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平成26年6月　酒井 節雄

　経営！！

昨日（2014年6月24日）東部事業所全員で、3人の定年退職者と入社4年の横田君の

送別会を行った。3人の内訳は、岩井（65歳　営業業務9年勤務）さん、山田（65歳　市

場不良解析9年勤務）さん、諸橋（60歳　営業11年勤務）さんであるが、各人それぞれ

ニプロンの躍進に貢献してくださり、謝礼の花束贈呈をさせて頂きながら、労いの言

葉をかけさせて頂きました。一人一人から思い出等の挨拶を戴き、瞼が熱くなる瞬間

がありました。

酒席の歓談の中で、2006年半ばから、2007年後半にかけて東部営業大躍進時代の

話で盛り上がり、当時はノンストップ電源や、ATX電源の受注爆発等で、受注平均額

は3.5億円位を記録していました。時々ですが4億円を記録するような、凄かった頃の

思い出話に花が咲いた次第です。又当時に東部で活躍していた西部の安田課長も

酒席に参加していて、大いにその話で盛り上がったわけですが、・・・今日、改めてそ

の頃から以降の受注、売上状況の月別データを見直していたら、現状と余り大きく違

わないことに愕然としました。2007年当時と現在を比べたら、阪神夢工場の建設、設

備の大増強、新製品の開発多数のラインナップ、そして新たな大学新卒採用70人ぐ

らい等、人・物・金の大充実を行ってきましたが、受注・売上は、40億円前後を行った

り来たりで飛躍していない。・・・・何故なのか

それは、2008年9月に始まるリーマンブラザース（米国投資銀行）の破綻に端を発す

る世界大不況、その後2年で経済も回復したかと思われたが、2011年3月11日の東北

大地震・津波による大惨事と福島原発の爆発事故などに見舞われ、日本経済が大

打撃を受け、景気停滞が続いた。そのような悪環境の中で民主党政権となり、政治・

経済の大停滞などに拍車をかけで経済は疲弊し続けた。今年はアベノミクスで景気

が回復した様に見えるが、消費税を8％に上げ、3月頃より何か変である。このような

厳しい環境の中でよくも強気で拡大路線を取ってきたものだと考えると寒気を覚える。

しかし、考えてみれば前向きに考え、積極的に商品開発、販路開発、工場強化を図

ってきたからこそ、行ったり来たりであるが、多少の売上向上と会社の前進と、進化

があったのではないかと思い致します。もし消極的であったら、明日への可能性は全

くなかったかもしれません。経営者、事業家はポジティブで明るく考える持ち主でなけ

れば企業は暗くなるばかりであると思います。そして、良く働き続けてきたと今更なが

ら思い返します。

話は変わりますが、今日6月25日は、サッカーワールドカップ戦1次リーグで日本がコ

ロンビアに1-4の大差で負け、予選最下位に終わってしまいました。私も応援をしつ

つ、3試合とも見ましたが、日本チームと世界列強の戦いは、肉食獣のライオンチー

ムと、草食動物のシマウマチーム（日本）が闘っているような気持ちになりました。桁

違いに攻撃力が違う！これでは、闘いにならないような気がしました。これは、私だけ

が感じた事でしょうか・・・・・日本ももっと獰猛に、猛々しくならないと無理かな・・・・

食物、体質から変えないとダメかな・・・

我々の産業界はどうかと思うと同じようなひ弱さを感じないでもない。

それでは、前述したリーマンショックの頃に話を戻します。

2008年10月3日新阪神夢工場の竣工記念祝賀会を大々的に行っていました。

2日間に分けて、仕入れ先、銀行関連様を前日に行い、翌日は取引顧客様を招き、工

場紹介、商品展示会、そしてレセプションパーティでは、松村組（私の従弟）による和

太鼓の大演奏で大いに盛り上がりました。

しかし、その時は未だ、それほど感じていませんでしたが、お客様の中には、こんな

大工場を建て20億円強の投資をしたので内心心配をされていた方もおられたと思う。

しかし、お祝い事の最中に、そのような失礼な話をされる方はいませんでした。改めて

月別の受注記録を見れば如実に、受注低下（多少月により上がり下がりがあるが

2008年春ごろから）の傾向が出ている。当時受注残が10億以上あり絶好調の後だけ

に、さほど深刻に考えていなかった。リーマンの予兆は2007年米国でサブプライムロ

ーンの破綻が発端となりマネーゲームで湧く、米国の金融資本主義による行き過ぎ

（マネーゲーム）が原因で、リーマンブラザースを直撃し破綻させた。ニューヨークダウ

平均を7500円へと半減させる大暴落が2007年後半から始まっていて、当然予測でき

た筈であった。しかし、建設は始まっていたので止められるものではなかった。竣工記

念パーティの興奮冷めやらぬ中、2009年の年が明けてから、世の中が騒然となってき

て気になりだした。

しかし、受注残も多くあり差し迫ってどうこうは無かったが、当社に建設資金を出した

銀行（3行協調融資）の内1行の「りそな銀行」（先のバブル崩壊で破綻した銀行）が同

社特有の状況のため極端な心配性になり、この世界大不況では、借金過多な当社は

乗り越えられる筈がないと考えられ、りそな主導で進めるので他の銀行へ説明し、返

済条件変更（リスケ）を行う手続きをするようにと指導された。経理の山崎部長とも協

議をした結果、この案を受け入れるべき方向で、他の金融機関を説明に回ったところ、

逆に心配され、それはやめる方が良いと言われ、ある銀行は逃げに回られ、不味いこ

とになってしまったと思った。そのため急遽「りそな銀行」にリスケをやめることを報告を

すると当時の支店長が、態度を急変させ、担保として取り立てのため預けた手形や、

預金などを回収方向に動かれ、騒然となった。その時、その支店長は、とんでもないこ

とを言い放ち、私は、完全にこの銀行とは信頼関係はできないと腹を固め、取引をや

める決意をし、その方向で今日まで来ました。その後今から２年ほど前に何事も無か

ったような顔をして、「りそな」から偉いさん3人が取引復活の話を持ってきたが、追い

返した。以前に「りそな」から融資条件と引き換えで契約してしまった金融派生商品「ド

ルの10年予約買い取り」で年間2500万円ぐらいの為替損を6年間位続けている。解約

は1億円の違約金が必要で倒産が出る中小企業が社会問題にもなった件である。そ

の後このリスケ相談をしたために、銀行さんの当社を見る目は厭らしくなりました。

そのような状況であるが、当初は契約通りの返済を進め信用を築き直して、今日まで

きた結果、前向きな融資話もどんどん出していただける優良企業になりました。今考

え直しても、大変馬鹿な相談を金融機関にしたものと後悔したが後の祭りであった。

企業は、絶対に金に困ってはだめである。如何に利益を出せる経営をしなければなら

ないかが骨身にしみた経験であった。

お蔭で今日では、自己資本比率が10％位から25％になり、今後1～2年で50％以上に

することを目指しています。消極的経営で借金をしないのは、今の世の中では、衰退

あるのみである。「闘う経営姿勢」を堅持し、社会から無くてはならない企業になる事

が、厳しい金融機関との付き合いで重要である。果たして、当社のように転換できる企

業がどの程度あるのだろうか・・・・私が、バブル崩壊以来転換してきた25年の歳月と

同じことができた経営者が何人いるであろうかと思うと、1000分の1以下の確率と思う。

2度同じことができるかと言われると、不可能という言葉しか無い。

闘
う

竣工記念祝賀会　製品展示会 竣工記念祝賀会　『松村組』による和太鼓大演奏会
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ストリングたじゅぶうコンバータ特集
太陽光発電の発電効率を改善するストリングたじゅぶうコンバータ

気になる実測結果やシミュレーション結果をご紹介

新製品特集
高信頼　高効率ATX電源 HPCSA-700P（仮称）を初公開！！
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システムに最適な電源をご提案いたします http://www.nipron.co.jp/ 自然エネルギーを活用したハイブリッドシステムをご提案 http://www.nipron.co.jp/

安全・安心・安価な電力供給を実現するニプロンのエコシステムをご提案ロボットもデータセンターもハイブリッド時代へ

ＡＣ＆ＤＣハイブリッドパワーラインシステムＡＣ＆ＤＣハイブリッドパワーラインシステム

降圧（充電）

昇圧（放電）

100年コンバーター

ＡＣ

AC入力

サーバー用

ＡＣ＋ＨＶＤＣハイブリッド入力電源

商用ＡＣ　ライン

ＨＶＤＣ　ライン

ＨＶＤＣ

HVDC入力※

※開発予定（写真はAC入力ユニット）

AC入力

HVDC入力

ＧＢＭ電源 （バッテリ充放電用）

<双方向ＤＣ-ＤＣコンバータ>

① １００年コンバーター
<ＭＰＰＴ制御付 小型昇圧ＤＣ-ＤＣコンバータ>

②

ＡＣ-ＤＣ整流器
<定電圧電源>

③ バッテリー
<使用バッテリー：東芝社製 「ＳＣｉＢ」>

④

ニプロングリーンパワーシステム

※製品の詳細はP.3～8をご参照ください

自然エネルギーを有効活用するシステム

マイクロモデル

ＡＣ＋ＨＶＤＣ ハイブリッド入力電源とは

ロボットもデータセンターもハイブリッド時代へ 安全・安心・安価な電力供給を実現するニプロンのエコシステムをご提案

ストコン接続箱

ＧＢＭ電源蓄電池

１００ｋＷ～

１００ｋＷ～

<例>データセンター <例>自動車工場

ストコン接続箱

ＧＢＭ電源

ｐＮＳＰ２Ｕ-１０００Ｐ

ＧＰシステム 内部構成

発電量改善を実現する
監視機能付き接続箱

蓄電池への充放電を
トータルコントロール

ニプロングリーンパワーシステム（GPシステム）はストコンや充放電器、蓄電池などを内蔵した自然エネル

ギーを有効に活用するシステムです。自然エネルギーの余剰分を蓄電池に充電し、停電バックアップやピ

ーク電力カットなどに使用出来ます。また、AC入力も可能で自然エネルギーが足りない時も安定した動作

を実現します。

『たじゅぶうユニット』と呼ばれるモジュ

ールで構成されており、モジュールの入

れ替えで充電量・放電量などシステム

に合わせフレキシブルに構築が可能で

す。また、外部からの状態監視及び、リ

モートコントロールも可能です。

AC+HVDCハイブリッド入力電源は、ニプロン独自の回路方式により、1次

側のみを二重化し、2次側は共有としたリダンダント電源です。1次側ユニ

ットを変更することで、自然エネルギー（太陽電池、風力発電など）や

HVDCの入力といった、異種入力が可能になります。

2次側
回路

1次側ユニット

1次側ユニット

2次側
回路

1次側ユニット

1次側ユニット

昼間 夜間 昼間

通常運転では、商用からの供給と太陽電池からの供給が交互に動作しますが、運転優先信号を用いることで、例えば昼間（日が出て

いるとき）は太陽電池（HVDC）を優先し※、夜間は商用を優先し深夜電力を有効に活用する、などといった動作が容易に実現できます

①

④

③ ②

NIPRON HYBRID POWER LINE SYSTEMNIPRON HYBRID POWER LINE SYSTEM

※太陽電池から電力が供給できない場合は、無瞬断で蓄電池からの供給もしくは、商用からの供給に変わります。

昼間はＨＶＤＣ（自然エネルギー）優先、夜間は安価な商用ＡＣで

昼間

自然エネルギーの利用 自然エネルギーの利用深夜電力の利用

昼間夜間

整流器

M

モータ

インバータ

SCiBSCiBSCiBBattery
SCiBSCiBSCiBBattery

SCiBSCiBSCiBBattery
SCiBSCiBSCiBBattery

商用
ＡＣ
商用
ＡＣ
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再生可能エネルギーをストコンでパワーアップ！ http://www.nipron.co.jp/ グリーンパワー電源もニプロンにお任せください http://www.nipron.co.jp/

パネル背面に取付可能なため、新たに取付スペースを設ける必要がありません!!

従来の接続箱が不要

端数の生じる所に

落雷対策もバッチリ

電力・故障監視が可能

ストコン自体に従来の接続箱の機能も備えているため、

従来の接続箱は不要になります。

端数や影が生じる所を部分的にストコンを採用することができます。

スペースの都合上諦めていた所も無駄なく発電が可能です。

異なる種類のパネルも併用可能

電圧差のある入力源からでも、電圧電流制御を行い入力エネルギーを

昇圧させ、高電圧DC母線へリンクさせて使い切る事ができるため、まっ

たく無駄がありません。

（例）A社のパネルで構成されたストリングとB社のパネルで構成されたストリングを併用

超長寿命でメンテナンスフリー

ストコンの中核をなす100年コンバーターは、冷却ファンや電解コンデン

サ等の寿命部品を使用していないため、メンテナンスフリーであり、PV

パネルの保証期間である20年に揃える事は計算寿命として可能です。

ストコン接続箱はSPD（サージ保護デバイス）をオプションで用意してい

るため、落雷によるパワコンの破壊や電子機器の破損を防ぎます。

ストリング毎に発電監視、故障監視を装備することが可能です。一般的

な監視機能は電流監視方式ですが、弊社のコンバータはMPPT機能を

流用した電力監視が可能なため、異常をとらえ易く保守が容易になり、

パネル劣化を防ぎます。また、システムを止めることなくV-I、V-P特性

を計測することが可能です。

当社の電力・故障監視ユニットは（株）近計システム社の太陽光発電

システム監視ユニットSWF850と接続する事が可能です。ストリング監

視の他に、PCS監視や高圧受配電盤監視、気象計測や電力量計測

（売/買電電力量）なども可能となり、各種グラフなどでのモニタリング

やレポート化、異常発生時にはメール送信など、PVシステム全体で

の監視システムの構築が実現可能です。

安心して売電収入が得られる

発電量低下の要因は影だけではありません

様々な要因で発生する電圧差によって、発電量が低下します。その問

題をストコンによって電圧差を無くし、発電パネルのエネルギーを100％

近く引き出すことが可能です。また、発電量低下の要因を監視機能によ

り、早期発見し対応することが可能です。

ストリングたじゅぶうコンバータ接続箱（以下、ストコン）はニプロンのオリジナル技術

である多重ブースター回路※を発展させた高効率DC-DCコンバータです。

太陽光発電の発電量低下の原因となる電圧変化や電圧不揃いとなるストリングを

発電量が最大になるよう制御（MPPT制御）し、必要な電圧まで高効率で昇圧します。

主な特長として、最大99.4％の高効率、実力25年以上の長寿命、広範囲入力、

などがあります。

売電損失の低減に貢献する監視機能付き接続箱
発電電力を常に最大限取り出し、高信頼性設計でメンテナンスフリーを実現

ストコン
太陽光パネル

ＰＶアレイ単位で設置可能

設置架台

極力パネルの背面に設置して下さい

日光の直射、雨の直撃を

避けることができます

※多重ブースター回路についての詳細はP.8をご参照ください

屋根・屋上への取付も対応可能です。

お問い合わせください。

ストコン未導入時の発電量

（陰などによりストリングの
  発電量が低下）

ス
ト
コ
ン
導
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に
よ
り

発
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量
増
加
！！

■超広範囲入力

400V入出力タイプ： DC24～400V
600V入出力タイプ： DC45～600V

■超高効率運転を実現！

400V入出力タイプ：

600V入出力タイプ：

最大時 99.0％
最大時 99.4％
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V-I特性、V-P特性グラフ

■（株）近計システム社 SWF850と連携が可能（開発中）

（株）近計システム社 SWF850

西側：6枚 180V

パワコン

その他：4枚 120V

東側：6枚 180V

南側2：8枚 240V

南側1：8枚 240V

《設置イメージ》

《設置イメージ》

小型１００ＴＢＦＬ-７００Ｓ系

ス ト リ ングた じ ゅぶ う コンバータ接続箱
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落ち葉 積もった埃 鳥のフン

FANレス 電解コンデンサレス

積雪樹木電柱/電圧線 雑草

経済的メリットの高いストコン接続箱経済的メリットの高いストコン接続箱

遮光版

パネル自体の出力特性に±10％ほどのバラつきが発生

（パネルの経年劣化などが主な要因）

●

● 風の流れでパネルの温度差が発生することで

パネルの特性が変化し電圧差が生じる
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技術的なご質問にもスピーディに回答いたします http://www.nipron.co.jp/ 水溜りの様な電気を１００％近く汲み揚げる http://www.nipron.co.jp/

実測目的：

実測方法：

パネルのセルを遮蔽した際のV-I特性を確認する

パネルを2枚直列接続し、負荷に接続。

負荷電流（電圧）を変化させることで、パネルのI,Vを測定

［影が掛かった状態］ ［出力特性］［出力特性］［影が無い状態］

【パネル仕様】

公称開放電圧：37.4V

公称動作電圧：30.2V

公称最大出力：250W

実測の結果、2枚直列したパネルの最大出力は以下の値となる 実測の結果、パネルに影が掛かった場合の最大出力は以下の値となる

下側パネルの

出力が大幅低下

下図の構成の太陽光アレイを例として、ストリング②に上記実験②の様な影が掛かった場合、

その影が発電量にどのような影響を与えるのか、そしてストコンを使用した場合どのように改善されるのかを説明します。

10直列3並列で構成された太陽光アレイを例として、実験②と同様の影が掛かった場合のストコンの効果をシミュレーションします。

※ 実際の太陽光アレイはより多くのパネル枚数とストリング数で構成されております。

ストコン接続箱の働き

【太陽光アレイ イメージ】 【太陽光アレイ 出力特性】

パネルに影が掛かると、影が掛かった分だけでなく、本来得られる発電量が得られなくなります

電柱や木をイメージした影

【実験内容】

パネルに影が無い状態でのＶ-Ｉ、Ｖ-Ｐ特性

電
流
（
Ａ
）

電
流
（
Ａ
）

電
力
（
Ｗ
）

電
力
（
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）

動作電圧 動作電圧
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23.9V 49.8V
パワコン入力電圧（動作電圧）
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電力（W）

弊社にて、太陽光パネルに様々なパターンの影を作り、パネルの発電量がどのように変化するのかを実験しました。

ここでは、弊社にて行った実験をもとに、ストコン接続箱がどのように働き、効果を出すのかをご紹介いたします。

ストコンの効用説明ストコンの効用説明

ストコン接続箱を使用することで

ストコン接続箱を使用した場合

電圧（V）電圧（V）
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最大電力点

最大電力点
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ストリング① 電力

42.7W
の差

42.7W
の差

ストリング② 電力

上図太陽光アレイイメージのように、各ストリングは並列に接続されるため動作電圧は同じ電圧値に

なり、値はパワコンのMPPT制御により決められます。そのため、パネルに影がかかり、ストリングの

最大電力点の動作電圧が他のストリングと違いが生じた場合、最大電力点での発電ができなくなり

ます。上記の場合、動作電圧は49.8Vになると予想され、ストリング②は本来なら最大で186.9W発電

するところ144.2Wの発電量となり、42.7Wの発電量が得られない事になります。

ストコン接続箱は各ストリングの最大電力点をMPPT制御によって定

め、常に最大電力を出力する形で昇圧します。ストリング②は動作電

圧（23.9V）をストリング①の動作電圧（49.8V）まで昇圧させ揃えること

で、最大電力である186.9Wのまま出力を得る事ができます。ストコン

接続箱未使用時の144.2Wに対して29.6％の改善効果が得られます。

ストリング③はストリング①、②の動作電圧（249V）まで昇圧させ揃えること

で、最大電力である1698.0Wのまま得る事ができます。ストコン接続箱未使

用時の1468.6Wに対して約15.6％の改善効果が見られます。

パワコン

実験②と

同様の影

パワコンへの入力電圧は
各ストリング同じ電圧値となる

３７７.７Ｗ ＋ １８６.９Ｗ ＝ ５６４.６Ｗ

３７７.７Ｗ ＋ １４４.２Ｗ ＝ ５２１.９Ｗ

【各ストリング最大時のトータル電力】

【実際のトータル電力】

ストリング①

［ストリング①］ ［ストリング②］

［ストリング①］

※説明上、逆流防止ダイオードの損失は含まずに検証しております

※説明上、ストコンの効率（損失）は含まずに検証しております

※説明上、ストコンの効率（損失）は含まずに検証しております

［ストリング②］

ストリング②

ストコンによりそれぞれの電圧を昇圧させることで、
各ストリングは最大電力点の電圧で動作することが可能

ストコンによりそれぞれの電圧を昇圧させることで、
各ストリングは最大電力点の電圧で動作することが可能

ストコン接続箱を使用することで、

各ストリングそれぞれの最大点で電力を得られます

動作電圧：23.9V 昇圧電圧：49.8V

ストリング②は上図の通り、最大電力点を維持したまま、

ストコンによって必要電圧（パワコン入力電圧）まで昇圧します

最大電力：186.9W⇒186.9W ［動作電圧は変わらないため電力は最大のまま］

ストコン接続箱の効果をシミュレーション

パ
ネ

ル
1
0
枚

直
列

影が掛かった場合の発電量への影響（ストコン接続箱が無い場合）

ストリング①
最大電力点

ストリング②
最大電力点

【太陽光アレイ イメージ】

ストコン使用時と未使用時の発電量比較

※パネル温度25℃

（弊社実測値）（弊社実測値）
実験

①
パネルに影が掛かった状態でのＶ-Ｉ、Ｖ-Ｐ特性実験

②

動作電圧：49.8V最大電力：377.7W 動作電圧：23.9V最大電力：186.9W
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【ストコン使用時（＝各ストリング最大時）のトータル電力】
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【太陽光アレイ イメージ】 【太陽光アレイ 出力特性】

23.9V 49.8V
パワコン入力電圧

パワコン入力電圧

500

電力（W）

電圧（V）
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ストリング① 電力 ストリング② 電力

ストリング①
最大電力点

ストリング②
最大電力点

144.2W

377.7W

ストコンにより49.8Vまで昇

圧するため、ストリング電

圧は最大電力点の電圧で

動作が可能

【太陽光アレイ 出力特性】

1698.0W

1468.6W

1888.4W

ストリング②は最大
電力点を維持した
ままストコンで昇圧

ストリング③は最大
電力点を維持した
ままストコンで昇圧

パワコン入力電圧：249V

動作電圧：224V 昇圧電圧：249V

ストリング③は上図の通り、最大電力点を維持したまま、

ストコンによって必要電圧（パワコン入力電圧）まで昇圧します

最大電力：1698.0W⇒1698.0W ［動作電圧は変わらないため電力は最大のまま］
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技術的なご質問にもスピーディに回答いたします http://www.nipron.co.jp/ 水溜りの様な電気を１００％近く汲み揚げる http://www.nipron.co.jp/

実測目的：

実測方法：

パネルのセルを遮蔽した際のV-I特性を確認する

パネルを2枚直列接続し、負荷に接続。

負荷電流（電圧）を変化させることで、パネルのI,Vを測定

［影が掛かった状態］ ［出力特性］［出力特性］［影が無い状態］

【パネル仕様】

公称開放電圧：37.4V

公称動作電圧：30.2V

公称最大出力：250W

実測の結果、2枚直列したパネルの最大出力は以下の値となる 実測の結果、パネルに影が掛かった場合の最大出力は以下の値となる

下側パネルの

出力が大幅低下

下図の構成の太陽光アレイを例として、ストリング②に上記実験②の様な影が掛かった場合、

その影が発電量にどのような影響を与えるのか、そしてストコンを使用した場合どのように改善されるのかを説明します。

10直列3並列で構成された太陽光アレイを例として、実験②と同様の影が掛かった場合のストコンの効果をシミュレーションします。

※ 実際の太陽光アレイはより多くのパネル枚数とストリング数で構成されております。

ストコン接続箱の働き

【太陽光アレイ イメージ】 【太陽光アレイ 出力特性】

パネルに影が掛かると、影が掛かった分だけでなく、本来得られる発電量が得られなくなります

電柱や木をイメージした影

【実験内容】

パネルに影が無い状態でのＶ-Ｉ、Ｖ-Ｐ特性

電
流
（
Ａ
）

電
流
（
Ａ
）

電
力
（
Ｗ
）

電
力
（
Ｗ
）

動作電圧 動作電圧
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23.9V 49.8V
パワコン入力電圧（動作電圧）
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電力（W）

弊社にて、太陽光パネルに様々なパターンの影を作り、パネルの発電量がどのように変化するのかを実験しました。

ここでは、弊社にて行った実験をもとに、ストコン接続箱がどのように働き、効果を出すのかをご紹介いたします。

ストコンの効用説明ストコンの効用説明

ストコン接続箱を使用することで

ストコン接続箱を使用した場合

電圧（V）電圧（V）
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電圧（V）
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144.2W

100
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最大電力点

最大電力点

50

ストリング① 電力

42.7W
の差

42.7W
の差

ストリング② 電力

上図太陽光アレイイメージのように、各ストリングは並列に接続されるため動作電圧は同じ電圧値に

なり、値はパワコンのMPPT制御により決められます。そのため、パネルに影がかかり、ストリングの

最大電力点の動作電圧が他のストリングと違いが生じた場合、最大電力点での発電ができなくなり

ます。上記の場合、動作電圧は49.8Vになると予想され、ストリング②は本来なら最大で186.9W発電

するところ144.2Wの発電量となり、42.7Wの発電量が得られない事になります。

ストコン接続箱は各ストリングの最大電力点をMPPT制御によって定

め、常に最大電力を出力する形で昇圧します。ストリング②は動作電

圧（23.9V）をストリング①の動作電圧（49.8V）まで昇圧させ揃えること

で、最大電力である186.9Wのまま出力を得る事ができます。ストコン

接続箱未使用時の144.2Wに対して29.6％の改善効果が得られます。

ストリング③はストリング①、②の動作電圧（249V）まで昇圧させ揃えること

で、最大電力である1698.0Wのまま得る事ができます。ストコン接続箱未使

用時の1468.6Wに対して約15.6％の改善効果が見られます。

パワコン

実験②と

同様の影

パワコンへの入力電圧は
各ストリング同じ電圧値となる

３７７.７Ｗ ＋ １８６.９Ｗ ＝ ５６４.６Ｗ

３７７.７Ｗ ＋ １４４.２Ｗ ＝ ５２１.９Ｗ

【各ストリング最大時のトータル電力】

【実際のトータル電力】

ストリング①

［ストリング①］ ［ストリング②］

［ストリング①］

※説明上、逆流防止ダイオードの損失は含まずに検証しております

※説明上、ストコンの効率（損失）は含まずに検証しております

※説明上、ストコンの効率（損失）は含まずに検証しております

［ストリング②］

ストリング②

ストコンによりそれぞれの電圧を昇圧させることで、
各ストリングは最大電力点の電圧で動作することが可能

ストコンによりそれぞれの電圧を昇圧させることで、
各ストリングは最大電力点の電圧で動作することが可能

ストコン接続箱を使用することで、

各ストリングそれぞれの最大点で電力を得られます

動作電圧：23.9V 昇圧電圧：49.8V

ストリング②は上図の通り、最大電力点を維持したまま、

ストコンによって必要電圧（パワコン入力電圧）まで昇圧します

最大電力：186.9W⇒186.9W ［動作電圧は変わらないため電力は最大のまま］

ストコン接続箱の効果をシミュレーション

パ
ネ

ル
1
0
枚

直
列

影が掛かった場合の発電量への影響（ストコン接続箱が無い場合）

ストリング①
最大電力点

ストリング②
最大電力点

【太陽光アレイ イメージ】

ストコン使用時と未使用時の発電量比較

※パネル温度25℃

（弊社実測値）（弊社実測値）
実験

①
パネルに影が掛かった状態でのＶ-Ｉ、Ｖ-Ｐ特性実験

②

動作電圧：49.8V最大電力：377.7W 動作電圧：23.9V最大電力：186.9W

電流（A） 電力（W） 電流（A） 電力（W）

最大電力：377.7W

動作電圧：49.8V

出力電力：144.2W

動作電圧：49.8V

パワコン

実験②と

同様の影

ストリング① ストリング②

最大電力：377.7W

動作電圧：49.8V

パワコン入力電圧：49.8V

最大電力：186.9W

動作電圧：23.9V

ス
ト
コ
ン

パワコン

ストリング① ストリング② ストリング③

最大電力：1888.4W

動作電圧：249V

最大電力：1888.4W

動作電圧：249V

実験②と

同様の影

最大電力：1698.0W

動作電圧：224V

ス
ト
コ
ン

３７７.７Ｗ ＋ １８６.９Ｗ ＝ ５６４.６Ｗ

３７７.７Ｗ ＋ １４４.２Ｗ ＝ ５２１.９Ｗ

【ストコン使用時（＝各ストリング最大時）のトータル電力】

【ストコン未使用時のトータル電力】

［ストリング①］ ［ストリング②］

［ストリング①］ ［ストリング②］

229.4W
の差
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１８８８.４Ｗ ＋ １８８８.４Ｗ ＋ １４６８.６Ｗ ＝ ５２４５.４Ｗ

【ストコン使用時（＝各ストリング最大時）のトータル電力】

【ストコン未使用時のトータル電力】

［ストリング①］ ［ストリング②］

［ストリング①］ ［ストリング②］

［ストリング③］

［ストリング③］
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250

377.7W

動作電圧が最大電力

点と異なるため、最大

電力が得られない

動作電圧を揃える
ため、ストリング②
の電力が低下

【太陽光アレイ イメージ】 【太陽光アレイ 出力特性】
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ストリング①
最大電力点

ストリング②
最大電力点

144.2W

377.7W

ストコンにより49.8Vまで昇

圧するため、ストリング電

圧は最大電力点の電圧で

動作が可能

【太陽光アレイ 出力特性】

1698.0W

1468.6W

1888.4W

ストリング②は最大
電力点を維持した
ままストコンで昇圧

ストリング③は最大
電力点を維持した
ままストコンで昇圧

パワコン入力電圧：249V

動作電圧：224V 昇圧電圧：249V

ストリング③は上図の通り、最大電力点を維持したまま、

ストコンによって必要電圧（パワコン入力電圧）まで昇圧します

最大電力：1698.0W⇒1698.0W ［動作電圧は変わらないため電力は最大のまま］
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Made in Japan (Amagasaki)の安心感をお届けします http://www.nipron.co.jp/ DC-DCコンバータに関する事なら、まずお電話ください http://www.nipron.co.jp/

内蔵電源である100年コンバーターを通電させたまま高温で1時間以上放置した後、

電源の出力を確認、電源が停止もしくは破損するまで周囲温度を上げていく。

【試験条件】

誘導雷電流 8/20μs 3kAから開始し、

故障となるまでステップで印加

内部温度を

最大にする条件

内1台は、入出力電圧差が少なくなると

電源効率が上がるため、温度上昇が減ります

次に対接地間バリスタを外し、昇圧コンバータ単体の

雷サージ電流の耐力テストを実施（100TBFLの

入力-接地間にクラスⅡSPDを設置）

■10.0kA（入力対接地間電圧 4.64kV）
　 ⇒異常無し
■14.9kA（入力対接地間電圧 5.96kV）
　 ⇒昇圧コンバータ破壊

（昇圧用FET破壊、絶縁シートを貫通し、
ヒートシンクに放電痕あり）

【試験条件】

3.44kAで昇圧コンバータ（100TBFL-1100-600V）の

内蔵ヒューズ（20A）が溶断しました。原因は、

入力側のインパルスノイズ対策用の対接地間

バリスタにサージ吸収電流が流れたことで、ヒューズが

溶断し、昇圧コンバータの破損を阻止したためです。

【試験結果】

【IP44】

低温にて無通電状態で2時間以上放置した後、

入力電圧を印加し、正常に起動することを確認する。

【試験条件】

上部

下部

Q. いくらストコン接続箱自体が低発熱でも、夏場だと、ボックス内の高温化は避けられないのでは・・・？

A. ストコン接続箱は高温状態でも問題無く動作し、過熱保護機能も備わっているため安全です。

■ストコン接続箱 温度上昇試験（弊社実測の一例）

ストコン接続箱外観 防水試験の様子

雷サージ試験の様子

音羽電機工業株式会社様
雷サージ試験機

製品に対するあらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている。

防水に対しての保護

固形物の侵入に対しての保護

直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。

針金での危険な箇所への接近に対して保護されている。

高温だけでなく低温にも強い設計です

60.0℃ 402.0V

70.0℃ 402.3V

80.0℃ 402.7V

89.0℃ 出力停止

ボックス内が高温状態でも安心して使用できます

ＩＰ４４構造のため雨風をしのぐことが可能です 雷による装置への影響を抑えます

ストコン接続箱は高効率設計のため低発熱

入力電圧：DC55.9V
出力電圧：DC500V

入力電圧：DC250V

出力電圧：DC400V

入力電圧：DC55.9V（内1台はDC250V）
出力電圧：DC500V

【8台並列】 【8台並列（内1台は異なる入力電圧）】

温度

外気温

測定箇所 温度上昇

①

39.2℃ 12.1℃

② 54.0℃ 26.9℃

③

①

②

③

58.9℃ 31.8℃

27.1℃

温度

外気温

測定箇所 上昇値

41.1℃ 8.3℃

53.2℃ 20.4℃

57.6℃ 24.8℃

32.8℃

出力電圧周囲温度

-20.0℃ 正常に起動 正常に起動

-40.0℃ 正常に起動

-60.0℃ 正常に起動

-70.0℃ 正常に起動

正常に起動

正常に起動

正常に起動

入力電圧：DC250V 出力電圧：DC400V

無負荷での起動 定格負荷での起動周囲温度

※実測の一例のため、環境によっては異なります

上記の温度上昇試験では、ボックス内の最高温度

は58.9℃※となっております。100年コンバーターは

80.0℃までは問題無く動作し、89.0℃で過熱保護に

より出力停止を確認しました。

出力開閉、遮断用ノーヒューズブレーカ

昇圧ＤＣ-ＤＣコンバータ （１００年コンバーター）

出力端子台 600V240A

入力断路器 650V15A

PVパネル用配線の
入力端子（PI・NI）を兼ねています

・入出力ノイズフィルタ付、ライン間サージアブソーバ（ZNR付）

・電解コンデンサレス、ファンレスで期待寿命25年

・各ユニットにMPPT制御、ストリング監視機能付

SPD（サージ保護デバイス）
※オプション

100TBFLはニプロンオリジナルの多重昇圧回路で構成され、

各スイッチングを位相シフトすることで、小型化と高効率化を実現しています。

ニプロン独自の多重ブースター回路により、小型化と高効率化を実現

昇圧型DC-DCコンバータ (100TBFLシリーズ)

多重ブースター回路

小型部品

入力電流

一般的なブースター回路

大型部品

入力電流

リップル電流が大きく、
大型 and 低効率

リップル電流が小さく、
小型 and 高効率

リップルを分散

ストコンの中核を構成する昇圧用DC-DCコンバータです。本コンバータの回路方式

は、複数のブースター回路から構成され、位相を順次シフトして動作する回路であ

るため出力リップル成分が少なく、平滑コンデンサとして電解コンデンサを使用せず

フィルムコンデンサで構成し、超高効率で超長寿命を実現しました。

400V タイプ

100TBFL-
700-S400V

100TBFL-
1000-S400V

100TBFL-
1100-S600V

100TBFL-
2500- 400V

大容量 400V タイプ

入力：DC24～400V
出力：DC100～400V
最大出力：2.4kW
サイズ：135×71×170

入力：DC45～600V
出力：DC300～600V
最大出力：4.5kW
サイズ：145×80×250

入力：DC24～400V
出力：DC100～400V
最大出力：3.3kW
サイズ：135×71×250

入力：DC24～400V
出力：DC100～400V
最大出力：6～7kW
サイズ：245×55×250

600V タイプ小型 400V タイプ

ストコン接続箱 内部構造ストコン接続箱 内部構造過酷な環境でも耐えられる設計のため安心して屋外設置が可能過酷な環境でも耐えられる設計のため安心して屋外設置が可能

1

2

3

ストコン接続箱は、太陽光パネルの背面に設置可能なため省スペースであることを

特長としておりますが、パネル背面ということは常時野ざらし状態のため、

夏場の高温、冬場の低温、雨風など、屋外は常に破損の可能性にさらされています。

しかし、ニプロンのストコン接続箱は、「壊れない」電源を作り続けるメーカとして

長年培った技術と経験で、どのような厳しい環境でも耐えられる様、

ストコン接続箱は設計されています。ここでは、ストコン接続箱の信頼性を

ご紹介させて頂きますので、ぜひご確認ください。

国内有数の雷サージ試験設備を持つ音羽電機工

業株式会社様にて、雷サージ電流の耐力試験を

実施しました。
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【試験条件】

誘導雷電流 8/20μs 3kAから開始し、

故障となるまでステップで印加

内部温度を

最大にする条件

内1台は、入出力電圧差が少なくなると

電源効率が上がるため、温度上昇が減ります

次に対接地間バリスタを外し、昇圧コンバータ単体の

雷サージ電流の耐力テストを実施（100TBFLの

入力-接地間にクラスⅡSPDを設置）

■10.0kA（入力対接地間電圧 4.64kV）
　 ⇒異常無し
■14.9kA（入力対接地間電圧 5.96kV）
　 ⇒昇圧コンバータ破壊

（昇圧用FET破壊、絶縁シートを貫通し、
ヒートシンクに放電痕あり）

【試験条件】

3.44kAで昇圧コンバータ（100TBFL-1100-600V）の

内蔵ヒューズ（20A）が溶断しました。原因は、

入力側のインパルスノイズ対策用の対接地間

バリスタにサージ吸収電流が流れたことで、ヒューズが

溶断し、昇圧コンバータの破損を阻止したためです。

【試験結果】

【IP44】

低温にて無通電状態で2時間以上放置した後、

入力電圧を印加し、正常に起動することを確認する。

【試験条件】

上部

下部

Q. いくらストコン接続箱自体が低発熱でも、夏場だと、ボックス内の高温化は避けられないのでは・・・？

A. ストコン接続箱は高温状態でも問題無く動作し、過熱保護機能も備わっているため安全です。

■ストコン接続箱 温度上昇試験（弊社実測の一例）

ストコン接続箱外観 防水試験の様子

雷サージ試験の様子

音羽電機工業株式会社様
雷サージ試験機

製品に対するあらゆる方向からの水の飛沫に対して保護されている。

防水に対しての保護

固形物の侵入に対しての保護

直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。

針金での危険な箇所への接近に対して保護されている。

高温だけでなく低温にも強い設計です

60.0℃ 402.0V

70.0℃ 402.3V

80.0℃ 402.7V

89.0℃ 出力停止

ボックス内が高温状態でも安心して使用できます

ＩＰ４４構造のため雨風をしのぐことが可能です 雷による装置への影響を抑えます

ストコン接続箱は高効率設計のため低発熱

入力電圧：DC55.9V
出力電圧：DC500V

入力電圧：DC250V

出力電圧：DC400V

入力電圧：DC55.9V（内1台はDC250V）
出力電圧：DC500V

【8台並列】 【8台並列（内1台は異なる入力電圧）】

温度

外気温

測定箇所 温度上昇

①

39.2℃ 12.1℃

② 54.0℃ 26.9℃

③

①

②

③

58.9℃ 31.8℃

27.1℃

温度

外気温

測定箇所 上昇値

41.1℃ 8.3℃

53.2℃ 20.4℃

57.6℃ 24.8℃

32.8℃

出力電圧周囲温度

-20.0℃ 正常に起動 正常に起動

-40.0℃ 正常に起動

-60.0℃ 正常に起動

-70.0℃ 正常に起動

正常に起動

正常に起動

正常に起動

入力電圧：DC250V 出力電圧：DC400V

無負荷での起動 定格負荷での起動周囲温度

※実測の一例のため、環境によっては異なります

上記の温度上昇試験では、ボックス内の最高温度

は58.9℃※となっております。100年コンバーターは

80.0℃までは問題無く動作し、89.0℃で過熱保護に

より出力停止を確認しました。

出力開閉、遮断用ノーヒューズブレーカ

昇圧ＤＣ-ＤＣコンバータ （１００年コンバーター）

出力端子台 600V240A

入力断路器 650V15A

PVパネル用配線の
入力端子（PI・NI）を兼ねています

・入出力ノイズフィルタ付、ライン間サージアブソーバ（ZNR付）

・電解コンデンサレス、ファンレスで期待寿命25年

・各ユニットにMPPT制御、ストリング監視機能付

SPD（サージ保護デバイス）
※オプション

100TBFLはニプロンオリジナルの多重昇圧回路で構成され、

各スイッチングを位相シフトすることで、小型化と高効率化を実現しています。

ニプロン独自の多重ブースター回路により、小型化と高効率化を実現

昇圧型DC-DCコンバータ (100TBFLシリーズ)

多重ブースター回路

小型部品

入力電流

一般的なブースター回路

大型部品

入力電流

リップル電流が大きく、
大型 and 低効率

リップル電流が小さく、
小型 and 高効率

リップルを分散

ストコンの中核を構成する昇圧用DC-DCコンバータです。本コンバータの回路方式

は、複数のブースター回路から構成され、位相を順次シフトして動作する回路であ

るため出力リップル成分が少なく、平滑コンデンサとして電解コンデンサを使用せず

フィルムコンデンサで構成し、超高効率で超長寿命を実現しました。

400V タイプ

100TBFL-
700-S400V

100TBFL-
1000-S400V

100TBFL-
1100-S600V

100TBFL-
2500- 400V

大容量 400V タイプ

入力：DC24～400V
出力：DC100～400V
最大出力：2.4kW
サイズ：135×71×170

入力：DC45～600V
出力：DC300～600V
最大出力：4.5kW
サイズ：145×80×250

入力：DC24～400V
出力：DC100～400V
最大出力：3.3kW
サイズ：135×71×250

入力：DC24～400V
出力：DC100～400V
最大出力：6～7kW
サイズ：245×55×250

600V タイプ小型 400V タイプ

ストコン接続箱 内部構造ストコン接続箱 内部構造過酷な環境でも耐えられる設計のため安心して屋外設置が可能過酷な環境でも耐えられる設計のため安心して屋外設置が可能

1

2

3

ストコン接続箱は、太陽光パネルの背面に設置可能なため省スペースであることを

特長としておりますが、パネル背面ということは常時野ざらし状態のため、

夏場の高温、冬場の低温、雨風など、屋外は常に破損の可能性にさらされています。

しかし、ニプロンのストコン接続箱は、「壊れない」電源を作り続けるメーカとして

長年培った技術と経験で、どのような厳しい環境でも耐えられる様、

ストコン接続箱は設計されています。ここでは、ストコン接続箱の信頼性を

ご紹介させて頂きますので、ぜひご確認ください。

国内有数の雷サージ試験設備を持つ音羽電機工

業株式会社様にて、雷サージ電流の耐力試験を

実施しました。
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新製品 １０００Ｗ　ＡＴＸ / ＥＰＳ電源NEW

高効率

AC240V時 AC240V時

待機電力値の低減

100 200 300 400 500 600 700 800
70%

80%

90%

100%

効
率

(%
)

出力電力（W）

0.1W

0.0W
0.0W 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W 0.5W 0.6W

0.2W

0.3W

0.4W

0.5W

0.6W

出力電力（W）

旧 HPCSA-1000P

新 HPCSA-1000P

HNSP4-1000P
（バッテリ接続時）

0.13mA

0.10mA

0.14mA

0.23mA

0.20mA

0.27mA

0.26mA
（AC240V時）

機種

■漏洩電流（定格負荷時）

■雑音端子電圧

医療規格AC264V時0.5mA以下

AC100V AC200V AC264V

0.26mA

0.36mA

ErP: 0.5Wライン

入
力

電
力

（
W

）

旧 HPCSA-1000P
新 HPCSA-1000P

個人のユーザ様にも人気の高い1000W ATX電源「HPCSA-1000P-E2S」がリニューアル。「HPCSA-1000P-E2S1」がラインアップ！

更に、医療規格取得タイプの「mHPCSA-1000P-E2S1」や停電バックアップタイプの「HNSP4-1000P-SA0 シリーズ」もラインアップ！！

ニプロンでは1000W ATX電源のラインアップ拡充を行うことで、

今後増加していく事が予想される消費電力が大きいGPUなどにも、柔軟に対応してまいります。

大容量ATX電源ePCSA-650P-E2Sの後継機として、さらに容量アップ・効率アップ・小型化を実現したHPCSA-700P-E2Sを現在開発中！

今後の情報にご期待下さい。

※開発中製品のため仕様および外観は参考であり、実際の製品とは内容が大きく異なる場合があります。

入出力仕様

シリーズ一覧

最小電流

出力電圧 +3.3V +5V

25A

合計 207.5W

合計 249W

合計 792W

合計 1000W

14.4W

14.4W

15W

20W

25A 18A

+12V3 +12V4+12V1 +12V2

18A 18A 18A

合計 822W

-12V

1.2A

+5VSB

3A

30A 30A 25A 25A 25A 25A 1.2A 4A

連続最大電流/電力

ピーク電流/電力

（5s以内）

0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A

合計 1000W

150(W)×85(H)×190(D)サイズ

入出力仕様

AC85～264V　(ワールドワイド入力)

DC350V　(専用バッテリパック)　mHNSP4/HNSP4シリーズのみ対応
入力

最小電流

出力電圧 +3.3V +5V

25A

合計 140W

合計 200W

合計 600W

合計 700W

10W

15W

25A 18A

+12V3+12V1 +12V2

18A 18A

合計 600W

-12V

2.5A

+5VSB

3A

30A 30A 25A 25A 25A 2.5A 3A

連続最大電流/電力

ピーク電流/電力

（5s以内）

0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A

合計 700W

150(W)×85(H)×140(D)サイズ

AC85～264V　(ワールドワイド入力)入力

※3Dイメージ

ＭＡＩＮハーネス　１本

ＨＤハーネス　2本

12Ｖハーネス　2本

HPCSA-1000P-E2S1

型式 説明

mHPCSA-1000P-E2S1

HNSP4-1000P-SA0-H*V※

mHNSP4-1000P-SA0-H*V※

H0V：通信ユニット無し※

H1V：RS232通信ユニット付き

H6V：USB通信ユニット付き

標準モデル

停電バックアップ対応モデル

医療規格取得&停電バックアップ対応モデル

医療規格取得モデル

半分以下
まで低減

対応出力が増加

型式：ＨＮＳＰ４-１０００Ｐ-ＳＡ０-Ｈ＊Ｖ

       ｍＨＮＳＰ４-１０００Ｐ-ＳＡ０-Ｈ＊Ｖ　　　　ｍＨＮＳＰ４-１０００Ｐ-ＳＡ０-Ｈ＊Ｖ

型式：ｍＨＰＣＳＡ-１０００Ｐ-Ｅ２Ｓ１

150

85

190

対応バッテリパック

BS25A-H350/2.5L
ﾆｯｹﾙ水素 5"2ベイ

30

0

5

10

15

20

25

100 200 300 400 500 600 700 800 (W)

（分) バックアップ時間※

※バッテリパック使用初期の参考値であり、
　 保証値ではありませんのでご注意ください

（注）バックアップ容量は接続する
　 　 バッテリパックにより制限されます

※前面パネルはHPCSA-1000Pと同様に黒色パネルになる予定です

停電バックアップ時間
⇒７００Ｗ時：約５分

ATX/EPS
822W連続

1000Wピーク

デュアルヒューズ

「mシリーズ」（医療規格取得電源）を使用すれば、医療規格申請時に外

付けヒューズや絶縁トランスが必要ありません。また、医療規格未取得品

の電源を使用するのに比べて装置の小型化と、低価格化が図れます。

バッテリパックを接続することで無瞬断の停電バックアップが可能。

バッテリパックをPC筐体内に内蔵できるため省スペース。

医療規格非対応の

電源を使用する場合

デュアルヒューズ内蔵

医療規格対応の

電源を使用する場合

L, N両ラインに安全規格認定

ヒューズまたはブレーカが別途必要

漏洩電流、沿面距離、耐電圧対策

のため、医療用絶縁トランスが別途

必要（IEC60601-1対応品の絶縁トラ

ンスが必要）

HPCSA-1000Pの特長である高効率はしっかりと引き継いでおります スタンバイ出力約0.33WまではErP指令に対応。旧モデル比約24％アップ

漏洩電流をAC100V時0.1mA、AC200V時0.2mAまで実現しました。また、雑

音端子電圧は電源単体でもVCCI ClassBをクリア。外部にノイズフィルター

を設置する必要が無く、コストダウンと工数負担削減に貢献します。低ノイ

ズと低漏洩電流の両立を実現したハイエンドPC電源です。

電源内部は医療用絶縁トランスと同

等の耐電圧、沿面距離を有する

-12Vの容量が従来品より約10W増量しております。

アナログ回路の駆動に最適です。

HPCSA-1000P-E2S1
mHPCSA-1000P-E2S1

HNSP4-1000P-SA0 series

mHNSP4-1000P-SA0 series

低漏洩電流&低ノイズ

医療規格取得 -IEC60601-1 3rd(MOOP)-

製品情報

停電バックアップ対応

新製品情報

高 効 率 & 低 待 機 電 力  １ ０ ０ ０ Ｗ  Ａ Ｔ Ｘ 電 源 が リ ニ ュ ー ア ル

医 療 規 格 対 応 モ デ ル 、 ノ ン ス ト ッ プ 機 能 対 応 モ デ ル な ど も 新 た に ラ イ ン ア ッ プ

ePCSA-650P-E2Sの 後 継 機 種 　 高 効 率 ・ 大 容 量 Ｐ Ｃ 電 源 開 発 中

HPCSA-700P-E2S （仮称）

HPCSA-1000P-E2S1

最大８９.８％
（６０％負荷時）

VCCIクラスB規格ライン

※実測データは全て実測の一例です
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新製品 １０００Ｗ　ＡＴＸ / ＥＰＳ電源NEW

高効率

AC240V時 AC240V時

待機電力値の低減

100 200 300 400 500 600 700 800
70%

80%

90%

100%

効
率

(%
)

出力電力（W）

0.1W

0.0W
0.0W 0.1W 0.2W 0.3W 0.4W 0.5W 0.6W

0.2W

0.3W

0.4W

0.5W

0.6W

出力電力（W）

旧 HPCSA-1000P

新 HPCSA-1000P

HNSP4-1000P
（バッテリ接続時）

0.13mA

0.10mA

0.14mA

0.23mA

0.20mA

0.27mA

0.26mA
（AC240V時）

機種

■漏洩電流（定格負荷時）

■雑音端子電圧

医療規格AC264V時0.5mA以下

AC100V AC200V AC264V

0.26mA

0.36mA

ErP: 0.5Wライン

入
力

電
力

（
W

）

旧 HPCSA-1000P
新 HPCSA-1000P

個人のユーザ様にも人気の高い1000W ATX電源「HPCSA-1000P-E2S」がリニューアル。「HPCSA-1000P-E2S1」がラインアップ！

更に、医療規格取得タイプの「mHPCSA-1000P-E2S1」や停電バックアップタイプの「HNSP4-1000P-SA0 シリーズ」もラインアップ！！

ニプロンでは1000W ATX電源のラインアップ拡充を行うことで、

今後増加していく事が予想される消費電力が大きいGPUなどにも、柔軟に対応してまいります。

大容量ATX電源ePCSA-650P-E2Sの後継機として、さらに容量アップ・効率アップ・小型化を実現したHPCSA-700P-E2Sを現在開発中！

今後の情報にご期待下さい。

※開発中製品のため仕様および外観は参考であり、実際の製品とは内容が大きく異なる場合があります。

入出力仕様

シリーズ一覧

最小電流

出力電圧 +3.3V +5V

25A

合計 207.5W

合計 249W

合計 792W

合計 1000W

14.4W

14.4W

15W

20W

25A 18A

+12V3 +12V4+12V1 +12V2

18A 18A 18A

合計 822W

-12V

1.2A

+5VSB

3A

30A 30A 25A 25A 25A 25A 1.2A 4A

連続最大電流/電力

ピーク電流/電力

（5s以内）

0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A

合計 1000W

150(W)×85(H)×190(D)サイズ

入出力仕様

AC85～264V　(ワールドワイド入力)

DC350V　(専用バッテリパック)　mHNSP4/HNSP4シリーズのみ対応
入力

最小電流

出力電圧 +3.3V +5V

25A

合計 140W

合計 200W

合計 600W

合計 700W

10W

15W

25A 18A

+12V3+12V1 +12V2

18A 18A

合計 600W

-12V

2.5A

+5VSB

3A

30A 30A 25A 25A 25A 2.5A 3A

連続最大電流/電力

ピーク電流/電力

（5s以内）

0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A

合計 700W

150(W)×85(H)×140(D)サイズ

AC85～264V　(ワールドワイド入力)入力

※3Dイメージ

ＭＡＩＮハーネス　１本

ＨＤハーネス　2本

12Ｖハーネス　2本

HPCSA-1000P-E2S1

型式 説明

mHPCSA-1000P-E2S1

HNSP4-1000P-SA0-H*V※

mHNSP4-1000P-SA0-H*V※

H0V：通信ユニット無し※

H1V：RS232通信ユニット付き

H6V：USB通信ユニット付き

標準モデル

停電バックアップ対応モデル

医療規格取得&停電バックアップ対応モデル

医療規格取得モデル

半分以下
まで低減

対応出力が増加

型式：ＨＮＳＰ４-１０００Ｐ-ＳＡ０-Ｈ＊Ｖ

       ｍＨＮＳＰ４-１０００Ｐ-ＳＡ０-Ｈ＊Ｖ　　　　ｍＨＮＳＰ４-１０００Ｐ-ＳＡ０-Ｈ＊Ｖ
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※バッテリパック使用初期の参考値であり、
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　 　 バッテリパックにより制限されます
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L, N両ラインに安全規格認定
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低漏洩電流&低ノイズ

医療規格取得 -IEC60601-1 3rd(MOOP)-

製品情報
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新製品情報

高 効 率 & 低 待 機 電 力  １ ０ ０ ０ Ｗ  Ａ Ｔ Ｘ 電 源 が リ ニ ュ ー ア ル

医 療 規 格 対 応 モ デ ル 、 ノ ン ス ト ッ プ 機 能 対 応 モ デ ル な ど も 新 た に ラ イ ン ア ッ プ

ePCSA-650P-E2Sの 後 継 機 種 　 高 効 率 ・ 大 容 量 Ｐ Ｃ 電 源 開 発 中

HPCSA-700P-E2S （仮称）

HPCSA-1000P-E2S1

最大８９.８％
（６０％負荷時）

VCCIクラスB規格ライン

※実測データは全て実測の一例です
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雷や、事故による停電でお困りではありませんか？ http://www.nipron.co.jp/ バックアップはお任せ下さい！ニプロンWEB直販 http://www.nipron.co.jp/

電力ハーネスと信号ハーネスの接続で、

停電バックアップ運転とOSの自動シャットダウン※や、

放電停止が可能

● ●

●

●
ATX仕様の装置へ容易に搭載できます

電源本体

HPC**-400Pシリーズ

ＨＰＣ＊＊-４００Ｐシリーズ（ＡＴＸ電源） ＵＺＰ-２２０シリーズ（単出力電源）

B S 2 7 A

充電（降圧）回路

放電（昇圧）回路

バックアップ制御

電力ハーネスと信号ハーネスの接続で、

停電バックアップと停電信号出力が可能

装置がPCの場合はOSの自動シャットダウン※が可能

電源のリモートOFF信号により放電停止が可能

フィルタ PFC
平滑

コンデンサ
インバータ

インバータ

昇圧
インバータ

デジタル制御
追加ユニット

（専用IC+マイコン）

Pb
バッテリ

絶縁
トランス

絶縁
トランス

絶縁
トランス

整流

整流

整流
平滑

充電
回路

平滑 出力

充放電電力の接続

電力ハーネス

HPCSF-400P series※

※専用型式にて対応

HPCFL-400P series※HPC1U-400P series※ UZP-220 series OZP-200 series

信号入出力（RS232C）
AC FAIL、BATT LOW等の信号入出力

充放電電力の接続および

検知信号・電源ON/OFF信号の授受

電力ハーネス

信号入出力（RS232C）

※NSP Pro2でWindowsの
　 自動シャットダウンが可能

AC FAIL、BATT LOW等の信号入出力
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放電電力(W）

放
電

時
間

（
分

）

120 140 160 180

標準バッテリ

増設バッテリ

BS27Aのバックアップ時間を延長する

5インチベイ対応BS27増設バッテリパック発売予定

UZP-220シリーズ OZP-200 SEシリーズ

バックアップ方式 1次側昇圧バックアップ

350V

連続150W 約3分（ピーク200W）

出力電圧

放電容量

AC FAIL 停電通信信号

内蔵バッテリの低下信号

バックアップ強制停止信号

BATT LOW

SHUT DOWN

ON/OFF制御
電源とBS27Aの停止制御

新バックアップ方式採用で、既存の製品を低コストでバックアップ対応電源

へと進化させることが可能なバッテリパックが登場。

現在対応可能な製品は本誌でご紹介しております製品になりますが、他機

種への対応などご要望がございましたら、ぜひお問い合わせください。 128

(3U)

146

(5インチベイ)

オプションにより

5インチベイへの取付可能

41

(1U)

200

対応可能製品 （各機種接続方法などについてはお問い合わせください）

接続例

仕様

ブロック図

外形図

BS27A-P350/2.3L

い ま ま で に な い 、

高い汎用性を持ったバッテリパック

DC出力

バックアップ
対象装置

AC入力
電力ハーネス

信号ハーネス
（RS232C）

DC出力

バックアップ
対象装置

AC入力
電力ハーネス

ON/OFF制御

信号ハーネス
（RS232C）

新製品NEW 鉛バッテリパック

専用IC+マイコンを搭載したユニットをオプションで追加可能
専用ICによるバッテリ残量の検知と、内部抵抗の監視によるバッテリ寿命を

通信機能により、外部へ通知することが可能

各種信号機能を標準装備

製品概要 バックアップ時間 （参考値であり保証値ではありません）

型式：NSP Pro 2 CD Media

●GUIにより、設定が視覚的になり

　 簡単に設定が可能

●ホームページよりダウンロードが可能

●英語版OSにも対応

●対応OS
　 Windows Vista/7
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最適な電源をご提案いたします！ニプロンWEB直販 http://www.nipron.co.jp/ 元気なスタッフが常時待機！ http://www.nipron.co.jp/

第17回 組込みシステム開発技術展 出展ご報告

ニプロン

生け花
営業本部＆中央夢研究所では、正面玄関に

生け花を飾っております。
この生け花は、ニプロン社員が心を込めて

生けておりますので、
弊社にお越しの際はぜひご覧ください。

新入社員入社報告

ニプロンはお客様の会社に訪問し、会議室などをお借りして行う訪問型の展示会「押しかけ展示会」を開催してきましたが、今回は「押しかけ展示

会」と同時開催が可能な「電源セミナー」について、ご紹介させて頂きます。

「電源セミナー」とは、電源専門メーカーならではの視点から電源の付加価値や選定方法、良い電源・悪い電源の違いなどをお客様にご説明する

勉強会です。「押しかけ展示会」と同じくお客様の会議室をお借りして行います。

また、電源セミナー後に同時開催する「押しかけ展示会」では

実際の製品展示やデモを見て・触って体感して頂けます。

AC-DC変換効率ロス5％を無くすだけで、年間50,000GWｈの電力を節約できます。しかし、良いことは分かっていても

現状の交流配電網の充実と、大半の機器が交流入力仕様である現状では、なかなか直流給電は、前に進まないのが現状です。

供給電力に対する負荷の半分ぐらいは、回転機器（モータ）が占めていると言われ、そのモータの大半は、インバータを用いた

サーボモータになって来ています。即ち、交流を機器の中で一度直流に変換し、又インバータで3相交流を作りモータを廻しているのです。

その多くのサーボ機器は、この直流化した所の端子を外部接続端子として表に出しています。

そこで提案ですが、大型産業設備を持つ工場や、データセンター等の大電力を消費する分野から、

電力供給の商用AC ＆ HVDCのハイブリッド化を各社が個別に進めていけば普及は可能であると思われます。

商用ACのインフラは既に、工場内には整っています。従って、後は自然エネルギーと商用ACを整流したエネルギーをコンバインし、

電池バックアップを備えたインフラを順次拡張しながら整えていく。

負荷機器となるロボット（多軸サーボ機器で動く）を直流接続のための横流防止装置を介しながら，直流（優先）と交流入力の両入力化を進めていく。

インバータ化している空調用エアコンも同じであり、LED照明は直流が必要であり、無駄なAC-DC変換は不必要であり、

LED照明への転換も早く進むと思われる。

データセンターなどの重要機器や、医療システム、半導体製造システムは、異入力2系統電力供給が可能となるため、

安全面などで計り知れない効果と、今までの無駄な停電バックアップ装置が不要になるメリットが出てきます。

ニプロンでは、この考えに対応すべく2入力同時を可能にした電源機器を商品化しており、今後用途別に機種を充実していく計画であります。

今後もTOPセールスとして、このハイブリッドパワーラインシステム(HPS)をPRしていく広告塔でありたいと考えています。

本号のP.1-2で、このHPSの配線図と提案紹介をしていますので是非、ご参照をお願い致します。

電源の付加価値についての発表

電源に対する熱い思いをご説明するニプロン社員

先輩社員Yさんと新入社員M君の対番ノート

ニプロンブースの様子ズラリと並んだニプロン製品

この度、2014年5月14～16日の3日間に渡り開催された組込みシステム開発技

術展にニプロンが出展致しました。会期中はニプロンブースにお立ち寄りくださ

り、誠にありがとうございます！

本展示会では、ニプロンの産業用ATX電源、単出力電源、マルチ出力電源、そ

して100年コンバーターなど、ニプロンの全製品を展示し、多種多様の装置メー

カー様のご要望に合わせて様々なニプロン電源をご提案できました。

これから出展する展示会でも、ニプロンは多くのお客様にお会いできることを楽

しみにしております。

対番制度とは、新入社員がその日に学んだ事や業務

などをノートにまとめ、担当の先輩社員に渡しコメント

を貰う、交換日記の様なもので、新入社員を個々にサ

ポートする役目を果たします。新入社員はわからない

事、困った事を気軽に相談でき、先輩社員は頼れる先

輩としてキチンとコメント出来る様、知識を付けなけれ

ばならない、双方にとってプラスになる制度です。

今年もニプロンでは多くの新入社員が

入社しました。ニプロンの採用方針は、

世間の景気に左右されずに、人財（人

材）への先行投資を行うことです。

そして、5年、10年先に第一線で活躍で

きるプロフェッショナルになれる様、新

人教育に注力しております。

新入社員は入社して約1ヶ月間、座学を行います。そこで、社会人としての心得、マナーから

始まり、電源の基礎やニプロン電源を学びます。しっかりと学んだかを確認するための試験

も行います。座学が終わると、次は様々な部門へ移ってのOJTとなります。様々な部門を回

り、約半年間を研修期間として1人前へと育てます。また、研修期間内でも適性があればそ

のまま正式配属となることもあります。

社長が語る！TOPセールスコーナー

第12回　電力供給は商用交流電源＆HVDCのハイブリッド化を進めるべし！

TECHNO-FRONTIER 2014 第29回 電源システム展 出展のご案内

PVJapan2014 出展のご案内

この度、7月23日（水）～25日（金）の3日間、国内唯一の「電源」に関する専門技術展「第

29回 電源システム展」に出展いたします。スマートグリッド・省エネが注目される中、電

源システムの存在意義はますます大きくなっています。

ニプロンは産業用ATX電源、単出力電源、マルチ出力電源、そしてグリーンパワー電源

など、数多くの製品を取り揃え、ITとグリーン環境を護る電源をご紹介致します。

電源システム展に引き続き、7月30日（水）～8月1日（金）の3日間は太陽光発電専門の

展示会として日本最大級の「PVJapan2014」に出展いたします。

ここ数年急激な勢いで成長してきた太陽光発電産業。ニプロンは発電した電力を無駄な

く使用できるストリングたじゅぶうコンバータをご紹介致します。デモを使って分かりやす

くご説明致しますので、是非お立ち寄りください！

会期：２０１４年７月２３日（水）～２５日（金）
会場：東京ビッグサイト 東１ホール　ブース番号：１Ｅ-２０７

会期：２０１４年７月３０日（水）～８月１日（金）
会場：東京ビッグサイト 西１ホール　ブース番号：Ｐ１-０７６

展示会の招待状・案内状を送付させていただきますのでご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

株式会社ニプロン　WEBサポート室　（TEL）06-6487-0611 （FAX）06-6487-0523 （E-MAIL）support@nipron.co.jp
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ニプロン電源セミナー&押しかけ展示会

株式会社ニプロン　代表取締役社長＆営業本部長
酒井　節雄

訪問型の勉強会のため、Nipron Waveやホームページなどではご紹介しきれない、

お客様それぞれの装置から見た『電源』について特色のご説明が可能となっております。

具体的には、お客様の装置に求められている電源や、今まで電源で苦労されてきたことの

解決方法など、ピンポイントのご説明を行い大変ご好評を頂いております。

発表後は、電源の見方が変わったなどのお声を沢山頂きます。

今まで何気なく使っていた電源の重要性をご説明出来たと感じ、とても嬉しく思っております。

株式会社ニプロン　営業戦略室

TEL: 06-6487-0611

Mail: support@nipron.co.jp
ニプロン電源の展示

営業の方々や、新入社員の方々への講習としてもご利

用頂けるかと思いますので、興味を持って頂いたお客様

はお気軽に担当営業、もしくは下記までご連絡頂けまし

たら幸いです。

2014年4月 新規学卒者32名がニプロンに入社しました！
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最適な電源をご提案いたします！ニプロンWEB直販 http://www.nipron.co.jp/ 元気なスタッフが常時待機！ http://www.nipron.co.jp/

第17回 組込みシステム開発技術展 出展ご報告
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弊社にお越しの際はぜひご覧ください。

新入社員入社報告

ニプロンはお客様の会社に訪問し、会議室などをお借りして行う訪問型の展示会「押しかけ展示会」を開催してきましたが、今回は「押しかけ展示
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「電源セミナー」とは、電源専門メーカーならではの視点から電源の付加価値や選定方法、良い電源・悪い電源の違いなどをお客様にご説明する
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電池バックアップを備えたインフラを順次拡張しながら整えていく。
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電源に対する熱い思いをご説明するニプロン社員

先輩社員Yさんと新入社員M君の対番ノート

ニプロンブースの様子ズラリと並んだニプロン製品

この度、2014年5月14～16日の3日間に渡り開催された組込みシステム開発技
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具体的には、お客様の装置に求められている電源や、今まで電源で苦労されてきたことの

解決方法など、ピンポイントのご説明を行い大変ご好評を頂いております。

発表後は、電源の見方が変わったなどのお声を沢山頂きます。

今まで何気なく使っていた電源の重要性をご説明出来たと感じ、とても嬉しく思っております。
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■東部営業部     TEL：044-752-1106  FAX：044-777-8811
   〒213-0022　神奈川県川崎市高津区千年622番地1
■西部営業部     TEL：06-6487-0605  FAX：06-6487-2185
   〒660-0805　兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号　
■名古屋営業所  TEL：052-602-4411  FAX：052-602-4311  
   〒461-0040　愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号 栄ビル1階C号
■ニプロンWeb直販　E-mail：osaka@nipron.co.jp

http://www.nipron.co.jp人材募集

営業マネージャ
デジタル電源（DSPマイコン）
の技術に興味のある方

弊社人事部までご連絡下さい。
TEL：06-6430-1101

平成26年6月　酒井 節雄

　経営！！

昨日（2014年6月24日）東部事業所全員で、3人の定年退職者と入社4年の横田君の

送別会を行った。3人の内訳は、岩井（65歳　営業業務9年勤務）さん、山田（65歳　市

場不良解析9年勤務）さん、諸橋（60歳　営業11年勤務）さんであるが、各人それぞれ

ニプロンの躍進に貢献してくださり、謝礼の花束贈呈をさせて頂きながら、労いの言

葉をかけさせて頂きました。一人一人から思い出等の挨拶を戴き、瞼が熱くなる瞬間

がありました。

酒席の歓談の中で、2006年半ばから、2007年後半にかけて東部営業大躍進時代の

話で盛り上がり、当時はノンストップ電源や、ATX電源の受注爆発等で、受注平均額

は3.5億円位を記録していました。時々ですが4億円を記録するような、凄かった頃の

思い出話に花が咲いた次第です。又当時に東部で活躍していた西部の安田課長も

酒席に参加していて、大いにその話で盛り上がったわけですが、・・・今日、改めてそ

の頃から以降の受注、売上状況の月別データを見直していたら、現状と余り大きく違

わないことに愕然としました。2007年当時と現在を比べたら、阪神夢工場の建設、設

備の大増強、新製品の開発多数のラインナップ、そして新たな大学新卒採用70人ぐ

らい等、人・物・金の大充実を行ってきましたが、受注・売上は、40億円前後を行った

り来たりで飛躍していない。・・・・何故なのか

それは、2008年9月に始まるリーマンブラザース（米国投資銀行）の破綻に端を発す

る世界大不況、その後2年で経済も回復したかと思われたが、2011年3月11日の東北

大地震・津波による大惨事と福島原発の爆発事故などに見舞われ、日本経済が大

打撃を受け、景気停滞が続いた。そのような悪環境の中で民主党政権となり、政治・

経済の大停滞などに拍車をかけで経済は疲弊し続けた。今年はアベノミクスで景気

が回復した様に見えるが、消費税を8％に上げ、3月頃より何か変である。このような

厳しい環境の中でよくも強気で拡大路線を取ってきたものだと考えると寒気を覚える。

しかし、考えてみれば前向きに考え、積極的に商品開発、販路開発、工場強化を図

ってきたからこそ、行ったり来たりであるが、多少の売上向上と会社の前進と、進化

があったのではないかと思い致します。もし消極的であったら、明日への可能性は全

くなかったかもしれません。経営者、事業家はポジティブで明るく考える持ち主でなけ

れば企業は暗くなるばかりであると思います。そして、良く働き続けてきたと今更なが

ら思い返します。

話は変わりますが、今日6月25日は、サッカーワールドカップ戦1次リーグで日本がコ

ロンビアに1-4の大差で負け、予選最下位に終わってしまいました。私も応援をしつ

つ、3試合とも見ましたが、日本チームと世界列強の戦いは、肉食獣のライオンチー

ムと、草食動物のシマウマチーム（日本）が闘っているような気持ちになりました。桁

違いに攻撃力が違う！これでは、闘いにならないような気がしました。これは、私だけ

が感じた事でしょうか・・・・・日本ももっと獰猛に、猛々しくならないと無理かな・・・・

食物、体質から変えないとダメかな・・・

我々の産業界はどうかと思うと同じようなひ弱さを感じないでもない。

それでは、前述したリーマンショックの頃に話を戻します。

2008年10月3日新阪神夢工場の竣工記念祝賀会を大々的に行っていました。

2日間に分けて、仕入れ先、銀行関連様を前日に行い、翌日は取引顧客様を招き、工

場紹介、商品展示会、そしてレセプションパーティでは、松村組（私の従弟）による和

太鼓の大演奏で大いに盛り上がりました。

しかし、その時は未だ、それほど感じていませんでしたが、お客様の中には、こんな

大工場を建て20億円強の投資をしたので内心心配をされていた方もおられたと思う。

しかし、お祝い事の最中に、そのような失礼な話をされる方はいませんでした。改めて

月別の受注記録を見れば如実に、受注低下（多少月により上がり下がりがあるが

2008年春ごろから）の傾向が出ている。当時受注残が10億以上あり絶好調の後だけ

に、さほど深刻に考えていなかった。リーマンの予兆は2007年米国でサブプライムロ

ーンの破綻が発端となりマネーゲームで湧く、米国の金融資本主義による行き過ぎ

（マネーゲーム）が原因で、リーマンブラザースを直撃し破綻させた。ニューヨークダウ

平均を7500円へと半減させる大暴落が2007年後半から始まっていて、当然予測でき

た筈であった。しかし、建設は始まっていたので止められるものではなかった。竣工記

念パーティの興奮冷めやらぬ中、2009年の年が明けてから、世の中が騒然となってき

て気になりだした。

しかし、受注残も多くあり差し迫ってどうこうは無かったが、当社に建設資金を出した

銀行（3行協調融資）の内1行の「りそな銀行」（先のバブル崩壊で破綻した銀行）が同

社特有の状況のため極端な心配性になり、この世界大不況では、借金過多な当社は

乗り越えられる筈がないと考えられ、りそな主導で進めるので他の銀行へ説明し、返

済条件変更（リスケ）を行う手続きをするようにと指導された。経理の山崎部長とも協

議をした結果、この案を受け入れるべき方向で、他の金融機関を説明に回ったところ、

逆に心配され、それはやめる方が良いと言われ、ある銀行は逃げに回られ、不味いこ

とになってしまったと思った。そのため急遽「りそな銀行」にリスケをやめることを報告を

すると当時の支店長が、態度を急変させ、担保として取り立てのため預けた手形や、

預金などを回収方向に動かれ、騒然となった。その時、その支店長は、とんでもないこ

とを言い放ち、私は、完全にこの銀行とは信頼関係はできないと腹を固め、取引をや

める決意をし、その方向で今日まで来ました。その後今から２年ほど前に何事も無か

ったような顔をして、「りそな」から偉いさん3人が取引復活の話を持ってきたが、追い

返した。以前に「りそな」から融資条件と引き換えで契約してしまった金融派生商品「ド

ルの10年予約買い取り」で年間2500万円ぐらいの為替損を6年間位続けている。解約

は1億円の違約金が必要で倒産が出る中小企業が社会問題にもなった件である。そ

の後このリスケ相談をしたために、銀行さんの当社を見る目は厭らしくなりました。

そのような状況であるが、当初は契約通りの返済を進め信用を築き直して、今日まで

きた結果、前向きな融資話もどんどん出していただける優良企業になりました。今考

え直しても、大変馬鹿な相談を金融機関にしたものと後悔したが後の祭りであった。

企業は、絶対に金に困ってはだめである。如何に利益を出せる経営をしなければなら

ないかが骨身にしみた経験であった。

お蔭で今日では、自己資本比率が10％位から25％になり、今後1～2年で50％以上に

することを目指しています。消極的経営で借金をしないのは、今の世の中では、衰退

あるのみである。「闘う経営姿勢」を堅持し、社会から無くてはならない企業になる事

が、厳しい金融機関との付き合いで重要である。果たして、当社のように転換できる企

業がどの程度あるのだろうか・・・・私が、バブル崩壊以来転換してきた25年の歳月と

同じことができた経営者が何人いるであろうかと思うと、1000分の1以下の確率と思う。

2度同じことができるかと言われると、不可能という言葉しか無い。

闘
う

竣工記念祝賀会　製品展示会 竣工記念祝賀会　『松村組』による和太鼓大演奏会
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ストリングたじゅぶうコンバータ特集
太陽光発電の発電効率を改善するストリングたじゅぶうコンバータ

気になる実測結果やシミュレーション結果をご紹介

新製品特集
高信頼　高効率ATX電源 HPCSA-700P（仮称）を初公開！！
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