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まえがき

近年，インターネットや IP 電話などが急速に進展する

高度情報化社会において，コンピュータ（サーバ）のみで

なく，ネットワーク全体での安定稼動に対する高信頼性の

要求がますます高くなってきている。そのため，電源障害

（電圧低下や瞬断など）によるネットワークの誤動作・停

止に対応するために無停電電源装置（UPS：Uninterrupt-

ible Power Supply）を設置して保護することが増加して

いる。

ネットワーク全体の電源は，CPUの高性能化に伴う消

費電力の増加により大容量化の傾向にある。また，ブレー

ドサーバ，1Uサーバなどの高密度実装による熱処理の問

題と環境への意識の高まりにより，UPSの発生損失低減

の要求も高まっている。

今回，富士電機では，これらのニーズに対応すべく並列

冗長方式を採用することにより信頼性と容量拡張性に優れ，

デュアルコンバージョン方式を採用することにより高効率

を実現した新型ミニ UPS「RXシリーズ」を開発した。以

下にその概要を述べる。

特　長

RXシリーズは，下記の特長を備えている。

２.１ 小型化

図１に装置の外観を示す。

装置は，サーバとの融合を前提に設計されており，サー

バの周辺機器として違和感のないスマートな外観デザイン

となっている。また，最近のサーバは，19インチラック

に収納されるものが主流となっているため，19インチ

ラックマウントタイプで製品化している。

デュアルコンバージョン方式の採用による高効率化によ

り小型化を図り，ラック搭載時 21 kVAを床面積わずか

560 × 850（mm）で実現している。

２.２ 高効率・高性能

デュアルコンバージョン方式の採用により高効率・高性

能の両立を図っている。

高効率

図２に従来の常時インバータ給電方式とデュアルコン

バージョン方式の比較を示す。

常時インバータ給電方式では出力するすべての電力を整

流器とインバータで変換している。一方，デュアルコン

バージョン方式では整流器部分で変換する電力が出力電圧

の補償分のみなので，整流器部分での電力変換時の損失を

低減でき，効率の向上を図ることができる。そのため，入

出力商用絶縁ながら 91 ％の高効率を実現している。

高性能

この UPSはインバータの瞬時電圧波形制御により，過

渡変動時においても安定した出力電圧を供給する。さらに，

瞬時電流バランス制御の効果により，過渡変動時における

UPSユニット間の電流はバランスしている。

図３に停電・復電時の入力電圧，出力電圧を示す。停

電・復電時にも瞬断が発生せず，常に波形ひずみの少ない

（2）

（1）

並列冗長方式ミニUPS「RXシリーズ」

453（57）

山方　義彦（やまがた　よしひこ） 橋本　圭史（はしもと　けいじ） 小林　宣之（こばやし　のぶゆき）

図１　21kVA装置の外観
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正弦波を出力している。

図４に入力電圧急変時の入力電圧，出力電圧を示す。入

力電圧急変時にも出力電圧波形が安定している。

図５に負荷急変時の出力電圧，出力電流，各 UPSユ

ニット電流を示す。負荷急変時にも出力電圧波形が安定し

ているとともに各UPSユニット電流がバランスしている。

図６に１台の UPSユニットが故障により切り離される

場合の出力電圧，出力電流，各 UPSユニット電流を示す。

１台故障切離し時にも出力電圧波形が安定しているととも

に，各UPSユニット電流がバランスしている。
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図２　方式比較

入力電圧（400V/div） 

出力電圧（100V/div） 

（20ms/div） 

図３　停電・復電時の動作

入力電圧（400V/div） 

出力電圧（100V/div） 

（20ms/div） 

図４　入力電圧急変時の動作（170V/230V/170V）

出力電流（200A/div） 

出力電圧（100V/div） 

（20ms/div） 

No.1ユニット出力電流（100A/div） 

No.2ユニット出力電流（100A/div） 

No.3ユニット出力電流（100A/div） 

No.4ユニット出力電流（100A/div） 

No.5ユニット出力電流（100A/div） 

No.6ユニット出力電流（100A/div） 

図５　負荷急変時の動作（抵抗負荷0 ％/100 ％/0 ％）

出力電流（200A/div） 

出力電圧（100V/div） 
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図６　No.1 ユニット故障解列時の動作
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２.３ 電源継続性の向上

図７に装置構成を示す。

UPSユニットは，パワーモジュールとバッテリーモ

ジュールで構成されている。1ユニットあたり 3.5 kVAの

UPSユニットを最大 6並列，21 kVAまで構成可能である。

個別並列冗長制御による電源継続性の向上

並列制御方式の中でも信頼性の高い，制御機能（CPU）

を各 UPSユニットが持つ個別並列制御方式を採用した。

個別に制御された UPSユニットを並列冗長動作させるこ

とで，万が一の故障時にも故障ユニットのみを切り離し，

運転を継続できるようにしている。また，切り離すことが

可能な故障ユニット数は１ユニットではなく，負荷容量に

余裕がある限り複数台のユニットの切離しが可能である。

メンテナンス性向上による電源継続性向上

図８にパワーモジュールの交換実施例を，図９にバッテ

リーモジュールの交換実施例を示す。UPSの運転を継続

したままで，装置の前面から，安全かつ簡単に交換するこ

とができる（ホットスワップ方式の採用）。

入出力ユニットはメンテナンスバイパス機能を持ってお

り，商用給電を継続した状態でラック構造の UPSユニッ

トを安全に交換することも可能である。

２.４ 入出力商用絶縁

図 に 200V 電源の接地の種類を示す。さまざまな接地

方法があり，非絶縁方式の UPSにおいて出力を接地する

場合に問題が発生する可能性がある。また，UPSの負荷

機器としては大容量化に伴い 200V 対応機器が増加してい

るが，100V 対応機器のニーズも高い。よって，入力に対

して商用絶縁された単相 3線の 100V/200Vが出力可能な

構成としている。

２.５ ネットワーク対応

最近では，ネットワークに接続しているサーバ，クライ

アントから UPSを遠隔監視，操作する要求が高くなって

いる。それにより UPSの機能としてバックアップはもち
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図７　装置構成

図８　パワーモジュール交換の実施例

図９　バッテリーモジュール交換の実施例
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図１０　200V電源接地の種類
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ろんのこと，状態監視機能，自動シャットダウン機能，ス

ケジュール運転機能などネットワーク対応機能が必要不可

欠になっている。

これらに対応するために，RXシリーズでは「Web/

SNMPカード」を標準装備し，電源障害に対する対応を

より確実なものにすることができる。

リアルモニタリング機能

汎用ブラウザソフトウェアがインストールされているク

ライアントパソコンから，特別なソフトウェアをインス

トールすることなしに，ネットワークに接続されている

Web/SNMP カードを介して，UPSの状態が管理できる。

図 にリアルモニタリングの画面例を示す。

マルチサーバシャットダウン機能

ネットワーク全体をバックアップする場合，複数台の

サーバが UPSの負荷に接続される。これらの複数台の

サーバを停電時やスケジュールオフ時に，安全にシャット

ダウンさせることが必要である。図 に UPSに実装され

たWeb/SNMPカードからシャットダウン指令（RCCMD

：Remote Console Command）を送信し，複数台のサー

バをシャットダウンするシステム構成例を示す。

停電発生時，Web/SNMP カードは，RCCMDのソフト

モジュールをインストールした複数のサーバにネットワー

ク（TCP/IP）経由でシャットダウン指令を送る。シャッ

トダウン指令を受けたサーバはさらに他のサーバにシャッ

トダウン指令を転送する。このシャットダウン指令により，

UPSから電源を供給されている各サーバはプログラムの

終了処理を実行し，安全に OSシャットダウンを行うこと

ができる。

この転送を繰り返すことにより複数台のサーバをシャッ

トダウンするシステム構成が可能である。

仕　様

表１に仕様および容量系列を示す。

7 kVA/10.5 kVA/14 kVA/17.5 kVA/21 kVA機を製品化

している。
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図１１　モニタ画面例
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図１２　シャットダウンシステム構成例
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あとがき

デュアルコンバージョン方式を並列 UPSに適用した新

型ミニ UPS「RXシリーズ」の概要を紹介した。

本シリーズは，ますます重要性の高まるネットワーク全

体をバックアップすることを考慮し，電源信頼性の向上と

高効率の両立をコンセプトにネットワークとの融合を実現

した製品となっている。

今後とも情報化社会が発展していくに伴って UPSの高

信頼性への要求がますます高まることは必至である。また，

環境に対する意識の高まりにより，高効率化への要求も一

段と高まると考えられる。

これらの要求に対応するためにもさらなる高信頼性の向

上とともに，広く顧客ニーズに応える UPSの開発，製品

化に尽力する所存である。
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表１　仕様および容量系列 

型　式 
項　目 

※：入力定格電圧，出力抵抗負荷定格 

M-UPS070RX22

運転方式 

冷却方式 

7kVA/5.6kW 

 

 

 

 

 

 

 

360kg

M-UPS105RX22

10.5kVA/8.4kW 

 

 

 

 

 

 

 

420kg

560×750×870（mm） 

M-UPS140RX22

デュアルコンバージョン方式 

強制空冷 

単相2線　200V±15％ 

50Hz/60Hz（自動選定） 

14kVA/11.2kW 

単相3線　100V/200V（入出力絶縁） 

±2％ 

線形負荷時：＜3％，整流負荷時：＜7％ 

無瞬断（サイリスタ切換方式） 

91％ 

10分 

 

620kg 

入出力端子台（M8），出力コンセント（8口，4系統） 

周囲温度0～40℃，湿度20～90％，標高1,000m以下 

M-UPS175RX22

17.5kVA/14kW 

 

 

 

 

 

 

560×750×1,450（mm） 

680kg

M-UPS210RX22

21kVA/16.8kW 

 

 

 

 

 

 

 

740kg

商用切換 

効　率※ 

バックアップ時間 

外形寸法（W×D×H） 

質　量 

入出力形態 

使用環境 

入力 

出力 

電圧 

周波数 

出力容量 

定格出力電圧 

電圧精度 

出力電圧ひずみ率 



＊ 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。




