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大容量無停電電源装置「UPS7500WX」
“UPS7500 WX” Large-Capacity Uninterruptible Power System

情報システムのクラウド化や電子商取引の増加によ
り、世界中でデータセンター（DC）の建設が増えている。
DCは、重要な情報を保管するサーバの保守・運用サー
ビスやインターネット接続などの提供を行う。そのため、
DCにおける給電は安定かつ継続的に行われることが必要
である。
富士電機は、DCの電気設備全体の設計から運用支援ま
で一貫したエンジニアリングを提供し、電力の安定供給
や省エネルギー（省エネ）化、省スペース化に貢献して
いる。この中核となる機器の一つが、停電などの電源異
常時にも電力供給を継続する無停電電源装置（UPS）で
ある。
近年、北米やアジアを中心に建設が増大しているハイ

パースケール DCでは、電力使用量が膨大となるため、
UPSにはさらなる大容量化と省エネ化が求められている。
富士電機は、2018 年度に北米市場の安全規格に適合する
容量 1,000 kVAの「UPS7400WX」を発売した。
本稿では、電力変換回路や UPSモジュールの並列

制御技術などのプラットフォーム技術を基に開発した、
UPS7400WXの次世代機となる大容量無停電電源装置
「UPS7500WX」について述べる。

1　特　徴

本UPSは、常時インバータ給電方式で業界最高レベル
の電力変換効率を実現した。一方、常時商用給電方式も
採用しており、富士電機ではHE（High Effi ciency）モー
ドと呼んでいる。HEモードは、商用電源が正常なときは
商用電源から直接負荷に給電し、給電の効率を重視した
方式である。

1 . 1 　単機大容量化・省スペース化
本UPSは、1 台当たり 600 kVAの電力変換モジュー

ル（W1,000mm、D900mm）を、将来は最大 4台まで
組み合わせて単機UPSの容量を600 kVAから2,400 kVA
まで拡張できる。

例として、図1に 1,200 kVA機を示す。本UPSの基本
構成は、主回路ケーブルや制御信号線を接続する入出力
モジュール（I/O-M）、制御装置や内部バイパス回路を
実装した制御モジュール（CTR-M）、整流器やインバー
タを内蔵した電力変換モジュール（UPM）である。
1,200 kVA 機は、I/O-M を 1 台、CTR-M を 1 台、

UPMを 2 台で構成し、列盤としたときの幅は 3,500mm、
奥行きは 900mmであり、業界最小レベルのフットプリ
ントである。
盤の左右や背面の保守スペースを不要にしているの
で、盤を配置する上で、さらなる省スペース化を行うこ
とができる。また、周辺盤を含めて一括設計を行う場合、
I/O-Mの機能を周辺盤に組み込むことによって I/O-M
が不要になる。これにより 1,200 kVA 機は、CTR-Mが
1 台、UPMが 2 台の構成となり、幅は 3,500mmから
2,850mmに縮小できる。UPSシステムの省スペース化に
よってサーバなどの IT 機器の設置スペースが拡大できる。

1 . 2 　給電方式
本UPSの内部バイパス回路は、図2に示すHEモード
対応タイプ（図2⒜）またはハイブリッドモード対応タ
イプ（図2⒝）が選択できる。HEモード対応タイプの
回路構成は、UPSの定格出力電流を連続的に通流する設
計のサイリスタ、および機械スイッチの直列回路である。
一方、従来製品からあるハイブリッドモード対応タイプ
は、無瞬断切換のために短時間の過電流耐量の領域で設
計したサイリスタと、機械スイッチの並列回路である。
HEモードは、常時商用給電によって平常時の給電の効
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図 1　「UPS7500WX」（400V系、1,200kVA機）



大容量無停電電源装置「UPS7500WX」

2021-S06-2

験に必要な模擬負荷を調達していた。これに対して、本
UPSは実装している電力回生機能を使うことで模擬負荷
が不要になり、現地試験の効率化と省エネ化を実現した。
主な特徴は次に示すとおりである。
⑴　図4に示すように、並列に接続した UPS 間で試験を
完結できる。そのため、模擬負荷や仮設ケーブルが不

率を優先していて、装置効率は 98.4%である。このとき、
各変換器は次の状態にある。
⒜　整流器の停止
⒝　アクティブフィルタ動作によるインバータの力率
改善と高調波の抑制

⒞　インバータ出力側から逆変換することによる蓄電
池の浮動充電

〈注〉

万が一、HEモード中にバイパスの電源異常やサイリス
タの失弧を検出すると、2 ms 以内にインバータ給電に切
り換える。
用途に応じて対応する内部バイパス回路を選択するこ
とで、装置の効率的な運用ができる。

1 . 3 　最適負荷運転機能
DCの信頼性を高めるためにシステムを冗長化している

ので、平常時の UPSの負荷率は 20～ 40%の範囲である。
この負荷率の範囲は、高い負荷率の場合に比べ、格段に
効率が低い。本UPSは、図3に示すように各UPMの負
荷率を判定し、低負荷時には自動的に不要な UPMを停
止して運用台数を減らして、UPS 全体の効率を改善する
最適負荷運転機能を持っている。

1 . 4 　電力回生機能
DCに納入した UPSは、認証試験として試験運用時に

コンサルティング企業によって定格負荷で 8 時間の連続
運転や 30 分の過負荷試験が行われる。その際、従来は試

〈注〉  浮動充電：電力変換器に対して負荷と蓄電池を並列に接続し、

一定電圧を連続的に印加して負荷に給電しながら蓄電池に充

電する方式
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図 2　給電方式
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図 3　最適負荷運転機能によるUPS 効率の改善
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放出されていた。本UPSでは、試験時の電力を回生す
るため、消費電力が UPSの電力損失分だけとなり、従
来比で電力消費量は 10%に削減できる。

1 . 5 　高信頼システム化
UPSは、システムやサービスの利用割合を示す稼働率

を向上させるために、複数の UPSで構成し、冗長化する。
これにより、DCの保守や運用時だけでなく、いずれかの
単一UPSで故障が発生しても、UPSシステムとして 24
時間 365 日、安定した給電を実現する。

1 . 6 　グローバル仕様への対応
従来、日本国内は三相 3線方式の UPSが主流であった。
近年、国外の大手DC事業者は、日本国内に DCを建設
する際に、ベンダーに対してグローバルで標準的な三相 4
線方式を要求する。本UPSは、このような要求に応える
ため、定格電圧は 380～ 420V、三相 4線方式も用意し
ている。

2　仕　様

UPS7500WX（1,200 kVA 機）の基本仕様を表1に示
す。

発売時期
2021 年 6月（1,200 kVA機）
以降順次発売（600 kVA、1,800 kVA、2,400 kVA機）

お問い合わせ先
富士電機株式会社
パワエレ エネルギー事業本部
施設・電源システム事業部
電話（042）843-1332

要になる。
⑵　従来は模擬負荷を流れる電力は熱エネルギーとして

（2021年 10月 18日Web公開）

表 1　「UPS7500WX」（1,200kVA機）の基本仕様

項　目 仕　様

方　式
常時インバータ給電方式（VFI）
HEモードまたはハイブリッドモード
（VFD）

定格容量 1,200kVA/1,200kW

外形寸法

W3,500×D900×H2,050 (mm) 
（I/O-M含む）
W2,850×D900×H2,050 (mm) 
（I/O-M含まず）

装置最高効率 96.6%（VFI）、98.4%（VFD）

切換時間 無瞬断（VFI）、<2ms（VFD）

質　量 3,450kg

交流入力

相　数 三相4線

電　圧 380V、400V、415V、420V

周波数 50/60Hz

入力力率 0.99（遅れ）以上、1.0以下

入力高調波電流 総合3%以下

バイパス入力
相　数 三相3線または三相4線

電　圧 380V、400V、415V、420V

直流入力
定格電圧 480V

種　類 リチウムイオン電池、鉛蓄電池

交流出力

相　数 三相3線または三相4線

電　圧 380V、400V、415V、420V

周波数 50/60Hz

出力力率 0.7（遅れ）～1.0

電圧精度 ±1%以下（負荷平衡）

過渡電圧変動 ±3%以下（負荷急変）

電圧ひずみ率 2%以下（線形負荷）
2.5%以下（IEC 62040-3）

過負荷耐量 125%：10分、150%：1分
（推奨温度時）

環　境
周囲温度 0～40℃（推奨25℃）

周囲湿度 5～95%（結露なきこと）

通信プロトコル Web/SNMP、MODBUS＊ RTU、
MODBUS TCP/IP

＊MODBUS：Schneider Automation, Inc.の商標または登録商標

新
製
品
紹
介

富士電機技報　2021 vol.94 no.4

279（57）



＊ 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。
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