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三菱配電・制御機器 

セールスとサービス 

機種 省エネデータ収集サーバ（EcoServerⅢ） 

 

三菱省エネデータ収集サーバ（EcoServerⅢ） 仕様変更のお知らせ 

 
  ご愛用いただいております，省エネデータ収集サーバ（EcoServerⅢ）の仕様を下記のとおり変更しますので，お知らせします。今

後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。 
 

記 
 

１．適用機種 
製品名 形名 仕様 

省エネデータ収集サーバ（EcoServerⅢ） 
MES3-255B B/NET 伝送品 

MES3-255C CC-Link 通信品 

 
 

２．変更内容 

項目 変更内容 

(1) グラフ表示機能強化 

 

① 計測グラフ表示を比較・分析目的別に「計測点比較グラフ」，「日付比較グラフ」，

「原単位グラフ」，「設備グラフ」に整理・統合しました。 

② 各グラフに自動で現在時刻のグラフ表示内容に更新する機能を追加しました。 

(2) 演算・ロギング機能強化 

① 原単位計測点の演算を従来の日次に加えて，月次，年次でも行うように機能を強

化しました。 

② 仮想計測点の演算を従来の日次，月次に加えて，年次でも行うように機能を強化し

ました。 

(3) 設定ソフトウェア 

操作性改善 
端末，計測点を一覧から編集できるようにするなど，操作性を向上しました。 

(4) 警報出力機能強化 

① 本体の出力ユニットからの警報出力に加え，B/NET デジタル出力端末，CC-Link リ

モート I/O ユニット(入出力複合ユニット)から警報出力を行えるように機能を強化しま

した。 

② 接点出力点数を 16点から 32点に増やし，計測点 255点に含まないようにしました。

（従来は計測点 255 点に含む） 

(5) GOT 通信対応 

シーケンサだけでなく，GOT のマイコン接続（Ethernet）機能を使い，GOT 画面で 

計測データの表示や，計測値による警報（画面表示，ブザー音）を出力できるように 

しました。 

(6) メール機能強化 認証付きメールサーバ（SMTP-Auth，POP before SMTP）に対応しました。 

(7) Java7 セキュリティ対応 
Java7 update51 でセキュリティが強化されたことでグラフ表示時に警告メッセージが表示 

されていましたが，表示されないよう，グラフ表示機能を改善しました。 

(8) Windows8.1 対応 Windows8.1 に対応しました。 
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３．変更仕様一覧 
MES3-255B／MES3-255C 

項目 変更前 変更後 

EcoSeｒverⅢ本体 

ソフトウェアバージョン 

1.1.0 2.0.0 

設定ソフトウェア 

バージョン 

1.2.1 2.0.0 

推
奨
動
作
環
境 

OS 

Windows XP Professional SP3(32bit) 

Windows Vista Business SP2(32bit) 

Windows 7 Professional SP1(32bit／64bit) 

 

Windows XP Professional SP3(32bit) 

Windows Vista Business SP2(32bit) 

Windows 7 Professional SP1(32bit／64bit) 

Windows 8.1 Pro(32bit／64bit) 

Web 

ブラウザ 

Internet Explorer 7(32bit) 

Internet Explorer 8(32bit) 

Internet Explorer 9(32bit) 

Internet Explorer 7(32bit) 

Internet Explorer 8(32bit) 

Internet Explorer 9(32bit) 

Internet Explorer 10(32bit) 

Internet Explorer 11(32bit) 

Oracle Java 

実行環境 

Java 6 (JRE 6) (32bit) 

Java 7 (JRE 7) (32bit)（セキュリティ警告メッセージ表

示） 

Java 6 (JRE 6) (32bit) 

Java 7 (JRE 7) (32bit) 

（セキュリティ警告メッセージ非表示） 

グ
ラ
フ
表
示
機
能 

グラフ 

種類 

①電力量・パルス量グラフ 

②アナログ値グラフ 

③アナログ値（力率）グラフ 

④複合グラフ 

⑤原単位グラフ 

⑥設備グラフ 

 

①計測点比較グラフ 

②日付比較グラフ 

③原単位グラフ 

④設備グラフ 

※「電力量・パルス量グラフ」，「アナログ値グラフ」，

「アナログ値（力率）グラフ」，「複合グラフ」を統合 

 

グラフ 

表示更新 

 

「表示」ボタンクリックによる手動での更新 

 

 

 

 

①自動更新（※） 

年次／月次グラフ：1 時間周期， 

日次／ズームデータ：1 分周期 

※自動更新をする／しない を切替可 

②「表示」ボタンクリックによる手動での更新 

演

算 

・ 

ロ

ギ

ン

グ

機

能 

原単位計測点 

演算タイミング 

日次 

ロギング機能 

186 日分（日次） 

演算タイミング 

日次／月次／年次 

ロギング機能 

186 日分（日次）／60 ヶ月分（月次）／ 

5 年分（年次） 

仮想計測点 

演算タイミング 

日次／月次 

ロギング機能 

186 日分（日次）／60 ヶ月分（月次） 

演算タイミング 

日次／月次／年次 

ロギング機能 

186 日分（日次）／60 ヶ月分（月次）／ 

5 年分（年次） 

警報出力機能 

出力先 

①接点出力部 

②B/NET デジタル出力端末（MES3-255B のみ） 

出力先 

①接点出力部 

②B/NET デジタル出力端末（MES3-255B のみ） 

③CC-Link リモート I/O ユニット(入出力複合ユニッ

ト)（MES3-255C のみ） 

接点出力点数 

16 点（計測点 255 点に含む） 
※計測点として扱うため，ロギングファイルに接点出力状態を

記録。またシステムログファイルに警報監視通報発生／復旧

の発生日時，接点出力 No.を記録。 

接点出力点数 

32 点（計測点 255 点に含まない） 
 

※計測点として扱わないため，システムログファイルにのみ警

報監視通報発生／復旧の発生日時，接点出力 No.を記

録。 

接続機器 

B/NET 端末器（MES3-255B のみ） 

CC-Link 端末器（MES3-255C のみ） 

シーケンサ（Q，L，QnA，A，FX シリーズ） 

B/NET 端末器（MES3-255B のみ） 

CC-Link 端末器（MES3-255C のみ） 

シーケンサ（Q，L，QnA，A，FX シリーズ） 

GOT（GT27/GT16/GT15/GT14） 

メール機能 
認証付きメールサーバに非対応 認証付きメールサーバに対応 

（SMTP-Auth，POP before SMTP） 
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４．変更理由 
機能・仕様改善による更なる製品満足度の向上のため。 

 

５．変更時期 
2014年 9 月生産分より，順次変更します。 

ただし，在庫の関係上，新旧品が混在することがありますのでご了承願います。 

 

６．バージョンアップに関して 
すでに EcoServerⅢをご使用いただいているお客様のために，弊社ホームページからダウンロードにて，EcoServerⅢ本体のソ

フトウェアと設定ソフトウェアをアップデートできます。9 月頃よりご提供する予定です。 

弊社ホームページ三菱電機 FA サイト内の省エネ支援機器ソフトウェアダウンロードよりアップデート版プログラムをダウンロード

し，インストールしていただくことで，上記機能がご使用になれます。 
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７．詳細変更内容 
（１） グラフ表示機能強化 

計測グラフ表示を比較・分析目的別に「計測点比較グラフ」，「日付比較グラフ」，「原単位グラフ」，「設備グラフ」に整

理・統合しました。 

 

(a) 「計測点比較グラフ」(新機能) 

計測点を複数選択して，同じ日付のグラフを重ねて表示したり，積上げ表示したりすることができます。 

部門別や，空調・電灯など用途別の電力使用量を比較するといった分析ができます。 

 

■画面例 

 
 

 

(b) 「日付比較グラフ」(新機能) 

2 つの日付を比較したグラフを表示することができます。(複数の計測点を縦に並べることも可能) 

電力使用量を前年や先週と比較するといった分析ができます。 

 

■画面例 

 
 

(c) 「原単位グラフ」(従来機能) 

原単位データをグラフ表示します。エネルギー量の推移と比較しながら，生産量・原単位の変化を把握できるほか，

別の日のデータとの比較もできます。 

 

(c) 「設備グラフ」(従来機能) 

稼動時間などの生産情報を取り込み，エネルギー情報とあわせて設備効率のグラフを表示します。 

 

なお，従来の「電力量・パルス量グラフ」，「アナログ値グラフ」，「アナログ値（力率）グラフ」，「複合グラフ」と同等の表示は「日付比

較グラフ」，「計測点比較グラフ」にて行うことができます。 

電力量・パルス量とアナログ値を 

同一グラフ上に表示し，比較 

（例えば外気温と空調の電力量を比較） 

 

電力量・パルス量を積上げグラフ表示 

（例えば電力量の部門ごとの内訳を分析） 

電力量(棒グラフ)および累積(折れ線)を，

選択した 2 つの日付で比較表示 
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（２） 設定ソフトウェア操作性改善 

端末登録一覧と端末登録画面の表示を一つにし，一覧から端末の編集をできるようにするなど，操作性を向上しまし

た。 

 

 

 登録された端末の 

一覧を表示 

一覧から端末を 

選択し，編集可能 

端末登録画面 
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（３） GOT 通信対応 

シーケンサだけでなく，GOT のマイコン接続（Ethernet）により，GOT と接続する機能を追加しました。 

 
 

CH2：Ethernet 

（MCプロトコル） 

設定ソフトウェア 

設定ソフトウェアで GOTを登録し，データ出力の設定をすることで， 

GOT画面で計測データの表示や計測値による警報(画面表示， 

ブザー音)を出力することができます。 

CH2：Ethernet 

（MCプロトコル） 

警報発生 

※GOT表示画面は一例です。 

 

 

設定ソフトウェア 


