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（注 2）

により，動的

（注3）

らを実現する手段に汎用的な仕組みが

情報を，同じ画面でインタラクティブに

Ajax

ありませんでした。この数年，Webの

把握できる手法です。

DB 処理を行うサーバ側とプル及びプッ

国 際 標 準 であ るHTML（Hypertext
Markup Language）5の登場でリッチ
なアプリケーションの開発がブラウザと
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（注1）

今後の展望

情報視覚化フレームワークの概要
当社が研究・開発している情報視覚

及び Web Socket

を用いて

（注1） JavaScript は，Oracle 又は関連会
社の米国及びその他の国における商
標又は登録商標。インタプリタ型でオ
ブジェクト指向のプログラミング言語。

東芝レビュー Vol.66 No.12（2011）

いて述べます。

スマートメータ用無線メッシュ
ネットワークへの適用

（注 2） XMLHttpRequest（HTTP 通信を
行うための JavaScript のクラス）に
よる非同期通信技術。
（注 3） HTTPと違い，サーバがレスポンスを
返した後コネクションが切断されない
双方向通信技術。

情報視覚化の電力管理システムへの適用

当社は，今後もこれらの課題を解決

情報を収集して表示し，その後，プッ

一方，スマートメータを2DのGIS 上
で表示するとき，設置場所がビルなど
の階が異なる同じ平面位置の場合，表
現が困難です。そこで，ユーザーが選択

梁
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