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1　まえがき

無停電電源装置（UPS）は，停電時や地震災害時にも
安定した電源供給が必要なデータセンター，金融機関，病
院など多くの場所で，バックアップ電源として使用されて
いる。
地震災害時でも稼動が継続できるようにした UPSシス

テムの耐震性向上技術について述べる。

2　東日本大震災をめぐる耐震性強化の必要性

2011 年に発生した東日本大震災では，変圧器が揺れて
短絡や地絡事故が多数発生した

⑴

。変圧器が長時間繰り返し
大きく揺れたことにより，一次側端子の破断ならびに二次
側導体の筐体（きょうたい）や多層導体への接触による焼
損が発生した。また，耐震ストッパが外れる事故事例が報
告されている。
変圧器盤の耐震化を図ることが重要視され，2013 年 9
月に配電用変圧器の変位量抑制指針 JEM-TR252

⑵

が示さ
れた。これに応じて，関連各社は変圧器盤の耐震化や変圧
器耐震装置の開発

⑶

を進めている。
大容量UPSシステムでは，例えば図1に示すように，
入力変圧器盤では，モールド変圧器で三相 6,600Vを
400Vに降圧し，各UPSに配電する。出力分岐盤では，
乾式変圧器などで負荷に合わせて 400Vまたは 200Vに
降圧する。そのため，安定稼動のためには，変圧器ならび
に盤の耐震性を向上させる必要がある。
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無停電電源装置（UPS）は，安定した電源供給が必要なデータセンター，金融機関，病院など多くの場所で，停電時の
バックアップ電源として使用されるので，十分な耐震性が必要である。また，東日本大震災を経て変圧器の耐震性につい
て指針が示されている。そこで，地震波に対する建築物の加速度応答を考慮した加振試験により UPSの安定した運転を確
認した。さらに，有限要素法による変圧器の変位量を解析した結果に基づいて，変圧器の振れ止め対策や変圧器盤の筐体
フレームの見直しを行い，耐震性を向上させた。

Uninterruptible power systems (UPSs) need to have adequate earthquake resistance because they are used as backup power 
during blackouts at data centers, fi nancial institutions, hospitals and other places requiring a stable supply of power.  After the Great 
East Japan Earthquake, the guidelines on the earthquake resistance of transformers have been established.  Fuji Electric thus tested 
the earthquake resistance of its UPSs using seismic waves, for which the acceleration response of the building was considered, and 
confi rmed their stable operation.  On the basis of the analysis on the deformation of transformers by the fi nite element method, we 
took anti-sway measures and revised the housing frame of the transformer panel to improve earthquake resistance.
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図 1　UPS システムの例
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3　UPS 設備の加振試験

3 . 1 　建築設備耐震・施工指針
建築設備耐震・施工指針

⑷

には，設備機器への地震力の作
用メカニズムを考慮して耐震支持に対する耐震設計・耐震
計算が示されている。建築物の基部の地震力に各床の応答
倍率をかけた力が建築物と設備機器に加わるので，機器を
固定するアンカーボルトでその力を支えられるようにする。
なお，この指針で使われる地震力は，特定の地震を想定
して設定されたものではなく，ごくまれに発生した地震力
の平均的な性質に基づいている。加振試験の入力地震波は，
この指針を参考に建築物の応答倍率を考慮し，試験を行う。

3 . 2 　加振試験
設備機器の耐震性評価には有限要素法を用いた静解析の

ほかに，実際に地震波を加える加振試験がある。加振試験
は，加振台に設備機器の直接据付を行って応答倍率を考慮
した地震波を加える。
加振テーブルに電気設備を設置して，共振点探査試験，
入力地震波加振試験，共振点探査試験の順に行う。共振点
探査試験は，設計加速度の 1/10を最大加速度として，X，
Y，Z 方向（横方向，奥行き，上下方向）へ個別に周波数
2～ 50Hzのランダム波を与える。加振機で加えた振動
の位相に対して 90° 遅れを共振状態と判断し，固有周波
数を求める。
地震動の耐震性を調べるため，入力地震波は，実際の地

震波を再現したものを加えた。地震波により加速度応答ス
ペクトルは異なるので，エルセントロ地震波（1940 年 5
月 18 日発生）のほか，兵庫南部地震波（1995 年 1月 17
日発生），新潟中越地震波（2004 年 10 月 23 日発生）な
どを選んだ。
筐体の最大加速度の測定には，加速度計を筐体の応力の

測定にはひずみゲージを取り付けた。取付け箇所は，静
解析などで大きな応力を示した箇所を選定した。また，
UPS 内は，インバータ変圧器やリアクトルなどの機器の
固定は下部だけなので，振れ幅が大きくなる機器上部に加
速度計を取り付けた。
加振試験後に再度共振点探査試験を行う。加振前後で共

振点が異なる場合は，塑性変形の可能性があるため，筐体
や内部機器の変形などを詳細に調査する。

3 . 3 　加振試験結果
UPS 盤と周辺盤の列盤構成を加振台に据え付けした状

態を図2に示す。4 面構成で左から入力変圧器盤，UPS 盤，
入力変圧器盤，UPS 盤の順である。
エルセントロ地震波の最大加速度は 0.341Gである。

建築の構造や設置階高に基づいた応答倍率を考慮して試験
時の最大加速度を 1.0Gとした。
次に加振試験結果について述べる。
⒜　UPS 盤の X 方向は，固有振動数約 17Hz，加速度

応答約 1.5 倍を示し，Y 方向は，固有振動数約 11Hz，
加速度応答約 1.6 倍を示した。周辺盤の X 方向の固
有振動数は約 15Hzを示し，加速度応答は約 2倍を
示した。Y 方向の固有振動数は約 14Hzを示し，加
速度応答は約 1.7 倍を示した。いずれも加速度応答が
大きくなるため，十分耐震性を考慮した筐体設計が必
要である。

⒝　変圧器の X 方向は，固有振動数 30Hz 前後，加速
度応答約 1.5 倍を示し，Y 方向は，固有振動数 15Hz
前後，加速度応答約 2～ 3 倍を示した。変圧器は，X
方向の固有振動数が高く，Y 方向の加速度応答は大き
くなることが示された。そこで，この結果を反映した
耐震性の設計を行った。

⒞　いずれの盤も最大応力は短期許容応力の 1/10 以下
であり，加振時の応力に問題のないことを確認した。

⒟　加振中の UPS 入力電圧と出力電圧波形を図3に示
す。交流出力電圧に異常はなく運転を継続した。

⒠　加振後の固有振動数に変動はなく，筐体は塑性変形
していないことを確認した。

4　変圧器の耐震性向上

4 . 1 　乾式変圧器の変位量
UPSの入力変圧器にはモールド式が，UPSの出力変圧

図 2　UPS 設備の加振台据付状態
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図 3　加振中の入力電圧と出力電圧の波形
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器には低圧のH種乾式が使用される。これらモールド式
や乾式の変圧器の鉄心は，強度部材を兼ねている。しかし，
鉄心は厚さ 1mm以下の鋼板を積層したものであるため，
強度上懸念がある。そこで，有限要素法により変圧器の変
位量について静解析を実施した。
乾式変圧器 100kVA，総質量 427kgを例として変位

量を解析した。鉄心は，けい素鋼板で幅 620（脚部は
100mm×3 脚）× 高さ 650 × 厚さ 0.35（mm）を 357
枚重ね，上部と下部を Lアングルで押さえてボルトで固
定する構造である。また，脚部 3か所をボルトで固定す
る。拘束条件は，下部 Lアングルの床面固定用ボルトと
した。設備の設計で用いられる局部震度法と同様に重心
位置に 2.0Gの加速度に相当する力を加えた。解析結果を
図4に示す。最大変位は 20.5mmとなった。このケース
では，ケーブルの破損や盤などへの接触の危険があるので，
変圧器は振れ止めによる対策を行うことにした。

4 . 2 　モールド変圧器の耐震設計
近年，データセンターでは大容量化が進んでいる。一
般的に，単機容量 500kVAの UPSに対して 550 kVAの
モールド変圧器が使用される。UPSシステムに採用され
るトップランナーモルトラの耐震化について述べる。
モールド変圧器の構造を図5に示す。鉄心は上下のフ

レームで固定され，巻線は上下フレームとコイル間のコイ
ル押さえ・コイル受けのガイドピンを設けてずれを防止す
る。このガイドピンの直径を大きく長くすることで脱落し

にくい構造としている。
変圧器に地震力が加わると，防振ゴムが水平方向と垂直

方向の耐震ストッパまで縮み，変圧器が変位する。また，
変圧器自体のたわみも加わり，変位が大きくなる。耐震ス
トッパの構造を図6に示す。変圧器は上部ベッドフレーム
と下部ベッドフレーム間に振動伝達を 3% 程度に抑制す
る防振ゴムを設けている。従来は上下方向の揺れを抑制す
るため，耐震ストッパボルトで固定していた。垂直上向き
の揺れは垂直方向ストッパボルトで抑制し，垂直下向きの
揺れは垂直方向ストッパ受座で抑制する。水平方向の揺れ
を抑制するため，2014 年から水平方向のストッパ構造も
採用している。
下部のフレームにストッパパイプを溶接し，車輪に溶接
しているボルトで固定する。

（a）解析条件

（b）変位量
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図 4　変圧器の静解析結果
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5　変圧器盤の耐震設計

配電用変圧器の変位量抑制指針 JEM-TR252では，地
震時の端子部の変位量を示している。機器を設置する適用
階と機器に求められる耐震クラスにより，設計用標準震度
が決定される。定格容量 1,000 kVA 以下のモールド変圧
器の変位量は，1.0Gまで 50mmと示されている。した
がって，設計用震度 1.5G，2.0Gの条件に対しては指針
がなく各社独自の耐震強化が必要となる。
重力加速度に対する水平方向に作用する加速度の割合で

ある設計用震度に 1.0G 以上の値が指定された場合，導入
コストを抑えながら耐震性を確保するためには，変圧器自
体の耐震強化よりは変圧器盤の耐震強化の方が適している。
JEM-TR252では，耐震変圧器上部を耐震フレームと緩
衝材で連結する方法が紹介されている

⑵

。変圧器上部の揺れ
が低減されるとともに，変圧器が地震動から受ける衝撃が
低減できる。ただし，変圧器と耐震フレームが固定される
ため，変圧器稼動中に発生する振動の固体伝搬を考慮する
必要がある。

変圧器上部の振れ止めを図7に示す。変圧器上部には固
定座を設け，横方向と奥行き方向に対応するストッパゴム
を取り付けて，地震時の揺れを変圧器盤で受ける構造とし
た。盤の筐体側には，変圧器ストッパゴムが当たる場所に
振れ止めの強度部材を取り付ける。変圧器の振動を盤側に
伝えないように 5mm程度の隙間を設ける。
変圧器盤の振れ止めに加わる力は，強度部材の短期許容

応力以下となるようにするため，筐体フレームと耐震フ
レームを一体化した構造とした。筐体フレームは Lアン
グル構造とし筋交いなどにより耐震強化した。また，筐体
フレームを角パイプにした。

6　あとがき

無停電電源装置システムの耐震性向上技術について，東
日本大震災の事故事例を踏まえて，その必要性とその対応
方法について述べた。
今後，UPSシステムの電源品質の信頼性向上に加え，

お客さまのご要望に応えて耐震性向上にも努めていく所存
である。
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ストッパ
ゴム

ストッパ
ゴム

筋交い

固定座

振れ止め
強度部材

図 7　変圧器上部振れ止め構造



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE3B7562970A4E67306E3068883A7901307E305F306F30FB96505BE130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C8304C7D317567300190E14F59308B305F3081306E302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B3069905730663044307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200038002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004E4FE389CF50A65E5D00>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


