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1.安定で効率性の高いエネルギー社会へ

20 世紀から 21 世紀に向かって，科学技術（シーズ）

とその社会適用（ニーズ）は，その相互作用によって驚
異的に発展し，豊かで便利な社会環境が整えられてきた。

米国工学アカデミーは，20 世紀の三大技術業績は，3 位
が飛行機，2 位が自動車，1 位が社会の電化であると評し

ている
⑴

。100 年の間に電気の利用技術とこれを支える受
配電・給電技術の進化は，確かに世の中を明るくしたが，

エネルギー需要の急激な増加に伴う化石エネルギーの消
費増を引き起こし，これによる地球温暖化という負の側
面としても現れてきた。

現在のエネルギー源の大半は石油などの化石燃料であ

り，風力発電，太陽光発電などの再生可能エネルギーは

6%にすぎない。一方，エネルギーの電力化率は指数関
数的に増大し，世界平均で 20%，日本では 40%を超え

ており，電気自動車（EV）の普及や高速電気鉄道の増加
によって 50%を超える日は目前である

⑴

。このため地球規
模のエネルギー・環境問題の解決方法として，電気エネ

ルギーに関する技術開発とその普及がクローズアップさ

れている。富士電機は，長年培ってきた地熱発電，太陽
光発電などのクリーンな創エネルギー技術と，インバー

タや半導体などのパワーエレクトロニクスによる省エネ

ルギー技術によって，地球環境問題の解決に寄与するこ

とを CSRレポートの中で宣言している
⑵

。さらにこれら創
エネルギーおよび省エネルギー施策の拡大の前提として，

電気エネルギーの輸送システムを安全で効率性の高いも

のにするための受配電・給電技術が重要性を増してきて

いる。

2.受配電・給電システム変革の動向

図 1に，受配電・給電からみた電気エネルギー分野
における技術動向の俯瞰イメージを示す。情報通信技術
（ICT：Information and Communication Technology）は，

生活の利便性だけでなく業務の生産性向上を実現するイ

ンフラとして利用が広く浸透していく。これを支える情

報設備，特にデータを集中管理するために一瞬でも動作
を停止させることのできないデータセンターを典型に，

高信頼な電気エネルギーの供給が要求される。

一方，情報設備や商業施設，新エネルギー，電気自動
車などそれぞれの分野で，電源の安定化・効率化のため

の DC 給電化や，エネルギーのいっそうの効率化を目指
した AC/DCの高電圧化が進行し，また AC/DCハイブ

リッドシステムの利用も予想される。これらの先には，

エネルギー源と需要先を，ICTを併用した受配電システ

ムで有機的に結合し，高信頼化・効率化するスマートグ

リッドがある。また，電気自動車の普及に合わせて，こ

れを安心して利用できるようにするための充電器インフ

ラの整備も急速に進んでいる。

3.データセンターにおける新しい配電方式

3.1　電源供給信頼性の確保

データセンターは，顧客の所有するデータまたはサー

バ機器そのものを収容・管理する設備であるため，その
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図1　受配電・給電からみた電気エネルギー分野の技術動向
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運用の信頼性・安全性の確保と故障によるダウンタイム

の低減が最優先の要求となる。

富士電機はデータセンター設備向け“グリーン IDC”
ソリューションを展開しており，ラックに設置されるサー

バ単位の高信頼運用をするための“IDC 用インテリジェ

ント分電盤”を開発・提供している
⑶

。

この分電盤は，分岐回路用として，①電源事故の拡大
防止のため専用ブレーカの遮断容量を 5 kAまで拡大，②
充電部露出がなく交換時間の短縮と容量・相変更が容易
なプラグインシステムを採用，③ CTの内蔵が可能で 38
分岐回路まで対応できること，を特徴としている。また

主幹回路用としては，240V 400AF，85 kAおよび 240V 
250AF，50 kAに対応可能である。図2にプラグインシス

テムの例を示す。

3.2　データセンターのAC高電圧化

現在のデータセンターは，IT 機器自身と空調設備での

消費電力が大きいが，これ以外の電源設備系統での消費
も 25% 程度を占める実態にある

⑷

。このため近年の UPSの
効率化に伴って，残る受配電系統の効率化についても重

要な課題となってきている。

日本の工業用三相AC電圧は 200Vだが，主要先進国
では 400Vが標準である。近隣の台湾と韓国でも既に

400Vへの昇圧化を完了している。AC電圧を国際標準で

ある 400Vに高電圧化すると，5% 程度の省エネルギー効
果が見込めるため，有力な効率化手段となる

⑸

。この方式
では，標準化された①三相 4線式，②上位一点接地（TN
接地），③高遮断容量ブレーカおよび高限流分岐ブレーカ

の採用が容易で，電力供給容量の拡大を基礎とした事故
時遮断回路限定の容易化（選択遮断），単相分岐バラン

スの容易化，ノイズの低減など，多くの利点を享受でき

る。図3に 400V，4 極主幹の分岐配電盤の内部配置を示
す。また，図4に 400V 高性能ブレーカの例を示す。

4. DC 給電と AC/DC ハイブリッドシステム

省エネルギーのための政策的な支援による太陽光発電
の普及促進や，データセンターなど情報設備での給電の

高い効率から DC 受配電システムが注目され始めている。

今後の再生可能エネルギーの大量導入や電気自動車の急
速な普及の時期に入ると，DC/DC 変換機器の効率向上を

背景に，施設内を超えて DCによる受配電グリッド化の

可能性が想定される。図5に DCグリッドを含む DC受配
電システムの構想図を示す。
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一般住宅や業務施設を DCグリッドによって結合する

ためには，IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）な

どのパワー半導体を含めた電力変換技術がコアであり，

富士電機はこの領域での長年の蓄積を生かし製品を開発
している。また，図6に示すように DC配電保護に不可欠
な DC専用高電圧ブレーカを開発し供給している。

一般住宅においては，太陽光発電や燃料電池による DC
直接給電と既存の AC給電を組み合わせ，負荷によって

使い分けるハイブリッド電源の普及が予想される。図7に

エコハウス用ハイブリッド電源の構想図を示す。ここで

は AC用と同等のコンパクトな受配電機器と，感電保護
のための DC漏電ブレーカの開発が重要となる。

5.電気自動車（EV）の普及と充電インフラ整備

ハイブリッド自動車（HEV）が急速に普及してきており，

電気自動車（EV）の本格普及も目前に迫っている。環境
省による「電気自動車普及推進事業」の推進や，経済産
業省による「次世代自動車戦略 2010」の策定など，低炭
素社会に向けた石油燃料自動車からのシフトが推し進め

られている
⑹

。

EV 普及のためにはインフラとしての充電器のネット

ワーク整備が必要である。富士電機はその先行メーカー

として急速充電器を量産 ･発売した
⑹

。この充電器は，自
動車ディーラ，大型店舗，高速道路サービスエリアなど

に設置して，30 分で 80%の急速充電することができる。

チャデモ（CHAdeMO
〈注〉

）協議会が標準化を進めている急
速充電器規格に準拠した充電インタフェースを備えてい

る。図8に急速充電器の外観を示す。

6. あとがき

富士電機の受配電・給電システムへの貢献について紹
介した。地球温暖化の防止に向けた，電気エネルギーの

高効率，最適運用のためには，受配電ネットワーク技術
（スマートグリッド），AC・DC給電技術およびハイブリッ

ド給電技術の研究が重要かつ急務となっていると認識し

ている。今後もお客さまの設備ごとに異なるさまざまな

要求に柔軟に対応できる機器 ･システム・サービスを提
供することを通して，社会や産業のベストパートナーを

目指していく。引き続きご支援，ご鞭撻をお願い申し上
げる。
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