成、及び論理構成が記憶される構成情報記憶
領域３５２を有する。また、記憶装置２０６は、ＵＰＳの配電定格容量の総和と、ＰＤＵ
、及びラック用分電盤の各々の受電定格容量、及び配電定格容量の総和と、半径ｒの長さ
と電力定格容量との比率とが記憶される規定電力情報記憶領域３５４を有する。また、記
憶装置２０６は、画面描画制御部６０により生成されたグラフが記憶される画面情報記憶
領域３５６を有する。
【０１７８】
　ＣＰＵ２０２は、電力負荷管理プログラム３００を記憶装置２０６から読みだしてメモ
リ２０４に展開する。また、ＣＰＵ２０２は、電力負荷管理プログラム３００が有するプ
ロセスを順次実行する。また、ＣＰＵ２０２は、測定電力情報記憶領域３５０に記憶され
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たＵＰＳ，ＰＤＵ、及びラック用分電盤の各々の受電使用電力、及び配電使用電力を読み
出し、メモリ２０４に展開する。また、ＣＰＵ２０２は、構成情報記憶領域３５２に記憶
された電力供給設備各々とラックの各々との物理構成、及び論理構成を読み出し、メモリ
２０４に展開する。また、ＣＰＵ２０２は、規定電力情報記憶領域３５４に記憶されたＵ
ＰＳ、ＰＤＵ、及びラック用分電盤の各々の受電定格容量、及び配電定格容量の総和と、
半径ｒの長さと電力定格容量との比率とを読み出し、メモリ２０４に展開する。
【０１７９】
　電力負荷管理プログラム３００は、電力負荷管理プロセス３０２と、画面描画制御プロ
セス３０４とを有する。なお、図示は省略するが、コンピュータ２００は、図２３に示す
電力負荷管理装置１のデータ収集部１５、及びデータ記録部２０に相当する機能を有する
。
【０１８０】
　ＣＰＵ２０２は、電力負荷管理プロセス３０２を実行することで、図２３に示す電力負
荷管理部４０として動作する。また、ＣＰＵ２０２は、画面描画制御プロセス３０４を実
行することで、図２３に示す画面描画制御部６０として動作する。
【０１８１】
　これにより、電力負荷管理プログラム３００を実行したコンピュータ２００が、電力負
荷管理装置１として機能することになる。
【０１８２】
　なお、電力負荷管理装置１は、例えば半導体集積回路、より詳しくはＡＳＩＣ（Applic
ation Specific Integrated Circuit）等で実現することも可能である。
【０１８３】
　次に、第１の実施形態に係る電力負荷管理装置１の作用について説明する。データ収集
部１５が各種データを受け付ける度に、各種データをデータ記録部２０に出力し、データ
記録部２０が記憶部３０に記憶されている対応する測定電力情報記憶部３２、構成情報記
憶部３４、又は規定電力情報記憶部３６に記憶する。そして、一定期間毎に、電力負荷管
理装置１において、図３１に示す電力負荷管理処理が実行される。なお、電力負荷管理装
置１により実行される電力負荷管理処理は、開示する技術の電力負荷管理方法の一例であ
る。
【０１８４】
　図３１は、電力負荷管理処理の一例を示すフローチャートである。図３１に示す電力負
荷管理処理のフローチャートにおいて、まず、ステップＳ１００で、電力負荷管理部４０
は、構成情報記憶部３４から物理構成情報、及び論理構成情報を取得する。
【０１８５】
　次に、ステップＳ１０２で、電力負荷管理部４０は、規定電力情報記憶部３６から半径
ｒの長さと電力定格容量（ｋＶＡ）との比率を取得する。
【０１８６】
　次に、ステップＳ１０４で、電力負荷管理部４０は、規定電力情報記憶部３６から、電
力供給設備の各々の受電定格容量と配電定格容量の各々とを取得する。なお、ＵＰＳにつ
いては、配電定格容量の各々のみ取得する。
【０１８７】
　次に、ステップＳ１０６で、電力負荷管理部４０は、測定電力情報記憶部３２から、電
力供給設備の各々の受電使用電力及び配電使用電力を取得する。なお、ＵＰＳについては
、配電使用電力のみ取得する。
【０１８８】
　次に、ステップＳ１０８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００～ステップＳ１
０４において取得した各種情報に基づいて、電力供給設備の各々について、定格容量領域
及び使用可能最大電力容量領域を描画したグラフを生成する。
【０１８９】
　次に、ステップＳ１１０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００～ステップＳ１
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０６において取得した各種情報に基づいて、電力使用量領域及び電力ロス領域をステップ
Ｓ１０８において描画したグラフに重畳させるように描画する。
【０１９０】
　次に、ステップＳ１１２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得し
た構成情報に基づいて取得される、ラック毎のブレーカの各々について組み合わせ情報に
基づいて、ステップＳ１１０において描画したグラフにリンクを付加する。
【０１９１】
　次に、ステップＳ１１４で、ステップＳ１１２においてリンクを付加したグラフの画面
情報を出力装置に出力して電力負荷管理処理ルーチンを終了する。
【０１９２】
　上述のステップＳ１０８の定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画処理につ
いて、図３２において詳細に説明する。図３２は、ステップＳ１０８の定格容量領域及び
使用可能最大電力容量領域の描画処理の一例を示すフローチャートである。図３２に示す
定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画処理のフローチャートにおいて、まず
、ステップＳ２０６で、画面描画制御部６０は、階層１のＵＰＳの各々について、使用可
能最大電力容量領域を描画する。
【０１９３】
　次に、ステップＳ２０８で、画面描画制御部６０は、Ａの値を２に設定する。
【０１９４】
　次に、ステップＳ２１０で、画面描画制御部６０は、階層Ａを処理対象の階層として決
定する。
【０１９５】
　次に、ステップＳ２１２で、画面描画制御部６０は、階層Ａについて定格容量領域及び
使用可能最大電力容量領域の描画を行う。
【０１９６】
　次に、ステップＳ２１４で、画面描画制御部６０は、階層２以降の全ての階層について
ステップＳ２１２の処理を終了したか否かを判定する。画面描画制御部６０が、階層２以
降の全ての階層についてステップＳ２１２の処理を終了したと判定した場合には、定格容
量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画処理ルーチンは終了する。一方、画面描画制
御部６０が、階層２以降の全ての階層についてステップＳ２１２の処理を終了していない
と判定した場合には、定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画処理は、ステッ
プＳ２１６へ移行する。
【０１９７】
　次に、ステップＳ２１６で、画面描画制御部６０が、Ａの値に１を加えて、定格容量領
域及び使用可能最大電力容量領域の描画処理は、ステップＳ２１０へ移行する。
【０１９８】
　上述のステップＳ２０６の階層１の描画処理について、図３３において詳細に説明する
。図３３は、ステップＳ２０６の階層１の描画処理の一例を示すフローチャートである。
図３３に示す階層１の描画処理のフローチャートにおいて、まず、ステップＳ３００で、
ステップＳ１００において取得した物理構成情報に基づいて、階層１に存在するＵＰＳの
数Ｋを取得する。
【０１９９】
　次に、ステップＳ３０２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０４において取得し
た規定電力情報に基づいて、階層１の全てのＵＰＳにおける総配電定格容量を取得する。
【０２００】
　次に、ステップＳ３０４で、画面描画制御部６０は、ｋの値を１に設定する。
【０２０１】
　次に、ステップＳ３０６で、画面描画制御部６０は、階層１のｋ番目のＵＰＳを処理対
象として決定する。
【０２０２】
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　次に、ステップＳ３０８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０４において取得し
た規定電力情報に基づいて、処理対象となるＵＰＳの配電定格容量の総和を取得する。
【０２０３】
　次に、ステップＳ３１０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ３０８において取得し
た配電定格容量の総和と、ステップＳ１０２において取得した半径ｒの長さと電力定格容
量との比率とに基づいて、処理対象のＵＰＳの半径ｒ２を計算する。
【０２０４】
　次に、ステップＳ３１２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ３０２において取得し
た階層１の総配電定格容量と、ステップＳ３０８において取得した配電定格容量の総和と
に基づいて、上記（１）式に従って、処理対象のＵＰＳのθ０を計算する。
【０２０５】
　次に、ステップＳ３１４で、画面描画制御部６０は、他のＵＰＳについてステップＳ３
１２において取得したθ０の各々に基づいて、上記（２）式に従って、θｘ０を計算する
。
【０２０６】
　次に、ステップＳ３１６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ３１０において計算し
たｒ２と、ステップＳ３１２において計算したθ０と、ステップＳ３１４において計算し
たθｘ０とに基づいて、円弧Ｌ０の座標群を取得する。
【０２０７】
　次に、ステップＳ３１８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ３１６において計算し
た円弧Ｌ０の座標群を結んだ円弧Ｌ０の両端点と、原点Ｏとを繋ぐ領域を塗りつぶし、処
理対象となるＵＰＳの使用可能最大電力容量領域を描画する。
【０２０８】
　次に、ステップＳ３２０で、画面描画制御部６０は、階層１の全てのＵＰＳについてス
テップＳ３０８～ステップＳ３１８までの処理を終了したか否かを判定する。画面描画制
御部６０が、階層１の全てのＵＰＳについてステップＳ３０８～ステップＳ３１８までの
処理を終了したと判定した場合には、階層１の描画処理を終了する。一方、画面描画制御
部６０が、階層１の全てのＵＰＳについてステップＳ３０８～ステップＳ３１８までの処
理を終了していないと判定した場合には、階層１の描画処理は、ステップＳ３２２へ移行
する。
【０２０９】
　次に、ステップＳ３２２で、画面描画制御部６０が、ｋの値に１を加えた値をｋと設定
し、階層１の描画処理は、ステップＳ３０６へ移行する。
【０２１０】
　上述のステップＳ２１２の階層Ａの描画処理について、図３４、及び図３５において詳
細に説明する。図３４、及び図３５は、ステップＳ２１２の階層Ａの描画処理の一例を示
すフローチャートである。図３４に示す階層Ａの描画処理のフローチャートにおいて、ま
ず、ステップＳ４００で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得した物
理構成情報及びステップＳ１０４において取得した規定電力情報に基づいて、階層Ａの総
受電定格容量を取得する。
【０２１１】
　次に、ステップＳ４０２で、画面描画制御部６０は、階層Ａの電力供給設備において定
格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の描画処理を行われていない電力供給設備を選
択する。
【０２１２】
　次に、ステップＳ４０４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得し
た物理構成情報に基づいて、ステップＳ４０２において取得した電力供給設備の接続元で
ある電力供給設備Ｚを特定する。
【０２１３】
　次に、ステップＳ４０６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得し
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た物理構成情報に基づいて、ステップＳ４０４において取得した電力供給設備Ｚを接続元
とする階層Ａの電力供給設備総数Ｗ、及び電力供給設備の各々を取得する。
【０２１４】
　次に、ステップＳ４０８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０４において取得し
た規定電力情報に基づいて、ステップＳ４０６において取得した電力供給設備全てに対す
る総受電定格容量を取得する。
【０２１５】
　次に、ステップＳ４１０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０４において取得し
た規定電力情報に基づいて、ステップＳ４０６において取得した電力供給設備全てに対す
る総配電定格容量を取得する。
【０２１６】
　次に、ステップＳ４１２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４０４において取得し
た接続元の電力供給設備の、ステップＳ４３０又はステップＳ３１４において取得したθ

ｘ又はθｘ０を取得する。
【０２１７】
　次に、ステップＳ４１４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４０８において取得し
た総受電定格容量と、ステップＳ１０２において取得した半径ｒの長さと電力定格容量と
の比率とに基づいて、半径ｒ１を計算する。当該半径ｒ１は、ステップＳ４０４において
取得した接続元の電力供給設備Ｚが同一となる階層Ａの電力供給設備各々の共通の半径ｒ

１である。
【０２１８】
　次に、ステップＳ４１６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１０において取得し
た総配電定格容量と、ステップＳ１０２において取得した半径ｒの長さと電力定格容量と
の比率とに基づいて、半径ｒ２を計算する。当該半径ｒ２は、ステップＳ４０４において
取得した接続元の電力供給設備Ｚが同一となる階層Ａの電力供給設備各々の共通の半径ｒ

２である。
【０２１９】
　次に、ステップＳ４１８で、画面描画制御部６０は、ｗの値を１に設定する。
【０２２０】
　次に、ステップＳ４２０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４０６において取得し
た電力供給設備の各々から処理対象となる電力供給設備ｗを決定する。
【０２２１】
　次に、ステップＳ４２２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０４において取得し
た規定電力情報に基づいて、電力供給設備ｗの受電定格容量を取得する。
【０２２２】
　次に、ステップＳ４２４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４００において取得し
た階層Ａの総受電定格容量と、ステップＳ４２２で取得した処理対象となる電力供給設備
ｗの受電定格容量とに基づいて、上記（４）式に従って、θ１を計算する。
【０２２３】
　次に、ステップＳ４２６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１４において取得し
たｒ１と、ステップＳ４２４において取得したθ１とに基づいて、上記（５）式に従って
、Ｌ１を計算する。
【０２２４】
　次に、ステップＳ４２８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４２６において取得し
たＬ１と、ステップＳ４１６において取得したｒ２とに基づいて、上記（６）式に従って
、θ２を計算する。
【０２２５】
　次に、ステップＳ４３０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１２において取得し
たθｘ又はθｘ０と、階層Ａの他の電力供給設備について、ステップＳ４１４において取
得したθ１とに基づいて、θｘを計算する。
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【０２２６】
　次に、図３５のステップＳ４５０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４３０におい
て取得したθｘと、ステップＳ４２８において取得したθ２と、ステップＳ４２４におい
て取得したθ１とに基づいて、上記（８）式に従って、θｙを計算する。
【０２２７】
　次に、ステップＳ４５２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１４において取得し
たｒ１と、ステップＳ４２４において取得したθ１と、ステップＳ４３０において取得し
たθｘとに基づいて、上記（９）式に従って、円弧Ｌ１の座標群を計算する。
【０２２８】
　次に、ステップＳ４５４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１６において取得し
たｒ２と、ステップＳ４２４において取得したθ１と、ステップＳ４３０において取得し
たθｘとに基づいて、上記（１０）式に従って、円弧Ｌ２の座標群を計算する。
【０２２９】
　次に、ステップＳ４５６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１６において取得し
たｒ２と、ステップＳ４２８において取得したθ２と、ステップＳ４５０において取得し
たθｙとに基づいて、上記（１１）式に従って、円弧Ｌ３の座標群を計算する。
【０２３０】
　次に、ステップＳ４５８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４５２において取得し
た円弧Ｌ１の座標群を結んだ円弧Ｌ１、及びステップＳ４５４において取得した円弧Ｌ２

の座標群を結んだ円弧Ｌ２との両端点を結んだ領域を描画する。なお、当該領域は、処理
対象となる電力供給設備の定格容量領域である。
【０２３１】
　次に、ステップＳ４６０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４５２、及びステップ
Ｓ４５６において取得した円弧Ｌ１の座標群を結んだ円弧Ｌ１と、円弧Ｌ３の座標群を結
んだ円弧Ｌ３との両端点を結ぶ領域Ｃを塗りつぶすように描画する。なお、当該領域Ｃは
、処理対象となる電力供給設備の使用可能最大電力容量領域である。
【０２３２】
　次に、ステップＳ４６２で、画面描画制御部６０は、ｗの値がＷであるか否かを判定す
る。画面描画制御部６０が、ｗの値がＷの値であると判定した場合には、階層Ａの描画処
理は、ステップＳ４６６へ移行する。一方、画面描画制御部６０が、ｗの値がＷの値でな
いと判定した場合には、階層Ａの描画処理は、ステップＳ４６４へ移行する。
【０２３３】
　次に、ステップＳ４６４で、画面描画制御部６０が、ｗの値に１を加えた値をｗとし、
階層Ａの描画処理は、図３４のステップＳ４２０へ移行する。
【０２３４】
　一方、ステップＳ４６６では、画面描画制御部６０は、階層Ａの全ての電力供給設備に
ついてステップＳ４５８及びステップＳ４６０の処理を終了したか否かを判定する。画面
描画制御部６０が、階層Ａの全ての電力供給設備についてステップＳ４５８及びステップ
Ｓ４６０の処理を終了したと判定した場合には、階層Ａの描画処理は終了する。一方、画
面描画制御部６０が、階層Ａの全ての電力供給設備についてステップＳ４５８及びステッ
プＳ４６０の処理を終了していないと判定した場合には、階層Ａの描画処理は図３４のス
テップＳ４０２へ移行する。
【０２３５】
　上述のステップＳ１１０の電力使用量領域及び電力ロス領域の描画処理について、図３
６において詳細に説明する。図３６は、ステップＳ１１０の電力使用量領域及び電力ロス
領域の描画処理の一例を示すフローチャートである。ステップＳ５０２で、画面描画制御
部６０は、ステップＳ１００において取得した構成情報、及びステップＳ１０４において
取得した規定電力情報、ステップＳ１０６において取得した測定電力情報に基づいて、階
層１の電力使用量領域の描画を行う。
【０２３６】
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　次に、ステップＳ５０４で、画面描画制御部６０は、Ａの値に２を設定する。
【０２３７】
　次に、ステップＳ５０６で、画面描画制御部６０は、階層Ａを処理対象として決定する
。
【０２３８】
　次に、ステップＳ５０８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００、ステップＳ１
０４、及びステップＳ１０６において取得した構成情報、規定電力情報、及び測定電力情
報に基づいて、階層Ａについて電力使用量領域及び電力ロス領域の描画を行う。
【０２３９】
　次に、ステップＳ５１０で、画面描画制御部６０は、階層２以降の全ての階層について
ステップＳ５０８の処理を終了したか否かを判定する。画面描画制御部６０が、階層２以
降の全ての階層についてステップＳ５０８の処理を終了したと判定した場合には、電力使
用量領域及び電力ロス領域の描画処理を終了する。一方、画面描画制御部６０が、階層２
以降の全ての階層についてステップＳ５０８の処理を終了していないと判定した場合には
、電力使用量領域及び電力ロス領域の描画処理は、ステップＳ５１２へ移行する。
【０２４０】
　次に、ステップＳ５１２で、画面描画制御部６０が、Ａの値に１を加えた値をＡと設定
し、電力使用量領域及び電力ロス領域の描画処理は、ステップＳ５０６へ移行する。
【０２４１】
　上述のステップＳ５０２の階層１の描画処理について、図３７において詳細に説明する
。図３７は、ステップＳ５０２の階層１の描画処理の一例を示すフローチャートである。
図３７に示す階層１の描画処理のフローチャートにおいて、まず、図３７のステップＳ３
００で、上述のステップＳ３００と同様に、画面描画制御部６０は、階層１の電力供給設
備数Ｎを取得する。以後、図３３に示す階層１の描画処理と同一符号のステップでは、上
述の同一符号のステップにおいて取得した情報を用いることとする。なお、上述の同一符
号のステップで取得した情報を用いることなく、本ステップで同様の情報を再度取得して
もよい。
【０２４２】
　次に、ステップＳ６０４で、画面描画制御部６０は、ｋの値を１に設定する。
【０２４３】
　次に、ステップＳ６０６で、画面描画制御部６０は、階層１のｋ番目の電力供給設備を
処理対象として決定する。
【０２４４】
　次に、ステップＳ６０８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０６において取得し
た測定電力情報から、処理対象となる電力供給設備の配電使用電力を取得する。
【０２４５】
　次に、ステップＳ６１０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ３０２において取得し
た総配電定格容量と、ステップＳ６０８において取得した配電使用電力とに基づいて、上
記（１３）式に従って、θ５を計算する。
【０２４６】
　次に、ステップＳ６１１で、画面描画制御部６０は、ステップＳ３１４、及びステップ
Ｓ３１２において取得した処理対象となる電力供給設備のθ０及びθｘ０と、ステップＳ
６１０において取得したθ５とに基づいて、上記（１４）式に従って、θｃ０を計算する
。
【０２４７】
　次に、ステップＳ６１２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ３１０において取得し
た処理対象となる電力供給設備のｒ２と、ステップＳ６１０、及びステップＳ６１１にお
いて取得したθ５、及びθｃ０とに基づいて、円弧Ｌ９の座標群を取得する。
【０２４８】
　次に、ステップＳ６１４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ６１２において取得し
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た円弧Ｌ９の座標群を結んだ円弧Ｌ９の両端点と原点とを結んでできる領域を塗りつぶし
、処理対象の電力供給設備の電力使用量領域を描画する。
【０２４９】
　次に、ステップＳ６１６で、画面描画制御部６０は、階層１の全ての電力供給設備につ
いてステップＳ６０８～ステップＳ６１４までの処理を終了したか否か判定する。画面描
画制御部６０が、階層１の全ての電力供給設備についてステップＳ６０８～ステップＳ６
１４までの処理を終了したと判定した場合には、階層１の描画処理を終了する。一方、画
面描画制御部６０が、階層１の全ての電力供給設備についてステップＳ６０８～ステップ
Ｓ６１４までの処理を終了していないと判定した場合には、ステップＳ６２０へ移行する
。
【０２５０】
　次に、ステップＳ６２０で、画面描画制御部６０が、ｋの値に１を加えた値をｋと設定
し、階層１の描画処理は、ステップＳ６０６へ移行する。
【０２５１】
　上述のステップＳ５０８の階層Ａの描画処理について、図３８、及び図３９において詳
細に説明する。図３８、及び図３９は、ステップＳ５０８の階層Ａの描画処理の一例を示
すフローチャートである。図３８、及び図３９に示す階層Ａの描画処理のフローチャート
において、まず、図３８のステップＳ７００で、上述のステップＳ４００と同様に、画面
描画制御部６０は、階層Ａの総受電定格容量を取得する。以後、図３４、及び図３５に示
す階層Ａの描画処理と同一符号のステップでは、上述の同一符号のステップにおいて取得
した情報を用いることとする。なお、上述の同一符号のステップで取得した情報を用いる
ことなく、本ステップで同様の情報を再度取得してもよい。
【０２５２】
　次に、ステップＳ７０２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０４において取得し
た規定電力情報に基づいて、階層Ａの総配電定格容量を取得する。
【０２５３】
　ステップＳ７０４で、画面描画制御部６０は、階層Ａの電力供給設備において定格容量
領域及び使用可能最大電力容量領域の描画処理を行われていない電力供給設備を選択する
。
【０２５４】
　次に、ステップＳ７０６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得し
た物理構成情報に基づいて、ステップＳ７０４において取得した電力供給設備の接続元で
ある電力供給設備Ｚを特定する。
【０２５５】
　次に、ステップＳ７２０で、画面描画制御部６０は、ｗの値を１に設定する。
【０２５６】
　次に、ステップＳ７２２で、画面描画制御部６０は、階層Ａにおいて、処理対象となる
電力供給設備ｗを決定する。
【０２５７】
　次に、ステップＳ７２３で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０６において取得し
た測定電力情報に基づいて、電力供給設備ｗの受電使用電力及び配電使用電力を取得する
。
【０２５８】
　次に、ステップＳ７２４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ７２３において取得し
た受電使用電力と、ステップＳ４００において取得した階層Ａの総受電定格容量とに基づ
いて、上記（１６）式に基づいて、θ３を計算する。
【０２５９】
　次に、ステップＳ７２６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１４において取得し
た電力供給設備ｗに対応する半径ｒ１と、ステップＳ７２４において取得したθ３とに基
づいて、上記（１７）式に従って、Ｌ４を計算する。
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【０２６０】
　次に、ステップＳ７２８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１６において取得し
た電力供給設備ｗに対応するｒ２と、ステップＳ７２６において取得したＬ４とに基づい
て、θ４を計算する。
【０２６１】
　次に、ステップＳ７３０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ７２３において取得し
た配電使用電力と、ステップＳ７０２において取得した階層Ａの総配電定格容量とに基づ
いて、θ５を計算する。
【０２６２】
　次に、図３９のステップＳ７５０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４３０、及び
ステップＳ４２４において取得した電力供給設備ｗのθｘ、及びθ１と、ステップＳ７２
４において取得したθ３とに基づいて、θａを計算する。画面描画制御部６０は、上記（
１９）式に従って、θａを計算する。
【０２６３】
　次に、ステップＳ７５２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４３０、及びステップ
Ｓ４２４において取得した電力供給設備ｗのθｘ、及びθ１と、ステップＳ７２８におい
て取得したθ４とに基づいて、θｂを計算する。画面描画制御部６０は、上記（２０）式
に従って、θｂを計算する。
【０２６４】
　次に、ステップＳ７５４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４３０、及びステップ
Ｓ４２４において取得した電力供給設備ｗのθｘ、及びθ１と、ステップＳ７３０におい
て取得したθ５とに基づいて、θｃを計算する。画面描画制御部６０は、上記（２１）式
に従って、θｃを計算する。
【０２６５】
　次に、ステップＳ７５６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１４において取得し
たｒ１と、ステップＳ７５０において取得したθａとステップＳ７２４において取得した
θ３とに基づいて、上記（２２）式に従って、円弧Ｌ４の座標群を計算する。
【０２６６】
　次に、ステップＳ７５８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１６において取得し
た半径ｒ２と、ステップＳ７５２において取得したθｂとステップＳ７２８において取得
したθ４とに基づいて、上記（２３）式に従って、円弧Ｌ５の座標群を計算する。
【０２６７】
　次に、ステップＳ７６０で、画面描画制御部６０は、ステップＳ４１６において取得し
た半径ｒ２と、ステップＳ７５４において取得したθｃとステップＳ７３０において取得
したθ５とに基づいて、上記（２４）式に従って、円弧Ｌ６の座標群を計算する。
【０２６８】
　次に、ステップＳ７６２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ７５６において取得し
た円弧Ｌ４の座標群を結んだ円弧Ｌ４の両端点と、ステップＳ７５８において取得した円
弧Ｌ５の座標群を結んだ円弧Ｌ５の両端点とを結んでできる領域を塗りつぶす。
【０２６９】
　次に、ステップＳ７６４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ７５６において取得し
た円弧Ｌ４の座標群を結んだ円弧Ｌ４の両端点と、ステップＳ７５８において取得した円
弧Ｌ６の座標群を結んだ円弧Ｌ６の両端点とを結んでできる領域を塗りつぶす。
【０２７０】
　次に、ステップＳ７６６で、画面描画制御部６０は、ｗの値がＷであるか否かを判定す
る。画面描画制御部６０が、ｗの値がＷであると判定した場合には、階層Ａの描画処理は
、ステップＳ７７０へ移行する。一方、画面描画制御部６０が、ｗの値がＷでないと判定
した場合には、階層Ａの描画処理は、ステップＳ７６８へ移行する。
【０２７１】
　ステップＳ７６８で、画面描画制御部６０は、ｗの値に１を加えた値をｗとし、階層Ａ
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の描画処理は、図３８のステップＳ７２２へ移行する。
【０２７２】
　ステップＳ７７０で、画面描画制御部６０は、階層Ａの全ての電力供給設備についてス
テップＳ７６２及びステップＳ７６４の処理を終了したか否かを判定する。画面描画制御
部６０が、階層Ａの全ての電力供給設備についてステップＳ７６２及びステップＳ７６４
の処理を終了したと判定した場合には、階層Ａの描画処理を終了する。一方、階層Ａの全
ての電力供給設備についてステップＳ７６２及びステップＳ７６４の処理を終了していな
いと判定した場合には、階層Ａの描画処理は、図３８のステップ７０４へ移行する。
【０２７３】
　上述のステップＳ１１２のリンクの付加処理について、図４０、及び図４１において詳
細に説明する。図４０、及び図４１は、ステップＳ１１２のリンクの付加処理の一例を示
すフローチャートである。図４０、及び図４１に示すリンクの付加処理のフローチャート
において、まず、図４０のステップＳ８００で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１０
０において取得した物理構成情報に基づいて、処理対象となるラックを選択する。
【０２７４】
　次に、ステップ８０２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得した
物理構成情報から、処理対象となるラックに接続されているブレーカの各々から処理対象
となるブレーカを決定する。
【０２７５】
　次に、ステップＳ８０４で、画面描画制御部６０は、処理対象となるブレーカが既に電
力供給源が決定されているか否かを判定する。画面描画制御部６０が、処理対象となるブ
レーカについて既に電力供給源が決定されていると判定した場合には、リンクの付加処理
は、ステップＳ８０２へ移行する。一方、画面描画制御部６０が、処理対象となるブレー
カについて未だ電力供給源が決定されていないと判定した場合には、リンクの付加処理は
、ステップＳ８０６へ移行する。
【０２７６】
　次に、ステップＳ８０６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得し
た論理構成情報に基づいて、処理対象となるブレーカが冗長なしか否かを判定する。画面
描画制御部６０が、処理対象となるブレーカが冗長なしと判定した場合には、リンクの付
加処理は、図４１のステップＳ８５０へ移行する。一方、画面描画制御部６０が、処理対
象となるブレーカが冗長ありと判定した場合には、リンクの付加処理は、ステップＳ８０
８へ移行する。
【０２７７】
　ステップＳ８５０では、画面描画制御部６０は、処理対象のブレーカの電力供給設備を
接続されている分電盤に決定し、図４０のステップＳ８１８へ移行する。
【０２７８】
　一方、ステップＳ８０８では、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得
した論理構成情報に基づいて、処理対象となるブレーカがブレーカ冗長か否かを判定する
。画面描画制御部６０が、処理対象となるブレーカがブレーカ冗長と判定した場合には、
リンクの付加処理は、図４１のステップＳ８５２へ移行する。一方、画面描画制御部６０
が、処理対象となるブレーカがブレーカ冗長でないと判定した場合には、リンクの付加処
理は、ステップＳ８１０へ移行する。
【０２７９】
　ステップＳ８５２では、画面描画制御部６０は、処理対象となるブレーカの冗長型をブ
レーカ冗長とし、処理対象のラックに接続されている他のブレーカにおいて同一の分電盤
に論理的電源接続し、電力供給源としているブレーカを検索する。
【０２８０】
　次に、ステップＳ８５４で、画面描画制御部６０は、ステップＳ８５２において検索さ
れたブレーカと処理対象のブレーカとを組みとし、当該ブレーカの組みに含まれるブレー
カの各々が論理的電源接続している電力供給設備を電力供給源として決定する。また、画



(34) JP 2016-181957 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

面描画制御部６０は、組み合わせ情報を取得し、図４０のステップＳ８１８へ移行する。
【０２８１】
　一方、ステップＳ８１０では、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得
した論理構成情報に基づいて、処理対象となるブレーカが分電盤冗長か否かを判定する。
画面描画制御部６０が、処理対象となるブレーカが分電盤冗長と判定した場合には、リン
クの付加処理は、図４１のステップＳ８５６へ移行する。一方、画面描画制御部６０が、
処理対象となるブレーカが分電盤冗長でないと判定した場合には、リンクの付加処理は、
ステップＳ８１２へ移行する。
【０２８２】
　ステップＳ８５６では、画面描画制御部６０は、処理対象となるブレーカの冗長型を分
電盤冗長とし、同一のラックに接続されている他のブレーカにおいて同一の上位系統に論
理的電源接続し、電力供給源としているブレーカを検索する。
【０２８３】
　次に、ステップＳ８５８で、画面描画制御部６０は、ステップＳ８５６において検索さ
れたブレーカと処理対象のブレーカとを組みとし、ブレーカ各々について電力供給源決定
済み、及び組み合わせ情報を取得し、図４０のステップＳ８１８へ移行する。
【０２８４】
　一方、ステップＳ８１２では、画面描画制御部６０は、ステップＳ１００において取得
した論理構成情報に基づいて、処理対象となるブレーカが系統冗長か否かを判定する。画
面描画制御部６０が、処理対象となるブレーカが系統冗長と判定した場合には、リンクの
付加処理は、図４１のステップＳ８６０へ移行する。一方、画面描画制御部６０が、処理
対象となるブレーカが系統冗長でないと判定した場合には、リンクの付加処理は、ステッ
プＳ８１４へ移行する。
【０２８５】
　ステップＳ８６０で、画面描画制御部６０は、処理対象となるブレーカの冗長型を系統
冗長とし、同一のラックに接続されている他のブレーカにおいて同一のＵＰＳに論理的電
源接続し、電力供給源としているブレーカを検索する。
【０２８６】
　次に、ステップＳ８６２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ８５２において検索さ
れたブレーカと処理対象のブレーカとを組みとし、ブレーカ各々について電力供給源決定
済み、及び組み合わせ情報を取得し、図４０のステップＳ８１８へ移行する。
【０２８７】
　次に、ステップＳ８１４で、画面描画制御部６０は、処理対象となるブレーカの冗長型
をＵＰＳ冗長とし、同一のラックに接続されている他のブレーカにおいて同一のＵＰＳグ
ループに論理的電源接続し、電力供給源としているブレーカを検索する。なお、ＵＰＳグ
ループとは、２つ以上のＵＰＳの組み合わせをいうものとする。
【０２８８】
　次に、ステップＳ８１６で、画面描画制御部６０は、ステップＳ８１４において検索さ
れたブレーカと処理対象のブレーカとを組みとし、ブレーカ各々について電力供給源決定
済み、及び組み合わせ情報を取得する。
【０２８９】
　次に、ステップＳ８１８で、画面描画制御部６０は、処理対象となるラックに接続され
ている全てのブレーカについて電力供給源が決定されているか否かを判定する。画面描画
制御部６０が、処理対象となるラックに接続されている全てのブレーカについて電力供給
源が決定されていると判定する場合には、リンクの付加処理は、ステップＳ８２０へ移行
する。一方、画面描画制御部６０は、処理対象となるラックに接続されている全てのブレ
ーカについて電力供給源が決定されていないと判定する場合には、リンクの付加処理は、
ステップＳ８０２へ移行する。
【０２９０】
　次に、ステップＳ８２０で、画面描画制御部６０は、処理対象となる全てのラックにつ
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いて処理を終了したか否かを判定する。画面描画制御部６０が、全てのラックについて処
理を終了している場合には、リンクの付加処理はステップＳ８２２へ移行する。一方、画
面描画制御部６０が、全てのラックについて処理を終了していない場合には、リンクの付
加処理はステップＳ８００へ移行する。
【０２９１】
　次に、ステップＳ８２２で、画面描画制御部６０は、ステップＳ８５４、ステップＳ８
５８、ステップＳ８６２、及びステップＳ８１６において取得した組み合わせ情報に基づ
いて、ステップＳ１１０において取得したグラフの適切な場所にリンクを付加する。そし
て、画面描画制御部６０は、リンクの付加処理を終了する。
【０２９２】
　以上説明したように、第１の実施形態によれば、電力供給設備の接続関係を把握し易く
表示することができる。
【０２９３】
　また、データセンター全体の電力の使用状況と電力の使用バランスが１つの画面でわか
る。また、多数の画面を用意する必要がなくなる。また、データセンター内の電力の状況
を簡易的に把握できる。
【０２９４】
　また、直感的に各設備の電力使用率や使用状況のバランスがわかる。また、主電源側は
、使用率が把握しやすく、配電側はバランスが把握しやすい表示をすることができる。
【０２９５】
　また、電力供給設備の数や段数が多くなっても同一の表現ができる。
【０２９６】
　なお、第１の実施形態においては、電力供給設備の種別を、階層１をＵＰＳ、階層２を
ＰＤＵ、階層３をラック用分電盤とする場合について説明したが、これに限定されるもの
ではなく、任意の電力供給設備を用いてもよい。また、階層も４階層以上であってもよい
。その場合、階層４以降についての描画の処理は、第１の実施形態の階層３と同様に処理
をすればよい。
【０２９７】
　また、電力供給設備の配電定格容量の総和は、当該電力設備に接続される次の階層の電
力供給設備の受電定格容量と同一でなくてもよい。
【０２９８】
　また、リンクを選択して表示される情報は、任意に設定してもよい。
【０２９９】
　また、構成情報を変更した場合にのみ、定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域の
描画処理、及びリンクの付加処理を行うようにしてもよい。この場合、画面描画制御部は
、画面情報記憶部３８に記憶されている定格容量領域及び使用可能最大電力容量領域が描
画されたグラフを読み込んで、一定期間毎に電力使用領域及び電力ロス領域の描画処理を
行ってもよい。
【０３００】
　また、第１の実施形態においては、受電定格容量及び配電定格容量の総和の情報を用い
て、各電力供給設備の扇形の大きさを決めたが、これに限定されるものではない。データ
センター内の電源設備の接続関係（構成）のみを把握したい場合には、上位の階層に接続
される下位の階層の個数に応じて、各電力供給設備を示す扇形の領域の中心角を決定して
もよい。具体的には、階層１の電力供給設備の各々の領域は、３６０°を個数で割った領
域とする。また、階層２の電力供給設備の各々については、接続元となる電力供給設備を
示す領域の中心角を当該接続する階層２の電力供給設備の個数で割った角度を中心角とす
る領域を各々の領域としてもよい。階層３以降についても同様に処理を行う。このように
処理を行うことで、階層毎の電力供給設備の個数により電力供給設備の領域（扇形）の中
心角が決定されることとなる。階層１～階層３までを全ての同じ個数の電力供給設備が存
在する場合についての例を図１３に示す。
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【０３０１】
　次に、第２の実施形態について説明する。なお、第１の実施形態と同様の構成及び作用
となる部分については、同一符号を付して説明を省略する。
【０３０２】
　第２の実施形態では、画面描画制御部によるグラフの描画の処理の前に、前処理として
、電力供給設備の階層の補正を行う点が第１の実施形態と異なっている。
【０３０３】
　図１９は、第２の実施形態の電力負荷管理システム４０５の一例である。図１９に示す
ように、電力負荷管理システム４０５は、電力負荷管理装置４０１と、ラック用分電盤群
３と、ビル管理システム４、利用者端末６とを有する。第２の実施形態に係る電力負荷管
理装置４０１は、インターネット等のネットワーク２を介して、ラック用分電盤群３、ビ
ル管理システム４、及び利用者端末３と相互に通信可能に接続される。
【０３０４】
　図４２に、第２の実施形態に係る電力負荷管理装置４０１の機能ブロック図を示す。図
４２に示すように、電力負荷管理装置４０１は、データ収集部１５、データ記録部２０、
電力負荷管理部４０、前処理部４５０、及び画面描画制御部４６０を有する。また、電力
負荷管理装置４０１は、測定電力情報記憶部３２、構成情報記憶部３４、規定電力情報記
憶部３６、画面情報記憶部３８を含む記憶部３０を有する。
【０３０５】
　前処理部４５０は、電力負荷管理部４４０から取得したＵＰＳ、ＰＤＵ、及びラック用
分電盤の各々の受電定格容量、及び配電定格容量の総和、及び電力供給設備の各々とラッ
クの各々との物理構成に基づいて、電力供給設備の階層の各々の補正を行う。
【０３０６】
　具体的には、前処理部４５０は、取得した電力供給設備の各々の物理構成に基づいて、
全ての配電層の電力供給設備の物理構成において、図２４、及び図４３に示すように中間
層数が同一か否かを判定する。
【０３０７】
　具体的には、図２４においては、全てのラック用分電盤（ＰＤＦ）が中間層の１つのＰ
ＤＵのみに接続されているため、中間層数が同一と判定することができる。一方、図４３
においては、ＰＤＦＡ－１－１とＰＤＦＡ１－３とを比較すると、ＰＤＦＡ－１－１は中
間層の１つのＰＤＵのみにしか接続されていない。しかし、ＰＤＦＡ１－３は、中間層の
ＤＴＲ－Ａ１に接続され、更にＤＴＲ－Ａ１が中間層のＰＤＵに接続されている。そのた
め、ＰＤＦＡ－１－１とＰＤＦＡ１－３とにおいては、中間層数が異なると判定される。
なお、ＤＴＲが第３種別の電力供給設備の一例であり、ＰＤＦが第４種別の電力供給設備
の一例である。
【０３０８】
　まず、前処理部４５０が、図２４に示すように全ての配電層の電力供給設備の物理構成
において中間層数が同一であると判定した場合について説明する。当該場合には、前処理
部４５０は、取得した物理構成に基づいて、図４４に示すように、階層数毎に該当する電
力供給設備をリストアップした階層構造を生成し、画面描画制御部４６０に出力する。な
お、第２の実施形態において、中間層に該当するのは、ＰＤＵ、及びＤＴＲの電力供給設
備とする。
【０３０９】
　次に、前処理部４５０が、図４３に示すように全ての配電層の電力供給設備の物理構成
において中間層数が同一でないと判定した場合について説明する。当該場合には、前処理
部４５０は、同一の電力供給設備に接続される中間層数が少ない配電層の電力供給設備の
各々の定格容量（受電定格容量、及び配電定格容量の総和）の合計を有する仮想設備を配
置した、図４５に示す構成を作成する。そして、前処理部４５０は、作成した構成から、
図４６に示すように、階層数毎に、仮想設備を含んだ、該当する電力供給設備をリストア
ップした階層構造を生成し、画面描画制御部４６０に出力する。
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【０３１０】
　画面描画制御部４６０は、各階層について、図４７に示すような上述した第１の実施形
態と同様にリンクを付加したグラフを作成し、当該グラフの画面情報を出力装置に出力す
る。但し、第２の実施の形態においては、各階層において、仮想設備が存在する場合、各
階層の総受電定格容量、及び総配電定格容量に当該仮想設備の受電定格容量及び配電定格
容量の総和を含めるように処理を行う。また、仮想設備に接続される次の階層に存在する
１つ目の処理対象となる電力供給設備のθｘは、１階層前の同一の電力供給設備に接続さ
れる物理的な電力供給設備のθｘに当該電力供給設備のθ１を足した値を用いる。図４５
の例について説明すると、ＰＤＦＢ２－１が、ＰＤＦＢ２－２よりも処理が早くされる前
提において、ＰＤＦＢ２－１のθｘは、ＤＴＲ－Ｂ２のθｘとθ１との和を用いる。なお
、仮想設備については、描画の処理は行う対象としない。他の処理については、第１の実
施形態と同様であるため、構成の説明、及び作用の説明は省略する。
【０３１１】
　以上説明したように、第２の実施形態によれば、電力供給設備の構成が一定でなくても
、仮想設備を用いることにより、電力供給設備の接続関係を把握し易く表示することがで
きる。
【０３１２】
　また、第２の実施形態においては、中間層数が同一か否かで仮想設備を追加した階層構
造を生成した場合について説明したが、中間層以外の他の層の構成を対象としてもよい。
【０３１３】
　また、上記では、開示する技術に係る各プログラムが記憶装置２０６に予め記憶（イン
ストール）されている態様を説明したが、これに限定されない。開示の技術に係る各プロ
グラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢメモリ等の記録媒体に記録された形態
で提供することも可能である。
【０３１４】
　以上の各実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【０３１５】
　　（付記１）
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、
　ことを含む処理をコンピュータに実行させる電力負荷管理プログラム。
　　（付記２）
　前記第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第３種別の電力供給設備の各々について、前記第３種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第２種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第２種別
の電力供給設備に接続される前記第３種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第２種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第２種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、付記１記載の電力負荷管理プログラム。
　　（付記３）
　前記第３種別の電力供給設備の各々について、前記第３種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第４種別の電力供給設備の各々について、前記第４種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第３種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第３種別
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の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第３種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第３種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、付記２記載の電力負荷管理プログラム。
　　（付記４）
　前記第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供給設備に接続され
る第３種別の電力供給設備が存在しない場合、前記第２種別の電力供給設備に接続される
少なくとも１つ以上の第４種別の電力供給設備の各々について、前記第４種別の電力供給
設備を表す領域を、前記第２種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第２種別の
電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形であ
って、かつ、前記第２種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第２種別の
電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表して
表示させ、
　前記第３種別の電力供給設備を表す領域の中心角は、前記第３種別の電力供給設備の数
と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数と、前記
第３種別の電力供給設備の定格容量電力と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前
記第４種別の電力供給設備の定格容量電力とに応じて決定される付記２記載の電力負荷管
理プログラム。
　　（付記５）
　前記電力供給設備の領域の各々について、前記電力供給設備を表す領域である扇形の内
側の弧の中心点側に、前記電力供給設備の入力側に接続された前記電力供給設備の領域を
配置し、前記電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の中心点と反対側に、前記電
力供給設備の出力側に接続された前記電力供給設備の領域を配置して表示させる付記１～
４の何れか１項記載の電力負荷管理プログラム。
　　（付記６）
　前記電力供給設備を表す領域の中心角は、同じ種別の前記電力供給設備の数、及び前記
電力供給設備の定格容量電力に応じて決定される付記１～４の何れか１項記載の電力負荷
管理プログラム。
　　（付記７）
　前記電力供給設備を表す領域は、前記領域に対応する前記電力供給設備の、使用電力、
最大電力、定格容量電力、及び電力ロスの何れか１つに応じて区分されて表示される付記
１～６の何れか１項記載の電力負荷管理プログラム。
　　（付記８）
　さらに、前記電力供給設備を表す領域の扇形の内側の弧側の端部、又は扇形の外側の弧
側の端部に、電力供給設備に関する論理構成を表す情報を重畳させて表示させる付記１～
７の何れか１項記載の電力負荷管理プログラム。
　　（付記９）
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、
　電力負荷管理方法。
　　（付記１０）
　前記第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第３種別の電力供給設備の各々について、前記第３種別の電力供
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給設備を表す領域を、前記第２種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第２種別
の電力供給設備に接続される前記第３種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第２種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第２種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、付記９記載の電力負荷管理方法。
　　（付記１１）
　前記第３種別の電力供給設備の各々について、前記第３種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第４種別の電力供給設備の各々について、前記第４種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第３種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第３種別
の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第３種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第３種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、付記１０記載の電力負荷管理方法。
　　（付記１２）
　前記第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供給設備に接続され
る第３種別の電力供給設備が存在しない場合、前記第２種別の電力供給設備に接続される
少なくとも１つ以上の第４種別の電力供給設備の各々について、前記第４種別の電力供給
設備を表す領域を、前記第２種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第２種別の
電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形であ
って、かつ、前記第２種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第２種別の
電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表して
表示させ、
　前記第３種別の電力供給設備を表す領域の中心角は、前記第３種別の電力供給設備の数
と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数と、前記
第３種別の電力供給設備の定格容量電力と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前
記第４種別の電力供給設備の定格容量電力とに応じて決定される付記１０記載の電力負荷
管理方法。
　　（付記１３）
　前記電力供給設備の領域の各々について、前記電力供給設備を表す領域である扇形の内
側の弧の中心点側に、前記電力供給設備の入力側に接続された前記電力供給設備の領域を
配置し、前記電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の中心点と反対側に、前記電
力供給設備の出力側に接続された前記電力供給設備の領域を配置して表示させる付記９～
１２の何れか１項記載の電力負荷管理方法。
　　（付記１４）
　前記電力供給設備を表す領域の中心角は、同じ種別の前記電力供給設備の数、及び前記
電力供給設備の定格容量電力に応じて決定される付記９～１２の何れか１項記載の電力負
荷管理方法。
　　（付記１５）
　前記電力供給設備を表す領域は、前記領域に対応する前記電力供給設備の、使用電力、
最大電力、定格容量電力、及び電力ロスの何れか１つに応じて区分されて表示される付記
９～１４の何れか１項記載の電力負荷管理方法。
　　（付記１６）
　さらに、前記電力供給設備を表す領域の扇形の内側の弧側の端部、又は扇形の外側の弧
側の端部に、電力供給設備に関する論理構成を表す情報を重畳させて表示させる付記９～
１５の何れか１項記載の電力負荷管理方法。
　　（付記１７）
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
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給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、画面描画制御部
　を含む電力負荷管理装置。
　　（付記１８）
　前記画面描画制御部は、前記第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の
電力供給設備に接続される少なくとも１つ以上の第３種別の電力供給設備の各々について
、前記第３種別の電力供給設備を表す領域を、前記第２種別の電力供給設備を表す領域の
中心角と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前記第３種別の電力供給設備の数と
に応じた中心角の扇形であって、かつ、前記第２種別の電力供給設備の領域と中心点が同
じであり、前記第２種別の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の
弧を配置した扇形で表して表示させる、付記１７記載の電力負荷管理装置。
　　（付記１９）
　前記画面描画制御部は、前記第３種別の電力供給設備の各々について、前記第３種別の
電力供給設備に接続される少なくとも１つ以上の第４種別の電力供給設備の各々について
、前記第４種別の電力供給設備を表す領域を、前記第３種別の電力供給設備を表す領域の
中心角と、前記第３種別の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数と
に応じた中心角の扇形であって、かつ、前記第３種別の電力供給設備の領域と中心点が同
じであり、前記第３種別の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の
弧を配置した扇形で表して表示させる、付記１８記載の電力負荷管理装置。
　　（付記２０）
　前記画面描画制御部は、前記第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の
電力供給設備に接続される第３種別の電力供給設備が存在しない場合、前記第２種別の電
力供給設備に接続される少なくとも１つ以上の第４種別の電力供給設備の各々について、
前記第４種別の電力供給設備を表す領域を、前記第２種別の電力供給設備を表す領域の中
心角と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数とに
応じた中心角の扇形であって、かつ、前記第２種別の電力供給設備の領域と中心点が同じ
であり、前記第２種別の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧
を配置した扇形で表して表示させ、
　前記第３種別の電力供給設備を表す領域の中心角は、前記第３種別の電力供給設備の数
と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前記第４種別の電力供給設備の数と、前記
第３種別の電力供給設備の定格容量電力と、前記第２種別の電力供給設備に接続される前
記第４種別の電力供給設備の定格容量電力とに応じて決定される付記１８記載の電力負荷
管理装置。
　　（付記２１）
　前記電力供給設備の領域の各々について、前記電力供給設備を表す領域である扇形の内
側の弧の中心点側に、前記電力供給設備の入力側に接続された前記電力供給設備の領域を
配置し、前記電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の中心点と反対側に、前記電
力供給設備の出力側に接続された前記電力供給設備の領域を配置して表示させる付記１７
～２０の何れか１項記載の電力負荷管理装置。
　　（付記２２）
　前記電力供給設備を表す領域の中心角は、同じ種別の前記電力供給設備の数、及び前記
電力供給設備の定格容量電力に応じて決定される付記１７～２１の何れか１項記載の電力
負荷管理装置。
　　（付記２３）
　前記電力供給設備を表す領域は、前記領域に対応する前記電力供給設備の、使用電力、
最大電力、定格容量電力、及び電力ロスの何れか１つに応じて区分されて表示される付記
１７～２１の何れか１項記載の電力負荷管理装置。
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　　（付記２４）
　前記画面描画制御部は、さらに、前記電力供給設備を表す領域の扇形の内側の弧側の端
部、又は扇形の外側の弧側の端部に、電力供給設備に関する論理構成を表す情報を重畳さ
せて表示させる付記１７～２３の何れか１項記載の電力負荷管理装置。
　　（付記２５）
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、画面描画制御部
　を含む電力負荷管理装置と、
　前記電力供給設備の各々の使用電力を取得する情報端末と、
　を含む、電力負荷管理システム。
　　（付記２６）
　少なくとも１つ以上の第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備の数に応じた中心角の扇形で表し、
　前記第１種別の電力供給設備の各々について、前記第１種別の電力供給設備に接続され
る少なくとも１つ以上の第２種別の電力供給設備の各々について、前記第２種別の電力供
給設備を表す領域を、前記第１種別の電力供給設備を表す領域の中心角と、前記第１種別
の電力供給設備に接続される前記第２種別の電力供給設備の数とに応じた中心角の扇形で
あって、かつ、前記第１種別の電力供給設備の領域と中心点が同じであり、前記第１種別
の電力供給設備を表す領域である扇形の外側の弧の外側に内側の弧を配置した扇形で表し
て表示させる、
　ことを含む処理をコンピュータに実行させる電力負荷管理プログラムを記憶した記録媒
体。
【符号の説明】
【０３１６】
１、４０１    電力負荷管理装置
２     ネットワーク
３     ラック用分電盤群
４     ビル管理システム
５、４０５    電力負荷管理システム
６     利用者端末
７     ラック用分電盤
９     電源ケーブル
１０   データ計測ユニット
１１   ブレーカ
１５   データ収集部
２０   データ記録部
３０   記憶部
３２   測定電力情報記憶部
３４   構成情報記憶部
３６   規定電力情報記憶部
３８   画面情報記憶部
４０、 電力負荷管理部
６０、４６０  画面描画制御部
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４５０ 前処理部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図２３】
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【図２４】 【図３０】

【図３１】 【図３２】
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【図３３】 【図３４】

【図３５】 【図３６】
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【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】
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【図４１】 【図４２】

【図４３】 【図４５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図４４】

【図４６】 【図４７】
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