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1　まえがき

2005 年頃から急激に増加してきたデータセンターは，
“障害時でも迅速に復旧対応が可能であること”“インター
ネットエクスチェンジに近く，高速通信が可能であるこ
と”が理由で，都心近郊で建設が盛んに進められてきた。
しかしながら，十分な設置面積が確保できない状況が続い
ている。
そのため，データセンター内に設置される電気機器は小

型化や据付面積の省スペース化が求められている。
この中で，配電盤はコンパクトに配置が可能な前面保守

型が主流となってきている。
富士電機は，このような背景からデータセンター向けに
小型かつ前面保守型の高圧盤を開発し，製品化した。

2　システム構成と製品概要

データセンターの高圧受配電システムにはさまざまな
方式がある。例えば，図1に真空遮断器（VCB：Vacuum 
Circuit-Breaker）のみで構成した方式（ここではシス
テム Aと呼ぶ）と，電源切替え部分のみを断路器（DS：
Disconnect Switch）にし，それ以外を VCBの構成とし
た方式（ここではシステム Bと呼ぶ）の二つを示す。シ
ステム Aでは，DSの代わりに，開閉操作が容易で，配電
盤から引出しが可能な VCBを用いる。VCBは盤から引き
出して点検できるので，保守性や事故時の復旧が容易であ
る。
図2に示す構成例では，高圧系統回路，無停電電源切替
系統回路，低圧系統回路からなる。その中で，高圧系統回
路はシステム Aを採用し，一般的には高圧受電盤，高圧
フィーダ盤，入力変圧器盤の構成となる。

データセンター向けに製品化した高圧フィーダ盤の外観
を図3に，内部正面図を図4に，主な仕様を表1に示す。
図3および図4に示している高圧フィーダ盤は VCBを
2 段積みしている。また，制御回路に必要な機器は扉に集
約して配置している。 
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2005 年頃から増加してきたデータセンターは，都心近郊に建設されることが多いため，設置する電気機器の小型化や
省スペース化が求められている。このような背景から，データセンター向けに，幅 900mm，奥行 900mmに小型化しつ
つ，前面保守型で背面側の保守スペースが不要な高圧盤を製品化した。小型化に当たり，真空遮断器（VCB）固定枠（ク
レードル）の機能を，盤側に組み込んで一体化した。また，最適な仕様の変流器（CT）を採用し，CTの小型化を実施した。
これにより，UPSなどを含めた設備全体の据付面積を従来比で約 70%に縮小した。

Data centers that have been flourishing since around 2005 are often built near urban areas, there is therefore a need to be 
compact and space saving of electrical equipment installed.  From above background, we have released a compact medium-voltage 
Switchgear for data centers that is 900 mm wide and 900 mm deep while maintaining the front maintenance type and does not 
require maintenance space on the back side.  For downsizing, the function of the vacuum circuit-breaker (VCB) fi xed frame (Cradle) 
was integrated into the Switchgear side.  In addition, a current transformer (CT) with optimal specifications was adopted and 
performed down size of the CT.  As a result, the installation area of total equipment including UPS has been reduced to about 70% 
compared to the previous model.
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図 1　データセンター受配電システム比較
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3　小型化

高圧盤を小型化することで，設備全体の据付け面積を省
スペース化した。前面保守型構造を採用し，列盤となる無
停電電源装置（UPS：Uninterruptible Power System）
と同一の奥行寸法に収めるため，次の対策を行った。
⒜　VCB固定枠（クレードル）の機能を盤側に組み込
んで一体化したことによる内部構成部材（VCB 収納
部）の小型化

⒝　データセンター向けに最適な仕様の変流器（CT：
Current Transformer）を製品化し，採用したことに
よる小型化

3 . 1 　設備全体の据付け面積の省スペース化
製品化した高圧盤は，前面で保守作業ができる構造を採
用している。従来は，高圧盤の背面側にも作業スペースが
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図 2　データセンター向けシステムの一例
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図 3　高圧フィーダ盤の外観
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図 4　高圧フィーダ盤の内部正面図

表 1　高圧フィーダ盤定格仕様

項　目 仕　様

適用規格 JEM 1425-CW

設置環境 屋　内

定格電圧 3.6/7.2 kV

定格周波数 50/60Hz

定格母線電流 600A

定格短時間耐電流 20kA/1秒

定格耐電圧値
商用周波 22kV

雷インパルス 60kV

保護等級     IP2X＊

外形寸法  W×D×H（mm） 900×900×2,300

真空遮断器（VCB） 電動バネ操作方式

変流器（CT）
変流比 100-150-300/1A

（3タップ）

定格負担 5VA

＊  IP2X：“防じん等級2，防水等級なし”を示す。“フィンガープロテクション”と
も呼ばれ，人の指が入らない程度の保護等級である。
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必要で，電気室内での据付面積を多く必要としていた。開
発した高圧盤は，従来のような背面側の作業スペースを不
要とし，壁面に配置できるようにした。また，UPSと列
盤になる入力変圧器盤も幅 900mm，奥行 900mmと小
型化した。UPSと同じ奥行寸法にしたことで，並べて配
置できるようにした。また，背面からの作業を不要とした
ことで，背中合わせに配置することができる。これにより，
配電盤を集約して配置できるなど，レイアウトの制約が少
なくなり，配電盤に接続する外部からのケーブルを集約で
きるようになった。なお，データセンター向けでは，電源
供給を停止することなく，配電盤を更新するためのスペー
スも考慮する必要がある。このような考慮を行った上で，
従来との据付け面積を比較すると，図5の電気室の盤据付
例に示すように，UPSを含む設備全体の据付面積は当社
従来比で約 70%に縮小する。

3 . 2 　高圧盤の小型化
⑴　VCB収納部の小型化
一般的に引出しタイプの VCBは本体とクレードルを組

み合わせている。
図6に示すようにクレードルが持つ VCBを引き出す
機能と断路する機能を盤側に組み込んで一体化したこと
により，盤寸法を幅 1,100mm× 奥行 1,500mmから幅
900mm×奥行 900mmに小型化した。
⑵　変流器（CT）の小型化
今までは，分野を限定せず大規模な設備容量にも対応出

来る CTが使用できるようにしていた。そのため，さまざ
まな変流比に対応するため，一次電流が 2,000Aの CTが
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設置できるように外形寸法を確保していた。そのため，小
型化ができなかった。
そこで，納入実績を整理するとデータセンターの受配電

システムでは，550 kVA，1,000 kVA，2,000 kVAのトラ
ンスが多いことが分かり，一次電流を UPSの容量に適し
た 100A，150A，300Aの 3 種類とした。また，CTの
二次側に接続される機器の性能が飛躍的に向上したこと
で CTへの負担が減っている。このことから，二次電流を
1Aで定格負担を 5VAの仕様にすることで CTを小型化
した。また，図7に示すように複数の一次電流定格に対応
できるようにタップ切替え構造とした。
CTのオプション仕様として二次電流が 5A，かつ定格

負担 10VAで一次電流は仕様に合わせた電流値が選択可
能な CTも準備することで，顧客の仕様に柔軟に対応でき
るようにした。
⑶　外部ケーブル接続の容易性対応
小型化すると，盤内における外線ケーブルの接続作業が
しにくくなる。
ケーブルを接続するためのスペースと VCBの搭載ス

ペースは，盤幅方向の中央に設けられた支柱により分割さ
れている。支柱の配置を変更し，腕を入れて作業ができる
ようにしたことで，外線ケーブルの接続作業を容易に行う
ことができるようにした。

3 . 3 　耐震性能
2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震以降，電気品
に高い耐震性能が要求されるようになってきている。
一方で，小型化，特に奥行寸法を縮小すると，水平地震

力に対する剛性が弱くなる恐れがあった。
そこで，図8に示すような筐体（きょうたい）の構成と
することで，強度および盤内スペースの確保を両立した。
従来型構造では，フレームに板状のカバーを水平方向から
ボルト固定していたためボルトに応力が集中していた。今
回の構造ではカバーを箱状にして剛性を高くした。さらに，
カバーと梁が面接触するように固定することで，応力集中

を避けるようにした。
配電盤・制御盤の耐震設計指針（JEM-TR144：2017）
に準じた正弦 3波加振試験を，実機を使って行った。さ
らには，過去に発生した地震“エルセントロ地震波：最大
0.3G，3 軸同時”“兵庫県南部地震波：最大 0.6G，3 軸
同時”“東北地方太平洋沖地震波：最大 1.5G，3 軸同時”
を再現した振動試験も行った。その結果，設計用標準震度
2.0を満たした耐震性能，および過去に発生した地震に対
して十分な性能を持つことを確認した。

4　あとがき

データセンター向け高圧盤の小型化について述べた。
今後も顧客の要望に応え，信頼性・安全性をよりいっそ
う高めた製品開発を進めていく所存である。

岩本　　啓
配電盤の開発企画に従事。現在，富士電機株式会
社パワエレシステム エネルギー事業本部エンジニ
アリング統括部プラントシステムセンター盤シス
テム技術部。

藤本　義雄
配電盤の設計に従事。現在，富士電機株式会社パ
ワエレシステム エネルギー事業本部神戸工場電気
電源装置部課長補佐。

大田　　博
配電盤の設計に従事。現在，富士電機株式会社パ
ワエレシステム エネルギー事業本部神戸工場電気
電源装置部課長補佐。
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図 8　枠体構造比較
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