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1　まえがき

情報化社会の発展とともに，安定した電源を供給する大
容量無停電電源装置（UPS）の需要が増加している。国
内のデータセンターは，クラウドサービスの利用拡大に
加え，コグニティブコンピューティング

〈注 1〉
や AIおよび IoT

（Internet of Things）といった，新しいタイプのデータ
処理のニーズによる DC 分野のさらなる成長が見込まれて
いる。このような中，UPSシステムはシステムの安定稼動，
高効率化に加えて設置スペースの縮小が求められている。
これまで，UPSのバックアップ電源として鉛蓄電池が

使用されてきた。鉛蓄電池は信頼性が高くコストが安い。
しかし，エネルギー密度が低く，重くて大きいという欠点
がある。鉛蓄電池より優れるリチウムイオン電池（LIB：
Lithium Ion Battery）は，エネルギー密度と電圧が高く，
小型・軽量であり多くの工業製品で使用されている。モバ
イル機器を中心に拡大し，電気自動車や電力貯蔵装置など
の用途が急速に拡大している。ただし，大容量 UPSへの
使用はあまり進んでいない。これは，UPSシステムが建
屋の電気室内に設置されるためである。LIBには石油類と
同等の火災危険性を持った電解液が使用されており，大量
の LIBを貯蔵し，または取り扱う施設においては「消防
法」により，危険物施設として一定の対策が求められる。

富士電機は，このような課題を解決し，大容量 UPS
「UPS7000HXシリーズ」と「UPS6000DXシリーズ」
に省スペース化が期待できるサムスン SDI 製 LIBを採用 

した。

2　UPS の概要

2 . 1 　対象 UPS と採用した LIB の仕様
リチウムイオン電池を採用した「UPS7000HX-T3」
と LIB 盤（1ラック）の外観を図1に，「UPS7000HX-T3」
と「UPS6000DX-T3」の仕様

⑴⑵

を表 1に，LIB 盤の仕様を
表 2に，UPSと LIB 盤の結線図を図 2に示す。LIB 盤の
1ラックは所定の電圧と容量を 1 直列回路で構成し，上部
より並列接続用の導体，スイッチギア，SMPS（スイッチ
ング電源）アセンブリ，電池モジュールの順に設置する。
これらを監視するバッテリマネジメントシステム（BMS）
は，System BMS，Rack BMS，Module BMSから構成
する。
スイッチギアは，保護回路および Rack BMSで構成
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データセンターをはじめ安定した電源を必要とする用途で，大容量無停電電源装置（UPS）の需要が増加している。富
士電機は，リチウムイオン電池（LIB）を搭載した大容量 UPS システムを開発した。本システムは，安全性の高いサムス
ン SDI 製の LIBを採用するとともに，UPSシステムの安全性を担保するバッテリマネジメントシステムを備えている。こ
の LIBは 15 年の期待寿命があり，UPS 本体を更新するまでの運用中にバッテリを更新する必要がない。また，鉛蓄電池
に比べ，設置面積は 53%となり省スペース化を実現した。

There has been increasing demand for large-capacity uninterruptible power systems (UPSs) for data centers and other facilities 
that require a stable supply of power.  Fuji Electric has developed a large-capacity UPS system that uses lithium-ion batteries (LIBs).  
The system employs highly reliable LIBs manufacturing by Samsung SDI and comes equipped with a battery management system 
that ensures the safe operation.  The LIBs, having a life expectancy of 15 years, will be used without replacement during the entire 
life of the UPS main body.  The installation space of the LIB is only 53% that of a lead-acid battery, achieving space saving.

〈注 1〉  コグニティブコンピューティング：コンピュータが人から与

えられた命令を処理するだけでなく，あたかも人間のように

自ら考えて学習し，人間の意思決定をサポートする材料を提

示してくれるシステムのことである。

（a）「UPS7000HX-T3」 （b）LIB 盤

図 1　「UPS7000HX-T3」と LIB 盤の外観図
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する。Rack BMSはラックに関する全ての情報を収集し，
ラック内の全てのモジュールの状態を監視する。また，異
常時に電池システムを保護すると同時に，ラック並列シス
テムを監視する System BMSに対して，ラック内の情報
を伝送する。

SMPSアセンブリは，制御電源と System BMSで構
成される。System BMSは並列システム内の Rack BMS
の情報全てを収集し，データをMODBUS

〈注 2〉
通信により外

部に伝送する。LIB 盤面には液晶表示器（POD）があり，
ラック内の状態が監視できる。また，データは SDカード
に保存し解析データとして使用できる。

電池モジュールは，8 直列の電池セルを内蔵する。また，

モジュールの状態を監視するため，内部にModule BMS
を搭載しており，セル電圧とセル温度を測定し，データを
Rack BMSに伝送する。

各機器間は，主回路，保護回路とも全て前面で接続がで
き，保守性に優れている。短絡保護のヒューズは，スイッ
チギア内のMCCB（配線用遮断器）の 2 次側とモジュー
ル間にある。制御電源は UPSの入出力から供給し二重化
している。UPSとのインタフェースは接点取り合いの故
障信号のみであり，外部とはMODBUS 通信により状態
監視ができる。
セルの定 格 容 量は 67 Ah（1 時 間 率），定 格 電 圧は

3.8 Vである。UPS7000HX-T3は 17モジュールで，
UPS6000DX-T3は 12モジュールで構成する。1ラック
当たりの定格放電電流は 450 Aであり，最大放電電流は，

表 1 　「UPS7000HX-T3」と「UPS6000DX-T3」の仕様

項　目 UPS7000HX-T3 UPS6000DX-T3

交流入力

回路方式 常時インバータ給電方式

定格電圧 415/420 V 
（440 V） 200/210 V

入力力率 0.99（遅れ）以上

定格周波数 50/60 Hz

高調波電流 
（総合） 5%以下

バイパス
入力

定格電圧 415/420 V 
（440 V）

200/208/210 V
（220/230/380/400/ 

415/420/440 V）

電圧範囲 ±10%

定格周波数 50/60 Hz

インバー
タ出力

定格容量 500 kVA 100/150/200/ 
250/300 kVA

定格出力 500 kW 100/150/200/ 
250/300 kW

定格力率 1.0

定格電圧 415/420 V 
（440 V）

200/208/210 V
（220/230/380/400/ 

415/420/440 V）

電圧ひずみ率
（100%線形
負荷）

2%以下

電圧ひずみ率
（100%整流
負荷）

5%以下

電圧精度 ±1%以内

過渡電圧変動

3%以下 
（負荷100%急変時）

4%以下 
（負荷100%急変時）

2%以下（入力電圧10%急変時）

2%以下（交流入力
停電・復電時）

1%以下（交流入力 
停電・復電時）

5%以下（バイパス→UPS切換時）

整定時間 50 ms

過負荷耐量 125%×10分，150%×1分

周波数精度 ±0.01%（内部発振時）

外部同期周波
数範囲 50/60 Hz ±5%

表 2 　1 ラック当たりの LIB 盤の仕様

項　目 UPS7000HX 
シリーズ

UPS6000DX 
シリーズ

セル定格容量（1時間率） 67Ah

セル定格電圧 3.8 V

モジュール定格容量 2036.8 Wh

ラック定格容量 34.6 kWh 24.4 kWh

モジュール数 17個 12個

ラック定格電圧 516.8 V 364.8 V

ラック放電終止電圧 435.2 V 307.2 V

ラック定格放電電流 450 A

ラック最大放電電流＊ 600 A

ラック充電電圧 571.2 V 403.2 V

ラック充電電流 22.3 A

温　度 23±5 ℃

外形寸法 W700×D700× 
H2,350（mm）

W700×D700× 
H1,900（mm）

重　量 700 kg 600 kg

電解液量 38.76 L 27.36 L

＊  過負荷時に1秒間に流すことができる電流

交流
入力 出力

UPS7000HX-T3/500

SMPS
アセンブリ

LIB システム

電池モジュール

制御電源
① ② ②①

System BMS

Rack BMS

制御装置

スイッチギア

チョッパ

整流器インバータ

POD

Module
BMS

Module
BMS

Module
BMS

図 2 　「UPS7000HX-T3」と LIB 盤の結線図

〈注 2〉  MODBUS：Schneider Automation, Inc. の商標または登録

商標
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過負荷時に 1 秒間に 600 Aを流すことができる。
LIB 盤の必要ラック数は，期待寿命 15 年，周囲温度 

25 ℃，放電条件 5% 放電を 24 回/年，100% 放電を 2 回/ 
年を標準として，期待寿命期のバックアップ時間，UPS
容量，負荷力率，DC/AC 効率から決定する。なお，電力
系統における瞬時電圧低下の発生は，1 変電所当たりの年
間の平均的な瞬低回数が 2.8 回との報告がある

⑶

。また，瞬
低継続時間は 6サイクル以下の割合が高いとされている。
この結果から，放電条件には十分余裕がある。

2 . 2 　LIB の安全性
LIBは，過充電または短絡に起因する電池の内部温度の

上昇による発火や破裂の恐れがあるので，これを防止す
る必要がある。そこで，LIBセル，LIBモジュールと LIB
システムの階層ごとに，事故を未然に防ぐための対策を
行っている。

LIBセルには，アノードとカソード間の短絡を防止する
構造や，温度が上昇した際の安全機構を採用している。ま
た，LIBモジュールには，非可燃性の材料やセル温度の上
昇を抑制する構造を採用している。さらに，LIBシステム
の保護は，UPS 本体，BMS，ラックヒューズ，セルの 4
段階で行っている。LIBシステムの安全保護を図 3に示す。
UPS 本体側での電池システムの保護は，充電過電圧，不
足電圧を監視しており，検知すると UPS 内のMCCBを
トリップさせる。

LIB 盤の電池システム保護機能を表 3に示す。MCCB
を開放して UPSから切り離す重故障と，警報のみの軽故
障がある。重故障は，セル過電圧，セル不足電圧，ラック
過電圧，ラック不足電圧，電池セルの温度高，充電過電流
および放電過電流がある。また，軽故障は，電圧不均衡，
低温度，温度不均衡を監視するとともに電圧検出異常，電
流検出異常，通信異常，MCCB 異常の検出系の異常を監
視している。一方，短絡保護はラック内のヒューズにより
行う。さらに，セル単体は複数の保護機構を備え，過充電
および過熱時に異常セルを回路から切り離すが，最終的な
保護としてセル内圧低下機構（安全弁）が動作する。これ
らの保護システムにより安全に使用することができる。

2 . 3 　保守サービス
LIBの期待寿命は 15 年としてラック数を決定するが，

富士電機は UPSの耐用年数に合わせた 15 年間容量保証
のサービスも扱っている。15 年間の容量保証を行うため
には，周囲温度と放電条件が仕様のとおりであることが必
須である。放電条件において，放電深度と放電回数は，通
常の停電の実績から比べても十分余裕のある設定であり，
これを超えて使用することはごくまれなケースと考えられ
る。一方，周囲温度は，設置場所と空調機の配置や設定
温度などで異なることがあり，温度監視が最も重要であ
る。なお，15 年間の容量保証の場合は，スイッチギアと
SMPSアセンブリ，ヒューズを定期交換する必要がある。
保守サービスは，富士電機が責任を持って対応する。

容量低下の把握は，BMS 内のデータを解析して行うこ
とができる。

過電圧・不足電圧
充電過電流
放電過電流
セル温度高

BMS監視
→MCCBトリップ1

MCCB トリップ
ヒューズ断ラック保護2

セル内ヒューズ断
セル保護機構
圧力弁開放

セル保護3

電池システム保護機能

Module
BMS

Module
BMS

セル電圧
セル温度

ヒューズ断

トリップ指令

ラック電流

ラック電圧

Module
BMS

System BMS
POD

Rack
BMS

UPS バッテリ入力 外部通信（MODBUS）

図 3 　LIB システムの安全保護

表 3 　電池システムの保護機能

項　目 重故障 軽故障

セル過電圧 ○ —

セル不足電圧 ○ —

ラック過電圧 ○ —

ラック不足電圧 ○ —

電圧不均衡 — ○

電圧検出異常 — ○

温度高 ○ —

温度低 — ○

温度不均衡 — ○

充電過電流 ○ —

放電過電流 ○ —

通信障害1 — ○

通信障害2 — ○

MCCB異常1 — ○

MCCB異常2 — ○

電流検出異常 — ○

ヒューズ断 — ○
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3　採用したサムスン SDI 製 LIB の特徴

LIBに使用される正極，負極，電解質などの使用材料や
用途などはメーカーによりさまざまである。採用したサム
スン SDI 製 LIBは，正極にリチウム遷移金属複合酸化物
であるマンガン酸リチウム，負極に黒鉛，電解質に非水溶
性有機溶剤を用いる。UPS 用途には，高電圧，高エネル
ギー密度，高放電レートが必要となる。他の LIBと比較
した場合，セル電圧 3.8 V，エネルギー密度 135 Wh/kg
と高いため省スペース化できる。また，定格容量 67 Ah，
放電レート

〈注 3〉
6 C 以上を持ち，単機容量 500 kVAの UPSで

検討した場合，3～ 4 並列のシステムで構成できるため
UPS 用途に適している。
サムスン SDI 製 LIBは世界市場において，主に自動車

や携帯電話に強く，トップシェアを持つ。UPS 用途にお
いてもいち早く採用され，2011 年から韓国を含めアジア
諸国で多くの実績を持つ。また，UPSの設計寿命 15 年間
のライフサイクルコストで考えると，鉛電池と比較してコ
スト的にもメリットがある。このことから，UPS 用途に
適した性能を持ち，豊富な実績およびコストメリットを含
め，総合的な判断によりサムスン SDI 製 LIBを採用した。

4　メリットとデメリット

UPS 用として，これまで使用してきた高率放電用鉛蓄
電池と LIBを比較し，メリットとデメリットについて述
べる。

4 . 1 　電池特性の比較
鉛蓄電池の期待寿命は 7～ 9 年である。これに対して

LIBは 15 年であり，UPSと同じタイミングで更新できる。
鉛蓄電池は容量 80% 以下に達すると急激に容量が低下し
始めるため，更新時期の見極めが必要となる。一方，LIB
は使用年数に対してほぼ一定の割合で低下するため，更
新時期は，あらかじめ容易に見極めることができる。ま
た，温度に対する容量低下特性も優れている。鉛蓄電池は，
アレニウスの法則（10 ℃ 2 倍則）が成り立ち，温度が
10 ℃上昇すると 50%の容量となる。一方，LIBは温度が
10 ℃上昇すると 15 年後の容量低下は 10% 程度である。

LIBを UPSに使用する上で次に重要なメリットとして，
取り出せる放電容量が安定しているということである。鉛
蓄電池の場合，放電電流が大きくなるにしたがって，取り
出せる容量が低下する。また，温度が低くなるにしたがっ
て，取り出せる容量が低下する。さらに，放電電流が小さ
い場合，放電終止電圧や緩放電の管理が必要となる。一方，

LIBは，放電電流や周囲温度の違いによる容量低下は少な
い。

LIBのデメリットとしては，鉛電池と比較し最大放電
電流が低いことが挙げられる。UPS 用高率放電用鉛蓄電
池は，12 C/5 秒と大電流を取り出すことができる。一方，
LIBは，6.7 Cである。

4 . 2 　高率放電用鉛蓄電池と LIB の比較
高率放電用鉛蓄電池と LIBの比較を表 4に示す。期

待寿命期におけるバックアップ時間を 5 分，負荷容量
500 kVA，力率 0.9，周囲温度 25 ℃とする。放電回数
は，鉛蓄電池の場合，年に数回，LIBの場合，5% 放電を
年 24 回，100% 放電を年 2 回として試算した。その結果，
LIBは，設置面積比 53%，重量比 22%となり，電気室を
省スペース化できる。

5　安全対策

IEC 規格，JISや「電気用品安全法」において LIBの安
全基準が策定されている。また，陸，海，空の輸送時の
安全を規定した国際連合の危険物輸送に関する勧告がある。
2011 年 12 月には総務省消防庁危険物保安室より“リチ
ウムイオン電池に係る危険物施設の安全対策のあり方に関
する検討報告書”が発行された。この報告書において火災
危険性について再検証のため，封口前後の火災危険性，蓄
電池に対する安全対策，貯蔵時の安全性の三つの事項につ
いて実証実験が行われた。その結果に基づき，LIBを貯蔵，
または取り扱う危険物施設の安全対策のあり方がまとめら
れた。

5 . 1 　国際連合の危険物輸送に関する勧告（UN3480）
UN3480で規定している安全試験の電池モジュールに

関する T1 高度シミュレーション試験，T2 温度試験，T3
振動試験，T4 衝撃試験および T5 外部短絡試験に合格し
ている。国内においても UN 規格を取得した収納ケース
を用いて輸送し，現地にて電池モジュールを盤に組み込ん
で品質の安定化を図ることにしている。

5 . 2 　IEC 規格と JIS
サムスン SDIでは，電池セル，電池モジュールおよび

BMSについて国際規格 IEC 62619を取得している。一方，

〈注 3〉  放電レート：放電レート（Cレート）= 放電電流（A）/バッ

テリ容量（Ah）。例えば，容量が 67 Ah（1 時間率）のバッテ

リの放電レートが 1 Cとは，67 Aの電流で 1 時間放電するこ

とを意味する。なお，Cはクーロンを意味するものではない。

表 4 　高率放電用鉛蓄電池と LIB の比較

項　目 高率放電用鉛蓄電池 LIB

容　量 350 Ah（10時間率） 201 Ah（1時間率）

期待寿命 7 〜 9年 15年

収納盤寸法 W4,000×D1,000× 
H2,350（mm）

W2,100×D700× 
H2,350（mm）

設置面積比 100% 53%

重　量 9,600 kg 2,100 kg

重量比 100% 22%
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2012 年に制定された JIS C 8715-2の産業用リチウムイ
オン二次電池の単電池および電池システムは，表 5に示す
ように IEC 62619と試験項目，条件，結果判定方法が同
等であり JIS C 8715-2に準拠していることになる。なお，
耐熱暴走試験と耐類焼試験はそのどちらかが満足できれば
よいこととなっている。
また，セル工程における異物の混入防止が特に重要とな

る。異物が混入した場合を想定した内部短絡試験が規定さ
れている。耐内部短絡試験では，充電した単電池を分解し，
ニッケル小片を，最外周の正極活物質とセパレータ間，ま
たは負極活物質とセパレータ間に配置し，加圧装置で初期
電圧 50 mV 以上の電圧降下を確認する。サムスン SDIで
は，この試験において加圧 400 Nまで電圧降下すること
なく内部短絡しないことを確認している。

5 . 3 　電気用品安全法
2008 年に「電気用品安全法施行令」が改正され，一定
の要件に適合する LIBは電気用品安全法の対象とされた。
この基準は，IEC 62133（JIS C 8712は IEC 62133と同
様の安全基準を規定している）および JIS C 8714の試験
内容と同様の内容となっている。本 LIBは，セル当たり
の体積密度が 400 Wh/L 以下の 261 Wh/Lであり，これ
には該当しない。

5 . 4 　現行の消防法における LIB の取扱い
LIBの電解液は，第四類第二石油類，非水溶性に該当し，

指定数量は 1,000 Lと規定されている。また，危険物の政
令で定める技術基準に適合する必要がある。なお，指定数
量未満の危険物の貯蔵または取扱いは，各市町村の火災予
防条例に基づいて行う。

5 . 5 　  LIB の貯蔵・取扱いを行う危険物施設などの安全対策
のあり方

⑷

蓄電池は，国際連合の危険物輸送に関する勧告，電気用
品安全法，IEC 規格や JISなどにより出火危険性が大幅に
低減されていること，ならびに実験により一定の知見が得

られたことを踏まえ，蓄電池の貯蔵・取扱いに係る安全対
策のあり方について次のとおり定めている。

蓄電池が国際連合勧告（UN 3480）38.3 項，T4に定
める衝撃試験（電気用品安全法の対象とならない蓄電池に
限る）または電気用品安全法に規定されている圧壊試験に
より，外部から加わる荷重に対し安全性が確保されており，
かつ，高さ 3 mからの落下試験において蓄電池内部から
漏液や可燃性蒸気が確認されない場合においては，次に掲
げる措置を講ずる必要はない。採用した LIBは，国際連
合勧告および 3 m 落下試験に合格しておりこれに適合す
る。このため，液体の危険物を貯蔵し，または取り扱う危
険物施設または少量危険物施設において求められる次の要
件は不要とすることができる。

⒜　電気設備を防爆構造とすること
⒝　床を危険物が浸透しない構造とし，適当な傾斜を付
け，かつ貯蔵設備（溜ます）を設けること

⒞　可燃性蒸気を屋外高所に排出する設備を設けること

5 . 6 　用途地域に応じた危険物の貯蔵の規制
危険物を貯蔵したり，処理を行ったりする建築物につい
て，「建築基準法」では，防火上の安全を確保する建築物
自体の“単体規制”と，立地条件という観点から定められ
た“用途規制”がある。「都市計画法」および建築基準法
では，良好な市街地環境の形成や，都市における住居，商
業，工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保
を目的とする用途地域指定制度が設けられている。この制
度は，住居，商業，工業などの市街地の大枠としての土地
利用を定めたもので，用途地域を 12 種類に分類し，それ
ぞれの用途地域ごとに規制を課している。LIBは，この用
途規制の対象となる危険物に該当しており，用途地域に応
じて貯蔵する制限量を守る必要がある。これによれば，準
工業地域で指定数量の 50 倍，商業地域で指定数量の 10
倍，準住居地域で指定数量の 5 倍となる。
したがって，UPS7000HXシリーズ，UPS6000DXシ
リーズともに，一般的な LIBの使用容量であれば，上述
の貯蔵制限量以下であり，規制の適用範囲外となる。

6　あとがき

リチウムイオン電池採用の「UPS7000HXシリーズ」
「UPS6000DXシリーズ」について述べた。これらの UPS
が各種の安全規格に適合したことや危険物貯蔵の規制に
対応したことで，省スペース化に貢献できるデータセン
ターに採用を進めていきたい。さらに，今後は海外案件や
100 kVA 以下の中容量 UPS 分野への適用についても拡充
していく所存である。
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