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1　まえがき

データセンターでは、システムの安定稼働のため、あら
ゆる設備を冗長化している。
この中で使われている無停電電源システム（UPS：
Uninterruptible Power Systems）は、信頼性や省エネル
ギー（省エネ）、経済性が重要である。省エネについては、
インバータ出力電圧を 3レベル

⑴

にしたもの、主回路素子
に SiC

⑵

を採用したもの、サーバ負荷に直接電源供給が可能
な三相 4線式

⑶

、三相 4線式に台数制御と常時商用給電を
付加

⑷

したものを開発し、高効率なシステムを提供してきた。
UPSを設計する上で、負荷容量や冗長システムを考慮
して単機容量を決定することが重要である。これまで、冗
長システムには、待機冗長や並列冗長、2N

〈注 1〉

システムなど
が主に採用されてきた。この中で、二つの UPSを構築す
る 2N の信頼性は他と比較すると非常に高くなる。ただし、
冗長率

〈注 2〉

は 1である。これに類似した信頼性の高い共通予
備システムでは、群

〈注 3〉

の容量を冗長するため冗長率を 1/N に
できる。したがって、このシステムでは群を構成する単機

UPS容量が大きくなるほど台数が削減でき経済的となる。
これまで UPSにおける待機冗長や並列冗長などのシス
テム信頼度計算

⑹、⑺

が紹介されている。しかし、共通予備シス
テムの計算例は見かけない。また、UPSの主回路や制御
方法はメーカーにより異なる。そこで、富士電機の UPS
回路構成や制御方法を考慮した計算を行い、共通予備シス
テムの信頼性の高いことを確認した。
これにより単機容量を大きくした UPSのシリーズ化に
より、信頼性の高い共通予備システムの採用が進んでいく。

2　単機UPS 容量の選定方法

富士電機では、表1に示すように単機容量 500kVAと
1,000 kVAを開発し、大容量UPSのシリーズ化を進めて
いる。いずれも最大 8台まで並列が可能である。さらに、
三相 4線式では、単機容量 1,200 kVAを開発中である。
バイパス付き単一UPSを基本システムとして、これを
組み合わせて図1に示すように待機冗長、並列冗長、共
通予備、2N、2（N +1）などの冗長システムを構成する。
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〈注 1〉  UPSシステムの構成は、一般にN という用語を使用する。

N とは、負荷容量と同等な UPS 台数のことである。

〈注 2〉  負荷容量に対してどれだけ余分な容量があるかを指標として

示すため、冗長率を（予備の UPSの台数）/（給電に必要な

UPSの台数）で定義する。並列冗長N+1では、給電に必要

なN 台と予備機分の 1 台の合計N+1 台の UPSを設置する。

1 台が故障しても残りのUPSで給電が継続できる。この場合、

冗長率は 1/N となる。

〈注 3〉  共通予備システムにおいて各負荷に対して電源を構成する単

機UPSの集まりを群と定義する。

表 1　富士電機の大容量UPS シリーズ

UPS型式 7000HX-T3
⑴
7000HX-T4

⑶
 7000HX-T4E

⑶、⑷
7400WX

⑸
 

給電方式 常時INV 常時INV 常時INV
常時商用

常時INV
常時商用

結　線 三相3線 三相4線 三相4線 三相3線

電　圧
（V） 420 400 400 480

単機容量
（kVA） 500 500 500 1,000

幅寸法
（mm） 1,500 1,600 1,600 3,000
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これらのシステムに対する UPSと負荷の接続状態を図1
に示す。各システムは UPS 単機容量 500kVA、負荷容量
1,000 kVAとした。
各冗長システムの単機容量に対する冗長容量を表2に示

す。負荷容量 3,000 kVA×4、UPS 単機容量 500kVAと
1,000 kVAとして待機冗長、並列冗長、共通予備システ
ムを比較した。待機冗長と並列冗長では群ごとに予備機が
1 台必要になるので、単機容量に比例して全体の冗長容量
が増加する。これに対して共通予備システムでは単機容
量に関係なく一つの群の容量が冗長容量となる。そのため、
単機容量が大きいほど回路数は削減され経済性の点で有利
となる。また、UPSの群が増えても冗長容量は一定なの
で、群の数が増えるほど経済性の面で有利となる。

3　冗長システムの信頼性

図1に示すシステムの故障率を計算して信頼性の違いを
3.1 節で比較する。故障率の単位は 1 時間当たりの故障す
る回数 (1/h)である。

3 . 1 　バイパス切換えにおける故障率の考え方
インバータ給電中に故障が発生すると、バイパスに切換
えて給電を継続する。
冗長システムにおける各機器などの故障率の扱いを

表3に示す。バイパス回路とバイパス切換回路は、UPS
が故障後に動作する機器でありインバータ給電時の故障率
λUPSには関係しない。
バイパス付き単一UPSの場合は、インバータ給電から

バイパスへの切換え失敗で電源供給は停止する。
並列冗長システムの場合、1 台だけの切換え失敗であれ

ば、電源供給は可能である。したがって、表3のλCを対
象から除外して考える。その代わりに並列ユニットの切換
機能の故障率を考慮に加える。並列ユニットで、故障時に
全台数に対して切換指令を送信するので、この切換機能が
故障すると切換えができず給電を停止する。
共通予備は各群に冗長性は持たせないので、表3の全て
の機器を考慮の対象とする。

3 . 2 　バイパス付き単一UPS の故障率
バイパス付き単一UPSを図2に示す。バイパス回路に

図 1　各冗長システムのUPS と負荷の関係（単機UPS 容量 500kVA、負荷容量 1,000kVAの例）
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表 2　  各冗長システムの単機容量に対する冗長容量
（負荷容量 3,000kVA× 4）

冗長システム 単機容量
（kVA） UPS構成 冗長容量

（kVA）

待機冗長
500 単機（6+1）×4式 2,000

1,000 単機（3+1）×4式 4,000

並列冗長
500 並列（6+1）×4式 2,000

1,000 並列（3+1）×4式 4,000

共通予備
500 並列6台×（4+1）群 3,000

1,000 並列3台×（4+1）群 3,000

表 3 　冗長システムにおける各機器の故障率の扱い

故障率 機　器
バイパス
付き単一
UPS

待機冗長 並列冗長 共通予備

バイパス回路
λSB

バイパス側の
MC4 ○ ○ ○ ○

バイパス切換
回路
λC

MC4インタ
フェース
ユニット

○ ○ 除外 ○

サイリスタ
スイッチ ○ ○ 除外 ○

サイリスタ
駆動ユニット ○ ○ 除外 ○

切換制御部
λCT

並列用CT ̶ ̶ ○ ○

並列ユニット
λPIU

並列ユニット
（負荷分担） ̶ ̶ ○ ○

切換制御部
λCH

並列ユニット
（切換機能） ̶ ̶ ○ ○

並列ユニット
の切換機能
λDIU

切換制御部 ̶ ̶ ○ ○
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は、サイリスタスイッチと電磁接触器（MC）を並列に設
けている。UPSが故障すると瞬時にサイリスタスイッチ
が点弧し、インバータ給電からバイパス給電に切り換える。
その後、MCを並列投入しサイリスタスイッチが消弧する。
⒜　UPSが故障し、バイパス回路に無瞬断切り換えと
なる。

λUPS ……………………………………………………⑴

⒝　UPSの故障修復中に、商用電源が停電またはバイ
パス回路が故障すると給電が停止する。

λUPS（λS+λSB）γUP ………………………………⑵

⒞　さらにバイパス切換回路の故障で給電停止となる。
したがって、単機システムの故障率λSMは式⑶のよ

うになる。

λSM=λUPS（λS+λSB）γUPS+λC …………………⑶

3 . 3 　待機冗長システムの故障率
待機冗長システムを図3に示す。常用UPSのバイパス
入力回路には予備UPSの出力回路を接続する。常用UPS

から負荷に給電する。常用UPSが故障すると、バイパス
切換して予備UPSからインバータ給電を行う。
⒜　常用UPSがN 台の場合、UPS 故障率はN 倍とな
る。

NλUPS …………………………………………………⑷

⒝　常用UPSの故障の修復中に、常用UPSのバイパ
ス回路または予備UPSが故障すると給電を停止する。

NλUPS（λSM+λSB）γUPS ……………………………⑸

⒞　常用UPSがバイパスへの切換えを失敗すると給電
を停止する。
待機冗長システムの故障率λSRは式⑹のようになる。

λSR=NλUPS（λSM+λSB）γUPS+λC ………………⑹

3 . 4 　並列冗長システムの故障率
並列冗長システムを図4に示す。UPSが故障するとバ
イパス回路に切換えとなる。バイパス給電中に、停電また
はバイパス回路と並列ユニットの切換回路が故障すると給
電を停止する。
⒜　並列台数N 台の場合、UPSの故障率はN 倍となる。

N（λUPS+λNB） ………………………………………⑺

⒝　UPSが故障修復中に、他の UPSが故障するとバイ
パスに切り換える。

N（N-1）（λUPS+λNB）2γUPS ………………………⑻

⒞　また、並列システムには、負荷分担制御を行うため
電流計測のための CTや並列ユニットがある。これら
の機器が故障すると負荷分担ができず、過電流となり
バイパスに切り換える。
したがって、バイパスに切換えとなる故障率
λPINVは式⑼のようになる。

λPINV=N（N-1）（λUPS +λNB）2γUPS

　　+N（λCT+λPIU） ……………………………………⑼

図 2　バイパス付き単一UPS
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図 3　待機冗長システム
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図 4　並列冗長システム
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⒟　バイパスに切換え後、N 台中 1台のバイパス回路
が故障する。

NλSB ……………………………………………………⑽

⒠　バイパス回路の故障の修復中に残りの（N-1）台
中の 1 台のバイパス回路が故障すると過負荷となり
給電停止する。

N（N-1）λSB
2γS ……………………………………⑾

⒡　さらに停電が発生すると商用給電停止する。

N（N-1）λSB
2γS+λS ………………………………⑿

⒢　UPSの故障の修復中に⒡が発生すると商用給電停
止する。

λPINV [ N（N-1）λSB
2γS+λS ]γUPS ……………⒀

⒣　さらに並列ユニットの切換機能と切換制御部が故障
すると給電停止する。
　並列冗長システムの故障率λPRは、式⒁のようになる。

λPR=λPINV [ N（N-1）λSB
2γS+λS ]γUPS

　　+N（λCH+λDIU） …………………………………⒁

3 . 5 　共通予備システムの信頼性
共通予備システムを図5に示す。共通予備方式のシステ
ムは図1に示したように完全共通予備の方式と常用・予備
を区別しない方式の 2 種類がある。いずれの方式も故障
率は 2 群の UPSが停止し、負荷への電源供給が不可能と
なった場合とする。負荷側で二つの電源を切り換える機器
があるが、その故障率については考慮しないものとする。
⒜　UPSが故障すると、バイパスに切り換える。また、
並列システムには、負荷分担制御を行うため電流計測

の CTや並列ユニットがある。これらの機器が故障し
た場合、負荷分担ができず、過電流となりバイパス切
換えとなる。一つの UPSシステムの並列台数がN 台
の場合、故障率はN 倍となる。

N（λUPS+λNB+λCT+λPIU） …………………………⒂

⒝　故障した UPSの修復中に、停電またはバイパス回
路が故障すると商用給電が停止する。

N（λUPS+λNB+λCT+λPIU）（NλSB+λS）γUPS …⒃

⒞　さらに並列ユニットの切換機能や切換制御部、バイ
パス切換回路が故障すると給電を停止する。並列シス
テムの故障率λPは、式⒄のようになる。

λP= [ N（λUPS+λNB+λCT+λPIU） ]（NλSB+λS）
γUPS+N（λCH+λDIU+λC） ………………………⒄

⒟　二つの UPSシステムが故障すると電源供給が停止
する。共通予備システムの故障率λCS2は、式⒅のよ
うになる。

λCS2=NS（NS-1）（λP）2γUPS ………………………⒅

なお、2（N +1）システムは、並列冗長システムを 2
セット設けたもので、故障率は次のとおりである。

λ2（N +1）=2λPR
2γUPS ……………………………⒆

3 . 6 　冗長システムの可用性
商用電源の停電の発生頻度は年に 4 回とすると、商用
電源の故障率λSは次式のようになる。

λS=4/（365×24）=1/（2.19×103） (1/h) …………⒇

また、整流器やインバータの冷却ファンは冗長化してい
ること、定期的な交換を前提としており、λUPSの故障率
からは除外した。
故障修復時間を 8 時間として、「7000HX-T4」を

用いた場合の単機、待機、並列冗長システムの可用性
（Availability）を表4に示す。待機冗長は、常用機の台数
に関係なく一定である。これは、単機システムと同様に、
バイパス切換回路の故障率が支配的となるためである。並
列冗長は台数が増えるに従い小さくなる。

λS、γS
λC

λC

λPIU
λCH
λDIU

λSB

λUPS、γUPS

並列盤

λNB

図 5　共通予備システム（4群の例）

表 4　  単機、待機、並列冗長システムの可用性
（単機容量 500kVA）

冗長システム 負荷容量
（kVA）

稼働率
（%）

年間停止時間
（s）

単　機 500×1 99.9995 158

（1+1）待機冗長 500×1 99.9995 158

（7+1）待機冗長 500×7 99.9995 158

（1+1）並列冗長 500×1 99.99991 28

（7+1）並列冗長 3,500×1 99.9996 126
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同じく 7000HX-T4を用いた場合の並列冗長と共通予
備、2N、2（N +1）システムの可用性を表5に示す。負
荷容量は 2,000 kVAとした。並列冗長、共通予備、並
列 2N、並列冗長の 2（N +1）の順に可用性は大きくな
る。さらに、並列冗長に比べて共通予備の年間停止時間は
173 sから 0.03 sとなり、可用性は飛躍的に向上する。
可用性は、システムが継続して稼働できる能力のことで
ある。可用性の数値としての表現は稼働率を用いる。修理
可能な系や機器、部品などがある特定の瞬間に機能を維持
している確率（瞬間稼働率）、または規定の時間で機能を維
持している確率（平均稼働率）のことである。稼働率A と
平均故障間隔（MTBF：Mean Time Between Failure）、
平均復旧時間（MTTR：Mean Time To Recovery）の関
係は式 のようになる。

A=
       MTBF       

      MTBF＋MTTR  
……………………………………

MTBF= 稼働時間/故障回数で算出され、MTBFの値が
大きいほど、故障間隔が長く信頼性が高い。なお、MTBF
は故障率λの逆数である。

4　大容量UPS を用いた共通予備システムの設計

常用と予備を区別しない場合、1 台または複数台の
UPSからなる UPS 群が停止しても、他の健全な UPS 群
が均等に負荷を分担して過負荷とならないようにする必要
がある。
負荷容量に応じて各UPS 群の容量と数Nsを決めると、
出力分岐の最小の回路数はNs（Ns-1）となり、同時に分
岐の各容量を決めることができる。負荷容量 2,000 kVA、
単機UPS容量を 1,000 kVAとした場合の例を図6に示す。
なお、1 回路当たりの容量PLは、UPSの単機容量をP と
すると式 を使って計算できる。

PL=P（Ns-1）Ns ………………………………………

また、各負荷への入力電源が二つの場合の組合せは、

NSC2になるので、表6に示すように、UPS 群の数が増え
ると組合せが増え回路が複雑になるので、全体の経済性と
信頼性を勘案して決定する必要がある。
常用と予備を区別しないシステムを採用するためには、
UPS 出力の回路数、1 回路当たりの容量および負荷の給
電系統を決める必要があり負荷側の給電設計に制約が生じ
る。一方、完全共通予備ではこのような制約は無く給電設
計が容易となる。

表 5　  並列冗長、共通予備、２Ｎ、２（Ｎ+1）システムの可用性
（単機UPS 容量 500kVA、負荷容量 2,000kVA）

冗　長
システム UPS台数 負荷容量 稼働率（%）

年間停止
時間
（s）

並列冗長 （4+1） 2,000kVA×1 99.9995 173

共通予備 2台並列×3群 1,000kVA×2 99.99999992 0.03

2N 2×4 2,000kVA×1 99.99999997 0.009

2（N+1） 2（4+1） 2,000kVA×1 99.9999999989 0.0003 

負荷

No.1UPS

1,000 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

2,000/6＝
333.3 kVA

1 2

2,000/6＝
333.3 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

負荷

No.2UPS

1,000 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

2,000/6＝
333.3 kVA

1 3

2,000/6＝
333.3 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

負荷

No.3UPS

1,000 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

2,000/6＝
333.3 kVA

2 3

2,000/6＝
333.3 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

(a）通常時

負荷

No.1UPS

1,000 kVA

2,000/2＝
1,000 kVA

2,000/6＝
333.3 kVA

1 2

2,000/3＝
666.6 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

負荷

No.2UPS

1,000 kVA

2,000/2＝
1,000 kVA

2,000/6＝
333.3 kVA

1 3

2,000/3＝
666.6 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

負荷

No.3UPS
故障停止

1,000 kVA

0 kVA

0 kVA

2 3

0 kVA

2,000/3＝
666.6 kVA

(b）1台故障時

最小出力分岐数
＝Ns（Ns－1）＝6

出力分岐 1回路の最大容量
＝P（Ns－1)/Ns
＝1,000×2/3
＝666.6 kVA

負荷の入力電源の組合せ

3C2＝ =32×1
3×2

図 6　常用・予備を区別しない共通予備システム（3群、UPS 群の容量 1,000kVA、負荷容量 2,000kVAの例）

表 6　  共通予備システムの出力分岐設計例
（UPS 群の容量 1,000kVAの例）

負荷容量
（kVA）

群の数
Ns

最小出力
分岐数

出力分岐1回路
の容量（kVA）

負荷の入力
電源の組合せ数

NSC2

2,000 3 6 666.6 3

3,000 4 12 500.0 6

4,000 5 20 400.0 10

5,000 6 30 333.3 15
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普
通
論
文
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5　あとがき

大容量UPSを用いたデータセンター向け共通予備シス
テムについて述べた。大容量UPSをシリーズ化すること
で信頼性、経済性で優れる共通予備システムが構築できる。
また、UPSシステムを設計する上で必要となる単機UPS
容量の選定、各種冗長システムの信頼性について解説した。
今後、負荷容量の増大に UPSシステム容量が増大して
いくことも予測される。大容量システムにも対応できるシ
ステム設計や製品開発に注力していく所存である。

〔この論文中の記号〕
λS ：商用電源の故障率 (1/h)
γUPS ：UPSの故障修復時間 (h)
γS ：商用、バイパス回路の故障修復時間 (h)
λUPS ：UPS（インバータ給電）の故障率 (1/h)
λSB ：バイパス回路の故障率 (1/h)
λC ：バイパス切換回路の故障率 (1/h)
λNB ：出力遮断機の故障率 (1/h)
λCT ：並列用CTの故障率 (1/h)
λPIU ：並列ユニットの故障率 (1/h)
λCH ：切換制御部の故障率 (1/h)
λDIU ：並列ユニットの切換機能故障率 (1/h)
λSM ：単機システムの故障率 (1/h)
λSR ：待機冗長システムの故障率 (1/h)
λPINV ：バイパスに切換えとなる故障率 (1/h)
λP ：並列システムの故障率 (1/h)
λCS2

 ：共通予備システムの故障率 (1/h)
N：並列冗長の UPS 台数、待機冗長の常用UPS台数
Ns：共通予備システムの UPS 群の数
L：1 回路当たりの容量 (VA)
P：UPS 群の容量 (VA)
A：稼働率
MTBF：平均故障間隔
MTTR：平均復旧時間
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