
ＵＳＢ ＰＤサミット

ＵＳＢ ＰＤ対応電源の提案

ＵＳＢ ＰＤサミット

ＵＳＢ ＰＤ対応電源の提案

ＵＳＢ ＰＤ
対応電源

■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　
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   〒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28年4月　酒井 節雄

攻めて守る！
守りも攻めで！

2016年4月、今年も新卒社員が入社する季節となりました。今年は例年の半数位

で大卒7名、高卒5名と少なめです。その理由は、大手が積極採用で売り手市場で

あるため無理をしませんでした。ニプロンは大手が採らない時(不況期)に積極採

用を行う逆張り戦略です。一方2017年卒の採用戦線は、昨年以上の売り手市場

に報じられていますが、であるならばニプロンは無理をしないで少数でも良いと考

えています。しかし、今年に入り俄かに景気動向が悪くなり世界経済の不透明感

から、今後夏場にかけて各社の採用状況が大きく変わってくるのではないかと想

像しています。

今年に入り中国の金融不安問題(バブル崩壊、債務がGDPの200%等)、及び原油

安、資源安、欧州経済の不透明感等が加わり、世界の株式市場、金融市場が大

波乱状態となってきました。私の勝手な想像ですが、今度の不況は根が深く調整

に時間が懸るのではないか････世界大不況に突入するのではないかと危惧して

います。理由はリーマン不況後の世界経済を支えた赤い資本主義国、中国が国

家建設を急ぐあまり資源の爆買で資源市場を混乱させ、自国内の無秩序な不動

産開発や乱開発で不良債権を大きく抱えた中国が、経済原則の軌道を逸脱し、先

ず経済面からの大失速となりバブル崩壊となった。不良債権の規模の大きさは日

本の規模(90年代当時100兆円とも言われたが)の5～6倍の200～600兆円とも言

われています。これ位の規模のバブル崩壊が生じると世界の金融市場は大激震

となり世界大不況になりかねない。今中国が進めるソフトランディングでバブルを

清算して行くとなるとその大きさからして10年以上の時間が必要と思われる。中国

の進める赤い資本主義は、一党独裁の共産党による国家資本主義、其のものが

矛盾だらけであり、バブルの清算がうまく行かないと想像される。

資本主義とは結果として市場の自然淘汰で清算が行われるものであり、これを勝

手な社会主義を残し国家がコントロールしてバブルを清算しようとしても、人間の

勝手なさじ加減が残るため矛盾が続出し、国営のゾンビ企業が延命し、きちっとし

た清算は進まないだろう。自然淘汰こそが真の正しい結果を導くものであり、これ

は自由主義経済でないとできないのではないかと思う。中国は、共産党(独裁党)

の崇高な国家経済理論で、これに当たろうとしているが過去の歴史を見ても出来

たためしがない。下手をすると国家分裂の危機も孕むし、その方が自然淘汰によ

る清算が進むと思うが、第三次世界大戦を招くような危機が世界で進みつつある

とも言える。

それ以外にも世界中では不安定で波乱含みな要素が余りにも多い。米国の次期

大統領予備選挙での共和党候補争いでのトランプ氏の躍進。まさかあれほど言

いたい事を言い、危険な政策を実行しようと言う人を支持する人が米国人に多くい

る事、其のものが驚きであると同時に危惧を感じる。又IS、テロの拡大、先日もベ

ルギーで空港と地下鉄で連続爆弾テロが発生し、多くの死傷者が出た。我が国の

お隣の北朝鮮の核挑発や不安定な要素が溢れる中、経営のかじ取りを如何に進

めるかを日々悩む。

この難しい社会の中で企業経営のかじ取りは誠に難しい事であります。大事な社

員を路頭に迷わせるような事が有ってはならないし、ステークホルダーの皆様にご

迷惑をお掛けする様な経営の選択は絶対にできません。この様な時代は、動かず

にじっと静かに様子をうかがいながら待つのが得策か････と言うと、歴史が証明す

るように、そうとは限らない。

中国発の景気後退は昨年(2015年)の4月頃から出ていました。特に中国市場向け

と思われる工作機械用大型電源の落ち込みが大きく、産業用市場も急ブレーキが

かかってきているように見えます。主力製品のATX電源の対前年度落ち込みは

20%と大きく、汎用電源は逆に販促効果が出てきて50%位の伸びであるが全体とし

ては前年より5～10％低下傾向であります。この様な状況下でありますが新規事

業のグリーンパワー(GP)電源分野はPVマキシマイザーの認知と評価が進み大き

く伸び始めてきました。太陽光市場も昨年のFIT規制により様変わりとなり蓄電市

場が伸び始めたこと、及び太陽光発電を効率よく余剰蓄電をして、夜間売電する

などのシステムがニプロンの特長として売れる環境が整ってきました。

先でも述べましたように、現在の事業環境は厳しいものがあり如何にニプロンを継

続的に発展させるための事業の選択と集中をするかでありますが、価格競争の激

しくなる中へ突き進む愚かな戦いはしたくない。ニプロン商品の価値、企業価値(ブ

ランド)を損ないたくない。価格競争で現在の居場所確保に血みどろの無益な闘い

を演ずるより･････ここはじっと我慢をしながら市場の判断に委ねる最大の努力を

図る。そして、健全に強く生きて行く道へニプロンの総力を傾注していくべきと考え

ています。その伸ばして行くべき分野は先見性(10年以上前から進め、5年ぐらい前

から加速させてきたグリーンパワー事業）の読みから継続的に発展させてきたGP

製品市場であり、独創性の発揮で価格競争に陥らない道の選択であります。今の

ような経済環境の時は、積極的な動きはやめ時節到来を待つのが得策かもしれな

いが、時間を大切にしなければならない。無駄な闘いにエネルギーを消耗するべ

きではない。しかし、積極果敢に拡大投資をしても危険です。

停滞は何も生まない。今後50年は続く新しいエネルギーの時代へGP商品の充実

と独創的な販売戦略で付加価値の高い独自市場の創設で着実に伸びるための闘

いを進めて行きたいと考えています。この難しい時代を守りに回るより、ニプロンは

「攻めて、守る」闘いを展開して行こうと考えています。

又、内部管理体制の不備を根本から問い直し、強化する「原価改善高度化プロ

ジェクト活動」、「品質技術高度化プロジェクト活動」の毎月定期的な活動を継続し、

真の強さ創りを行っています。常に「守りも攻め」で強化を行っていきます。

今後もニプロンを宜しくお願いいたします。
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汎用電源特集
「凄い奴」シリーズや「小さな巨人」シリーズをはじめとする、

ニプロンの汎用電源を全てご紹介します

ＧＰ電源特集
太陽光発電に関わる革新的ソリューションのご紹介
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超高効率！UZPシリーズは凄い奴！ http://www.nipron.co.jp/ 長寿命・高信頼性・長期安定供給 http://www.nipron.co.jp/

ニプロンの基板型AC-DCスイッチング電源 OZ/OZP/OZM/UZPシリーズは全シリーズを通して信頼性と機能性を重視した設計

の製品です。例えば、信頼性においては推定10年の長寿命、両面スルーホール基板を使用など、機能性においては、小型・

高効率・低ノイズなどが挙げられます。ニプロンの電源を使用して頂く事で、お客様の装置の価値を高めます。

抜群の信頼性と他社製品を上回る高機能性

ＵＺＰ-１２０ ｓｅｒｉｅｓ

入力電圧 AC100V AC200V

漏れ電流 0.06mA 0.12mA

他社相当品と比較して約6％の効率向上（UZP-120-24-JBH）、
発熱を抑え小型化と長寿命化を実現

ノイズ・漏れ電流の大幅低減を実現。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

【測定条件：AC230V入力】 （実測の一例）■効率＆損失比較 ■温度上昇比較

【測定条件：AC100V入力、

出力24V、100W】

他社100W電源

UZP-120-24

効
率
［％
］

他社 １００Ｗ電源ニプロン ＵＺＰ-１２０-２４-ＪＢＨ
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(１２０Ｗ)

約６％効率アップ

ニプロン ＵＺＰ-１２０-２４

ＵＺＰ-１２０-２４

VCCI Class B

【測定条件】
入力：AC100V
出力：100W
シャーシ付

（実測の一例）

（実測の一例）

負荷

ノイズフィルター
不要

高効率回路により、発熱量・ノイズの大幅低減を実現

ＯＺ/ＯＺＰシリーズ

い

奴

限りなくノイズ・発熱を

ゼロ-零-化したスイッチング電源
ニプロンが

放つ

シャーシ・カバー無：50×28×105 シャーシ・カバー付：57×36×125

シリーズ名 ピーク出力出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+3.3V +5V +12V +15V +24V 9.9～16.8W - WOZ-015

シャーシ・カバー無：55×28×133 シャーシ・カバー付：65×36×163+3.3V +5V +12V +15V +24V 19.8～31.2W - WOZ-030

シャーシ・カバー無：55×32×195 シャーシ・カバー付：65×42×225+3.3V +5V +12V +15V +24V 39.6～60W - WOZ-060

シャーシ・カバー無：73×35×180 シャーシ・カバー付：83×45×210+12/15V※2 +24V +30/36V※2 +48V 120～122.4W 180～216W

270～300W

198～403W

OZP-120

※1 入力：AC200～240V、出力：24V 定格出力時　　※2 出力切替タイプ　　※3 ボリューム調節にて、36V出力は30V出力電源としても使用が可能です

※1 入力：AC200～240V、出力：24V 定格出力時

シャーシ・カバー無：73×40×222 シャーシ・カバー付：83×51×252+12/15V※2 +24V 168WOZP-170

シャーシ・カバー無：73×41×222 シャーシ・カバー付：83×51×252+3.3V +5V +12V +15V +24V +36V +48V 132～201.6W

300～352.8W

OZP-200※3

504～601W シャーシ・カバー無：95×47×222 シャーシ・カバー付：107×57×252+12V +15V +24V +30V +36V +48VOZP-350

入力：ＡＣ８５～２６４Ｖ（ワールドワイド入力）

ＵＺＰ/ＯＺＰシリーズ（低発熱タイプ） 入力：ＡＣ８５～２６４Ｖ（ワールドワイド入力）

ＯＺＭシリーズ（多出力タイプ） 入力：ＡＣ８５～２６４Ｖ（ワールドワイド入力）

シャーシ・カバー無：75×35×160 シャーシ・カバー付：83.8×45×188

シャーシ・カバー付：72×38.8×185

シリーズ名 ピーク出力出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+12V +18V +24V +48V 150～153.6W 400.8～401.4W

シャーシ・カバー無：62×27×155+12V +24V 100.8～120W 200.4～201.6W

UZP-150

UZP-120

シャーシ・カバー無：75×36×160 シャーシ・カバー付：83.8×45×188+12V +18V +24V +48V 180～223.2W 400.8～401.4WUZP-220

① ② ④③

OZP-120/170 12V,24Vに対応

専用のバッテリパック接続で、
停電バックアップが可能

【バッテリパック型式】

12V用：BS24A-H12/2.0L

24V用：BS14A-H24/2.5L

①DC入力タイプ
④出力電圧②出力電力

※詳細はお問い合わせ下さい

③入力電圧： HV⇒DC140V～DC370V

型式：OZD-350-○○/**V-***-*

効率※1

80％ typ

81％ typ

83％ typ

85％ typ

86％ typ

90％ typ

効率※1

94％ typ

91.5％ typ

93.5％ typ

94％ typ

シャーシ・カバー無：50×28×127
シャーシ・カバー付：57×38×147

シャーシ・カバー無：65×31.5×140
シャーシ・カバー付：72×38×160

シャーシ・カバー無：55×28×133
シャーシ・カバー付：65×36×163

●低待機電力仕様でCO2・電気料金の削減を実現

●全シリーズ同期整流方式による高効率化を実現

●産業用に適した両面スルーホール基板採用

●低ノイズ＆低漏れ電流（基板単体でVCCI ClassBクリア）

●医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP)準拠

■特長

シリーズ名 製品型式 出力電圧（マルチ出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+3.3/+12/-12V

+3.3/+15/-15V

+5/+12/-12V

+5/+15/-15V

13.8W

14.1W

17.2W

17.5W

OZM-015

OZM-015-0312N12

OZM-015-0315N15

OZM-015-0512N12

OZM-015-0515N15

+3.3/+12/-12V

+3.3/+15/-15V

+5/+12/-12V

+5/+15/-15V

29.1W

29.4W

34.2W

34.5W

OZM-030

OZM-030-0312N12

OZM-030-0315N15

OZM-030-0512N12

OZM-030-0515N15

+12/-12V

+15/-15V

36W

36W
OZM-030

OZM-030-12N12

OZM-030-15N15

入力：AC85～264V（ワールドワイド）

OZ-015

OZP-170 OZP-200

OZP-350

OZ-030 OZ-060

OZP-120

UZP-150UZP-120 UZP-220

OZ-015

OZP-170 OZP-200 OZP-350

OZ-030

OZ-060 OZP-120

UZP-150UZP-120 UZP-220

新製品紹介

ニプロンが放つ「凄い」電源、UZP-120シリーズが2月より販売開始し、すで

に多くのご好評を頂いております。UZP-120シリーズは、94%の超高効率、

低発熱、低ノイズ、と高機能な電源で、スペックにおいても、UZP-120シリー

ズは他社従来品よりも、小型サイズ（低背化）でありながら、出力容量を2割

向上と高い電力密度を誇る電源です。電機装置のサイズを抑えたままパフ

ォーマンスの向上、またはパフォーマンスを維持したまま装置の小型化など、

装置の高度化が進む時代にマッチした電源です。

基板型ＡＣ-ＤＣスイッチング電源 ラインアップ

OZM-030
（3出力）

OZM-015
（3出力）

OZM-030
（2出力）

OZM-030
（3出力）

OZM-015
（3出力）

OZM-030
（2出力）

ＵＺＰ-１２０ ＶＳ 他社１００Ｗ電源ＵＺＰ-１２０ ＶＳ 他社１００Ｗ電源 外部ノイズフィルター無しでＶＣＣＩ Ｃｌａｓｓ Ｂクリア外部ノイズフィルター無しでＶＣＣＩ Ｃｌａｓｓ Ｂクリア

低ノイズ化と低漏れ電流化を両立低ノイズ化と低漏れ電流化を両立

コンデンサパック

BS13A-EC400/422F

※コンデンサパックやバッテリパックを接続する際は別途変換ハーネスが必要です。

イメージ

バッテリパック

BS27A-P350/2.3L

コンデンサ基板

CB03-EC400/801F
（開発中）

内部写真

※本製品については
　 お問合せ下さい

※ご商談の内容により対応可能です。
　 詳細はお問い合わせください。

■UZPシリーズ 医療規格取得電源一覧

■コンデンサパックやバッテリパックを接続する事で、瞬停対策や停電対策を実現

■瞬停対策やスタンバイ出力が可能なモデルも対応可能

■停電バックアップ対応

型式
医療規格IEC60601-1

2nd 3rd（MOPP） 3rd（MOOP）

○

○

○

○

○

○

mUZP-220 series

○

-

○

-

○

○mUZP-120 series

mUZPT-120 series

mUZP-150 series

■OZPシリーズ 医療規格取得電源一覧

■DC入力タイプ ラインアップ

型式
医療規格IEC60601-1

2nd 3rd（MOPP） 3rd（MOOP）

○

-

○

-

○

○mOZP-200 series

mOZP-350 series

（イメージ）

スタンバイ出力基板

外部電源を用意しなくても
リモートON/OFF制御が可能

瞬停対策コンデンサ
AC入力の瞬時停電時にも出力電圧を安定に保持

瞬停対策用コンデンサ搭載モデルや、5V/12VSB出力

付モデルも対応可能。別途スタンバイ用電源を用意する

必要がないため、省スペース化やコストダウンが可能

汎用電源特集

基板型ＡＣ-ＤＣスイッチング電源

ULTRA ZERO POWER SUPPLY

ULTRA ZERO POWER SUPPLY



3 4

小型でも大容量　小さな巨人 GPSAシリーズ http://www.nipron.co.jp/ システムに最適な電源をご提案いたします http://www.nipron.co.jp/

大容量
高ピーク

定電流

出力対応

低ノイズ

低漏れ電流

+12V
スタンバイ

汎用電源特集

新製品紹介①

ＧＰＳＡ-１０００ シリーズ

最大効率91％を実現し、発熱を抑え電源の小型化を実現。

61×128×240という小さい筐体にも関わらず、AC115V入力時：定格1008W/ピー

ク1320W、AC200V入力時は、ピーク2016Wの高出力が可能です。

小さいながらも大容量なGPSA-1000はまさに「小さな巨人」と呼べる電源です。

GPSAシリーズは、一般的なハイエンド電源よりもさらにワンランク上の性

能・機能・信頼性を有したユニット型単出力電源です。柔軟なモディファ

イ対応も可能で、お客様のご要望にお応えいたします。

同容量帯最高レベルの電力密度と効率を実現

コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス に 優 れ た 高 機 能 単 出 力 電 源

■停電バックアップ対応

■医療規格取得機種ラインアップ

24Vタイプ（GPSA-360/600）は
停電バックアップが可能

バッテリパック型式：BS14A-H24/2.5L（24V用）

IEC60601-1 2nd, 3rd取得

型式：mGPSA-360-**-**

ＧＰＳＡ-３６０

連　続
ピーク

：３６０Ｗ
：６００Ｗ

連　続
ピーク

：６００Ｗ
：９６０～
　　１４４０Ｗ

連　続
ピーク

：１００８Ｗ
：１２００～
　　２０１６Ｗ

連　続

ピーク

：１０５６～
　　１６３２Ｗ
：１３２０～
　　２１１２Ｗ

連　続

ピーク

：４８００～
　　４９９２Ｗ
：６０００Ｗ

ＧＰＳＡ-６００ ＧＰＳＡ-１０００ ＧＰＳＡ-１５００ ＧＰＳＡ-５０００

314

125

198

240

128

61

定電圧設定：60～96V（96Vタイプ）

定電流設定：50～150A（96Ｖタイプ 3台並列接続時）

GPSA-5000にオプションのユニットを装着するだけで定電流電源化が可能

定電流ユニット
400

125

198

３相入力対応の大容量絶縁型充電器を安価に実現

204.4

440

460

GPSA-5000（5kW）電源は多数直並列運転（例：4直3並列）に対応

大容量大型整流器として19インチラックに組込可能

GPSA-5000-96P×3台並列ユニット　４直列

DC400V 150A（60kW）

リチウムイオン電池急速充電用

1C・2Cリチウム電池への　　　　　 　　急速充電器として

直列運転にも対応可能

GPSA-5000-96P

６０ｋＷ構成例

3並列+定電流制御ユニット内蔵モデル

大型・大容量充電器として大型・大容量充電器として

大型電源を標準品としてラインアップ大型電源を標準品としてラインアップ

6Uラック単位出力20kW

出力電圧：48V/100V/380V

各種製作可能

19インチ

６
Ｕ

ＧＰＳＡ-５０００

ＧＰＳＡ-５０００

ＧＰＳＡ-５０００

ＧＰＳＡ-５０００

連続出力：1056W

ピーク出力：1224W
連続出力：1008W

ピーク出力：　-　W

他社相当品 A 他社相当品 B

240

150

61

240

150

61

GPSA-1000 SeriesGPSA-1000 Series

240
128

61

ピーク出力：2016W
連続出力：1008W

□他社1000W電源との比較 【AC200V系入力、24V出力で比較】

※弊社調べによる

大容量＆高効率　ユニット型ＡＣ-ＤＣスイッチング電源

小型化・高ピーク出力を実現

新製品紹介②

基板型AC-DCスイッチング電源 ラインアップ

ＧＰＳＡ-５０００ シリーズ

200 400 600 800 1000 1200

出力電力［Ｗ］

効
率

［
％

］

60

65

70

75

80

85

90

95

100

９１％
(1000Ｗ)

ｔｙｐ

他社相当品

ＧＰＳＡ-１０００-２４Ｐ

効率グラフ

約５％効率
アップ

約１０％効率
アップ

（実測の一例）

［ＡＣ230Ｖ時］

0

VCCI ClassBVCCI ClassB

GPSA-1000-24P
入力：AC115V
出力：1000Ｗ
（実測の一例）

電源単体でVCCI ClassBをクリア
漏洩電流をAC100V時0.26mA、AC240V時0.57mAまで低減。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削減に貢献。

定格5000W出力を実現したGPSA-5000シリーズがラインアップ。電力変換効率は大型電源としては

極めて高い93％を実現しています。また、電源内部のユニット化などにより、小型化も実現しています。

ユ ニ ッ ト 型 Ａ Ｃ - Ｄ Ｃ ス イ ッ チ ン グ 電 源

充電器 ・ 整流器としても活躍　ユニット型ＡＣ-ＤＣスイッチング電源

シリーズ名 ピーク出力（AC100V時） ピーク出力（AC200V時）出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+12V, +24V 360W 480～499.2WGPSA-360

+12V, +24V, +36V, +48V 600W 960～1200WGPSA-600

+24V, +48V 1008W 1200WGPSA-1000

+24V, +48V 1512～1632W

※1 AC200V入力時（AC100V入力時は1056W）　※2 三相180～240V入力時

※2 ※2

※1 1320W

480～600W

1200～1440W

2016W

2040～2112WGPSA-1500

ユニット型AC-DC単出力電源 GPSAシリーズ

41×128×230

61×128×240

61×128×240

82×128×250

+48V, +96V 4800～4992W - 6000WGPSA-5000 198×125×315

入力：AC85～264V（ワールドワイド）
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医療規格取得電源のメリットをご提案致します http://www.nipron.co.jp/ 設計コスト低減！　是非ご検討下さい http://www.nipron.co.jp/

シリーズ シリーズｍＨＮＳＰ４-１０００Ｐ

停電バックアップＡＴＸ電源

ｍＨＰＣＳＡ-１０００Ｐ-Ｅ２Ｓ１

高信頼性大容量ＡＴＸ電源

ｍＮＳＰ３-４５０Ｐ

停電バックアップＡＴＸ電源

Cアーム

手術用顕微鏡

超音波診断装置

医療用DVR

医療機器用保冷装置

免疫分析装置

血液自動分析用PC

MRI、CT用PC など

規格対応リスト

ＩＥＣ６０６０１-１
３ｒｄ（ＭＯＯＰ） 取得

ＩＥＣ６０６０１-１
３ｒｄ（ＭＯＯＰ） 取得

ＩＥＣ６０６０１-１
２ｎｄ，３ｒｄ（ＭＯＰＰ）
取得

※イメージ

150×86×140300W

300W

822W

822W

310W

500W

450W

1000W

1000W

400W

150×86×140

150×85×190

150×85×190

125×63.5×125

型式 停電ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ サイズ（W×H×D)連続出力 ピーク出力

mPCSA-500P-X2S ○ ○ (MOPP)

○ ○ (MOPP)

210W -

ATX

ATX

ATX

ATX

SFX

形状

特殊 90×48×240mPCSL-210-X2S ○ ○ (MOOP)

○ (MOOP)

○ (MOOP)

○ (MOOP)×

×

×

×

○

×

×

○

×

mNSP3-450P series

mHPCSA-1000P-E2S1

mHNSP4-1000P series

mHPCSF-400P-X2S1

IEC60601-1 2nd IEC60601-1 3rd

規格対応リスト

停電
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

※１ 別途お問い合わせください

△※１

○

○

○

○

○

○

75×36×160180～223.2W

132～200W

300～350W

360～480W

150～153.6W

400.8～401.4W

198～400W

504～601W

480～600W

400.8～401.4W

73×40×222

95×47×222

41×128×230

75×35×160

型式 サイズ（W×H×D)連続出力出力電圧（単出力） ピーク出力

mUZP-220 series ○ ○ (MOPP)

× ○ (MOOP)

○ (MOOP)

○ (MOPP)

○ (MOPP)○

○

○

mOZP-200 series

mOZP-350 series

mGPSA-360 series

mUZP-150 series

100.8～120W12, 24Ｖ

12, 24Ｖ

12, 15, 24Ｖ

12, 18, 24, 36, 48Ｖ

12, 18, 24, 36, 48Ｖ

12, 15, 24, ,30, 36, 48Ｖ

3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48Ｖ

200.4～201W 62×27×155○ (MOOP)×mUZP-120 series

100.5～120W 200.4～201W 62×36×155○ (MOPP)○mUZPT-120 series

IEC60601-1
2nd

IEC60601-1
3rd

パソコン用電源

制御・動力用電源
医療規格対応電源を使用するメリット

採用実績主な特長
ｍＰＣＳＡ-５００Ｐ-Ｘ２Ｓ

高信頼性ＡＴＸ電源

ｍＨＰＣＳＦ-４００Ｐ-Ｘ２Ｓ１

高信頼性ＳＦＸ電源

ｍＰＣＳＬ-２１０-Ｘ２Ｓ

スリムサイズＡＴＸ電源

ＩＥＣ６０６０１-１
２ｎｄ，３ｒｄ（ＭＯＰＰ）
取得

ＩＥＣ６０６０１-１
３ｒｄ（ＭＯＯＰ） 取得

ＩＥＣ６０６０１-１
２ｎｄ，３ｒｄ（ＭＯＯＰ）
取得

シリーズシリーズ シリーズ ｍＧＰＳＡ-３６０

高ピーク ユニット型単出力電源

ｍＯＺＰ-３５０

小型・超高効率 基板型単出力電源

ｍＯＺＰ-２００

３.３～４８Ｖ出力対応 基板型単出力電源

ＩＥＣ６０６０１-１
２ｎｄ，３ｒｄ（ＭＯＯＰ）
取得

ＩＥＣ６０６０１-１
２ｎｄ，３ｒｄ（ＭＯＰＰ）
取得

ＩＥＣ６０６０１-１
３ｒｄ（ＭＯＯＰ） 取得

Medical
Power Supply医療規格対応電源特集

医療用安全規格 ＩＥＣ６０６０１ 取得電源

高齢化社会に伴う医療・介護ニーズの増加等により、医療機器の業界は活性化しております。
一方で、高齢者の増加に対し、医療インフラの普及が追いついていない事や、医療機器の高いコスト等の課題も残されています。
また、現代医療の現場の安全性・信頼性は、医療機器やシステムの安全性・信頼性に大きく影響されます。

高い安全性・信頼性かつ高性能な医療機器を安価で、というニーズに、ニプロンの医療規格対応電源がお応え致します。

電源を組込んだ装置で医療規格を取得する際に、、、

電源が医療規格未取得品の場合

電源が医療規格取得品の場合

ニプロン「mシリーズ」（医療規格取得電源）を

使用すれば、お客様にて入力ヒューズや絶

縁トランスを別途ご用意いただく必要はありま

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。

電源が医療規格を取得していない場合、お

客様にて入力ヒューズや、絶縁トランスなど

別途用意する必要があります。また、ヒュー

ズや絶縁トランスは電源とは別置きとなるた

め、装置が大きく、高価になってしまいます。

シ
ス
テ
ム

スイッチング電源
（医療規格 未取得）

AC L

AC N

FG

シ
ス
テ
ム

スイッチング電源
（医療規格 取得）

AC L

AC N

FG

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
部

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
部

L,N両ラインに

ヒューズを内蔵

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（IEC60601-1対応品の

絶縁トランス）が必要

外部に、ヒューズまたはブレーカ、

医療用絶縁トランスが不要

医療用絶縁トランスと同等の

耐電圧、沿面距離

mNSP3-450P内部写真 mOZP-350 写真

医療用電源 ヒューズ設置箇所例

ニプロンの医療規格対応電源は、L,N両ラインにヒューズを内蔵、強化絶縁対応、

低漏洩電流仕様といった特長を持っています。これにより、高価な医療用絶縁ト

ランスや、ヒューズ、ブレーカを別途用意する必要が無く、低コストで安心、安全な

医療機器を実現します。

L,N両ラインに
ヒューズを内蔵

IEC60601-1 3rd（MOOP）取得の
mUZP-120シリーズもラインアップ

シリーズｍＵＺＰ-１５０

小型・高効率 基板型単出力電源

シリーズｍＵＺＰ-２２０

小型・超高効率 基板型単出力電源

ＩＥＣ６０６０１-１
２ｎｄ，３ｒｄ（ＭＯＰＰ）
取得

シリーズｍＵＺＰＴ-１２０

小型・超高効率 基板型単出力電源

ＩＥＣ６０６０１-１
２ｎｄ，３ｒｄ（ＭＯＰＰ）取得

ＩＥＣ６０６０１-１
２ｎｄ，３ｒｄ（ＭＯＰＰ）
取得
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安心・安全なシステムに http://www.nipron.co.jp/ CCC規格も取得して 各種勢揃いいたしました http://www.nipron.co.jp/

中国の経済成長は減速しているとはいえ、市場規模は大きく、今日も多くの日系企業が中国へ進出しています。

それに伴い電源にCCCの取得が求められる機会も年々増加しています。今回は、CCCを取得している電源を特集致します。

中国の経済成長は減速しているとはいえ、市場規模は大きく、今日も多くの日系企業が中国へ進出しています。

それに伴い電源にCCCの取得が求められる機会も年々増加しています。今回は、CCCを取得している電源を特集致します。

中国強制製品認証制度（CCC）とは

従来中国では、電気・電子製品等の輸入製品に対する認証制度 CCIB認証と、中国国内で販売される電気・電子製品に対

する認証制度 CCEE認証の2つの認証制度が存在していました。中国のWTO加盟に伴い、2つの認証制度はWTOの規定によ

り中国強制製品認証制度（CCC認証）として一元化されました。CCC認証は2002年5月1日より施行され、2003年8月1日より 

CCC 認証を取得していない製品は、中国国内での出荷、中国への輸入及び販売などの商業行為が禁止となっています。

認証マークの右に記された文字は認証の種類を表しており、“S”は「安全認証」、“EMC”は「EMC(電磁両立性) 」、“S&E”は

「安全及びEMC」、“F”は「消防関係」を意味しています。弊社では“S&E”を取得しています。 CCC S&E マーク

証証認製強中中中中中 度中 国 強 制 製 品 認 証 制中 国 強 制 製 品 認 証 制 度

ＣＣＣ取得おすすめ電源

ＣＣＣ取得単出力電源ラインアップ

HPCSA-570P
ErP指令対応ATX電源

UZP-220

■外形サイズ： 

最大効率94％typを実現

小型・高効率を実現

■入力電圧： AC100-240V

UZP-220 400Wピーク

UZP-220の効率は、AC100V入力時：最大91％ typ、

AC230V入力時：最大94％ typです。他社相当品と比

較すると、6％前後の高率差となっております。そして、

高効率化により、発熱が抑えられ、長寿命化も実現し

ております。

他社相当品

ＣＣＣ取得ＰＣ用電源ラインアップ

75×36×160/83.8×45×188
（W×H×D） （基板タイプ） （シャーシ・カバー付）

■外形サイズ： 

医療用安全規格IEC60601-1対応

小型・高効率を実現

■入力電圧： AC100-240V

150WｍUZP-150 400Wピーク定  格

75×35×160/83.8×45×188
（W×H×D） （基板タイプ） （シャーシ・カバー付）

■外形サイズ： 

価格を抑えたエコノミータイプ

小型・高効率を実現

■入力電圧： AC100-240V

150WUZP-150 400Wピーク定  格

75×35×160/83.8×45×188
（W×H×D） （基板タイプ） （シャーシ・カバー付）

■外形サイズ： 

最大効率95％typを実現

低待機電力を実現

■入力電圧： AC100-240V

※

※36Vタイプのみ 300 ~350WOZP-350 600Wピーク定  格180 ~220W定  格

95×47×222/107×57×252
（W×H×D） （基板タイプ） （シャーシ・カバー付）

■外形サイズ　　　　　　： 

停電バックアップ対応

80PLUS BRONZE取得

ATX

ATX

■入力電圧： AC100-240V

400WHNSP9-520P

eNSP3-450P-C20

520Wピーク定  格

150×86×140（W×H×D） （W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

累積販売台数12万台以上の実績

45℃環境でも10年以上の長寿命設計

ATX

■入力電圧： AC100-240V

350WePCSA-500P-X2C 500Wピーク定  格

150×86×140

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

医療用安全規格IEC60601-1対応

45℃環境でも10年以上の長寿命設計

ATX

■入力電圧： AC100-240V

300WmPCSA-500P 500Wピーク定  格

150×86×140

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

価格を抑えたエコノミーモデル

PFC回路を搭載し、ワールドワイド入力に対応

ATX

■入力電圧： AC100-240V

280WPCSA-370P 370Wピーク定  格

150×86×140

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

80PLUS BRONZE取得

小型大容量のSFX電源

SFX

■入力電圧： AC100-240V

310WHPCSF-400P 400Wピーク定  格

125×63.5×125

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

12Vデュアル出力対応

全出力最小負荷電流0A仕様

SFX

■入力電圧： AC100-240V

250WPCSF-350P 350Wピーク定  格

125×63.5×125

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

1UサイズPC用電源

信頼性・実績共に抜群

1U

2U

■入力電圧： AC100-240V

250WPC1U-300P 300Wピーク定  格

106×41×260

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

2UサイズPC用電源

雑音端子電圧VCCI ClassB対応

2U

■入力電圧： AC100-240V

180WPC12U-200P-X2SV-02 200Wピーク定  格

82×56×195

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

FlexATX規格サイズ

小型1Uサイズ電源

1U/Flex

■入力電圧： AC100-240V

170WPCFX-220P 220Wピーク定  格

81.5×41×150

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

2Uサイズの大容量電源

2Uラックに組み込み可能なサーバー用電源

■入力電圧： AC100-240V

400WPC2U-530P 530Wピーク定  格

108×82×200

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

ホットスワップ対応リダンダント電源

最大効率89％typを実現

■入力電圧： AC100-240V

298WFR1UA-350P 348Wピーク定  格

120×41×350

（W×H×D）■外形サイズ　　　　　　： 

医療用安全規格IEC60601-1対応

Other

Other

■入力電圧： AC100-240V

210WmPCSL-210  - Wピーク定  格

90×48×240

■外形サイズ　　　　　　： 

停電バックアップ対応

+24V出力付

ATX+24V

■入力電圧： AC100-240V

400WHNSP9-520P-S20-H*V-24V 520Wピーク定  格

ATX+24V400W

HPCSA-570P-X2S-24V

570Wピーク定  格

150×86×175（W×H×D）

■外形サイズ　　　　　　： 

停電バックアップ対応

+48V出力付

ATX+48V

■入力電圧： AC100-240V

305WHNSP9-520P-S20-H*V-48V 520Wピーク定  格

150×86×175（W×H×D）

■外形サイズ　　　　　　： 

停電バックアップ対応

信頼性抜群のロングセラー製品

■入力電圧： AC100-240V

350W 450Wピーク定  格

150×86×140（W×H×D）

ATXmNSP3-450P

■外形サイズ　　　　　　： 

停電バックアップ対応

医療用安全規格IEC60601-1対応

■入力電圧： AC100-240V

300W 450Wピーク定  格

150×86×140（W×H×D）

SFXNSP6F-220P

■外形サイズ　　　　　　： 

停電バックアップ対応

SFX12V規格に対応した小型電源

■入力電圧： AC100-240V

160W 220Wピーク定  格

100×63.5×145（W×H×D）

ATXHPCSA-1000P

■外形サイズ　　　　　　： 

80PLUS SILVER取得

高効率＆大容量ATX電源

■入力電圧： AC100-240V

820W 1000Wピーク定  格

150×85×190（W×H×D）

ATXePCSA-650P

■外形サイズ　　　　　　： 

信頼性抜群のロングセラー製品

EPS12V電源

■入力電圧： AC100-240V

550W 650Wピーク定  格

150×86×180（W×H×D）

ATXHPCSA-570P

■外形サイズ　　　　　　： 

80PLUS BRONZE取得

高効率＆大容量ATX電源

■入力電圧： AC100-240V

400W 570Wピーク定  格

150×86×140（W×H×D）

■外形サイズ　　　　　　： 

+24V出力付

高効率＆大容量ATX電源

■入力電圧： AC100-240V 150×86×175（W×H×D）

ATX+48V305W

HPCSA-570P-X2S-48V

570Wピーク定  格

■外形サイズ　　　　　　： 

+48V出力付

高効率＆大容量ATX電源

■入力電圧： AC100-240V 150×86×175（W×H×D）

UZP-220-24

■温度上昇比較 【測定条件：AC100V入力、出力24V、150W】

ATX出力に+24V又は+48V出力を追加したモデルもラインアップ。

・ +24V出力対応モデル

・ +48V出力対応モデル

ATX出力

+24又は+48V出力

制御用 PC

待機電力（実測の一例）

AC100V： 0.08W
AC230V： 0.11W

最大効率（実測の一例）

AC115V：85.7％
AC240V：87.7％

HPCSA-570P-X2S-24V

HPCSA-570P-X2S-48V

負荷
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PVシステムに最適なソリューションをご提案します http://www.nipron.co.jp/ 投資家様必見！売電収入をアップさせる革新的ソリューション http://www.nipron.co.jp/

既設

追設

余
剰

SCiB
Battery
NIPRON

SCiB
Battery
NIPRONSCiB

Battery
NIPRON

このシステムは、昼間（9：00～15：00）の太陽光発電出力（PVMにより

MPPT制御された出力）は、売電されることなく全出力を蓄電充放電盤の

双方向DC-DCコンバータを通じ蓄電され、15：00時以降はタイムスイッ

チが働き、蓄電池から盤内のDC-DCコンバータの昇圧動作によりパワコ

ンに入力され全量売電される仕組みとなっております。

集電箱B-ＰＶＭ

B-ＰＶＭ

パワコン キュービクル 系統連系

キュービクルパワコン 系統連系B-ＰＶＭ
新設

高電圧

高電圧

双方向
ＤＣ－ＤＣコンバータ

蓄電システム盤

補助金が利用可能

監視装置

ON/OFF指令

蓄電池蓄電システム盤

既設：売電既設：売電

追設：売電追設：売電

追設：余剰追設：余剰
パワコン定格

時間

発電電力

パワコン定格を超えた
余剰電力

夜
間
売
電

夜
間
売
電

Ｂ-ＰＶＭ

Ｂ-ＰＶＭ

ＨＶＤＣ（380Ｖ）

ＡＣ２００Ｖ

整流器 双方向
ＤＣ－ＤＣコンバータ

２０ｋＷ
充放電
各３０ｋＷ

５ｋＷｈ

SCiB
Battery
NIPRON

SCiB
Battery
NIPRON

SCiB
Battery
NIPRON

ＨＶＤＣ電源盤

革新的省エネを実現

グリーンパワー電源特集

太陽光発電 × 蓄電池ソリューション

ニプロン ＨＶＤＣ電源システム

既 設 発 電 所 の 増 設 で 収 入 倍 増 の ご 提 案

接 続 保 留 へ の 打 開 策 の ご 提 案

近年、電気使用量は世界的に急増し、省エネニーズが高まる中、直流電源の電気を直流のまま使う直流給電、HVDCが脚光を浴

びています。ニプロンは太陽光発電とHVDCインフラを繋ぐPVマキシマイザー、電力系統とHVDCインフラを繋ぐ整流器、蓄電池と

HVDCインフラを繋ぐグリーンベストミックス電源など、HVDC時代を見据えた先行開発を進めてきました。また、整流器、双方向コン

バータ、蓄電池を収納した電源盤の提供も可能です。

ニプロンはHVDC電源システムによって、『①再生可能エネルギーを優先的に使用する省エネ』、『②非常時に蓄電池を使用する

BCP対応』、『③蓄電した電気をピーク負荷時に放電するピークカット』など、多様な電源ニーズにお応えします。

HVDCはスマートグリッド時代のグローバルスタンダードとなるべき存在であり、ニプロンは宣教師として、その普及に注力しております。

数年前には高利回り商品として注目を集めた太陽光発電も、FIT買取価格の下落に伴い、投資商品としての魅力が薄れつつあります。

このような状況で、投資家の方々は投資先探しにご苦労されていると思います。そのような投資家の方々にニプロンからのご提案です。

現在お持ちの太陽光発電所にソーラーパネルと蓄電システムを追設して、売電収入を倍増させるといったご提案です。下図の通り、パ

ネルを増設させ、PVマキシマイザーと蓄電システム盤を接続します。なお、パワコンとキュービクルの追設は不要です。

既設と同程度のパネルを追設した場合、発電電力は倍になりますが、パワ

コンの能力（パワコン定格）を超える分（余剰電力）は売電できません。例え

ば、既設・追設それぞれの発電が70（合計140）とし、パワコン定格が100と

すると、その差の40は売電できませんが、このシステムは、その40を蓄電池

に貯めます。そして、非余剰時や夜間に、貯めた電気を売電することで、既

設パネルと追設パネルが発電した電気を、全て売電することができます。

2012年のFIT制度の施行以来、太陽光発電の申し込みが急増し、2014年秋、電力会社の接続回答保留が相次いだことは記憶に新し

いところです。未だ保留案件をお持ちの事業者様は、このままでは認定が取消しになり、投資を断念せざるを得ません。そのような発電

事業者様へニプロンからのご提案です。蓄電池を併設し、昼間は全量蓄電、夜間に売電することで接続保留を回避できます。これは接

続保留を出している電力会社からの推奨方法でもあり、ニプロンはこのような構成で蓄電池併設の太陽光発電所を実現できます。

蓄電池は高額で採算が合わないとお考え

の方も多いと思います。しかし、今なら潤

沢な補助金が用意されています。よって、

蓄電池の費用の一部を補助金で負担し、

かつ、高額売電権を活用して、採算が取

れる投資になる可能性があります。

ポイント①

太陽光発電を高効率に蓄電し、任意の時間に使
用します。そして、買電電力量の低減、契約電力
の低減により、電気料金を減らします。また、停電
対策やエネルギー自給自足も可能です。

ポイント②

HVDC給電を採用することで損失を減らします。損失を減らし、エネ
ルギー使用効率が上がるとともに、損失熱の低減で冷房効率も上
がります。また、交流と直流の変換回数を減らしたシンプルな構成
のため、故障率が小さい高信頼なエネルギーインフラとなります。

データセンター 工場
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高圧系 メガソーラーに最適 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/

グリーンパワー電源特集

１０００Ｖ系 １００ＴＢＦＬシリーズ

１００ＴＢＦＬシリーズとは？

100TBFLシリーズは、98%以上の高効率とファンレス・コンデンサレスの長寿命を

特長とするDC-DC昇圧コンバータで、太陽光ストリングの発電量を最大化する装

置、PVマキシマイザーの内蔵電源でもあります。MPPT制御機能を持ち、発電量

低下の要因であるパネルの特性バラつきや劣化、影などによる影響を抑制し、発

電効率を最大限アップさせます。

太陽光発電は1000Vや1500Vなどの高電圧システムで構築する事で、工事費や送電ロスの低減など多くのメリットがあります。しかし、日

本国内において750Vを超えるシステムは「高圧」の区分に規定され、高圧工事が必要となるため、大規模システムを除いては、低圧工

事で構築する事が可能な600V系システムが主流となりますが、高電圧システムと比べ、ストリング数やPCS台数が多くなり、配線、工事

費などのイニシャルコストが大きく掛かるという課題があります。しかし、ニプロンがご提案するソリューションであれば、1000V系や1500V

系のシステムが低圧工事で実現します。ここでは、低圧工事で1500V並のシステムを実現するソリューション例をご紹介いたします。

DIPスイッチにより出力電圧の設定が可能です。
また、微調整を行う場合はボリュームで可能です。
その際、過電圧保護（OVP）の設定は比例でスライドします。

ニプロン独自の多重昇圧回路で小型化と高効率化を実現

（注１）運転中は、スイッチを操作しても出力電圧の変更は出来ません。

　　　　設定内容は、入力投入時、又はリモートＯＦＦ⇒ＯＮ時に反映されます。

（注２）ＤＩＰスイッチは、「ＯＮ」の表示がある側がＯＮになります。

出力電圧

620V

660V

680V

720V

760V

800V

840V

880V

640V

600V

700V

740V

780V

820V

860V

900V

ディップスイッチNo.

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

全てOFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

No.4No.1 No.2 No.3

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

太陽光発電の必需品 『100ＴＢＦＬシリーズ』に

１０００Ｖ系が誕生

広範囲の出力電圧設定（６００～９００Ｖ）により、

６００Ｖ系・７５０Ｖ系・１０００Ｖ系メガソーラーに対応可能

３０Ｖ系パネル ２２～２４直列対応！

９００Ｖ 一定出力時の静特性グラフ

入力電圧（Ｖ）

効
率

（
％

）
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20

10

0

出
力

電
力

（
Ｗ

）

効率（％）

出力（Ｗ）

0 200 300100 400 600500 700 800 900

7000

5000

4000

6000

3000
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1000

0

最 大

９９.２％
業界トップクラスの

超高効率

最 大

９９.２％
業界トップクラスの

超高効率

長寿命
電解コンデンサレス

ファンレス

長寿命
電解コンデンサレス

ファンレス

９８～９９％
高効率

１００ＴＢＦＬ-１５００-Ｓ１０００Ｖを中核とする１０００Ｖ系ＰＶマキシマイザー 外観図（暫定）

１０００Ｖ系ＰＶマキシマイザー昇圧で１５００Ｖシステム構築例

※７５０Ｖ系までに対応した、低価格タイプも開発中

パネル仕様

【システム構成例】

開放電圧：40V

最大出力動作電圧：30V

ストリング仕様

直列枚数：24枚

開放電圧：960V

動作電圧：720V

接続箱

集電箱

接続箱

集電箱

１５００Ｖ系
ＰＣＳ

１５００Ｖ系
ＰＣＳ

１５００Ｖ系
ＰＣＳ

接続箱

集電箱

電力系統

ＰＶＭ

受電盤

 ２４枚　９６０Ｖ
最大電力点電圧　７２０Ｖ

省配線省配線

パネル（ストリング）の電圧をPVMで常に1500V系

パワコンの下限電圧以上に昇圧（最大900V）する

ため、1500V系パワコンの使用が可能

設備・工事費減設備・工事費減

PVMから接続箱への入力回路数は
2ストリングを1回路に束ねるため、
半減 できる

１５００Ｖ系パワコン（ＰＣＳ）が使用可能

２ストリングを束ね、配線数半減

1000V系パワコンと比べ、
約30%の設置台数削減が見込める

4ストリングタイプ PVマキシマイザー 6ストリングタイプ PVマキシマイザー

入力電圧範囲

出力電圧範囲

外形サイズ
(W×H×D)

最大 7900W
(入出力電圧差による)

DC65～1000V

DC600～900V

230×59×330

出力電力

1084

7
7
8

1148
1108

196

キー付き防水平面ハンドル

アース端子（内部）

配線口 蓋

水抜き穴（カバー付き）

抜き差し蝶番

出力ブレーカー

取付穴
2-φ14

2-R7

6
2
0

146

出力端子

ＰＶ入力端子

（開閉器）

1344

7
7
8

1408
1368

196 抜き差し蝶番

取付穴
2-φ14

2-R7

6
2
0

キー付き防水平面ハンドル

アース端子（内部）

配線口 蓋

水抜き穴（カバー付き）

出力ブレーカー

出力端子

ＰＶ入力端子

（開閉器）

146

最大９９.２％の高効率

製品仕様

ディップスイッチによる出力電圧の設定が可能
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異種パネルもＯＫ！　発電用地を有効利用できます http://www.nipron.co.jp/ 展示会に来られる際にはぜひ弊社ブースにお立ち寄り下さい！ http://www.nipron.co.jp/

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。

展示会出展のご報告

ニプロンブースの様子

HVDC電源盤

プレゼンテーション

UZP-120

HVDC電源盤

社長が語る！TOPセールスコーナー

2016 Japan IT Week 出展のご案内

電源システム展 出展のご案内

展示会出展のご案内

追設&余剰蓄電 実証実験

株式会社ニプロン　代表取締役社長＆営業本部長
酒井　節雄

フェンス

N

建屋
建屋

建屋

【屋上配置図】

第6回　国際スマートグリッドEXPO 2016　出展ご報告

3月2日～3月4日に開催されました、第6回国際スマートグリッドEXPOに出展致しました。

FIT規制により年々投資効率が低下する太陽光発電に対し、追設や蓄電を活用した高利回

りなシステム構築をニプロンならではの手法でご提案する新ソリューションをメインとした

ブースとなりました。また今回は、一定時間で新ソリューションについてのプレゼンテーショ

ンを行いました。多くのお客様が足を止めてご静聴して下さり、多くのお客様にニプロンの

新ソリューションを認知して頂けたと実感しております。（新ソリューションの詳細につきまし

ては本誌P.9～10にて紹介しておりますのでぜひご参照ください。）

今回の展示会では、新たな投資先をお探しの投資家様や、接続保留でお困りのオーナー

様にとって最適なご提案をさせて頂く形となり、来場頂いたお客様より、「こんな方法がある

のか」といった感心のお声も頂けたことから、大盛況な結果となりました。

本展示会は組込みシステム開発に必要なハードウェア・ソ

フトウェア・コンポーネントから開発環境までが一堂に出展

される専門展です。

産業用に適した高信頼・高効率の組込み用電源を展示致

します。停電からシステムを護る停電バックアップデモ等、

各種デモも行います。

本展示会はサーバ、ラック、UPSといったデータセンターファシリティ、ネットワーク機器やデータセ

ンター誘致など、データセンター構築、運用に関わるソリューションを一堂に集めた専門展です。

今回は、NTTデータ先端技術（株）様のブースにて共同出展致します。当ブースでは、弊社以外に

もデータセンター構築、運用に関わる多くの企業様が共同出展致しますので、ご来場の際にはぜ

ひお立ち寄りください。

4月20日～4月22日の3日間、幕張メッセにて開催されます、「第31回電源

システム展」に出展致します。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、医療用、自然エネルギー関連の各種スイッチング電源を展示致し

ます。新製品の展示も予定しておりますので、是非ご来場下さい。

5月11日～5月13日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されます、「2016 Japan IT Week」に出展致します。

今回は「第19回組込みシステム開発技術展」、「第8回データセンター展」に同時出展致します。

ニプロンでは自社の太陽光発電を使い、様々な実証実験を行っております。

ここでは4月初旬より開始した追設&余剰蓄電の実証実験についてご紹介させて頂きます。

今回実験対象となる弊社太陽光発電所は本来パネル①のみの発電所でしたが、パネル

②、パネル③と追設を行い、パネル①～③それぞれ異なるパネルを使用しております。そし

て、使用しているパワコン容量は10kW、蓄電池容量は19.8kWh（1.1kWh 18直列）という構成

で、発電電力をしっかりと得る事ができ、余剰分はしっかりと蓄電、そして非余剰時（低発電

時、夜間など）に放電するシステムとなります。

実証結果の詳細は次号Nipron Waveにてご紹介予定となりますのでお楽しみに！

ご来場の際には、是非ニプロンの各ブースにお立ち寄りください。お客様の課題に最適な解決策をご提案させて頂きます。

パネル①

パネル②

●第19回組込みシステム開発技術展 ●第8回データセンター展【春】

会期：２０１６年５月１１日（水）～１３日（金）
会場：東京ビッグサイト　ブース番号：西７－２３

会期：２０１６年５月１１日（水）～１３日（金）
会場：東京ビッグサイト　ブース番号：東３３－２４

ＮＴＴデータ先端技術（株）様 ブースにて共同出展

会期：２０１６年４月２０日（水）～２２日（金）
会場：幕張メッセ　ブース番号：５Ｃ－２０７

※ 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

ＩｏＴ時代には、

止まらない！潰れない！ことが絶対条件で求められる。

止まらない、潰れない、壊れない電源創りに拘り続けるニプロン！

ニプロンのNON STOP 電源は、停電でも止まらない、又故障も極めて少なく、寿命も長い電源との実績と評判は、

世界的に有名になっています。又、その他ATX電源も同じで信頼の電源として長く高い評判を頂いています。

IoT時代の先を行く電源創りの姿勢が、新しく始まるIoT時代に“待ってました！”とばかり、

更に磨きをかけて高信頼感の　電源　をお届けしようと意気込んでいます。

ニプロンの汎用電源　OZP・UZPシリーズとGPSAシリーズの電源は、

今急拡大する通販の物流倉庫の自動搬送ラインのモータ用電源として大活躍をしています。

この物流倉庫では商品の取り出しスピードと配送スピードが物販メーカの優劣を決めるため、過激な使われ方です。

しかし、故障や、寿命でも停止することは絶対に許されません。

もし、短時間でも停止すれば車の事故渋滞と同じで物流が全て停止し、大問題になります。

ニプロンの電源は、この分野で絶大な信頼と実績を誇り、高く評価をされています。

この姿勢と、体制が更なる進化するように「品質・技術高度化委員会」なるプロジェクト活動を毎月、

高頻度で「ねば・まめ・きち」で取り組み続けています。

これからも進化するニプロンを実感頂けるよう、全社一丸で取り組みますので倍旧のご贔屓を賜われます様、

宜しくお願い申し上げます。

第20回

パネル③

【パネル① 仕様】 【パネル② 仕様】 【パネル③ 仕様】 【蓄電システム】

結晶系パネル

システム容量：4.33kW システム容量：13.55kW システム容量：1.32kW

蓄電池容量：19.8kWh（1.1kWh 18直列）

【パネル】

開放電圧：43.0V

動作電圧：33.8V

最大出力：108.2W

【ストリング】

8直列 865.6W

開放電圧：344.0V

動作電圧：270.4V

【パネル】

開放電圧：110.0V

動作電圧：85.5V

最大出力：165W

【ストリング】

2直列4並列 1320W

開放電圧：220.0V

動作電圧：171.0V

CISパネル結晶系パネル

【パネル】

開放電圧：36.9V

動作電圧：29.8V

最大出力：242W

【ストリング】

14直列 3388W

開放電圧：516.6V

動作電圧：417.2V

（5ストリング） （4ストリング） （1ストリング）

○

○



ＵＳＢ ＰＤサミット

ＵＳＢ ＰＤ対応電源の提案

ＵＳＢ ＰＤサミット

ＵＳＢ ＰＤ対応電源の提案

ＵＳＢ ＰＤ
対応電源

■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28年4月　酒井 節雄

攻めて守る！
守りも攻めで！

2016年4月、今年も新卒社員が入社する季節となりました。今年は例年の半数位

で大卒7名、高卒5名と少なめです。その理由は、大手が積極採用で売り手市場で

あるため無理をしませんでした。ニプロンは大手が採らない時(不況期)に積極採

用を行う逆張り戦略です。一方2017年卒の採用戦線は、昨年以上の売り手市場

に報じられていますが、であるならばニプロンは無理をしないで少数でも良いと考

えています。しかし、今年に入り俄かに景気動向が悪くなり世界経済の不透明感

から、今後夏場にかけて各社の採用状況が大きく変わってくるのではないかと想

像しています。

今年に入り中国の金融不安問題(バブル崩壊、債務がGDPの200%等)、及び原油

安、資源安、欧州経済の不透明感等が加わり、世界の株式市場、金融市場が大

波乱状態となってきました。私の勝手な想像ですが、今度の不況は根が深く調整

に時間が懸るのではないか････世界大不況に突入するのではないかと危惧して

います。理由はリーマン不況後の世界経済を支えた赤い資本主義国、中国が国

家建設を急ぐあまり資源の爆買で資源市場を混乱させ、自国内の無秩序な不動

産開発や乱開発で不良債権を大きく抱えた中国が、経済原則の軌道を逸脱し、先

ず経済面からの大失速となりバブル崩壊となった。不良債権の規模の大きさは日

本の規模(90年代当時100兆円とも言われたが)の5～6倍の200～600兆円とも言

われています。これ位の規模のバブル崩壊が生じると世界の金融市場は大激震

となり世界大不況になりかねない。今中国が進めるソフトランディングでバブルを

清算して行くとなるとその大きさからして10年以上の時間が必要と思われる。中国

の進める赤い資本主義は、一党独裁の共産党による国家資本主義、其のものが

矛盾だらけであり、バブルの清算がうまく行かないと想像される。

資本主義とは結果として市場の自然淘汰で清算が行われるものであり、これを勝

手な社会主義を残し国家がコントロールしてバブルを清算しようとしても、人間の

勝手なさじ加減が残るため矛盾が続出し、国営のゾンビ企業が延命し、きちっとし

た清算は進まないだろう。自然淘汰こそが真の正しい結果を導くものであり、これ

は自由主義経済でないとできないのではないかと思う。中国は、共産党(独裁党)

の崇高な国家経済理論で、これに当たろうとしているが過去の歴史を見ても出来

たためしがない。下手をすると国家分裂の危機も孕むし、その方が自然淘汰によ

る清算が進むと思うが、第三次世界大戦を招くような危機が世界で進みつつある

とも言える。

それ以外にも世界中では不安定で波乱含みな要素が余りにも多い。米国の次期

大統領予備選挙での共和党候補争いでのトランプ氏の躍進。まさかあれほど言

いたい事を言い、危険な政策を実行しようと言う人を支持する人が米国人に多くい

る事、其のものが驚きであると同時に危惧を感じる。又IS、テロの拡大、先日もベ

ルギーで空港と地下鉄で連続爆弾テロが発生し、多くの死傷者が出た。我が国の

お隣の北朝鮮の核挑発や不安定な要素が溢れる中、経営のかじ取りを如何に進

めるかを日々悩む。

この難しい社会の中で企業経営のかじ取りは誠に難しい事であります。大事な社

員を路頭に迷わせるような事が有ってはならないし、ステークホルダーの皆様にご

迷惑をお掛けする様な経営の選択は絶対にできません。この様な時代は、動かず

にじっと静かに様子をうかがいながら待つのが得策か････と言うと、歴史が証明す

るように、そうとは限らない。

中国発の景気後退は昨年(2015年)の4月頃から出ていました。特に中国市場向け

と思われる工作機械用大型電源の落ち込みが大きく、産業用市場も急ブレーキが

かかってきているように見えます。主力製品のATX電源の対前年度落ち込みは

20%と大きく、汎用電源は逆に販促効果が出てきて50%位の伸びであるが全体とし

ては前年より5～10％低下傾向であります。この様な状況下でありますが新規事

業のグリーンパワー(GP)電源分野はPVマキシマイザーの認知と評価が進み大き

く伸び始めてきました。太陽光市場も昨年のFIT規制により様変わりとなり蓄電市

場が伸び始めたこと、及び太陽光発電を効率よく余剰蓄電をして、夜間売電する

などのシステムがニプロンの特長として売れる環境が整ってきました。

先でも述べましたように、現在の事業環境は厳しいものがあり如何にニプロンを継

続的に発展させるための事業の選択と集中をするかでありますが、価格競争の激

しくなる中へ突き進む愚かな戦いはしたくない。ニプロン商品の価値、企業価値(ブ

ランド)を損ないたくない。価格競争で現在の居場所確保に血みどろの無益な闘い

を演ずるより･････ここはじっと我慢をしながら市場の判断に委ねる最大の努力を

図る。そして、健全に強く生きて行く道へニプロンの総力を傾注していくべきと考え

ています。その伸ばして行くべき分野は先見性(10年以上前から進め、5年ぐらい前

から加速させてきたグリーンパワー事業）の読みから継続的に発展させてきたGP

製品市場であり、独創性の発揮で価格競争に陥らない道の選択であります。今の

ような経済環境の時は、積極的な動きはやめ時節到来を待つのが得策かもしれな

いが、時間を大切にしなければならない。無駄な闘いにエネルギーを消耗するべ

きではない。しかし、積極果敢に拡大投資をしても危険です。

停滞は何も生まない。今後50年は続く新しいエネルギーの時代へGP商品の充実

と独創的な販売戦略で付加価値の高い独自市場の創設で着実に伸びるための闘

いを進めて行きたいと考えています。この難しい時代を守りに回るより、ニプロンは

「攻めて、守る」闘いを展開して行こうと考えています。

又、内部管理体制の不備を根本から問い直し、強化する「原価改善高度化プロ

ジェクト活動」、「品質技術高度化プロジェクト活動」の毎月定期的な活動を継続し、

真の強さ創りを行っています。常に「守りも攻め」で強化を行っていきます。

今後もニプロンを宜しくお願いいたします。
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汎用電源特集
「凄い奴」シリーズや「小さな巨人」シリーズをはじめとする、

ニプロンの汎用電源を全てご紹介します

ＧＰ電源特集
太陽光発電に関わる革新的ソリューションのご紹介

1

2
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