
開発の背景

近年，光ファイバ回線の普及やイン

ターネット利用環境の高度化により動

画をはじめとした大容量コンテンツの

利用が一般的になり，インターネット

上のトラフィック量が急増しています．

経済産業省の発表によれば，サーバや

ルータなどのICT機器の消費電力は

年々増え続けており，2025年には

2006年の約５倍を超え，国内発電量

に占める割合も20％を超えると予測さ

れています（1）．

日本のデータセンタ市場とその消費

電力量の推移予測を図１に示します．

いずれの項目も年々増加し，2013年度

には年間の消費電力量が100億kWhを

超えると予想されています．サーバや

ルータなどのICT（Information and

Communication Technology） 機

器を大量に設置・運用するデータセン

タでは，省電力化は今や大きな課題と

なっています．

データセンタの省電力化の取り組み

例を図２に示します．データセンタ内

のICT機器の低消費電力化，仮想化

やクラウド・コンピューティングなどに

よる利用率の改善と並んで，空調制御

やICT機器への電力供給などのファシ

リティの改善が行われています．

高電圧直流給電システムは，ICT機

器への給電方法の改善により，給電だ

けでなく，ICT機器，空調をも含めた

システム全体の省エネ化に貢献する技

術です．そのため，これまで交流給電

が一般的であったデータセンタなどで

も，直流給電を採用する検討が世界的

に始まっています．

高電圧直流給電システムとは

直流給電システムのメリットを図３

に示します．直流給電は，交流給電に

比べ，AC（交流）/DC（直流）変

換，またはDC/AC変換段数が少ない

ため，変換に伴う損失を低減すること

ができるとともに，5×10-7と交流給電

を一桁以上上回る高い信頼性を有し

ています．

高電圧直流給電は，通信システム

にすでに広く採用されている直流－48

V給電の省エネで高信頼であるという

特長を最大限活かしつつ，さらに電圧

を380 Vに高めることによって，電力

供給に必要な電流を削減，電力ケー

ブルを細径化，ケーブル設備コストを

低減できる給電方法です．

交流給電システムを用いた場合の

グリーン社会の実現に向けた環境・エネルギー技術

NTT技術ジャーナル 2010.1116

高電圧直流給電システムの導入に向けて

本稿では，高電圧直流給電（HVDC）システムの導入に向けた取り組みを
紹介します．HVDCの本格的導入に向けた開発状況，標準化の取り組み，ス
ムーズな初期導入に向けたマイグレーション装置の開発，および施工性の改
善の取り組み等を紹介します．
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図１　データセンタ市場と消費電力量 
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データセンタの電力消費の内訳の一例

と高電圧直流給電に置き換えた場合に

予想される削減分を図４に示します．

直流給電では，図３の交流給電シス

テムにおける②のDC/AC変換と③の

AC/DC変換が不要になることから，

変換による損失の削減が可能です．こ

れによりICT機器および給電システム

からの発熱が少なくなることから，空

調装置の消費電力も削減ができ，合計

で交流給電に比べて15％以上の削減

効果が予想されます（2）．

開 発 状 況

NTTグループが開発を進めている高

電圧直流給電システムの構成と装置の

外観を図５，６に示します．高電圧直

流給電システムは，直流－48 Vと同様

のシステム構成をとります．高電圧直

流給電システムを構築するにあたり，

直流380 Vで給電できる高電圧対応整

流装置，電流分配装置，ICT機器を

開発しました（表）．また，安全で安

定的に給電するための各装置の給電イ

ンタフェース条件や機能条件，配線・

接地条件など，遵守すべき給電条件に

ついて検討し，規定しました．

本システムは，定格出力100 kW，

出力電圧380 Vの給電システムで，商

用交流電力を整流装置で直流380 V

に変換し，バッテリを浮動充電しなが

ら直流分配装置にて各ICT機器に電力

を分配・給電します．また，電流分配

装置の内部には，コンデンサが内蔵さ

れており，給電系全体を安定化させ，

発振等の不具合を防止するとともに，

万が一ICT機器が故障して電源短絡な

どを起した場合には，電流分配装置内

のヒューズにより速やかに故障した装

置を切り離し，ほかのICT装置への影

響を最小限に抑えます．さらに，停電

時のバックアップ電源として，バッテ

リや非常用発電設備が設置され，停電

時にも瞬断なく給電を継続することが

できます．

安全性・施行性に配慮した改善

高電圧直流給電システムは，従来の

交流給電に比べて電圧レベルが高く，

図２　データセンタと省エネ対策例 
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図３　直流給電システムのメリット 
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人体安全を十分に考慮する必要がある

こと，また，直流の特性として，電流

導通時に接続部を切り離すとアーク放

電が発生することなどから，安全性に

配慮した装置の開発が必要です．

本システムでは，万が一の感電事故

を防ぐよう，システムの構成として，

接地方法を工夫し，人体への影響を

最小限としました．また，各装置の通

電部は，図７に示すように，触れるこ

とができないよう，コネクタ構造とし

ました．

また，ICT機器についても，安全に

接続操作ができるよう，NTTファシリ

ティーズは，高電圧直流給電対応コン

セントバーと電源プラグを開発しまし

た．通電部には触れない構造にすると

ともに，電源プラグを引く抜く際，機

械的スイッチをOFF側にスライドする

ことで，強制的にアークを遮断する安

全機構を内蔵しています．

これらの改善により，安全に操作で

きるようになっただけでなく，簡易に

接続操作ができるようになりました．

マイグレーション装置

高電圧直流給電システムを導入する

にあたって，整流装置や電流分配装置

といった高電圧対応電源装置のほか，

高電圧対応サーバや通信装置等ICT機

器の調達が必要です．導入初期，所

望のサーバや通信装置すべてが高電圧

対応が入手できない場合があること想

定し，給電システムの大枠を変更す

ることなく，部分的に従来の給電方

式である交流100 Ｖまたは200 Ｖ，直

流－48 Ｖで動作する機器を利用でき

るよう，直流380 Vからこれらの電圧

に変換するマイグレーション装置を開

発しました．

本マイグレーション装置を用いるこ

とで，高電圧対応製品が普及するまで

の過渡期でも，高電圧直流給電シス

テムをスムーズに導入していくことが可

能になりました．

システム検証

NTTグループでは，2008年度より

東京都内３カ所の実証サイトにて，給

電システムの基本動作確認や長期運転

特性，また，短絡等さまざまな事故を

想定した安定性の検証など実用的な検

証を繰り返し実施してきました．初期

開発品で課題であった遮断特性や高密

度化などの改善を図り，商用開発機で
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図６　高電圧直流給電システムの外観 
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表　整流装置と電流分配装置の仕様

入力電圧

出力電圧

最大出力電力
（１装置当り）

最大出力電力
（１ユニット当り）

最大ユニット搭載台数

効　率

三相交流180～240 V

直流383 V ±１％

100 kW

15 kW

８台（N＋1台構成）

92％以上（負荷率30％以上）
94％以上（負荷率50％以上）

整流装置（NTTファシリティーズ開発品） 電流分配装置
（NTT環境エネルギー研究所開発品）

入力　最大容量

出力
最大容量

ポスト数

100 kW×２系統

１ポスト当り7.9 kW

20ポスト×２系統
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は，ICT動作電圧範囲において，安全

で，安定的に給電できたことを確認し

ました（3）～（5）．

また，NTTデータで行っていた実証

実験が，昨年，グリーンITアワード

2009経済産業大臣賞を受賞しまし

た（6）．本実証実験では，高電圧直流

給電システムが安定的に運転できたこ

と，さらに，交流給電に比べ，約17％

と大きな省エネ効果が得られたことが

確認できました（5）．

標準化活動状況

年々増加し続けるICTの消費電力を

削減する手段として，高電圧直流給電

システムは世界的に注目されています．

高電圧直流給電システムが広く普及す

るには，電源装置とICT機器間など，

世界同一仕様の標準インタフェース条

件であること，そして，同一仕様で機

器を製造，購入，利用できることが望

まれます．

ITU-T（国際電気通信連合）や

ETSI（欧州電気通信標準化機構）

では，通信ビルやデータセンタに設置

されるICTシステムを対象とした高電

圧直流給電システムのインタフェース

条件にかかわる仕様について標準化活

動が進められています．給電電圧範囲

等の給電条件や接地・安全性に対す

る条件，環境影響度などを検討してい

ます（7）．

また，太陽光電池や燃料電池，電

気自動車など直流電源を活用した次世

代電力網「スマートグリッド」が，最

近，急激に注目されるなど，直流電

源・配電の関心が高くなっています．

このような背景を受け，IEC（国際電

気標準会議）では，2009年，戦略グ

ループSG4を新たに設置し，低電圧直

流配電＊に関する検討を開始しました．

高電圧直流給電システムについても，

直流配電の検討項目の１つとして取り

上げられ，電気設備や開閉器・遮断

機・ヒューズなどの配電保護機器，

ICTやAVなどのデジタル電子機器，コ

ンセント類，さらに，これら設備・機

器のEMCや絶縁，安全などの多岐に

わたる関連TC（専門委員会）で，今

後，具体的な標準化作業を行ってい

く予定です．

今後の展開

高電圧直流給電システムについて，

開発状況や標準化の取り組み状況を

紹介しました．今後は，データセンタ

やクラウド・コンピューティングなどの

給電システムとして導入を進め，実績

を重ねていきます．また，大規模デー

タセンタを想定した大容量な高電圧直

流給電システムの開発を進めていき

ます．
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データセンタや通信ビルの省エネルギー
に貢献する高電圧直流給電システムの普及
に向け，今後は，さらなる利便性・拡張性
に優れたシステム開発を進めていきます．

◆問い合わせ先
NTT環境エネルギー研究所
エネルギーシステムプロジェクト
エネルギー供給方式グループ
TEL 0422-59-4851
FAX 0422-59-5682
E-mail asakura.kaoru lab.ntt.co.jp＊ IECでは，120 VDC以上1 500 VDC以下を低圧

（Low Voltage）と定義しています．

図７　電流分配装置の入力端子 
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