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1　まえがき

内閣府の科学技術基本計画では，クロステック
（X-Tech）と呼ばれる仮想空間と現実空間を融合させた
システムにより経済発展と社会的課題の解決を両立する人
間中心の社会“Society（ソサエティ）5.0”を提唱して
いる。
Society 5.0を実現する上で，IoT（Internet of Things）

によってインターネットに接続された膨大な数の多種多様
なセンサからのデータを送受信する通信インフラ，データ
を集積する高い可用性（Availability）を持ったデータセ
ンター（DC）が必要である。
DCの可用性を支える重要機器の一つとして，万が一
電源に障害が生じても安定した電力を供給する無停電電
源装置（UPS：Uninterruptible Power System）があ
る。また，近年その数を増やしているハイパースケール
（超大型）DCの電力使用量は膨大である。そこで使われ
る UPSにも大容量化と高効率化による省エネルギーが求
められている。本稿では，超大型DCの大容量電力イン
フラを支えるためのハイパースケールデータセンター向け
UPSについて述べる。

2　DC市場の状況

DC事業者にとって DC運用における電力料金は大きな
負担となっている。DCの電力使用効率（PUE：Power 
Usage Effectiveness）は，式⑴で示すことができる。

PUE=DC全体の消費電力/IT 機器の消費電力 ………⑴

この指標の改善には，IT 機器以外の消費電力の削減が
必要不可欠である。

また DCの運用に当たって重視されるものの一つに，シ
ステムが使用できる状態をどの程度継続できるかを意味す
る可用性（稼動率）があり，式⑵で表すことができる。

A=        MTBF             MTBF＋MTTR  ………………………………………⑵

 A ：稼動率
 MTBF ：  平 均 故 障 間 隔（Mean Time Between 

Failure）
 MTTR ：  平均復旧時間（Mean Time To Recovery）

Uptime Instituteは，DCのクオリティを Tier Ⅰ～
Tier Ⅳ（最高レベル）に分類している。Tier Ⅳの場合，
稼動率 Aは 99.99%にもなる

⑴

。これは 4 時間の停止が 5
年に 1 回だけ起こりうるシステムに相当する。機器自体
の信頼性の向上に加え，システムの冗長化，保守の改善な
ど可用性の向上は DC事業者にとって重要な課題である。
サーバなどの IT 機器以外の設備スペースが狭小である

ほど，より多くの IT 機器が設置できる。設備スペースの
狭小化は，可用性を保つための設備の冗長化とトレードオ
フの関係にある。DC事業者は可用性を維持しつつ設備ス
ペースを狭小化できるように，システム構成を検討してい
る。

3　UPS の高効率化

3 . 1 　非絶縁型UPS
受電から負荷までの給電経路の各所に電圧変更や絶縁の

ために変圧器を設置する必要がある。しかし，変圧器が多
くなると損失が増加してしまうので，近年は，UPS 内部
の変圧器を取り除いた非絶縁方式の UPSが多く採用され
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UPSs for Hyper Scale Data Centers

膨大なデータを集積するデータセンター（DC）は年々大規模化している。DCの安定運用に必要不可欠な UPSに対して
は，大容量化とともに高効率化が求められる。富士電機は，DC向け UPSに新たな方式として，システム効率が最大に近
づくように運転台数を制御する機能や，商用給電の安定時に電力損失を少なくできる常時商用給電方式を搭載した。さらに，
複数の盤を組み合わせて 1 台の UPSを構成するモジュール型UPSや，リチウムイオン電池を採用した小型・軽量のバッ
テリ盤により，DCの効率的な運用を可能にした。

Data centers (DCs) for storing big data are increasing in size year by year.  Uninterruptible power systems (UPSs) are indis-
pensable in stabilizing the operation of DCs and are required to have a large capacity and high effi ciency.  Fuji Electric has added 
new functions to UPSs for DCs, including control of the number of operating units to pursue the maximum system effi ciency and a 
continuous commercial power feeding to reduce power loss during stable commercial power supply.  We have also developed a mod-
ule UPS, one unit of which consists of several panels, and a compact, lightweight battery panel equipped with lithium-ion batteries, 
allowing DCs to improve operational effi ciency.
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ている。この非絶縁型UPSを採用することで，給電経路
における変圧器の数の最適化を図ることができる。

3 . 2 　三相 4線 400V給電方式
⑵

UPSの三相 4線 400V 給電の場合，出力の中性相に対
して各相の電圧は約 230Vとなる。この電圧は，一般的
な 200Vの負荷機器の動作可能な範囲にあるので，400V
から 200Vに降圧する必要がなくなり，変圧器による損
失分を削減できる。
一方で，負荷側での 1 線地絡（相間短絡）が発生した
場合，地絡電流が絶縁されずに UPSの出力側まで到達す
るため，この状態が継続すると UPSが停止する恐れがあ
る。これを防止するため，適切な負荷分岐ブレーカを設置
し，1か所での地絡が他系統の給電に影響しないように給
電回路を設計する必要がある。

3 . 3 　低損失デバイスの採用
UPS の AC/DC 変 換 を 行 う PWM（Pulse Width 
Modulation）コンバータや，DC/AC 変換を行うイン
バータを，3レベル変換回路とし，富士電機独自の RB-

IGBT（Reverse Blocking-Insulated Gate Bipolar 
Transistor）および 3レベル変換専用パワーモジュールを
採用した。これにより，デバイスがオンとオフに切り替わ
る際に発生するスイッチング損失を低減し，さらにリプル
電流を低減してフィルタ回路の損失も低減した。また富
士電機は，PWMコンバータの還流ダイオード（FWD：
Free Wheeling Diode）に SiC（炭化けい素）デバイス
を採用した。SiCデバイスは，従来の Si（シリコン）デ
バイスに比べて，スイッチング損失や導通損失が少ないた
め，UPSの損失を低減できる。

3 . 4 　台数制御
一般的に UPSの効率は，軽負荷領域では低く，特定の

重負荷領域において最大となる。UPSを複数台並列接続
するシステムでは，負荷電流は各UPSに均等に流れる。
そのため，負荷が小さい場合には 1 台当たりの負荷がさ
らに小さくなり，システム全体の効率が著しく低下してし
まう。
そこで，全ての UPSを常に運転するのではなく，シス

テム全体の負荷を監視しながら，運転する UPS1 台の負
荷が最大効率に近づくように運転台数を変更することで，
システム全体の効率が向上できる。

3 . 5 　常時商用給電方式
一般的に大型の DCで採用される大容量UPSは，高信

頼な常時インバータ給電方式が採用されている。この方式
が高信頼とされる理由は，定電圧，定周波数の出力電圧を
常に供給することに加え，停電が発生した瞬間もインバー
タの連続動作により無瞬断で給電が継続するところにある。
DCにおける UPSの給電対象には，IT 機器のほかにも

空調設備などがあり，負荷によっては電圧変動や瞬断が許

容される場合もある。富士電機の UPSには，バイパス給
電回路を利用して，電力損失が少ない常時商用給電方式が
可能な機種を用意している。
常時商用給電方式は，給電の効率を重視した方式である。
商用電源が正常な時は商用電源から直接負荷に給電し，停
電の時は蓄電池に蓄えた電力をインバータで交流に変換し
て給電する。この機能を富士電機ではHEモード（High 
Effi ciency Mode）と呼び，最新の機種に搭載している。
図1に，常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の比
較を示す

⑶

。
この方式では，通常運転時は交流電源の変動が直接負荷
に影響し，停電発生時は検出遅れ時間のため出力電圧波形
に 1/4サイクル程度の瞬断が生じる。変換器を介さずに
負荷に給電するため，常時インバータ給電方式と比べると
電力損失が少ないという利点がある。

4　UPS システム構成の最適化

DCにおける UPSシステムに要求されることは，3章
で述べた高効率のほか，設備保守が容易であること，なら
びに故障時の早期復旧につながるメンテナンス性が良いこ
とや，段階的な設備投資が可能な拡張性があること，設置
スペースを節約して建物コストを抑制するため小型である
こと，ランニングコストを低減するための部品が長寿命で
あることなどがある。

4 . 1 　モジュール型UPS
機能ごとに盤を分割し，複数の盤を組み合わせて 1
台の UPSを構成したものを，モジュール型 UPSと呼
ぶ。例として，富士電機のモジュール型 UPSである
「UPS7400WX-T3U」を図2に示す。当該UPSは図2の
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インバータ給電交流

交流

直流

バッテリ

バッテリ充電

インバータ整流器

（a）常時インバータ給電方式

（b）常時商用給電方式
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図 1　常時インバータ給電方式と常時商用給電方式
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ように，左から入出力盤，制御盤，UPSモジュール盤が
3～ 4 面で構成される。
モジュール型UPSでは次のような特徴がある。
⑴　高信頼性
変換器が冗長化されるので，一部のモジュールが故障し
てもインバータ給電が継続可能である。
⑵　高保守性
インバータ給電のままで，点検や故障復旧をモジュール
単位で実施可能である。
⑶　高拡張性
モジュールを追加して容量アップが可能である。
富士電機では上述のようなモジュール型UPSである

「UPS7400WXシリーズ」を製品化している。

4 . 2 　リチウムイオン電池（LIB）の使用
これまでの UPSの蓄電池は鉛蓄電池が採用されてきた
が，主にコストの観点から，重くて大きいという欠点が
ある。これに対してリチウムイオン電池（LIB：Lithium 
Ion Battery）は，小型，軽量である。近年，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が，大容
量UPSシステムでの使用はあまり進んでいない。その理
由は，UPSが電気室に設置されることに対し，LIBは石
油類と同等の引火性のある電解液が使用されてため，「消
防法」に従って一定の対策が求められるからである。
富士電機では，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，
サムスン SDI 製 LIBを採用した

⑷

。
LIBを使用するメリットを次に示す。

⑴　期待寿命が 15 年で UPS 使用期間（15 年）中の交換
が不要である（鉛蓄電池は 7～ 9 年）。

⑵　鉛蓄電池と比較して接地面積は約半分，質量は約
20%に軽量化する。
⑶　鉛蓄電池に比べて，温度が上がってもバックアップ時
間が長い。

4 . 3 　システム構成の最適化
近年では，DCに採用されるサーバラックの大容量化

に伴い，UPSの容量も大容量化している。また，DC 向
け UPSシステムでは並列冗長方式の採用が一般的であり，
必要となる周辺設備も大容量化する。その結果，周辺盤を
含めた UPSシステム全体が大容量化しても，コストの増
加を抑制したいという要望が強い。
この要望に対する富士電機の取組みを次に述べる。

⑴　UPS単体容量の大容量化
UPS 単体容量を増大させることで，次の効果が期待で

きる。
⒜　バッテリ盤，周辺盤などの設備点数が減り，コスト
ダウンを図ることができる。
⒝　設備点数の削減により，故障率の低減にも結び付き，
可用性も向上する。

⑵　UPSの給電システム
UPSシステムの信頼性を高めるため並列冗長システム

が採用されている。この場合，各UPSの出力電流は出力
母線に集約されるため，大きな出力電流に耐えられる母線
や開閉器が必要となる。開閉器などの容量にも限界がある
ため，UPSの大型化にも限界がある。
一方で，Uptime Instituteが定める Tier Ⅳクラスの外

国の DCでは STS（Static Transfer Switch）による切り
替えを利用した 2Nシステムが多く採用されている。図3
に並列冗長システムと 2Nシステムの構成例を示す。
このシステムも並列冗長システムと同様に，高い可用

性が実現できる。さらに，DCの負荷設備ごとに UPSを
割り当てることができれば，出力母線容量を削減できる。
よって，DC事業者と密に連携し，富士電機が納入する設
備の最適化だけでなく，DC全体を見据えた UPSシステ

図 2　モジュール型UPS「UPS7400WX-T3U」

顧客負荷設備へ

顧客負荷設備へ

STS

（a）並列冗長システム

（b）2Nシステム

図 3　並列冗長システムと 2Nシステムの構成例
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ムの構築が，今後はより一層重要となる。
なお，2Nシステムにおいて二つの UPSの出力を同期

するように制御できる機能を富士電機は提供している。

5　あとがき

ハイパースケールデータセンター向け UPSについて述
べた。
データセンターにおける電力の効率的な運用，システム

全体として可用性を高めるための技術は，データセンター
の運用を支える必須事項である。UPSはデータセンター
に欠かせない装置ではあるが，装置単体の最適化にとどま
らず，電力インフラ全体の可用性と総所有コストの観点か
ら，周辺設備全体を含めた運用を見据えた製品開発とソ
リューションの提案が必要である。
クロステックによってもたらされる新たな価値を人間が
享受する Society 5.0，その要となるデータセンターに貢
献するものとして，さらなる技術研鑽（さん）を積む所存
である。
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