
1　まえがき

IT 機器が普及しデータセンタの増強が進み，多くの電
力を必要とするデータセンタの環境負荷低減や瞬時電圧低
下（瞬低），停電時の設備全体の電力をバックアップする

要求が高まっている。

半導体や液晶ディスプレイのような高付加価値製品の生
産ラインは，瞬低や停電により多大な被害が発生する。対
策として，従来は，低圧 UPS（無停電電源装置）などの

さまざまな方法で，個別に対応してきた。

設備規模が大きくなると対策に必要な設備費・維持費が

高額となる。さらに，瞬低対策を必要とする負荷設備の範
囲が広がってきており，製造設備全体の電力をバックアッ

プする必要が出てきた。これを防止するため，従来は鉛蓄
電池による高圧瞬低対策を行ってきた。鉛蓄電池は寸法が

大きく，定期的な保守・交換作業（約 7 年で交換）と廃棄
物処理が必要であり，小型・長寿命・鉛レスの蓄電装置が

望まれていた。

また，要求の多い 10 秒程度の短時間停電対応には次世
代のより高性能なエネルギー蓄積装置の開発が必要となっ

た。

富士電機ではこれらの市場ニーズに応え，小型（従来比
40% 減）・低損失（従来比 30% 低減）・環境負荷低減（蓄
電装置 15 年交換不要）を実現したリチウムイオンキャパ

シタ（LiC）適用高圧瞬低対策装置「UPS8000H」を製品
化したので，その技術内容を紹介する。

図₁　「UPS8000H」の装置外観

表₁　「UPS8000H」の基本装置仕様

項　目 仕　様 備　考

全　般

定格容量 2,000kVA/1,600kW

運転方法
冷却方法
切換時間
周囲温度

常時商用給電
強制空冷
2ms以下
0〜40℃

JEC-2433
クラス2

通常運転

入力定格電圧
入力電圧変動範囲

6,600V
±10%

入力周波数 50Hz/60Hz

入力周波数範囲 ±5%以内

入力相数
効　率
出力電圧

三相3線
99.3%以上
入力電圧と同等

定格満充電時

停電運転

出力定格電圧
出力電圧精度

6,600V
±3%以内 定格負荷時

出力周波数 50Hz/60Hz

出力周波数精度 ±0.1%

定格負荷力率 0.8（遅れ）

停電補償時間
電圧波形ひずみ率

10秒
線形負荷：3%以下 蓄電部による
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UPS8000H High-voltage Uninterruptible Power Supply that uses Lithium-ion Capacitor 

富士電機は，蓄電デバイスに世界で初めてリチウムイオンキャパシタ（LiC）を適用した高圧瞬低対策装置「UPS8000H」

を開発した。FDK 株式会社と共同開発した専用 LiC と各部にユニット構造を採用することで，従来比 60% の小型化とメン

テナンス性の向上を図った。さらに独自のワンパルス充電方式の適用により商用給電時の装置効率 99.3% を実現した。ハ

イブリッド方式の高速停電検出と高速半導体スイッチの適用により，切替時間 2 ms 以下の無瞬断切替（JEC-2433 無停電
電源システムクラス 2）を実現している。

The UPS8000H developed by Fuji Electric is the world’s first uninterruptible power supply (UPS) that uses a lithium ion capacitor (LiC) 
as a battery. With a custom LiC developed jointly with FDK Corporation and a modular structure adopted for each part, 60% smaller size and 
improved ease of maintenance have been achieved. Additionally, a proprietary single-pulse charging scheme enables this UPS to realize 99.3% 
efficiency when commercial power is supplied. The application of hybrid-type high-speed power failure detection and high-speed semiconduc-
tor switching enables the realization of uninterrupted switching time less than 2.0ms (JEC-2433: UPS system class 2).
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2　�リチウムイオンキャパシタ（LiC）適用高圧瞬
低対策装置「UPS8000H」の概要

UPS8000H の基本装置仕様を表₁に，外観を図₁に，回
路構成を図₂に示す。通常時には負荷へ商用電源を給電し，

同時に蓄電装置に電力を蓄えている。瞬低が発生すると，

高速スイッチ（HSW）が商用電源を高速開放し，インバー

タが負荷へ給電を開始する。

3　�リチウムイオンキャパシタ（LiC）適用高圧瞬
低対策装置「UPS8000H」の特徴

₃.₁　小型化

本装置は，設置面積を従来機に比べ 40% 削減した（図

₃）。従来，系統異常時に給電するためのエネルギー蓄電
装置には，鉛蓄電池を使用していた。これを FDK 株式
会社と共同開発した LiC を採用し蓄電池盤を小型化した。

さらに半導体スイッチ部，インバータ部，および蓄電池盤
のキャパシタなどにユニット構造を採用したことで，装置
全体の小型化を実現した。

次に LiC の特徴と選定について説明する。

⑴　LiC の基本特性
LiC のセルの構成を図₄に示す。電気二重層キャパシタ

（EDLC）の負極にリチウムをプレドープしている。EDLC
では 2.5 V であるセル電圧が，LiC では 3.8 V となり高エ

ネルギー密度が達成できる。

各蓄電デバイスのエネルギー密度と出力密度の関係を図

₅に示す。LiC のエネルギー密度は EDLC の 2 〜 3 倍にな

る。さらに，EDLC と同等の電流の出力密度と寿命特性
（約 15 年）を持っている。

⑵　最適な蓄電デバイスの選定
図₆に示すように瞬低対策として，従来，数 ms 程度

の瞬時電圧低下には，2 s 以下の瞬低継続時間に対応した

EDLC を適用していた。短い時間であれば，エネルギー密
度が低い EDLC でも対応できる。鉛蓄電池は，停電対策
などの長い補償時間に対応できる反面，設置面積が大きく，
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図₅　各蓄電デバイスのエネルギー密度と出力密度
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16.7m2〔W7.6×D2.2（m）〕
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図₃　装置設置面積の従来機との比較
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図₄　リチウムイオンキャパシタ（LiC）のセル構成
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定期的な交換や温度管理などのメンテナンスに手間がかか

るという欠点があった。本装置は，15 年間交換不要であ

る LiC を適用して電力会社から自動再送電されるまでの

10 s 程度の停電に対応でき，メンテナンスフリーを実現す

ることで，鉛蓄電池の問題を解決している。

⑶　LiC 適用上の技術的課題と対応
本装置では，LiC のセルを直列・並列に接続して使用し

ている。各セル電圧が不均一になり，低電圧や過電圧にな

らないようにバランス回路を適用している。また，各セル

の状態を監視し，最適なセル電圧となるように変換器の動
作を制御するシステムを構築している。

₃.₂　高効率化

富士電機独自のワンパルス充電方式により損失低減を図
り，商用給電において効率 99.3% を実現した

⑴

。

従来の高圧瞬低対策装置では，蓄電デバイスを充電する

ために変換器部分を高速にスイッチングさせて充電電流を

流している。この電流は負荷電流に比べると小さいが，変
換器でスイッチング損失が発生する。一方，充電完了後に

変換器を停止すると，変換器内部の漏れ電流により直流電
圧が徐々に低下する。この状態は緩放電と呼ばれる。緩放
電による寿命の劣化を防ぐために，充電を継続する必要が

ある。

そこで UPS8000H では，簡易回路で示した図₇の U 素
子だけをスイッチングして，最小の運転損失で LiC を充
電する 1 パルスモードという充電方式を採用し，これらの

課題を解決した。相電圧 R 相が負のとき，U 素子を一定
時間パルス状にオンする。その際，電流は図₇⒜のように，

①の経路で電流が流れ，リアクトルにエネルギーが蓄積さ

れる。U 素子をオフすると，図₇⒝のように，②の経路で

電流が流れ，リアクトルのエネルギーが直流コンデンサと

LiC に充電される。なお，この 1 パルスモードに切り替
わった初期状態では，この U 素子のパルス幅は最小の幅

である。直流電圧が指令値より低ければ 1 基本波サイクル

ごとに一定量増加させ，高ければ減少させている。

₃.₃　高性能化

⑴　高速停電検出
入力電圧を波形レベルとベクトルレベルの両方で判定し，

出力突入電流による入力電圧の瞬間的な低下に対して停電
誤検出を防ぐ機能を併用したハイブリッド方式を採用した。

本方式により，さまざまな電圧低下に対し誤検出すること

なく，高速で確実な停電検出ができるようになった。

⑵　高速半導体スイッチ

入力系統事故時に入力系統を高速に切り離すために，高
速半導体スイッチを適用した。図₈に示すように高速ス

イッチは遮断信号入力後 1 ms レベルでの切り離しを実現 
し，JEC-2433 無停電電源システムクラス 2（切替時間
2 ms 以下の無瞬断切替）に適合している。

⑶　高速パワーウォークイン

本製品は，停電からの復電後に，UPS 入力電流をソフ
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図₈　入力系統事故時の切換波形
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図₇　リチウムイオンキャパシタ（LiC）充電時等価簡易回路

入力電圧

出力電圧

出力電流

入力電流

インバータ電流

1s

図₉　パワーウォークイン時の動作波形
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トスタート（パワーウォークイン制御）することにより，

入力電源への影響を最小限に抑えている。

この時の動作波形を図₉に示す。復電後にキャパシタか

らの給電であるインバータ電流が徐々に減少し，それに合
わせて商用給電からの入力電流が増えている。

このようにキャパシタ給電から商用給電への切換えを急
激に行うのではなく，約 1 s の時間をもって徐々に負荷を

移行する制御を行っている。

₃.₄　並列運転機能

負荷設備容量に応じ，単機容量 2 MVA の本装置を

6.6 kV 系で最大 6 台（合計 12 MVA）まで並列増設するこ

とができる。また（N＋1）台の構成で 1 台分の冗長性を

持たせるシステムを構成にすることで，極めて高い信頼性
が得られる。本システムでは，並列する UPS 同士で電流
のやり取りを抑制する制御と，もし UPS に故障が発生し

ても給電が継続できるようなシーケンスを備えている。

4　あとがき

リチウムイオンキャパシタ（LiC）を蓄電デバイスに適
用した充放電システムは，太陽光発電や風力発電などの分
散電源の安定化装置や，回生電力貯蔵装置への応用が期待
される。

高圧瞬低対策装置については，低圧 UPS「UPS8000D
シリーズ」で製品化されている電圧補償や高調波吸収など

の無効分電力補償の付加機能を追加した製品を開発し，さ

らなる電源品質の向上に取組み，社会に貢献していく所存
である。
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＊ 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。




