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1　まえがき

近年，データセンターの電気使用量は増加傾向にあり，
無停電電源装置（UPS）システムの効率向上が求められ
ている。このような要望に対して，富士電機は非絶縁式，
3レベルの採用により高効率を達成している 400V 出力
の「UPS7000HXシリーズ

⑴

」で応えてきた。
データセンター全体の効率をさらに向上させるために

は，UPSを三相 3線式から三相 4線式にする方法がある。
PDU（Power Distribution Unit）変圧器を介さず直接
サーバに供給できるので，高効率のほかに省スペース化や
コストダウンを図ることができる。
本稿では，三相 4線式の UPSの活用ならびに富士電機

が製品化している三相 4線式「UPS7000HX-T4」につ
いて述べる。さらに，インバータ変圧器を用いた絶縁式の
三相 3線式UPSを用いた三相 4線式への対応方法につい
ても述べる。

2　三相 4線式電源システムと三相 3線式の比較

三相 4線式UPSは，国外で広く使われているが，国内
での事例は少ない。国内で主流の三相 3線式電源システ
ムでは，PDU変圧器があるのでサーバ負荷の高調波対応
や短絡電流の抑制などのメリットがある。このことが，三
相 4線式電源システムの採用が進まない原因の一つであ
ると考えられる。
三相 4線式電源システムと三相 3線式電源システムの

比較を表1に，電源システムの主回路結線図を図1に示す。
三相 3 線式は，サーバ負荷に供給する単相 230Vに

電圧を変換するために PDU変圧器を設置する。一方，三
相 4線式は，入力変圧器の二次電圧を 400Vとして UPS

を 4 線式とし，中性相と電源相間でサーバ負荷に単相
230Vを供給することができ，PDU変圧器の設置が不要
である。そこで，短絡電流の増大を抑制するため，限流ブ
レーカを設けて保護協調を行うことができる。
三相 4線式では，中性相には第 3調波と 3 倍調波の電

流が重層される。安全のため，中性相の電流容量を電源相
より大きくして必要以上の容量を持つシステムを導入する
場合があった。しかしながら，後述するように中性相の電
流容量を電源相と同一にすることができるため，システム
の導入費を抑えることができる。さらに，絶縁監視装置を
用いた三相 4線式UPSの地絡監視ができるので，信頼性
を確保したシステムが構築できる。

三相4線式無停電電源装置を活用した高効率電源システム

安本　浩二  YASUMOTO, Koji 王　　芳芳 WANG, Fangfang 滝沢　　歩  TAKIZAWA, Ayumu

High-Effi cient Power Supply Systems Utilizing 3-Phase 4-Wire Uninterruptible Power Systems

近年，データセンターの電気使用量は増加傾向にあり，電源システムのさらなる効率向上が求められている。富士電機は，
400V 三相 4線式無停電電源装置（UPS）による電源システムを提供している。また，従来の 200V 三相 3線式UPSを
使った三相 4線式の電源システムも提供している。いずれの構成も PDU変圧器が不要なので高効率なシステムとなってい
る。短絡保護協調は，限流ブレーカの設置で実現できる。なお，絶縁監視装置を Igr 方式にすることで信頼性の高い絶縁監
視が可能であり，規格品の電源に比べてK ファクターや変圧器等価容量など，高調波の影響を抑えることができる。
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表 1　三相 4線式電源システムの三相 3線式との比較

項　目 三相4線式 三相3線式

効　率 ○
PDU変圧器なし

△
PDU変圧器あり

スペース ○
PDU変圧器なし

△
PDU変圧器あり

コスト ○
PDU変圧器なし

△
PDU変圧器あり

短絡電流 ○
限流ブレーカで抑制

○
PDU変圧器で抑制

絶縁監視 ○
入力変圧器に設置

△
入力変圧器と

PDU変圧器に設置

入力変圧器 △
高調波対応要

○
高調波対応は

PDU変圧器で対応

第3調波と
3倍調波

△
3倍調波重層

○
PDU変圧器で対応
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3　三相 4線式電源システムの概要

3 . 1 　  「UPS7000HX-T4」（三相 4線式）による電源シス
テム

UPS7000HX-T4（三相 4線式）は，データセンター
向けに開発した 400V 出力の大容量 UPS である。
主回路結線図は図1⒜に示したとおりである。図2に
UPS7000HX-T4の外観を，表 2に仕様を示す。容量
500kVA，交流入力，バイパス出力，交流出力 380V/
400V/415Vに対応している。主回路は入力フィルタ回
路，整流器，インバータ，出力フィルタ回路で構成される。

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

整流器

P

N
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M
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（b）三相 3線式電源システム
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図 1　三相 4線式と三相 3線式電源システムの主回路結線図

図 2　「UPS7000HX-T4」

表 2　「UPS7000HX-T4」の仕様

項　目 UPS7000HK-T4

交流入力

相　数 三相4線

電　圧 380/400/415V

周波数 50/60Hz

力　率 0.99（遅れ）以下

バイパス入力

相　数 三相4線

電　圧 380/400/415V

周波数 50/60Hz

交流出力

定格容量 500kVA

相　数 三相4線

電　圧 380/400/415V

電圧精度 <±1%

周波数 50/60Hz

周波数精度 ± 0.01Hz（自己発振時）

負荷力率 定格0.9（0.7 ～ 1.0）

過渡電圧変動 <±5%

電圧波形ひずみ率 2%以下（線形負荷）
3%以下（非線形負荷）

過負荷耐量 125%×10分， 150%×1分

波高率 <3

バッテリ
定格電圧 480～ 528V

浮動充電電圧 540～ 594V

その他
外形寸法 W1,630×D1,000 ×H1,950

（mm）

通信インタフェース SNMP
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UPSは非絶縁式かつ 3レベル PWM制御により高効率を
達成している。図1では図示していないが，整流器とイン
バータの間の直流中間部にバッテリ回路が接続される。
入力変圧器の二次側スター結線から中性相を引き出し B
種に接地する。交流入力と直送入力は三相 3線式で引き
込み，中性相は直流回路にある 2 個のコンデンサの中間
M点に接続する。変圧器の中性線から UPSまでは，中性
相が切り離されないよう開閉器は設けない。

3 . 2 　  「UPS6000DX」（三相 3線式）採用の三相 4線式電
源システム

UPS6000DX（三相 3線式）は 200V 入出力で，イン
バータの二次側に変圧器を設けた絶縁タイプの UPSであ
る。図3に UPS6000DXシリーズ

⑵

を使って構築した三相
4線式電源システムを示す。絶縁式UPSは，インバータ
で出力した矩形（くけい）波の電圧をインバータ変圧器が
持つリアクトルの機能により正弦波にすることができるこ
とと，負荷側の仕様に合わせて電圧を任意に決めることが
できるなどの特徴がある。さらに，短絡電流を抑制するこ
ともできる。
三相 3線式UPSを使って三相 4線式とするため，イン

バータ変圧器をデルタ・スター結線にして中性点を引き出
している。入力変圧器も同様にデルタ・スター結線にして
中性点を引き出し，母線連絡盤でそれぞれの中性点を接続
する。UPSはインバータ変圧器の中性相と各相間におけ
る相電圧を平衡にするため，フィードバック制御を行う。
これまで U相とW相だけの電圧制御であったが，三相制
御を行うことで各相に均等な補正が加わり安定した電圧を
出力できる。

4　UPS システムの短絡保護協調

データセンターの電源システムの冗長化には，待機冗
長システム，並列冗長システム，2Nシステムなどがあ
る。それぞれのシステムの UPSは，単機または並列で構
成する。並列システムは，単機に比べ短絡容量が大きく短
絡保護協調は取りにくい。例えば，単機容量 500kVAの
システムと 500 kVA×8 台の並列冗長システムの短絡保護
協調を比較してみる。インピーダンスマップを図4に示す。
幹線は配線用遮断器（MCCB）4P，サーバ負荷直近は

MCCB 2Pから供給される。三相短絡，二相短絡，中性相
-電源相の短絡電流計算式を図5に示す。三相短絡を基準
とした場合の各短絡電流の割合は，次に示すとおりである。
⒜　三相短絡電流に対して二相短絡電流は，√3/2 倍に
なる。
⒝　三相短絡電流に対して中性相-電源相の短絡電流は
（Z1+Z2）/（Z1+2Z2）倍になる。
なお，Z1は，変圧器を含む電源側の一相当たりのイン
ピーダンスの合計でZ2は変圧器 2次以降のケーブルイン
ピーダンスを示す。
短絡電流の計算条件は，電源側の短絡電流 20kA，入

力変圧器 550kVAパーセントインピーダンス 5%，高圧
ケーブル CVT60 sq-30m，低圧ケーブル CV250 sq-2
条 ×4-60m，幹線からサーバ負荷までの低圧ケーブル
CV5.5 sq-1mとする。計算結果を表3に示す。
単機システムの UPS 直下 F1 点の三相短絡電流は，

15.1 kA（at400V），負荷側MCCB直下 F2 点の中性相-
電源相の短絡電流は 6.7 kA（at230V）である。UPS 出力
のMCCBは 800AT，サーバ負荷側のMCCBは 32ATな
どが採用される。負荷側MCCBと分岐MCCBとの間で
短絡保護協調を取る必要があり，サーバ負荷側のMCCB
は限流ブレーカ

⑶

を採用する。図6に，32ATの富士電機製
の限流ブレーカ「BMシリーズ」の遮断特性を示す。横軸
は計算で得た短絡電流を，縦軸はMCCBが動作して切り
離しのときに流れる電流の波高値を示す。32ATの限流ブ
レーカは，短絡電流 6.7 kAを 2.0 kA（2.8 kAピーク）に
限流することができる。上位側のMCCBは，2.0 kAで瞬

入力変圧器盤 母線連絡盤

UPS

図 3　  「UPS6000DX」（三相 3線式）採用の三相 4線式電源シス
テム
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図 4　  単機システムと並列冗長システムのインピーダンスマップ
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時動作しない特性のものを選定し短絡保護協調を取る。
8 台並列冗長システムの UPS 直下 F1 点の三相短絡電
流は，単機システムの約 6倍で 91.5 kAと非常に大きく
なる。並列母線部では短絡事故を起こさないように，十
分な措置をする必要がある。ただし，図6に示したよう
に，負荷側MCCB直下 F2の中性相-電源相の短絡電流は，
10.6 kAとなるが，限流ブレーカによって 2.8 kA（4.0 kA
ピーク）に限流される。
単機，並列いずれの場合も限流ブレーカによって容易に
短絡保護協調を取ることができる。

5　低圧回路の地絡保護

UPSからサーバ負荷までの地絡保護を行うには，絶縁

監視装置を取り付ける Igr 方法が最も信頼性が高く確実で
ある。

5 . 1 　三相 4線式UPS の地絡電流
UPS1 次側に設置する入力変圧器は，混触防止板と 2

次巻線の中性相を B 種に接地する。サーバ側の負荷電圧
は 230Vであり D 種に接地される。したがって，地絡
時の閉ループ回路には，中性相の B 種接地抵抗とサーバ
側の負荷の D 種接地抵抗が直列につながる。地絡電流
が流れたときの電流ルートと計算式を図7に示す。非絶
縁形 UPS の主回路の IGBT（Insulated Gate Bipolar 
Transistor）と逆並列に，帰還ダイオードがある。これに
より，負荷側で絶縁不良が発生しても，一つの IGBTがオ
ンになったタイミングで帰還ダイオードを通した閉ループ
回路が形成され，地絡電流が検出できる。

5 . 2 　UPS システムの絶縁監視
UPSシステムの絶縁監視装置には，Io 方式と Ior 方式お

よび Igr 方式の三つがある
⑷

。
⒜　Io 方式は，零相変流器（ZCT）により漏れ電流を検
出する。

⒝　Ior 方式は，系統電圧を基準として，絶縁抵抗によ
る電流を検出する。Iorと対地静電容量による電流Ioc
を演算により分離抽出する。

仮想中性線
V

短　絡

（a）三相短絡 （b）二相短絡 （C）中性相－電源相短絡
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Z1 Z2
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3
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Z1 Z2
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3
V
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IS3= Z1 Z2+
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3
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S1=
3
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図 5　三相短絡，二相短絡および中性相－電源相の短絡電流計算式

表 3　単機と 8台並列冗長システムの短絡電流値比較

システム F1点 F2点
（計算値）

F2点
（限流ブレーカによる

限流値）

単　機 15.1 kA 6.7 kA 2.0 kA

8台並列 91.5 kA 10.6 kA 2.8 kA

BM3RSB，HB
BM3RHBIp（Ue=230 V/240 V）

0.16 A

0.25 A

0.4 A

0.63 A

1A
1.6 A
2.5 A
4 A
6.3 A
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
32 A

10.6 kA
（実効値）

4.0 kAピーク
2.8 kA
（実効値）

0.1 1 10 100
I sc （rms）（kA）

10

1

0.1

0.01

0.001

0.0001

I p
（
kA
）

図 6　限流ブレーカ「BMシリーズ」の遮断特性

B 種
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ZD
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図 7　地絡電流の等価回路と計算式



58（58）

普
通
論
文

富士電機技報　2019 vol.92 no.1

三相 4線式無停電電源装置を活用した高効率電源システム

⒞　Igr 方式は，各電源の対地間に商用周波とは別の電
源を重畳し，有効分電流により絶縁を監視する。重層
する電圧は，0.5V，周波数は 20Hzなどが採用され，
この電源と同一位相の有効電流を検出する。
この中で，Igr 方式は，静電容量の影響がない，接地相

および中性相の絶縁劣化を検出できる，3 線バランス絶縁
劣化を検出できる，対地静電容量のアンバランスによる影
響を受けないなどの特徴があり，信頼性の高い絶縁監視装
置である。
なお，Igr 方式では，非絶縁形UPSの入力変圧器の二次
側スター結線の中性相に Igr 電源を挿入し，UPS 本体を含
み絶縁監視することができる。ただし，絶縁装置によって
は，対地静電容量に制限があるので，UPS 内の接地コン
デンサ，ケーブル，負荷側の対地静電容量を計算し採用の
可否を検討する必要がある。

6　高調波電流の対応

高調波電流は，UPSの入力変圧器容量と中性相の電流
容量に影響を与える。入力変圧器は UPSがバイパス切り
換えた場合に直接高調波負荷が接続されるので，高調波が
流れた場合の容量を見込んだ選定が必要である。そこで，
JIS C61000-3-2で定める高調波電流発生限度値に基づ
いて考慮した変圧器等価容量と，UL規格で指定されるK
ファクター値を算出する。また，第 3調波および 3の整
数倍の高調波電流は，位相角に差がないため同相となり，
中性相に 3 倍の電流が流れる。その電流がMCCBの定格
電流より大きくなる場合は，中性相の電流容量のみ大きく
しておく必要がある。そこで，電源相と同等の電流容量に
できるかを確認する。
JIS C61000-3-2では，1 相当たりの入力電流が 20A
以下の機器の高調波電流発生限度値が示されている。高調
波電流限度に対して機器の分類は，クラス A，B，C，D
の四つがある。サーバ電源が分類されるクラス Aの最大
許容高調波電流の限度値は，第 3調波で 2.3A，第 5調波
で 1.14Aなどと定められている。
通常，変圧器の巻線損失は，抵抗損（I2R）+ 漂遊負荷
損で構成される。高調波があると，巻線損失中の漂遊負荷
損（渦電流損，高調波損）が著しく増加し，巻線の異常過
熱を引き起こす恐れがある。そこで，負荷損失と同じ損失
になるように等価基本電流を定義し変圧器容量を選定する。

Ie=KP×I1 …………………………………………………⑴
 Ie ：等価基本電流
 Kp ：等価容量係数
 I1 ：基本波電流

高調波成分が含まれる度合いを示し，その値が大きいほ
ど，高調波成分を多く含むことを示す次式で与えられるK
ファクターと呼ばれる係数がある。

K=ΣFn2×In2 ………………………………………………⑵
 Fn ：高調波次数
 In ：基本波電流に対する高調波電流の割合

このK ファクターを使って，変圧器が過熱せずに許容
し得る高調波負荷を定めることができる。UL1561 規格
では，K ファクターを 4，9，13，20・・・と段階的に区
分し，該当する条件下で変圧器を運転したときの巻線の
温度上昇が規格の上限値を超えてはならないと定めている。
一般的には 13が適用されている。データセンター事業
者や電算センターなどに採用されている PDU盤には，K
ファクター対応変圧器が要求される。
表4に，高調波電流抑制の規格品を使用した場合の影
響を示す。これは，負荷の高調波電流を JIS61000-2-3
（基本波電流 20A）のクラス Aに分類される一般的な電
源と富士電機製サーバ電源を使用した場合の計算結果であ
る。一般的な電源に比べて，富士電機製電源ではK ファ
クターは 1.20と，変圧器等価容量は 1.01と，3 倍調波
は 42.5%であり，高調波の影響は小さくなるので，変圧
器容量と中性相の電流容量は電源相と同等とすることがで
きる。

7　あとがき

三相 4線式無停電電源装置を活用した高効率電源シス
テムについて述べた。三相 4線式電源システムを構築す
る上で必要な技術的内容を配慮することにより，三相 4
線式が問題なく使用できることを示した。この結果，三相
4線式無停電電源装置の採用が増えていくことを期待する。
今後も，電源装置の省エネルギー化を推進し，お客さまの
期待に応えていく所存である。

参考文献
⑴　山方義彦ほか. データセンター向け A-NPC3レベル適用大

容量高効率UPS「UPS7000HXシリーズ」. 富士時報. 2012， 

vol.85. no.3， p.250-254.

⑵　玉井康寛ほか. 三相200V系大容量UPS「6000DXシリー

ズ」. 富士電機技報. 2015， vol.88. no.1， p.22-26.

⑶　佐藤佑高. データセンター向け低圧遮断器. 富士時報. 

2012， vol.85. no.2， p.129-132.

⑷　一般社団法人 日本電気協会. 自家用電気工作物保安管理規

定， オーム社， 2013， 278p.

表 4　高調波電流抑制の規格品を使用した場合の影響

条　件 Kファクター 変圧器等価容量
Ie

3倍調波の含有率
（%）

JIS 61000-2-3
クラスA 1.72 1.03 58.7

富士電機製電源 1.20 1.01 42.5
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