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企業存立の理念

2015年（平成27年）　元旦

新年あけまして、おめでとうございます。

本年もNipron　Waveをお読み頂けますよう、宜しくお願いします。どこまで続けられ

るかは判りませんが、目標は100号まで頑張りたいと考えております。

元旦にあたりまして、ニプロンの活力ある永続を目指して「企業存立の理念」の

「正・命・力」について改めて述べてみたいと思います。

ニプロンでは、最上位の理念として「Nipronは、永続するため活力ある企業風土を

創り続け、常に新しきに挑戦し、社員に夢を与え、夢を実現し、真の幸福を提供で

きる企業を目指す」を「夢・志　憲章」と定めています。これを実現するため「起業の

理念」である、「面白く仕事をしたい…」と、「上昇志向の理念」の「士の十則」があ

ります。

しかし、これらの想いや「考え方」が正しくなければ社会に受け入れられない企業

になってしまいます。先ず考え方、生き方が「正」しくなければならない。そして

「命」ですが、命とは、活力、生き抜く力、困難を克服し前向きに突き進むパワーを

意味しています。「力」とは、夢・志を成し遂げるために必要な知識や、専門能力を

意味しています。即ち、企業も個人も社会に認められ「存立」するためには、「正・

命・力」が備わらなければ消滅してしまう可能性が高いという事です。

「正」についてもう少し説明すると、仏教の根本教理としての四諦(したい)中の道諦

にあたる八正道にあたります。八正道とは、正見・正思惟・正語・正業・正命・正精

進・正念・正定として言われるものでもあり、更に公明正大、公平、正しい均衡、正

義感などもありますが、この通り生きるとなると堅苦しく、面白くない。私の「正」に

対する感覚は、正円であるが拡大し部分を眺めると多少凸凹やクレータがあって

も良い。又、色で表すと「白」です。しかし、純白ではなく、多少黄ばみがあっても良

いという事です。

こう説明すると、私でもできると気が楽になります。しかし、「正」とは厳しいもので

す。大義をなすためには、難しい問題から逃げるのではなく、正面から立ち向かわ

ねばなりません。下手をすると、踏みつぶされるかもしれず、逃げたい気持ちにも

なります。

相撲界でよく言われる、立ち合いが大事で正面でぶつからなければ強くならない。

体空かしなどで相手を倒しても親方から叱られます。この事と似ています。難題か

ら逃げていては、決して真の成果を得られず大成しない。これは厳しいことであ

り、「正」を成すことは厳しく難しいことですが、繰り返し訓練、鍛錬することを修行

と考え、正しい行いであると信じてこれを繰り返すと大きな力が付いてきます。

それでは、話を変えてニプロンの近況について話させて頂きます。34期（2014年7

月～）に入り受注が急拡大（約30～40％）し、6ヶ月が経過しています。このまま続

くとは思いませんが、この要因は何かと考えますと急激な円安（100円から120円

へ）では無いかと考えています。我が社は、超円高の時に、日本国内で仕事をや

り続けられるためには、海外製の電源とまともに戦わず、彼らが遣らない、遣れな

い差別化戦略を取り続けて我が社の顧客層を築いて来たことや、円高と闘い続け

てきた事が報われてきたと感謝をしています。

多くの顧客では安い海外ATX電源を用途によってNipron製と使い分けておられた

が、この急激な円安（80円から120円）で1.5倍の値上がりとなり、価格差が縮小し

たことが受注増大の要因ではないかと想像しています。この程度の価格差なら

ば、信頼性が高いNipron製の方が、顧客への商品価値が上がると考えられたので

は・・・と勝手な思いですがしています。今更ながらに「価格」とは何かと考えさせら

れ、価格とはブランド価値？、我慢？ではないかと考えています。

お陰様で、100億企業へ弾みがつく受注拡大でありますが、この急な変化に生産

体制が追い付かず、納期問題で、お客様にご迷惑をおかけしている昨今に恐縮を

しています。今現在、生産体制の強化に取り組み中であり、この1～2月頃には追

い付くように感じています。

当社は、品質と信頼性の安定、在庫豊富による納期の安定、円の動向に左右され

ない価格の安定を売り物の三定（3つの安定）にしていました。しかし、納期で崩れ

てしまいましたが、今迄の生産管理の仕方の根本的問題解決や、飛躍への課題

潰しも同時に行っている最中です。間もなく軌道に乗せることができますのでもう

少しご容赦の程、お願い申し上げます。

さて、話を歴史の方に戻させていただきますと、現在と同じように受注が急拡大し、

史上最高の売上45億円を達成した30期（2011年6月期）を思い出します。この時も

対前年に対して大幅な受注拡大をしていましたが、これに対して輪をかけたのが、

3.11東日本大震災による影響です。この時、電解コンデンサーの箔を作る工場が

東日本大震災で被災し、コンデンサーの供給が止まり、多くの電源メーカの供給が

ストップしたため、我が社に受注が津波のように流れ込んできました。我が社は、

幸いにして影響が軽微であったことと、部材調達協力が得られた事で受注をこな

すことができました。

しかし、翌期の31期の7月からは一挙に震災不況となり、又タイの洪水で景気の足

を引っ張られるなどの状態が続き、一進一退の状態でした。この様な状態ではあり

ましたが、新製品開発はATX電源では80PLUSを取込んだHシリーズ（7シリーズ）

の 完 成 、 更 に 超 高 効 率 電 源 の O Z P - 3 5 0 、 U Z P - 2 2 0 の 開 発 、 大 型 電 源

GPSA-1500、GPSA-5000等のラインアップを次々と済ませ100億企業への布石を

打ってきました。又、同時に今後大きく飛躍を期すグリーン電源シリーズもこの頃

から商品化を行って来ましたが今回は、この辺で終わりにさせて頂きます。

次回、又宜しくお願い致します。

正・命・力

左から、GPSA-5000シリーズ・GPSA-1500シリーズ
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ＰＶマキシマイザー
発電用地の利用率を上げ、

発電量（売電収入）を増やす新しいご提案。

パソコン用電源特集
ニプロンの、高信頼性パソコン用電源をご紹介。
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PVMで太陽光発電の売電収入をアップ！ 一味違う 高精度監視をご提供します！

PVマキシマイザーはストリングごとに発電電力を最大化

接続箱としての機能を持ち、既設のシステムからの置き換えが可能

発電機会損失を減らし

発電量を最大化

発電機会損失を減らし

発電量を最大化

ストリング毎の電圧・電流変化を捉える高精度監視

ストリング毎に発電監視、故障監視を行うことが可能で

す。一般的な監視機能は電流監視方式ですが、弊社の

PVマキシマイザーはMPPT機能を応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ます。ま

た、システムを止めることなくI-V、P-V特性を計測するこ

とが可能です。

一般的な電流監視方式よりも

異常をとらえ易い！ 保守が容易に！太陽電池（ストリング）のI-V、P-V特性グラフ （イメージ）

I-V

P-V

パネルは定電流源特性のため

変化を捉えにくい

一般的な監視

パワコンによる一括制御で、各ストリングの

電圧は同じになるため、電流のみの監視

PVマキシマイザーにより、各ストリングは

独立制御されるため、それぞれの電圧と

電流が監視できる

電力監視ができ、高精度

電流の変化は捉えにくい

ＰＶマキシマイザーによる監視

PCS

PCS

PVマキシマイザー

電力監視で高精度！

ＰＶマキシマイザーを使用する事で

高精度リモート監視だから、保守費用が削減できる！
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【PVマキシマイザー + 監視　投資損益試算（1MW、発電改善5％）】

例えば、１ＭＷの太陽光発電システムにて（４ｋＷ×８回路/箱×３２箱）、

ＰＶマキシマイザーで発電量５％改善、監視機能で年間保守費用１００万円削減した場合、

６年で投資回収、２０年間で３６００万円の利益純増

※仮定条件に基づく試算例であり、収益保証ではありません

発電量改善効果
5％

定格出力
1MW（4kW×
8回路/箱×32箱）

売電単価　
32円/kWh

PVマキシマイザー　差額
500,000円（PVマキシマイザー）
+100,000円（監視機能）
-100,000円（標準箱）
=500,000円/箱

保守費用 削減額
1,000,000円/年
（2億円設備の0.5％想定）

更に、常時監視で異常による

ロス期間を最小化！！（試算には含まず）

4 6

２０年間で
３６００万円
利益純増

投資差額回収

初期投資差額
１６００万円（３２箱）

試算条件

システムを止めず、リモートでI-Vを測定

わずかでも部分影がかかる部分に
パネルを置かないことが一般的な考え

PCS

各ストリングの動作電圧

（＝パワコン入力電圧）は同じになる

わずかな部分影でも、そのストリングの
発電電力は大幅に低下

動作電圧

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 系統連系

変電設備

ＰＶマキシマイザー

（８ストリング用）

ＰＶマキシマイザー（ＰＶＭ）

発電効率の改善

発電量低下の要因となる

電圧のバラつきや影などの

影響を抑え、出力を

最大化させます。

既設のソーラー

発電にも取り付け可能

既存の接続箱からの置き換えや

部分的な設置も可能です。

高精度監視機能

システムを止めることなく

I-V、P-V特性を

計測する事が可能です。

ＰＶマキシマイザー（ＰＶＭ）が無い場合

現在主流の結晶シリコン系太陽電池は、部分影により最大出力動作電圧（Ｖｍｐｐ）が変わります

ＰＶマキシマイザー（ＰＶＭ）が有る場合

接続箱 PCS

各ストリングの動作電圧はPV

マキシマイザーで個別に最適制御

部分影がかかってもパネルを置いた方が
発電量が増える！

部分影のかかったストリングも
その時の最大点で発電可能

動作電圧

PVM

接続箱の代わりに

PVマキシマイザーを

設置

PCS

【Ｉ-Ｖ特性】

電圧 電圧

電
流

電
力

最大出力点

【Ｐ-Ｖ特性】

部分影の割合増 部分影の割合増

最大電力点
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売電単価を変えずに発電量UP 今あるシステムをもっと効率的に

北海道、東北、四国、九州の電力会社が、新規の全量買取を保留する発表がありました。電力会社側の事情を考えますと、今後他の地方

にも波及する可能性は高いと考えられます。ニプロンから、既にメガソーラ事業で売電実績をお持ちの方へ、高額買取の既得権を活かし更

なる売電収入を大幅に増やせる良い提案をさせて頂きます。

パワコン出力を上回る発電に対しては、弊社GBM（グリーンベストミックス）電源を介して電池を蓄電させ、天候の変動に対して

発電が低下した時はGBM電源の昇圧機能でパワコンへ電池から電力供給を行うことで電力の平均化を行うことで、不安定と

言われるPV発電を安定化させることができます。

また、PVマキシマイザーにオプションの電力・故障監視ユニットを加えることによって精度の高いパネル故障を検出すること、

又遠隔監視ができるため年間保守料を、大幅に安くすることが可能になります。その他不可欠な各種オプションを用意していま

す。是非、御見積りをさせて頂きたく存じますので、ご一報をお待ちいたします。

パワコンは定格で動作（売電）し続ける事がほとんどなく、日射量が多い日であっても同様です。発電電力が瞬間的にパワコン定格を超える

ことはありますが、瞬間的なため、売電量の増加にあまり影響を与えません。つまり、定格まで売電ができるのにパワコンは余力を残したまま

動作し続けています。パワコンが定格で動作し続ければ売電量も増加すると考えます。

しかし、ただパネルを増やすだけでは増やした分だけ発電するワケではありません。太陽光発電は電圧がバラつくことで発電量も大き

くバラつきます。そのため、パネル設置当初に、効率的に発電量が得られるようパネル枚数や設置場所などを決めています。パネルを追

設する際、ただ闇雲に設置しても電圧バランスが崩れ、追設の効果が期待できません。

ここで、PVマキシマイザーがあれば大丈夫！！
ストリング間のパネル数の不揃いや、多少影が掛かる所があっても発電しているパネルはMPPT制御をしながらすべて吸い上げるため、

追設したパネル分しっかりと電力を得る事ができます。
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パワコンは変えず、売電単価を維持します。

ポイント①
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パネル枚数の不揃いや影の影響
で利用していない土地にもパネ
ルを置き、売電量を増やします。
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ＰＶＭを接続すれば、影・端数を気にせずパネル設置可能
パワコンの利用率を高め、既存システムでの売電収入アップ！
ＰＶＭを接続すれば、影・端数を気にせずパネル設置可能
パワコンの利用率を高め、既存システムでの売電収入アップ！
ＰＶＭを接続すれば、影・端数を気にせずパネル設置可能
パワコンの利用率を高め、既存システムでの売電収入アップ！
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パワコン定格

未充電

パワコン定格を超えた電力

蓄電池に貯まっている電力

①発電量がパワコン定格を超えた場合、超えた分の電力を蓄電池へ充電

②貯めた電力は、発電量が低下した時に放電し、パワコンへの出力を安定化

〈蓄電池イメージ〉

発
電
電
力

時間帯

〈蓄電池イメージ〉

未充電

発電電力が低い時間帯に放電

貯電

売電収入UPの新提案…パワコンの能力をフル活用！！

「パワコンの定格以上にパネルを増やせばいいんだ」

ＰＶマキシマイザーを使用し、パネルを追設することで

発電電力（売電収入）が増加

※パワコン定格を超えた電力についてはさらなるご提案があります。
　　次のページにてご紹介しておりますのでご参照ください。

パネル端数や影があって

もストリング毎に最適制御

し発電量を最大化します。

ＰＶマキシマイザー

影や端数が生じる為、
パネル設置を除外した土地

追加でパネルが
敷き詰められた土地

蓄電システム

パワコン定格を超えた

余剰発電量を蓄電池

に充電し余裕のある時

間帯に放電します。
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電
電
力

時間帯

発電用地の利用率を上げ、発電量を増やす新しいご提案 さらなるご提案：パワコン定格を上回る発電を蓄電池へ充電

発電電力が、パワコン定格を超える事は、
年間を通してほとんどない場合が多い
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と思われるオーナー様も多いかと思います。
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国内メーカならではの長期安定供給 システムに最適な電源をご提案致します

安心と安全の高付加価値をご提供
装置や設備だけでなく、お客様のブランドも護ります

パソコン用電源特集
スイッチング電源はノイズの発生源にもなります。そのため、ノ

イズを外部に出さない設計が必要です。しかし、ノイズ対策を有

利にすれば、漏洩電流が大きくなってしまうという弊害がありま

す。ニプロンでは漏洩電流が小さいままノイズ対策を実現してい

ます。EMIフィルタの強化・実装方法の工夫や低ノイズ回路を積

極的に採用しています。

◆ノイズによる影響を他機器に与えないこと

※ノンストップ電源の詳細はP.9-10をご参照ください

電源の信頼性において第一に求められるのは、壊れないこと

です。電源の破損は装置・機器全体に影響を与え、発煙や発

火が生じると火災の危険も伴います。ニプロンの電源は、装

置・機器のシステムを全てのパワーストレス（インパルスノイズ

・ACラインの急変など）からプロテクトすると共にクリーンで安

定化された電気を負荷に供給します。

◆壊れないこと

海外製電源の破損例

一般的な電源の寿命は、環境にもよりますが3～5年ほどです。

しかし、ニプロンの電源は10年以上の寿命が期待されます。

◆長寿命であること

空調が無く、常時高温または低温、強い振動、塵埃が多い、

等といった過酷な環境でも問題無く動作するタフさが求められ

ます。ニプロンの電源はそのような環境でも耐えられるタフさ

を持っています。

◆過酷な環境でも動作すること

HPCSA-1000P 0.10mA 0.20mA

機種

■漏洩電流（定格負荷時）

■雑音端子電圧

AC100V AC200V AC264V

0.26mA

実測例　機種：ＨＰＣＳＡ-１０００Ｐ

VCCIクラスB規格ライン

品質トラブルが多発 瞬停と停電製品の生産中止

...Oh my god

こんな電源トラブルございませんか？

ニプロンの電源は作りが丁寧！

安心・安全な電源が生まれます日本産だからこその

信頼性と高品質

長期安定供給で

生産中止の心配無用

瞬停、停電の対策には

ノンストップ電源

ニプロンならユーザー様のトラブルを解消します

ニプロンは電源の開発から製造、出荷ま

での全工程を日本国内にて行っておりま

す。国内ゆえ、全工程の管理が目の行き

届く範囲で実現するため、常に高品質を

保つ事ができます。部材の入荷から、製

造、出荷に至るまで各工程で厳しいチェッ

クを行います。さらに、ニプロンの電源は

試作品の段階で仕様で定める条件を遥

かに上回る過酷な試験を行い、設計上の

弱点を炙り出し改善させて、タフで潰れに

くい電源を生み出します。ニプロン電源が

高品質で有り続ける理由は、拘りぬいた

設計と徹底した品質管理にあります。

ニプロンは製品発売後の10年間、その製

品の安定供給に最大の努力を払います。

そして10年経過後も、お客様のご要望や

部品の入手が可能である限り製品の供

給を続けます。供給が困難になった場合

は生産中止にはなりますが、生産中止後

も7年間は（有償）修理対応を致します。

また、生産中止となった電源の代替品を

お探しなら、まずニプロンをお訪ねくださ

い。10年以上前の電源でも、代替品を簡

単に見つける事が可能です。

ノンストップ電源はUPS機能を備えた電源

で、瞬停、停電発生時に無瞬断でバック

アップ運転に切り替わります。ノンストップ

電源のメリットは、外置きのUPSと違い、

装置内部に搭載できるため、省スペース

化が図れます。また、ノンストップ電源は、

UPSを使用するよりも高効率となり、省エ

ネも実現します。また、電力事情の悪い

地域では瞬停が特に頻発します。瞬停の

対策として一般的にはUPSを使用します

が、コンマ数秒のバックアップのために高

価なUPSを使用するのはコストがかかり

ます。ノンストップ電源なら低コストで瞬停

対策が実現します。

電源に求められる信頼性

スッキリしたレイアウト

十分に余裕を持たせた部品間距離

使用部品は全て一級品

ニプロン ＨＰＣＳＡ-１０００Ｐ 海外製電源（一例）

部品を詰め込むように設計

十分な部品間距離をとっていないため

熱がこもりやすい
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電源のメリットは、外置きのUPSと違い、

装置内部に搭載できるため、省スペース

化が図れます。また、ノンストップ電源は、

UPSを使用するよりも高効率となり、省エ

ネも実現します。また、電力事情の悪い

地域では瞬停が特に頻発します。瞬停の

対策として一般的にはUPSを使用します

が、コンマ数秒のバックアップのために高

価なUPSを使用するのはコストがかかり

ます。ノンストップ電源なら低コストで瞬停

対策が実現します。

電源に求められる信頼性

スッキリしたレイアウト

十分に余裕を持たせた部品間距離

使用部品は全て一級品

ニプロン ＨＰＣＳＡ-１０００Ｐ 海外製電源（一例）

部品を詰め込むように設計

十分な部品間距離をとっていないため

熱がこもりやすい
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ＡＴＸ電源　ラインアップ

大容量１０００ＷピークＡＴＸ電源

待機電力0.056Wの超低待機電力タイプの

HPCSA-1000P-E2S1もラインアップ

医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP）取得機種の

mHPCSA-1000Pシリーズもラインアップ

電解コンデンサ①：電解液の液漏れが発生

電解コンデンサ②：膨張

発熱によりワニスが変色している様子が見られます。

もう少し温度が高ければ巻線の絶縁物が焼け、

レアショートする恐れがあります。

制御基板の接着剤も発熱により変色している様子が見られます。

変色と共に軟性が無くなり、硬化し本来の目的を果たしていません。

電源内の部品が過熱した痕跡があったことから、コントロールICが高温に晒され、熱破壊したことが考えられます。

：推定要因

〈新品〉 〈故障品〉 〈新品〉 〈故障品〉

手前の抵抗R3は見やすくするため、

片足を外し立てています

：推定要因

：推定要因

※レアショートとは巻き線の被覆が絶縁破壊し隣り合っている巻き線同士がショートすること

海外製

電源故障事例

　チョークコイルが焼損

電解コンデンサの液漏れ、膨張

電源が動かなくなった

電源は装置の中の重要部品です。十分に信用がおけるメーカー品でないと、長期にわたる「安心」・

「安全」が得られません。ここでは、ニプロンで調査した海外製電源の不良事例を一部ではあります

がご紹介させていただきます。ニプロンは、これらの不良が発生しないよう、常に「安心」・「安全」を

皆様にご提供できる製品作りに努力しております。

チョークコイルの上部に凹んだキズが見られたことから、何らかの物理的原

因により、絶縁被覆が剥がされ酸化し、錆びたことでレアショートが発生した

と推定されます。

抵抗の足抜け（挿入ミス）により電解コンデンサの液漏れ、膨張が発生。

これにより、電源から発煙や異臭が発生し、装置や施設に

悪影響を及ぼす可能性があります。

電解コンデンサ②

電解コンデンサ①

新製品 ＨＰＣＳＡ-７００Ｐ ＡＴＸ電源NEW

※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。

ePCSA-650P-E2Sの 上 位 グ レ ー ド  高 効 率 ・ 大 容 量 Ｐ Ｃ 電 源 開 発 中
12V出力が2系統にパワーアップ！　大容量のVGAにも対応。

（イメージ）

（イメージ）

HPCSA-1000P-E2S

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×85(H)×190(D)

822W連　続

1000Wピーク

出力容量

高効率&ＥｒＰ指令対応 ＡＴＸ電源 高効率&ＥｒＰ指令対応 ＳＦＸ電源

待機電力0.08W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

絶縁出力追加ユニット付モデルもラインアップ、モータに

最適なATX出力と絶縁した+24V又は+48V出力付

HPCSA-570P-X2S

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

400W連　続

570Wピーク

出力容量

600W連　続

700Wピーク

出力容量

医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP）取得機種の

mHPCSF-400Pシリーズもラインアップ

バッテリパック（BS27A）※接続への対応も可能

HPCSF-400P series

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 125(W)×63.5(H)×125(D)

310W連　続

400Wピーク

出力容量

高効率&ＥｒＰ指令対応 １Ｕサイズ電源

ＡＴ電源　ラインアップ AT電源まだまだ生産しています!AT電源まだまだ生産しています!

待機電力0.08W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

バッテリパック（BS27A）※接続への対応も可能
※詳細はP.10をご参照ください ※詳細はP.10をご参照ください

※詳細はP.10をご参照ください

HPC1U-400P series

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 100(W)×41(H)×190(D)

305W連　続

400Wピーク

出力容量

高効率&ＥｒＰ指令対応 ファンレス電源

待機電力0.04W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

バッテリパック（BS27A）※接続で停電対策が可能

HPCFL-400P series

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 106(W)×37(H)×225(D)

400Wピーク

170W連　続

305W連　続
（自然空冷時）

（強制空冷時）

出力容量

ＦｌｅｘＡＴＸ規格サイズ 小型ＰＣ電源

高さ41mmで1Uサイズ機器にも組込み可能

メイン出力コネクタは20pin+4pinを採用

20pinとして、又は24pinとしてどちらでも使用可能

PCFX-220P series

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 81.5(W)×41(H)×160(D)

170W連　続

220Wピーク

出力容量

高信頼のロングセラーAT電源

PCS-250-H11

入力 AC90 ～ 132V、 AC180 ～ 264V

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

230W連　続

250Wピーク

出力容量

※入力切替方式

連　続

ピーク

出力容量

リモートON/OFF機能付　AT電源

PCSA-250-H101/H120

入力 AC90[85] ～ 264V （ワールドワイド入力）

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

※[ ]内はPCSA-250-H120のみ

停電バックアップが可能/24V出力付

NSP2-250-F2S

入力 AC90 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

240W連　続

260Wピーク

出力容量

7

Ｃａ ｓ ｅ １ .

Ｃ ａ ｓ ｅ 2 .

Ｃ ａ ｓ ｅ 3 .
250W

W

ＭＡＩＮハーネス　１本

ＨＤハーネス　2本

12Ｖハーネス　2本

入出力仕様

+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

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

合計 700W

150(W)×85(H)×140(D)

最小電流

出力電圧

ピーク電流

/電力

（5s以内）

サイズ

AC85～264V　(ワールドワイド入力)入力

長寿命・高信頼性のニプロン電源 AT電源まだまだ生産中！
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ＡＴＸ電源　ラインアップ

大容量１０００ＷピークＡＴＸ電源

待機電力0.056Wの超低待機電力タイプの

HPCSA-1000P-E2S1もラインアップ

医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP）取得機種の

mHPCSA-1000Pシリーズもラインアップ

電解コンデンサ①：電解液の液漏れが発生

電解コンデンサ②：膨張

発熱によりワニスが変色している様子が見られます。

もう少し温度が高ければ巻線の絶縁物が焼け、

レアショートする恐れがあります。

制御基板の接着剤も発熱により変色している様子が見られます。

変色と共に軟性が無くなり、硬化し本来の目的を果たしていません。

電源内の部品が過熱した痕跡があったことから、コントロールICが高温に晒され、熱破壊したことが考えられます。

：推定要因

〈新品〉 〈故障品〉 〈新品〉 〈故障品〉

手前の抵抗R3は見やすくするため、

片足を外し立てています

：推定要因

：推定要因

※レアショートとは巻き線の被覆が絶縁破壊し隣り合っている巻き線同士がショートすること

海外製

電源故障事例

　チョークコイルが焼損

電解コンデンサの液漏れ、膨張

電源が動かなくなった

電源は装置の中の重要部品です。十分に信用がおけるメーカー品でないと、長期にわたる「安心」・

「安全」が得られません。ここでは、ニプロンで調査した海外製電源の不良事例を一部ではあります

がご紹介させていただきます。ニプロンは、これらの不良が発生しないよう、常に「安心」・「安全」を

皆様にご提供できる製品作りに努力しております。

チョークコイルの上部に凹んだキズが見られたことから、何らかの物理的原

因により、絶縁被覆が剥がされ酸化し、錆びたことでレアショートが発生した

と推定されます。

抵抗の足抜け（挿入ミス）により電解コンデンサの液漏れ、膨張が発生。

これにより、電源から発煙や異臭が発生し、装置や施設に

悪影響を及ぼす可能性があります。

電解コンデンサ②

電解コンデンサ①

新製品 ＨＰＣＳＡ-７００Ｐ ＡＴＸ電源NEW

※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。

ePCSA-650P-E2Sの 上 位 グ レ ー ド  高 効 率 ・ 大 容 量 Ｐ Ｃ 電 源 開 発 中
12V出力が2系統にパワーアップ！　大容量のVGAにも対応。

（イメージ）

（イメージ）

HPCSA-1000P-E2S

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×85(H)×190(D)

822W連　続

1000Wピーク

出力容量

高効率&ＥｒＰ指令対応 ＡＴＸ電源 高効率&ＥｒＰ指令対応 ＳＦＸ電源

待機電力0.08W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

絶縁出力追加ユニット付モデルもラインアップ、モータに

最適なATX出力と絶縁した+24V又は+48V出力付

HPCSA-570P-X2S

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

400W連　続

570Wピーク

出力容量

600W連　続

700Wピーク

出力容量

医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP）取得機種の

mHPCSF-400Pシリーズもラインアップ

バッテリパック（BS27A）※接続への対応も可能

HPCSF-400P series

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 125(W)×63.5(H)×125(D)

310W連　続

400Wピーク

出力容量

高効率&ＥｒＰ指令対応 １Ｕサイズ電源

ＡＴ電源　ラインアップ AT電源まだまだ生産しています!AT電源まだまだ生産しています!

待機電力0.08W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

バッテリパック（BS27A）※接続への対応も可能
※詳細はP.10をご参照ください ※詳細はP.10をご参照ください

※詳細はP.10をご参照ください

HPC1U-400P series

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 100(W)×41(H)×190(D)

305W連　続

400Wピーク

出力容量

高効率&ＥｒＰ指令対応 ファンレス電源

待機電力0.04W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

バッテリパック（BS27A）※接続で停電対策が可能

HPCFL-400P series

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 106(W)×37(H)×225(D)

400Wピーク

170W連　続

305W連　続
（自然空冷時）

（強制空冷時）

出力容量

ＦｌｅｘＡＴＸ規格サイズ 小型ＰＣ電源

高さ41mmで1Uサイズ機器にも組込み可能

メイン出力コネクタは20pin+4pinを採用

20pinとして、又は24pinとしてどちらでも使用可能

PCFX-220P series

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 81.5(W)×41(H)×160(D)

170W連　続

220Wピーク

出力容量

高信頼のロングセラーAT電源

PCS-250-H11

入力 AC90 ～ 132V、 AC180 ～ 264V

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

230W連　続

250Wピーク

出力容量

※入力切替方式

連　続

ピーク

出力容量

リモートON/OFF機能付　AT電源

PCSA-250-H101/H120

入力 AC90[85] ～ 264V （ワールドワイド入力）

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

※[ ]内はPCSA-250-H120のみ

停電バックアップが可能/24V出力付

NSP2-250-F2S

入力 AC90 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

240W連　続

260Wピーク

出力容量

7

Ｃａ ｓ ｅ １ .

Ｃ ａ ｓ ｅ 2 .

Ｃ ａ ｓ ｅ 3 .
250W

W

ＭＡＩＮハーネス　１本

ＨＤハーネス　2本

12Ｖハーネス　2本

入出力仕様

+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

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

合計 700W

150(W)×85(H)×140(D)

最小電流

出力電圧

ピーク電流

/電力

（5s以内）

サイズ

AC85～264V　(ワールドワイド入力)入力

長寿命・高信頼性のニプロン電源 AT電源まだまだ生産中！
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情報と装置を護ります！ ニプロンWEB直販 瞬停・停電対策でお困りではありませんか？

ノンストップ電源　ラインアップ

700W負　荷 5分時　間

接続バッテリパック：BS25A-H350/2.5L（ニッケル水素バッテリ）

新 製 品

128
(3U)

146
(5インチベイ)

41
(1U)

200

BS27A-P350/2.3L
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下記でご紹介し

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。

高い汎用性を持ったバッテリパック

HPCSF-400P series※

※専用型式にて対応

HPCFL-400P seriesHPC1U-400P series※ UZP-220 series OZP-200 seriesOZP-350 series

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）

25

15

5

20

10

0
40 60 80

8.3

21.0

3.1

9.4

100
放電電力(W）

放
電

時
間

（
分

）

120 140 160 180

標準バッテリ

増設時

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

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

内蔵バッテリの電圧低下信号

バックアップ強制停止信号

BATT LOW

SHUT DOWN

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）

ＨＰＣ**-４００Ｐシリーズ ＡＣ-ＤＣスイッチング電源

大容量１０００ＷピークＡＴＸ電源

待機電力0.056W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP）取得機種の

mHNSP4-1000Pシリーズもラインアップ

HNSP4-1000P+BS25A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×85(H)×190(D)

822W連　続

1000Wピーク

出力容量

高効率&ＥｒＰ指令対応 ＡＴＸ電源 海外実績Ｎｏ.１！ 医療用もあり！！

待機電力0.55W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

絶縁出力追加ユニット付モデルもラインアップ、モータに

最適なATX出力と絶縁した+24V又は+48V出力付

HNSP9-520P+BS10A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

400W連　続

520Wピーク

出力容量

eNSP-450P+BS10A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

350W連　続

450Wピーク

出力容量

バックアップ時間 300W負　荷 5分時　間

接続バッテリパック：BS10A-H24/2.0L（ニッケル水素バッテリ）

バックアップ時間 300W負　荷 5分時　間

接続バッテリパック：BS10A-H24/2.0L（ニッケル水素バッテリ）

バックアップ時間

45℃連続定格運転で10年以上の長寿命設計

医療規格IEC60601-1 2nd、3rd（MOPP）取得機種の

mNSP3-450Pシリーズもラインアップ　

CCC取得モデルもラインアップ

90W負　荷 7分時　間

接続バッテリパック：BS03A-H16/2.5L（ニッケル水素バッテリ）

手のひらサイズの小型ＳＦＸ電源

NSP6F-220P+BS03A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 100(W)×63.5(H)×145(D)

160W連　続

220Wピーク

出力容量

信頼性・実績共に抜群のベストセラー製品 過酷な環境にも耐えられる小型ファンレス電源

アレンジ自在なユニット機構採用により、信号ユニット、

冷却FAN、ノンストップユニットの交換が可能

温度検出型可変速FANを搭載

eNSP-300P+BS05A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×155(D)

200W連　続

300Wピーク

出力容量

PCFL-180P+BS17A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 93(W)×55(H)×160(D)

90W連　続

180Wピーク

出力容量

バックアップ時間 100W負　荷 10分時　間

接続バッテリパック：BS05A-P24/2.2L（鉛バッテリ）

バックアップ時間 90W負　荷 7分時　間

接続バッテリパック：BS17A-H24/2.0L（ニッケル水素バッテリ）

バックアップ時間

DC24V入力が可能なモデル『PCFD-180P』もラインアップ

『PCFD-180P』もバッテリパック（BS17A）を

接続する事で、停電バックアップが可能

SFX12V規格に適合した手のひらサイズ

バックアップ運転時は90％typの高効率を実現し、

バッテリパックの消費ロスを最小限に抑える

医療装置

用
途
例

Cアーム

MRI

超音波診断装置

停電が発生しても

ノンストップ電源なら

安全にバックアップが可能

用
途
例

ロボットアーム

ロボットパレタイザ

自動搬送機

産業用機械・ロボット

ノンストップ電源
バッテリパック

ノンストップ電源の特長

停電
発生

ノンストップ電源ノンストップ電源

用
途
例

アーケードゲーム

メダルゲーム

プリクラ

アミューズメント機器

など

などなど

用
途
例

検査装置

半導体製造装置

非常用発電機

産業用装置

など

電力の供給が
ストップ バッテリ運転へ切替

装置に電力を
供給

用
途
例

ATM

券売機
など

金融端末装置

オプションにより
5インチベイへの取付可能
オプションにより
5インチベイへの取付可能

停電時、無瞬断でバッテリ運転への切り替えを実現

電力変換回数を減らし、高効率化を実現

バッテリパックはPCに内蔵、省スペース化を実現

停電は、災害・落雷・断線・人的ミスなど様々な要因により引き起こされます。停電が発生するタイミングは極めて予測

が難しく、ましてや頻繁に起こるものでもないため、「大丈夫だろう」と対策を怠ってしまいがちです。しかし、停電による

損害は甚大です。万が一に備え、重要なシステムには必ず停電の対策が必要です。

ニプロンオリジナルのバックアップ回路で無瞬断給電を実現したノンストップ電源なら、停電の対策だけでなく、瞬停など

の入力障害が発生しても安定した電力供給が可能です。停電による損害を受けたお客様からは、ノンストップ電源につ

いて沢山のお問い合わせを頂いております。

停電は、災害・落雷・断線・人的ミスなど様々な要因により引き起こされます。停電が発生するタイミングは極めて予測

が難しく、ましてや頻繁に起こるものでもないため、「大丈夫だろう」と対策を怠ってしまいがちです。しかし、停電による

損害は甚大です。万が一に備え、重要なシステムには必ず停電の対策が必要です。

ニプロンオリジナルのバックアップ回路で無瞬断給電を実現したノンストップ電源なら、停電の対策だけでなく、瞬停など

の入力障害が発生しても安定した電力供給が可能です。停電による損害を受けたお客様からは、ノンストップ電源につ

いて沢山のお問い合わせを頂いております。

突然の停電も怖くない!!
ニプロンのノンストップ電源で安心、安全なシステムに

突然の停電も怖くない!!
ニプロンのノンストップ電源で安心、安全なシステムに
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情報と装置を護ります！ ニプロンWEB直販 瞬停・停電対策でお困りではありませんか？

ノンストップ電源　ラインアップ

700W負　荷 5分時　間

接続バッテリパック：BS25A-H350/2.5L（ニッケル水素バッテリ）

新 製 品

128
(3U)

146
(5インチベイ)

41
(1U)

200

BS27A-P350/2.3L
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下記でご紹介し

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。

高い汎用性を持ったバッテリパック

HPCSF-400P series※

※専用型式にて対応

HPCFL-400P seriesHPC1U-400P series※ UZP-220 series OZP-200 seriesOZP-350 series

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）

25

15

5

20

10

0
40 60 80

8.3

21.0

3.1

9.4

100
放電電力(W）

放
電

時
間

（
分

）

120 140 160 180

標準バッテリ

増設時

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

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

内蔵バッテリの電圧低下信号

バックアップ強制停止信号

BATT LOW

SHUT DOWN

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）

ＨＰＣ**-４００Ｐシリーズ ＡＣ-ＤＣスイッチング電源

大容量１０００ＷピークＡＴＸ電源

待機電力0.056W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP）取得機種の

mHNSP4-1000Pシリーズもラインアップ

HNSP4-1000P+BS25A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×85(H)×190(D)

822W連　続

1000Wピーク

出力容量

高効率&ＥｒＰ指令対応 ＡＴＸ電源 海外実績Ｎｏ.１！ 医療用もあり！！

待機電力0.55W、ErP指令Lot6に対応

（AC100V入力、スタンバイ出力無負荷時の同社実測値）

絶縁出力追加ユニット付モデルもラインアップ、モータに

最適なATX出力と絶縁した+24V又は+48V出力付

HNSP9-520P+BS10A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

400W連　続

520Wピーク

出力容量

eNSP-450P+BS10A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×140(D)

350W連　続

450Wピーク

出力容量

バックアップ時間 300W負　荷 5分時　間

接続バッテリパック：BS10A-H24/2.0L（ニッケル水素バッテリ）

バックアップ時間 300W負　荷 5分時　間

接続バッテリパック：BS10A-H24/2.0L（ニッケル水素バッテリ）

バックアップ時間

45℃連続定格運転で10年以上の長寿命設計

医療規格IEC60601-1 2nd、3rd（MOPP）取得機種の

mNSP3-450Pシリーズもラインアップ　

CCC取得モデルもラインアップ

90W負　荷 7分時　間

接続バッテリパック：BS03A-H16/2.5L（ニッケル水素バッテリ）

手のひらサイズの小型ＳＦＸ電源

NSP6F-220P+BS03A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 100(W)×63.5(H)×145(D)

160W連　続

220Wピーク

出力容量

信頼性・実績共に抜群のベストセラー製品 過酷な環境にも耐えられる小型ファンレス電源

アレンジ自在なユニット機構採用により、信号ユニット、

冷却FAN、ノンストップユニットの交換が可能

温度検出型可変速FANを搭載

eNSP-300P+BS05A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 150(W)×86(H)×155(D)

200W連　続

300Wピーク

出力容量

PCFL-180P+BS17A

入力 AC85 ～ 264V( ワールドワイド )

サイズ 93(W)×55(H)×160(D)

90W連　続

180Wピーク

出力容量

バックアップ時間 100W負　荷 10分時　間

接続バッテリパック：BS05A-P24/2.2L（鉛バッテリ）

バックアップ時間 90W負　荷 7分時　間

接続バッテリパック：BS17A-H24/2.0L（ニッケル水素バッテリ）

バックアップ時間

DC24V入力が可能なモデル『PCFD-180P』もラインアップ

『PCFD-180P』もバッテリパック（BS17A）を

接続する事で、停電バックアップが可能

SFX12V規格に適合した手のひらサイズ

バックアップ運転時は90％typの高効率を実現し、

バッテリパックの消費ロスを最小限に抑える

医療装置

用
途
例

Cアーム

MRI

超音波診断装置

停電が発生しても

ノンストップ電源なら

安全にバックアップが可能

用
途
例

ロボットアーム

ロボットパレタイザ

自動搬送機

産業用機械・ロボット

ノンストップ電源
バッテリパック

ノンストップ電源の特長

停電
発生

ノンストップ電源ノンストップ電源

用
途
例

アーケードゲーム

メダルゲーム

プリクラ

アミューズメント機器

など

などなど

用
途
例

検査装置

半導体製造装置

非常用発電機

産業用装置

など

電力の供給が
ストップ バッテリ運転へ切替

装置に電力を
供給

用
途
例

ATM

券売機
など

金融端末装置

オプションにより
5インチベイへの取付可能
オプションにより
5インチベイへの取付可能

停電時、無瞬断でバッテリ運転への切り替えを実現

電力変換回数を減らし、高効率化を実現

バッテリパックはPCに内蔵、省スペース化を実現

停電は、災害・落雷・断線・人的ミスなど様々な要因により引き起こされます。停電が発生するタイミングは極めて予測

が難しく、ましてや頻繁に起こるものでもないため、「大丈夫だろう」と対策を怠ってしまいがちです。しかし、停電による

損害は甚大です。万が一に備え、重要なシステムには必ず停電の対策が必要です。

ニプロンオリジナルのバックアップ回路で無瞬断給電を実現したノンストップ電源なら、停電の対策だけでなく、瞬停など

の入力障害が発生しても安定した電力供給が可能です。停電による損害を受けたお客様からは、ノンストップ電源につ

いて沢山のお問い合わせを頂いております。

停電は、災害・落雷・断線・人的ミスなど様々な要因により引き起こされます。停電が発生するタイミングは極めて予測

が難しく、ましてや頻繁に起こるものでもないため、「大丈夫だろう」と対策を怠ってしまいがちです。しかし、停電による

損害は甚大です。万が一に備え、重要なシステムには必ず停電の対策が必要です。

ニプロンオリジナルのバックアップ回路で無瞬断給電を実現したノンストップ電源なら、停電の対策だけでなく、瞬停など

の入力障害が発生しても安定した電力供給が可能です。停電による損害を受けたお客様からは、ノンストップ電源につ

いて沢山のお問い合わせを頂いております。

突然の停電も怖くない!!
ニプロンのノンストップ電源で安心、安全なシステムに

突然の停電も怖くない!!
ニプロンのノンストップ電源で安心、安全なシステムに
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10Wから5000Wまでの単出力電源をラインアップ！ AC-DCコンバータならニプロンで！

製品仕様

周囲温度50℃でも負荷率100％を実現

入力電圧 3相 AC170～240V

出力電圧

型式

電圧可変範囲

最大出力電流

最大出力電力

ピーク出力電流

最小負荷電流

ピーク出力電力

96V

20～96V

52A 100A

62.5A 125A

0A 0A

最大 4992W 最大 4800W

最大 6000W 最大 6000W

20～55V

48V

GPSA-5000-96P GPSA-5000-48P

※AC180V以下は要ディレーティング

レーザー加工機や充電器などに最適な

　　　　　　　　　　　　　　　　　大容量５０００Ｗ電源が登場！

大容量単出力電源ＧＰＳＡ-５０００シリーズNEW

96Vタイプ（96Ｖ出力時）

内部のユニット化で高効率化を実現

高効率

（96Vタイプ: GPSA-5000-96P）

（実測の一例）

（イメージ）

その他特長

12Vスタンバイ電源搭載
12V/0.5A 6Wのスタンバイ電源を搭載

並列運転に対応
電圧コントロールはマスター電源の設定のみで可能

出力可変ボリューム搭載

リモートセンシング信号対応
出力電圧制御信号出力ケーブルの電圧ドロップを補正

電圧可変範囲

Vcon-Voの関係（96Ｖタイプ）

・PS_ON信号

・停電検出信号

・PWR_OK信号

・ファンモニター信号

各種信号に対応

・ 停電検出信号入力 ・ 補助電源 ・ 制御ユニット入力

出力

信号

内部ユニット   [1700W 電源 ]

内部ユニット   [1700W 電源 ]

内部ユニット   [1700W 電源 ]

外形図

80
25 50 75 100 ピーク

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

[

効
率
％]

[ 負荷率％]

92％
(3744W)91％

(2496W)

93％
(4992W) 92％

(6000W)

91％
(5400W)

91％
(4492.8W)

91％
(3369.6W)90％

(2246.4W)

高効率回路の採用や、電源内部のユニット化などにより、

大型電源では驚異の最大効率の93％typを実現。

出力電圧制御信号対応 出力の定電流化が可能

外部から1～5Vの電圧入力（Vcon）により

出力電圧(Vo）を可変させる事が可能

5000Ｗクラスの大容量電源を標準品としてラインアップ！

標準品ならではの価格 ・ リードタイムで他社製品を圧倒します。

これまで多くの特注大容量電源を手掛けてきた、

ニプロンならではの高性能 ・ 高信頼電源です。

20V

1V 5V

96V

96V タイプ

48V タイプ

20 ～ 96V

20 ～ 55V
定電流電源の使用例

Vcon [Ｖ]

V
o
 [

Ｖ
]

（イメージ図）

開発中製品につき、掲載されている外観及び仕様は変更されることがございます。ご使用の際は、必ず弊社まで最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。

GPSA-5000シリーズは、 外付け回路を取り付けることで定電流制

御が可能です。

・試験、評価用・バッテリーの充電

SCiB
SCiB

SCiB
Battery

・電気分解

AC240V 入力

AC170V 入力

高温環境下でも、安定した電力供給が可能です。

周囲温度に対する連続最大電力

0
0 10 20 30 40 50 60

40

60

80

100

負
荷

率
  

[％
]

温度  [℃]

50℃環境下で
100%負荷を実現！！

連続最大 ： ４８００Ｗ

+48V 出力タイプ 

ピーク ： ６０００Ｗ

+96V 出力タイプ

連続最大 ：５０００Ｗ
ピーク ：６０００Ｗ

※※ 48V タイプは開発中

※※

※ 48V タイプは開発中

※

※外付け回路の詳細につきましては、 弊社まで問い合わせください。

V+ 端子V+ 端子

V ー 端子 V ー 端子

VB･CB1 VB･CB2
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10Wから5000Wまでの単出力電源をラインアップ！ AC-DCコンバータならニプロンで！
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レーザー加工機や充電器などに最適な

　　　　　　　　　　　　　　　　　大容量５０００Ｗ電源が登場！

大容量単出力電源ＧＰＳＡ-５０００シリーズNEW

96Vタイプ（96Ｖ出力時）

内部のユニット化で高効率化を実現

高効率

（96Vタイプ: GPSA-5000-96P）

（実測の一例）

（イメージ）

その他特長

12Vスタンバイ電源搭載
12V/0.5A 6Wのスタンバイ電源を搭載

並列運転に対応
電圧コントロールはマスター電源の設定のみで可能

出力可変ボリューム搭載

リモートセンシング信号対応
出力電圧制御信号出力ケーブルの電圧ドロップを補正

電圧可変範囲

Vcon-Voの関係（96Ｖタイプ）

・PS_ON信号

・停電検出信号

・PWR_OK信号

・ファンモニター信号

各種信号に対応

・ 停電検出信号入力 ・ 補助電源 ・ 制御ユニット入力

出力

信号

内部ユニット   [1700W 電源 ]

内部ユニット   [1700W 電源 ]

内部ユニット   [1700W 電源 ]

外形図

80
25 50 75 100 ピーク

82

84

86

88

90

92

94

96
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100

[

効
率
％]

[ 負荷率％]

92％
(3744W)91％

(2496W)

93％
(4992W) 92％

(6000W)

91％
(5400W)

91％
(4492.8W)

91％
(3369.6W)90％

(2246.4W)

高効率回路の採用や、電源内部のユニット化などにより、

大型電源では驚異の最大効率の93％typを実現。

出力電圧制御信号対応 出力の定電流化が可能

外部から1～5Vの電圧入力（Vcon）により

出力電圧(Vo）を可変させる事が可能

5000Ｗクラスの大容量電源を標準品としてラインアップ！

標準品ならではの価格 ・ リードタイムで他社製品を圧倒します。

これまで多くの特注大容量電源を手掛けてきた、

ニプロンならではの高性能 ・ 高信頼電源です。

20V

1V 5V

96V

96V タイプ

48V タイプ

20 ～ 96V

20 ～ 55V
定電流電源の使用例

Vcon [Ｖ]

V
o
 [

Ｖ
]

（イメージ図）

開発中製品につき、掲載されている外観及び仕様は変更されることがございます。ご使用の際は、必ず弊社まで最新の仕様書をご請求の上、内容をご確認下さい。

GPSA-5000シリーズは、 外付け回路を取り付けることで定電流制

御が可能です。

・試験、評価用・バッテリーの充電

SCiB
SCiB

SCiB
Battery

・電気分解

AC240V 入力

AC170V 入力

高温環境下でも、安定した電力供給が可能です。

周囲温度に対する連続最大電力

0
0 10 20 30 40 50 60

40

60

80

100

負
荷

率
  

[％
]

温度  [℃]

50℃環境下で
100%負荷を実現！！

連続最大 ： ４８００Ｗ

+48V 出力タイプ 

ピーク ： ６０００Ｗ

+96V 出力タイプ

連続最大 ：５０００Ｗ
ピーク ：６０００Ｗ

※※ 48V タイプは開発中

※※

※ 48V タイプは開発中

※

※外付け回路の詳細につきましては、 弊社まで問い合わせください。

V+ 端子V+ 端子

V ー 端子 V ー 端子

VB･CB1 VB･CB2
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専任スタッフが丁寧にサポートさせて頂きます ニプロンは環境への取り組みも積極的です。

第5回　国際スマートグリッドＥＸＰO　出展のご案内

第11回　経営方針発表会の開催

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。

社長が語る！TOPセールスコーナー

第１５回 期間限定、特別価格でのご提供！

太陽光発電事業のオーナー様、

高額な全量買取の既得権を最大に発揮する良い方法を提案致します

展示会出展のご案内 展示会出展のご報告

経営方針発表会報告

株式会社ニプロン 代表取締役社長＆営業本部長
酒井 節雄

既設の太陽光発電設備へニプロンのPVマキシマイザー（以下PVM）の追加設置をお勧め致しま

す。より高額の収入を得るためには、少し、条件が悪いスペースでも良いのでパネルを可能な

限り敷き詰めて下さい。パワコン出力容量の約150％位まで総パネル容量を敷き詰めると効果

が大きくなります。場所は少々影がかかる時間帯があっても、又端数が発生する様な所でも関

係なしで、発電しているパネルの電気エネルギーをPVMが全量吸い上げるので、PVMが無い場

合に比べ大きな発電量の違いが出ます。この辺の説明は、本Nipron-Wave38号の1～4頁に詳し

く説明しています。又、各地での実証実験でその効果は証明されつつありますので、自信をもっ

てお勧めいたします。

更に、接続箱機能をまとめた8ストリングタイプもありますが、既設の接続箱をそのまま使用し、

追加工事をより容易で安価にするため、ストリングごとに入れる単体PVMも用意いたしました。

この中に監視機能ユニットを内蔵することもできます。

なお、特別販売促進の趣旨から、２０１５年６月末までのご注文に対しては、

期間限定価格として、通常価格の２０～３０％引きにて販売させていただきますので、

お早めにお問い合わせください。約４年以内での償却が期待できます。

会期：２０１５年２月２５日（水）～２７日（金）
会場：東京ビッグサイト　ブース番号：E7-6

※ 展示会の招待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

経営方針発表会 代表取締役社長　酒井 節雄　挨拶

展示製品とデモをご覧になるお客様

PVマキシマイザー（8ストリングタイプ）

100年コンバーター

(PVマキシマイザー 内蔵電源）

OZP-350と100年コンバーターの展示尼崎市ブースの様子

工場見学会

メ イ ン 展 示 の ご 紹 介この度、2月25日～2月27日の3日間、東京ビッグサイトにて

開催されます、「第5回 国際スマートグリッドEXPO」に、今回

もニプロンが出展致します。

本展示会ではメインの展示として、PVマキシマイザーの特長

の一つである高精度監視機能のデモと、ＧＰシステムデモを

行います。

また、電解コンデンサレスのDC/DCコンバータ、100年コンバ

ーターや昇降圧動作をマイコンで制御可能なデジタル双方向

たじゅぶうといったグリーンパワー電源も展示致します。

環境に貢献する企業として、グリーンパワー電源をアピール

したいと考えておりますので、是非ご来場ください。

10月22日～10月24日に開催されました、びわ湖環境ビジネスメッセ2014に兵庫県尼崎

市が出展しました。この展示会は環境技術、環境製品が一堂に会し、市場開拓と販路

拡大に向けて商談、取引が展開される日本最大級の環境産業見本市です。企業の方

だけでなく、一般の方々も多くご来場されました。

尼崎市のブースでは、エコプロダクツグランプリにて表彰された製品が展示されており、

ニプロンも特別賞を受賞したOZP-350シリーズと、準グランプリを受賞した100年コンバ

ーターを展示させて頂きました。一般のお客様ともお会いすることができ、多くの方々

にニプロンの魅力をアピールできたと考えております。

これからもより多くのお客様にニプロンを知って頂けるよう精力的に活動したいと考え

ております。

発電効率改善
高精度監視機能

PVマキシマイザー

最大効率 99.4％
昇圧用DC/DC コンバータ

100年コンバーター

回生エネルギーの
吸収、再利用に最適

デジタル双方向たじゅぶう

自然エネルギーを
有効活用するシステム

ニプロングリーンパワーシステム

於平成26年10月27日、仕入先、メーカー、銀行関連、学校関連の方々を弊社にお招きし、年に一度の「経営

方針発表会」を開催致しました。第11回目となる今回も、お忙しい中大勢の方々にお集まり頂けました。

今回は本社工場の1フロアをまるごと用いた展示会を行い、グリーンパワー電源、ＡＴＸ電源、ノンストップ電

源、単出力電源など、ほぼ全ての製品をご紹介する大規模な展示会となりました。製品説明では、製品ごと

にその製品の設計・開発に携わったニプロンの技術者がスタンバイしており、詳細な説明からその製品に関

わる裏話などを行い、内容の濃い展示会になったかと思います。また、同フロアに商談スペースも設けてお

り、製品を間近に大いに商談が盛り上がったと感じております。ニプロンとしても良い部材を紹介して頂きと

ても満足致しております。

また、工場見学会では常に進化を続ける工場をご覧頂きました。工場内では案内の声が聞こえにくいという

ご指摘を頂いたことを前回の反省点とし、今回初めての試みとして皆様にインカムをお付け頂いたところ、大

変好評でした。ニプロンとしましても、ゲンコツロボットや独自のシステムを用いた最新鋭のライン、工場見学

も含めて、「進化する工場」であるという気持ちをしっかりとお伝え出来たかと思います。

場所を移し、都ホテルニューアルカイックにて経営方針発表会を行いました。代表取締役社長酒井の経営

方針発表には、「ＡＴＸ電源」「汎用電源」「グリーンパワー電源」の3本の柱をより強固なものにしていくという

熱い思いが込められ、ご出席頂いた方々にはしっかりその思い

をお伝えすることできたのではないかと思います。

ニプロンは優位性のある仕入先様との取引拡大によるメリットを

追求し、お客様へより良い製品をご提供できる様努めていく次

第です。

びわ湖環境ビジネスメッセ2014
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ニプロンは環境への取り組みも積極的です。

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。

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。

社長が語る！TOPセールスコーナー

第１５回 期間限定、特別価格でのご提供！

太陽光発電事業のオーナー様、

高額な全量買取の既得権を最大に発揮する良い方法を提案致します

展示会出展のご報告

株式会社ニプロン 代表取締役社長＆営業本部長
酒井 節雄

既設の太陽光発電設備へニプロンのPVマキシマイザー（以下PVM）の追加設置をお勧め致しま

す。より高額の収入を得るためには、少し、条件が悪いスペースでも良いのでパネルを可能な

限り敷き詰めて下さい。パワコン出力容量の約150％位まで総パネル容量を敷き詰めると効果

が大きくなります。場所は少々影がかかる時間帯があっても、又端数が発生する様な所でも関

係なしで、発電しているパネルの電気エネルギーをPVMが全量吸い上げるので、PVMが無い場

合に比べ大きな発電量の違いが出ます。この辺の説明は、本Nipron-Wave38号の1～4頁に詳し

く説明しています。又、各地での実証実験でその効果は証明されつつありますので、自信をもっ

てお勧めいたします。

更に、接続箱機能をまとめた8ストリングタイプもありますが、既設の接続箱をそのまま使用し、

追加工事をより容易で安価にするため、ストリングごとに入れる「単体PVM」（接続箱機能なし

タイプ）も用意いたしました。この中に監視機能ユニットを内蔵することもできます。

PVマキシマイザー
（接続箱機能付 8ストリングタイプ）

100年コンバーター

(PVマキシマイザー 内蔵電源）

OZP-350と100年コンバーターの展示尼崎市ブースの様子

メ イ ン 展 示 の ご 紹 介

10月22日～10月24日に開催されました、びわ湖環境ビジネスメッセ2014に兵庫県尼崎

市が出展しました。この展示会は環境技術、環境製品が一堂に会し、市場開拓と販路

拡大に向けて商談、取引が展開される日本最大級の環境産業見本市です。企業の方

だけでなく、一般の方々も多くご来場されました。

尼崎市のブースでは、エコプロダクツグランプリにて表彰された製品が展示されており、

ニプロンも特別賞を受賞したOZP-350シリーズと、準グランプリを受賞した100年コンバ

ーターを展示させて頂きました。一般のお客様ともお会いすることができ、多くの方々

にニプロンの魅力をアピールできたと考えております。

これからもより多くのお客様にニプロンを知って頂けるよう精力的に活動したいと考え

ております。

びわ湖環境ビジネスメッセ2014

なお、特別販売促進の趣旨から、「単体ＰＶＭ」は２０１５年６月末までのご注文に対しては、

期間限定価格として、通常価格の２０～３０％引きにて販売させていただきますので、

お早めにお問い合わせください。約４年以内での償却が期待できます。



■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12月　酒井 節雄

企業存立の理念

2015年（平成27年）　元旦

新年あけまして、おめでとうございます。

本年もNipron　Waveをお読み頂けますよう、宜しくお願いします。どこまで続けられ

るかは判りませんが、目標は100号まで頑張りたいと考えております。

元旦にあたりまして、ニプロンの活力ある永続を目指して「企業存立の理念」の

「正・命・力」について改めて述べてみたいと思います。

ニプロンでは、最上位の理念として「Nipronは、永続するため活力ある企業風土を

創り続け、常に新しきに挑戦し、社員に夢を与え、夢を実現し、真の幸福を提供で

きる企業を目指す」を「夢・志　憲章」と定めています。これを実現するため「起業の

理念」である、「面白く仕事をしたい…」と、「上昇志向の理念」の「士の十則」があ

ります。

しかし、これらの想いや「考え方」が正しくなければ社会に受け入れられない企業

になってしまいます。先ず考え方、生き方が「正」しくなければならない。そして

「命」ですが、命とは、活力、生き抜く力、困難を克服し前向きに突き進むパワーを

意味しています。「力」とは、夢・志を成し遂げるために必要な知識や、専門能力を

意味しています。即ち、企業も個人も社会に認められ「存立」するためには、「正・

命・力」が備わらなければ消滅してしまう可能性が高いという事です。

「正」についてもう少し説明すると、仏教の根本教理としての四諦(したい)中の道諦

にあたる八正道にあたります。八正道とは、正見・正思惟・正語・正業・正命・正精

進・正念・正定として言われるものでもあり、更に公明正大、公平、正しい均衡、正

義感などもありますが、この通り生きるとなると堅苦しく、面白くない。私の「正」に

対する感覚は、正円であるが拡大し部分を眺めると多少凸凹やクレータがあって

も良い。又、色で表すと「白」です。しかし、純白ではなく、多少黄ばみがあっても良

いという事です。

こう説明すると、私でもできると気が楽になります。しかし、「正」とは厳しいもので

す。大義をなすためには、難しい問題から逃げるのではなく、正面から立ち向かわ

ねばなりません。下手をすると、踏みつぶされるかもしれず、逃げたい気持ちにも

なります。

相撲界でよく言われる、立ち合いが大事で正面でぶつからなければ強くならない。

体空かしなどで相手を倒しても親方から叱られます。この事と似ています。難題か

ら逃げていては、決して真の成果を得られず大成しない。これは厳しいことであ

り、「正」を成すことは厳しく難しいことですが、繰り返し訓練、鍛錬することを修行

と考え、正しい行いであると信じてこれを繰り返すと大きな力が付いてきます。

それでは、話を変えてニプロンの近況について話させて頂きます。34期（2014年7

月～）に入り受注が急拡大（約30～40％）し、6ヶ月が経過しています。このまま続

くとは思いませんが、この要因は何かと考えますと急激な円安（100円から120円

へ）では無いかと考えています。我が社は、超円高の時に、日本国内で仕事をや

り続けられるためには、海外製の電源とまともに戦わず、彼らが遣らない、遣れな

い差別化戦略を取り続けて我が社の顧客層を築いて来たことや、円高と闘い続け

てきた事が報われてきたと感謝をしています。

多くの顧客では安い海外ATX電源を用途によってNipron製と使い分けておられた

が、この急激な円安（80円から120円）で1.5倍の値上がりとなり、価格差が縮小し

たことが受注増大の要因ではないかと想像しています。この程度の価格差なら

ば、信頼性が高いNipron製の方が、顧客への商品価値が上がると考えられたので

は・・・と勝手な思いですがしています。今更ながらに「価格」とは何かと考えさせら

れ、価格とはブランド価値？、我慢？ではないかと考えています。

お陰様で、100億企業へ弾みがつく受注拡大でありますが、この急な変化に生産

体制が追い付かず、納期問題で、お客様にご迷惑をおかけしている昨今に恐縮を

しています。今現在、生産体制の強化に取り組み中であり、この1～2月頃には追

い付くように感じています。

当社は、品質と信頼性の安定、在庫豊富による納期の安定、円の動向に左右され

ない価格の安定を売り物の三定（3つの安定）にしていました。しかし、納期で崩れ

てしまいましたが、今迄の生産管理の仕方の根本的問題解決や、飛躍への課題

潰しも同時に行っている最中です。間もなく軌道に乗せることができますのでもう

少しご容赦の程、お願い申し上げます。

さて、話を歴史の方に戻させていただきますと、現在と同じように受注が急拡大し、

史上最高の売上45億円を達成した30期（2011年6月期）を思い出します。この時も

対前年に対して大幅な受注拡大をしていましたが、これに対して輪をかけたのが、

3.11東日本大震災による影響です。この時、電解コンデンサーの箔を作る工場が

東日本大震災で被災し、コンデンサーの供給が止まり、多くの電源メーカの供給が

ストップしたため、我が社に受注が津波のように流れ込んできました。我が社は、

幸いにして影響が軽微であったことと、部材調達協力が得られた事で受注をこな

すことができました。

しかし、翌期の31期の7月からは一挙に震災不況となり、又タイの洪水で景気の足

を引っ張られるなどの状態が続き、一進一退の状態でした。この様な状態ではあり

ましたが、新製品開発はATX電源では80PLUSを取込んだHシリーズ（7シリーズ）

の 完 成 、 更 に 超 高 効 率 電 源 の O Z P - 3 5 0 、 U Z P - 2 2 0 の 開 発 、 大 型 電 源

GPSA-1500、GPSA-5000等のラインアップを次々と済ませ100億企業への布石を

打ってきました。又、同時に今後大きく飛躍を期すグリーン電源シリーズもこの頃

から商品化を行って来ましたが今回は、この辺で終わりにさせて頂きます。

次回、又宜しくお願い致します。

正・命・力

左から、GPSA-5000シリーズ・GPSA-1500シリーズ
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ＰＶマキシマイザー
発電用地の利用率を上げ、

発電量（売電収入）を増やす新しいご提案。

パソコン用電源特集
ニプロンの、高信頼性パソコン用電源をご紹介。
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