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平成28年7月　酒井 節雄

視る眼を持つ！
心眼を開く！

来月、2016年8月にはスポーツの祭典がブラジルのリオデジャネイロで行われま

す。国情の厳しい中で行われるが大丈夫だろうか････毎日のようにTVで放映され

る各スポーツ界の元気の良い送り出し番組、幾つ金メダルが取れるのかな？見て

いる感じからすると15～20個ぐらい行けそうな雰囲気････次の2020年は東京で行

うため、強化活動を積極的に行われているだろうから、その流れからも強くなって

いるように思われる。期待したい！日本を元気にするためにも若い代表選手に頑

張って貰いたい。

一方、6月23日の英国でEU離脱を問う「国民投票」が行われ選挙前予想や、出口

調査では僅差ながら残留派が上回るとの結果で安心感から世界の株価は上昇し、

円安も進んでいたが24日の開票結果は51.9％が離脱で、残留は48.1%と全く反対

の結果となり英国のEU離脱は決定的となる。この結果世界経済は一大ショックで

株価は大暴落し、1日で330兆円の時価総額が消失した。円は一時100円を割れ99

円を告げる急激な円高となる。

一夜明けて、多くの英国人が豪いことを遣っちまった！もう一度選挙のやり直しが

出来ないかとかの声、後悔の念が噴出とあるが、この様な大事なことをこの様に

決めて良いのかと疑問に感じた。国民投票とは聞こえが良いが無責任で危なっか

しい事だと感じる。この結果には必ずしも政治的決定となるものではないらしいが、

国民の総意として離脱の方向へ進んで行きそうです。あれから１週間程が過ぎ世

界は落ち着き株価も平常に戻っているがこれからどのようになるかと思えば、リー

マンのような急激な景気停滞はなさそうであるが、2～3年かけて英国経済の停滞、

EUの混乱、弱体化が進み世界経済は長い停滞感に覆われるのではないだろうか

････

この度、英国で起きたEU離脱の動きは、フランス、イタリア、ドイツ等のEU中核国

の中でも多数を占める状態で、右傾化の傾向は鮮明である。一方米国の大統領

選挙での異端児トランプ氏の台頭現象も、やはり内向き志向の右傾化である。日

本は反対に未だに安保反対、憲法改正反対の一点張りで左傾化は変わらない。

これは移民問題が無いためだと思う。又、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に

関しては、日本は反対の立場から世界の流れに置き去りに成ってはいけないとよ

うやく賛成同意の方向かと思いきや、強く推進していた米国が大統領選挙の中で

トランプは大反対で、クリントン(民主党)も世論に押され反対を表明し、再協議と言

いだしている。この様な現象を何と捉えるべきか、一つは世界の人口爆発で世界

中の経済が苦しくなり、中間層が減り、格差問題が噴出している事等があります。

又、偉大な力のある指導者が不在とも言われ先進国の内向き、自国利益防衛中

心的な動きが多くなり更に経済の大停滞が起きるのではないかと心配になる。

我々企業家はどのように備えるべきかと考えるが確かな方法は見当たらない。努

力すべきは、生き残れる価値ある存在を求め続ける事と、悪い経済の流れを甘く

視ないことであり、堅実な中で積極的により高い存在の企業を目指して努力する

他は無いと考える。

さて、このような時代の中での現在であるが、新しい人材が新卒として入る一方、2

～3年でニプロンを去っていく社員がやはり数名出る。慰留するが意思が固いのか、

余程行先の好い会社が有るのかどうなのか・････

勝手な思いであると思うが、こんな良い会社は他には無いで～、未来志向はしっ

かりしているし、成長企業でもあるし、業界でも強い方であると思う。社員に対する

想いや、待遇も悪くはないと思うし、又こんなに時代が悪くなると言うのに、どんな

実力で勝負して行くつもりかな～～と思うが、言っても判らん！去る者追わずの気

持ちやけど何か寂しく、虚しい。

真贋を見極める心眼を持ってニプロン、そして私を見て欲しいなと思う、視る眼を

持って欲しい。

7月に入り、新年度(36期)を迎える！

前期は対前期比7％ほど減収減益と

なる結果となった。中国問題に端を

発する世界経済低迷の影響を受け

たが、汎用電源が伸び、力を入れて

いるグリーンパワー関連の電源と事

業の開花期が近づきつつある。今期

は更に、この分野を伸ばす。

100億企業実現の旗を降ろす気は全く無いが、今期は投資を抑え、経費増を引き

締めつつ50億円売上必達、60億円を目標に闘っていきます。その中での大方針は、

IMPD(生産性・品質改善活動)34期・35期比「倍増・半減」を進める高度化委員会の

活発化、次にNDMS(ニプロン版部門別収支管理制度の管理会計)の本気化で部

門経営者の育成と収益改善の促進。更に原価制度高度化委員会活動の推進で

総合的でリアルタイムな実際原価計算制度の確立を行う。これらを各種「高度化委

員会活動」を活発化させ、強い指導力を持って行っています。

36期は厳しい世界経済環境下にありますが、更なる飛躍を行うための内部充実、

そして利益倍増(4億円)を目指していきます。

ニプロン全社員が「一枚岩の団結」を持ってこれらの目標に向かって「闘って」いき

ます。

これからも宜しくお願い致します。

グリーンパワー電源（左：HVDC電源盤、右：PVマキシマイザー）
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PVマキシマイザー導入事例
PVマキシマイザーを利用したメガソーラの増設提案が採用！

システム設計から建設まで、全工程をニプロンが監督

ノンストップ電源特集
外付けUPS不要なPC用電源『ノンストップ電源』の特徴をご紹介
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電源による斬新なソリューションで
太陽光発電の投資価値を向上
電源による斬新なソリューションで
太陽光発電の投資価値を向上

ニプロンのグリーンパワー電源

PVマキシマイザー（PVM）

最適発電制御をストリング単位で行い、
発電エネルギーを最大限引き出す昇圧型DC/DCコンバータ

ストリング単位のMPPT制御により、アレイ向きの
不揃い、直列枚数の不揃い、異種パネルの混合、電
柱や雲などの影、一部パネルの故障、劣化や温度
によるパネルの特性変化等の要因で生じる発電効
率の低下を軽減

様々な要因で発生する電圧
の不揃いをPVマキシマイザ
ーにより一定電圧まで昇圧
させ、PCSへ出力します。

直流電圧を昇圧して電流値を下げる事により、配
線損失を低減、または配線材をコストダウン

通常 逆向き 不揃い 異種 故障 影

コストダウン

直流電圧を昇圧安定化する事で高効率・大容量の
PCSを採用可能

PCSのコストパフォーマンス向上

ストリングの最適制御

グリーンベストミックス電源（GBM電源）

最大50kW×N台並列の構成で
蓄電池の充放電が可能な双方向DC/DCコンバータ

制御ユニット

GBM電源
背面

たじゅぶうユニット（8ユニットmax）
降圧ユニット 昇圧ユニット355

263.2
(6U)

440

〈注〉
各電池ブロック間の充放電
不均衡を無くす電力均等
分配制御ができます。

マイコンによる制御で、電池充電、
太陽光発電、回生吸収、ピークア
シストなど、システム・用途に合わ
せて、フレキシブルに対応が可能

30～50kW
（入出力電圧差で変わります）

※電力会社からの出力制御指令に対応する制御も可能

双方向パワコン商用（交流）

工場

GBM搭載
ラック

リチウム電池搭載
ラック

GBM GBM GBM
電力分配制御

リチウム電池部
50kWh

リチウム電池部
50kWh

リチウム電池部
50kWh

30～50kW 30～50kW 30～50kW

母線/蓄電池間
制御ユニット
（双方向）

-動作制御-

各パワーユニットの動作を
制御ユニットで一括コントロール

ON/OFFコントロール

各種機能を外部通信により設定が可能

出力電圧値設定
出力定電流値設定
起動電圧値設定

降圧
（充電）

昇圧
（放電）

降圧
（充電）

昇圧
（放電）

降圧
（充電）

昇圧
（放電）

300～400V or 450～600V 高電圧直流給電

放電/充電の分配制御

動作停止電圧値設定

-情報取得-

入力電流・電圧の各値

各種情報を外部通信信号により出力が可能

電源内部温度値
出力電流・電圧の各値

PVマキシマイザーの導入メリット PVマキシマイザーのPVシステム最適化イメージ

外部通信インターフェース（RS422/485）を通して各種制御・設定・情報交換が可能

GBM電源 蓄電システム構成例

ニプロンはグリーンエネルギー社会を担う電源メーカとして、グリーンパワー電源を開発しております。太陽光発電で得ら
れるエネルギーを最大化させるPVマキシマイザー、蓄電池の充放電に最適なグリーンベストミックス電源などを開発致し
ました。そしてそれらの電源を組み合わせたソリューションシステムをご提案させて頂く事で、お客様の太陽光発電システ
ムの投資価値を高めます。ここでは、グリーンパワー電源やシステムをご紹介いたします。

不揃いな電圧を昇圧し一定化

B-PVMB-PVM

最大8ストリングの
接続箱機能付

接続箱形 PVM
S-PVMS-PVM
分散形 PVM

1～2ストリング毎の分散
設置形。既設後付の場合、
配線変更を最小限に抑制
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http://www.nipron.co.jp/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/パネル増設と余剰蓄電で売電収入アップ

●開放電圧：31.2V　●最大電力動作電圧：25.3V　●出力容量：210W【パネル仕様】

増設後システム

パネル数：7枚直列
開放電圧：218.4V
最大電力動作電圧：177.1V

【ストリング構成】

ST① 既存7枚+組換3枚

【ストリング構成】

ST①

ST②

ST③

ST④

（kWh）

増設前
増設後
増加量

PCS定格超

1月

NEDO日射量データベース 年/平均日射量 参照
【測定条件】パネル角度：15°方位：南

PCS定格超過率⇒0.93%

425
594
169

2月
454
631
177

3月
643
881
238

4月
727
985
258

5月
753
1025
271

6月
639
889
250

7月
683
953
271

8月
756
1027
292

9月
543
759
215

10月
524
732
207

11月
440
615
175

12月
431
602
171

合計
6998
9693
2695

0 3 18 32 28 5 1 1 1 1 0 0 90

増設前
増設後

PCS定格
5.5kW
5.5kW

PV容量
5.88kW
8.22kW

過積載率 年間発電量 年間増加量
107%
149%

6998kWh
9693kWh

2695kWh

【効果シミュレーション】

約1.4倍の発電量のアップが実現！
PCS定格超過による損失も1%未満！
少ない投資で売電収入アップを実現！

ニプロンの余剰蓄電ソリューションシステムは、PVマキシマイザーの接続によって、影・端数を気にせずパネルの増設が可能となり、
既存システムでの売電収入アップを実現し、パワコン定格を超える余剰分の電力は蓄電システム盤によって蓄電池へ充電し、非余
剰時（低発電時、夜間など）に放電させ、電力を無駄なく売電することが可能です。

パネル増設によって発生するパワコンの定格を超える余剰電力は、蓄電システムを導入することで
蓄電池への充電と、夜間売電が可能となり、更なる売電収入アップを図れます。

ST④（旧）のパネルをST①～③に振り分けて直列接続し、新たに安価なパネルで構成されたストリングをST④（新）と
してPCSへ接続します。異なるパネルを使用したST④（新）はST①～③よりも電圧が高くなるため、ST①～③にPVマキ
シマイザーを接続し昇圧させます。

既設と同程度のパネルを増設した場合、例えば、既設・増設それぞれの発電
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・増設それぞれが発電した電気を、
全て売電することができます。
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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

パワコン定格を超えた余剰発電量を
蓄電池に充電しピーク負荷時・電力
不足時・夜間時に放電します。
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行い発電ロスを低減

余剰
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PVマキシマイザー接続で、影・端数を気にせずパネル増設可能
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PVM 4回路
PCS

既存と異なる種類のパネルを使用

パネルの直列組み換えで、既存の4つのストリングを3つのストリングに編成、
安価で発電能力の高いパネルで構成されたストリングを新たに作成しPCSへ接続

パネルを増設し、売電収入をアップさせたいオーナー様へ PVマキシマイザーによる増設提案の採用事例
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●開放電圧：37V　●最大電力動作電圧：30.8V　●出力容量：260W【パネル仕様】

開放電圧：312V
最大電力動作電圧：253V
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http://www.nipron.co.jp/1MW増設の実績あり http://www.nipron.co.jp/メガソーラ発電所の建設からご提案致します

（奈良県）メガソーラ発電所建設例

既存メガソーラ発電所の余った土地へ1MWのシステムを建設
オーナー様のご要望に基づき、ニプロンが総合設計・全資材調達から系統連系までを行い、
平成28年6月10日に開所と同時に発電を開始致しました。

PVシステム系統図

単線結線図

〈ストリングのパネル直列数〉
8直列（10ストリング）
12直列（10ストリング）
14直列（8ストリング）
15直列（8ストリング）

新設パネル　1MW
PVマキシマイザー

既設パネル　1MW

使い道のない土手（法面）やわずかな空地へPVマキシマイザーを使用する事で、
ストリングの直列数を合わせる必要は無く、最大にパネルを敷き詰めました。

ニプロン版のストリング別 電力・電圧・電流監視システム
（920MHz帯 特定小電力無線+3G通信）を設置、きめ細かい電力監視を実現します。

無線通信装置気温計日射計

温度

温度

日射量

日射量

【発電電力】

【パネル電圧】

【発電量（kWh）】

ストリングの直列数が異なるため
各ストリングの発電電力も異なる

増設パネル写真③

増設パネル写真②

名阪国道倉庫

倉庫

倉庫

既設PCS×2

既設QB

新設QB
増設PCS1

無線通信装置

増設PCS2

VCT盤

・増設PV容量：1.04MW
・パワコンシステム：500kW×2
・PVマキシマイザー：8STB-36K600V-560VW
・ストリング数：288ストリング
・法面傾度：15°

増設パネル写真①

無線用アンテナ

ニプロン方式PVストリング電力・電圧・電流監視システム

『PVガードミャン』もご採用頂きました

既設 の方が日当たりや傾斜角度等、
条件の良い土地（場所）への設置に対し、
新設 の方は法面や僅かな空き地等、
条件の悪い場所への設置であるにも
関わらず、 新設 の方の発電量が

ストリングのパネル枚数が
バラバラでも発電量UP！

5％以上向上！
とオーナ様は大喜びでした。
是非参考にして下さい。

同じパネル容量（1MW）に対して



5 6

http://www.nipron.co.jp/1MW増設の実績あり http://www.nipron.co.jp/メガソーラ発電所の建設からご提案致します

（奈良県）メガソーラ発電所建設例

既存メガソーラ発電所の余った土地へ1MWのシステムを建設
オーナー様のご要望に基づき、ニプロンが総合設計・全資材調達から系統連系までを行い、
平成28年6月10日に開所と同時に発電を開始致しました。

PVシステム系統図

単線結線図

〈ストリングのパネル直列数〉
8直列（10ストリング）
12直列（10ストリング）
14直列（8ストリング）
15直列（8ストリング）

新設パネル　1MW
PVマキシマイザー

既設パネル　1MW

使い道のない土手（法面）やわずかな空地へPVマキシマイザーを使用する事で、
ストリングの直列数を合わせる必要は無く、最大にパネルを敷き詰めました。

ニプロン版のストリング別 電力・電圧・電流監視システム
（920MHz帯 特定小電力無線+3G通信）を設置、きめ細かい電力監視を実現します。

無線通信装置気温計日射計

温度

温度

日射量

日射量

【発電電力】

【パネル電圧】

【発電量（kWh）】

ストリングの直列数が異なるため
各ストリングの発電電力も異なる

増設パネル写真③

増設パネル写真②

名阪国道倉庫

倉庫

倉庫

既設PCS×2

既設QB

新設QB
増設PCS1

無線通信装置

増設PCS2

VCT盤

・増設PV容量：1.04MW
・パワコンシステム：500kW×2
・PVマキシマイザー：8STB-36K600V-560VW
・ストリング数：288ストリング
・法面傾度：15°

増設パネル写真①

無線用アンテナ

ニプロン方式PVストリング電力・電圧・電流監視システム

『PVガードミャン』もご採用頂きました

既設 の方が日当たりや傾斜角度等、
条件の良い土地（場所）への設置に対し、
新設 の方は法面や僅かな空き地等、
条件の悪い場所への設置であるにも
関わらず、 新設 の方の発電量が

ストリングのパネル枚数が
バラバラでも発電量UP！

5％以上向上！
とオーナ様は大喜びでした。
是非参考にして下さい。

同じパネル容量（1MW）に対して



7 8

http://www.nipron.co.jp/ニプロンはあらゆる状況を解決します http://www.nipron.co.jp/実績多数！ニプロンのグリーンパワー電源

優先制御により

高い可用性を実現したシステム

電力会社
（交流）

優先①
３８０Ｖ

優先②
３４０Ｖ 優先③

２６４Ｖ

非常電池

サーバ

太陽光発電所

ＰＶマキシマイザー
発電量を最大限に
引き上げる

ＨＶＤＣ

太陽光が発電していれば、優先して給電

太陽光がなくなれば、電力会社から給電

停電になれば、非常電池から給電

①

②

③

優先制御の仕組み

ＨＶＤＣ給電

石狩データセンターは、クラウドコンピューティングに最適化された日本最大
級の郊外型大規模データセンターで、2011年11月15日に開所しました。北海
道の冷涼外気を活用した外気冷房によるエネルギー効率の向上や高電圧直
流（HVDC）給電システムの採用により、従来型データセンターの約1/2にまで
消費電力を低減させた省エネ型データセンターです。そして2015年8月10日に
自社の太陽光発電所の建設が完了し、発電した電力は全てサーバへと送電さ
れます。その発電所にて、弊社のPVMを採用して頂きました。PVMを使用するこ
とでストリング毎のMPPT制御を実現し、発電電力を最大化させ安定した
HVDC電圧（380V）まで高効率で昇圧する事が可能です。

PCFX-220P（HVDC入力タイプ）

連続最大： 800W
ピーク：1000W

※HVDC入力対応ユニットは開発予定

連続最大： 170W
ピーク： 220W

省エネニーズに応えるニプロンのHVDCソリューション

HVDC電源盤を活用したマイクログリッドシステム

HVDC給電を採用する事による損失の削減、エネルギー使用効率のアップ等、
お客様のニーズにPVマキシマイザーとHVDC電源盤でお応えします

発電エネルギーを一定値まで昇圧、
安定したHVDC給電を実現

【採用事例】さくらインターネット（株）様 
石狩データセンターにてPVマキシマイザーをご採用頂きました

ＨＶＤＣ（380Ｖ）

整流器 双方向
ＤＣ－ＤＣコンバータ

SCiB
Battery
NIPRON

SCiB
Battery
NIPRON

SCiB
Battery
NIPRON

HVDC電源盤

B-PVM

B-PVM

AC200V

データセンター

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。

太陽光発電によって得
られた電力を安定して
HVDC電圧まで昇圧

工場

発電電力量が低下した時に足りないエネルギーを系統から供給する
役割を持ちます。また、料金の安い深夜電力を取り込む電源として活
用することも可能です。

AC-DC整流器 <定電圧電源>①

①

②

②

商用電源（3φ200V）の取り込みが可能 DC280～400V入力可能 小型1UサイズATX電源

商用ACラインとHVDCライン※の
ハイブリッド入力が可能なサーバー用電源

GPSA-5000

GPSA-5000
3並列内蔵モデル例

HVDC入力対応 サーバー用電源

pNSP2U-1000P series

直流集電盤
（耐雷回路付き）

システム構成イメージ

既設
直流配電盤

データセンター

既設（予備）
直流配電盤

RS485通信

電力監視

ＰＶＭ
６

ＰＶＭ
８

ＰＶＭ
２

ＰＶＭ
７

ＰＶＭ
３

ＰＶＭ
４

ＰＶＭ
９

ＰＶＭ
５

ＰＶＭ
１０

RS485通信

ＰＶＭ
１

変電設備

既設
交流配電盤

（WiFi）
計測装置信号変換装置

PVマキシマイザー（PVM）
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（交流）

優先①
３８０Ｖ

優先②
３４０Ｖ 優先③

２６４Ｖ

非常電池

サーバ

太陽光発電所

ＰＶマキシマイザー
発電量を最大限に
引き上げる

ＨＶＤＣ

太陽光が発電していれば、優先して給電

太陽光がなくなれば、電力会社から給電

停電になれば、非常電池から給電

①

②

③

優先制御の仕組み

ＨＶＤＣ給電

石狩データセンターは、クラウドコンピューティングに最適化された日本最大
級の郊外型大規模データセンターで、2011年11月15日に開所しました。北海
道の冷涼外気を活用した外気冷房によるエネルギー効率の向上や高電圧直
流（HVDC）給電システムの採用により、従来型データセンターの約1/2にまで
消費電力を低減させた省エネ型データセンターです。そして2015年8月10日に
自社の太陽光発電所の建設が完了し、発電した電力は全てサーバへと送電さ
れます。その発電所にて、弊社のPVMを採用して頂きました。PVMを使用するこ
とでストリング毎のMPPT制御を実現し、発電電力を最大化させ安定した
HVDC電圧（380V）まで高効率で昇圧する事が可能です。

PCFX-220P（HVDC入力タイプ）

連続最大： 800W
ピーク：1000W

※HVDC入力対応ユニットは開発予定

連続最大： 170W
ピーク： 220W

省エネニーズに応えるニプロンのHVDCソリューション

HVDC電源盤を活用したマイクログリッドシステム

HVDC給電を採用する事による損失の削減、エネルギー使用効率のアップ等、
お客様のニーズにPVマキシマイザーとHVDC電源盤でお応えします

発電エネルギーを一定値まで昇圧、
安定したHVDC給電を実現

【採用事例】さくらインターネット（株）様 
石狩データセンターにてPVマキシマイザーをご採用頂きました

ＨＶＤＣ（380Ｖ）

整流器 双方向
ＤＣ－ＤＣコンバータ

SCiB
Battery
NIPRON

SCiB
Battery
NIPRON

SCiB
Battery
NIPRON

HVDC電源盤

B-PVM

B-PVM

AC200V

データセンター

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。

太陽光発電によって得
られた電力を安定して
HVDC電圧まで昇圧

工場

発電電力量が低下した時に足りないエネルギーを系統から供給する
役割を持ちます。また、料金の安い深夜電力を取り込む電源として活
用することも可能です。

AC-DC整流器 <定電圧電源>①

①

②

②

商用電源（3φ200V）の取り込みが可能 DC280～400V入力可能 小型1UサイズATX電源

商用ACラインとHVDCライン※の
ハイブリッド入力が可能なサーバー用電源

GPSA-5000

GPSA-5000
3並列内蔵モデル例

HVDC入力対応 サーバー用電源

pNSP2U-1000P series

直流集電盤
（耐雷回路付き）

システム構成イメージ

既設
直流配電盤

データセンター

既設（予備）
直流配電盤

RS485通信

電力監視
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７
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３
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４
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９
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５

ＰＶＭ
１０

RS485通信

ＰＶＭ
１

変電設備

既設
交流配電盤

（WiFi）
計測装置信号変換装置

PVマキシマイザー（PVM）
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http://www.nipron.co.jp/情報と装置を護ります！ http://www.nipron.co.jp/無停電機能を搭載 ノンストップATX電源

突然の停電も怖くない、停まらない！突然の停電も怖くない、停まらない！
ニプロン ノンストップ電源ニプロン ノンストップ電源

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

ノンストップ電源

停電
発生

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

ノンストップ電源

バッテリパック

ノンストップ電源ではバックアップ用
バッテリパックを、PC（筐体内）に内蔵（
5インチベイや3.5インチベイ）すること
ができるため、UPSのように外置きに
する必要がなく、省スペース化が実現
できます。

UPSがPCシステムに直列接続で電力を供給するのに対して、ノン
ストップ電源を使った構成では、PCシステム内にてノンストップ
電源とバッテリが接続されており、ACラインとバッテリーからの
DCラインを並列に接続する構成となっているため、故障率が低く
信頼性が向上します。

ノンストップ電源
代表的方式

電力変換回数：3回

電力変換回数：1回

バッテリ
変換①

CPU等
交流交流

直流
直流

ノンストップ電源

PCシステム

バッテリ
変換③

変換① 変換②

CPU等

PCシステムUPS
常時インバータ方式 PC電源

交流 交流 交流直流 直流

ノンストップ電源及び UPS の電力変換簡略図

常時インバータ方式のUPSは、通常運転時に3回の電力変換が行われ、
停電時には2回電力変換が行われます。それに対し、ニプロンのノンスト
ップ電源は、通常時でも停電時でも電力変換回数は1回で行うことがで
きるためUPSと比較し省エネルギーを実現します。

ノンストップ電源の特長

省スペース化 高効率化

信頼性の向上

UPS(常時インバータ方式)

検査装置

半導体製造装置

非常用発電機

産業用装置

など

など

アーケードゲーム

メダルゲーム

プリントシール機

アミューズメント機器

など

ATM

券売機

金融端末装置

など

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

など

超音波診断装置
Cアーム

MRI

医療装置
バッテリパック

ノンストップ電源

150（W）×85（H）×190（D）
AC85～264V（ワールドワイド入力）

出力容量 連続：822W 1000Wピーク：
サイズ

入力

HNSP4-1000P series

150（W）×86（H）×140（D）
AC85～264V（ワールドワイド入力）

効率89.2％を実現した省エネ電源
（AC240V入力50％負荷時）

動力用に最適な+24V or +48V出力付モデルもラインアップ

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

出力容量 連続：400W 520Wピーク：
サイズ

入力

HNSP9-520P series

BS11A-P24/2.3L RBS02A-P24/2.3L
BS10A-H24/2.0L

BS12A-P24/5.0L
BS22A-H24/2.0L

BS05A-P24/2.2L RBS01A-P24/2.2L
BS06B-H24/2.5L

BS06A-H24/2.5L

適合バッテリパック

BS25A-H350/2.5L

適合バッテリパック

大容量1000Wピーク ATX電源

+24V/+48V出力も可能なノンストップ電源

100（W）×63.5（H）×145（D）
AC85～264V（ワールドワイド入力）

出力容量 連続：160W 220Wピーク：
サイズ

入力

NSP6F-220P-S10

BP03A-H16/2.5L BS03A-H16/2.5L

適合バッテリパック

BS13A-EC400/422F

適合コンデンサパック

150（W）×86（H）×140（D）
AC85～264V（ワールドワイド入力）

出力容量 連続：350W 500Wピーク：
サイズ

入力

eNSP4-500P series

150（W）×86（H）×155（D）
AC85～264V（ワールドワイド入力）

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

出力容量 連続：200W 300Wピーク：
サイズ

入力

eNSP-300P series

適合バッテリパック

信頼性・実績共に抜群のベストセラー製品

150（W）×86（H）×140（D）
AC85～264V（ワールドワイド入力）

45℃連続定格運転時10年以上の長寿命設計

医療規格IEC60601-1 2nd、3rd（MOPP）取得

CCC取得モデルもラインアップ
全出力最小負荷電流0A仕様

全出力最小負荷電流0A仕様

全出力最小負荷電流0A仕様

CCC取得モデルもラインアップ

CCC取得

出力容量 連続：350W 450Wピーク：
サイズ

入力

eNSP3-450P series

BS11A-P24/2.3L RBS02A-P24/2.3L
BS10A-H24/2.0L

BS12A-P24/5.0L
BS22A-H24/2.0L

適合バッテリパック

国内海外共に実績No.1！

BS25A-H350/2.5L

150（W）×85（H）×190（D）
AC85～264V（ワールドワイド入力）

医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP）取得

全出力最小負荷電流0A仕様

全出力最小負荷電流0A仕様

全出力最小負荷電流0A仕様 停電時約1秒間のバックアップを実現（180W出力時のtyp値）

コンデンサパック対応でメンテナンスフリーを実現。
定期交換が不要です。

全出力最小負荷電流0A仕様

出力容量 連続：822W 1000Wピーク：
サイズ

入力

mHNSP4-1000P series

適合バッテリパック

SFX12V規格 小型ノンストップ電源

医療規格対応 最新ノンストップ電源 実績抜群の医療規格対応 ノンストップ電源

瞬停バックアップ対応ノンストップ電源

150（W）×86（H）×140（D）
AC85～264V（ワールドワイド入力）

出力容量 連続：300W 450Wピーク：
サイズ

入力

mNSP3-450P series

BS11A-P24/2.3L RBS02A-P24/2.3L
BS10A-H24/2.0L

BS12A-P24/5.0L
BS22A-H24/2.0L

適合バッテリパック

ニプロンのノンストップ電源で安心、安全なシステムに

ノンストップPC電源　ラインアップ
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http://www.nipron.co.jp/バックアップはお任せ下さい！ http://www.nipron.co.jp/瞬停・停電対策でお困りではありませんか？

BS27A-P350/2.3L
鉛
5"ベイ

BS03A-H16/2.5L
BP03A-H16/2.5L 3.5"ベイ
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BP03A 10090807050 60
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300250200150100
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20015010050
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350300250200100 150
0

10

20

30

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-X2B HPCFL-400P-X2SHPC1U-400P-X2B UZP-120-**-*B* UZP-220-**-*BE

※詳細はお問い合わせください。

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）

BS27Aのバックアップ時間を延長する

5インチベイ対応BS27A増設バッテリパックも発売予定

350V
最大電力（連続）：150W

出力電圧
放電容量

146（W）×41（H）×200（D）外形サイズ

AC FAIL 停電通知信号
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

自社でバッテリを用意して使いたいと言うお客様のご要望に応え
る新しいタイプの製品です。
安全規格上は10AHまでの鉛バッテリを接続可能です。

ＢＳ２７Ａ基板単体タイプ

ＡＣ-ＤＣスイッチング電源

25
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0
40 60 80

8.3

21.0
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9.4

100
放電電力(W）

放
電

時
間

（
分

）

120 140 160 180

標準バッテリ

増設バッテリ

BS06A-H24/2.5L
BS06B-H24/2.5L

BS06B-H24/2.5L

BS11A-P24/2.3L

20015010050
0

10

20

30

負荷（W）

時間（min）

負荷（W）

時間（min）

RBS01A-P24/2.2L
RBS02A-P24/2.3L

リムーバブル型

20015010050
0

10

20

注. 上記バックアップ時間はすべて参考値であり、保証値ではありませんのでご注意ください

BS25A-H350/2.5L ニッケル水素

5"ベイ
ニッケル水素

5"ベイコンデンサ

5"2ベイ

30

0
5
10
15
20
25

100 200 300 400 500 600 700 800

バックアップ時間

バックアップ時間

バッテリパック一覧

負荷（W）

時間（min）

BS22A-H24/2.0L

300250200150100
0

10

20

5"ベイ
ニッケル水素

電池の状態・寿命が見える!!
スケジュール運転ができる!!

インテリジェンス機能付バッテリパック

バックアップ時間

出力容量

160W 210W 300W

ピーク

出力容量

出力容量 / 参考放電時間

96W /6分 

バックアップ時間
出力容量 / 参考放電時間

170W /7分 

バックアップ時間

出力容量 / 参考放電時間

180W /１秒 

バックアップ時間

出力容量 / 参考放電時間
350W /0.1秒 

※OZP-350接続時

バックアップ時間

対応電源
OZP-200シリーズ
OZP-350シリーズ
UZP-120シリーズ
UZP-220シリーズ
eNSP4-500Pシリーズ

連　続

360W 500W

ピーク

出力容量
連　続

600W 1200W

ピーク

出力容量

型式：CB01A-EC400/***F

コンデンサ4個/8個タイプをラインアップ
バックアップ時間に合わせて選択可能

■瞬停バックアップユニット

OZP-350シリーズのコンデンサバックアップユニット対応モデル

※シャーシ・カバー付タイプも
ラインアップ※その他出力電圧につきましては別途お問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

型式：OZP-350-**-*SEB

【コンデンサバックアップユニット】

BS24A-H12/2.0L
〈１２Ｖ負荷用 バッテリパック〉

BS14A-H24/2.5L
〈２４Ｖ負荷用 バッテリパック〉

１２Ｖ ｏｒ ２４Ｖ負荷用バッテリパック

最大効率95％の超高効率、オプションも多彩なハイスペック電源

OZPシリーズ + ニッケル水素バッテリパック

瞬停対策にコンデンサパック

OZP-350 + コンデンサバックアップユニット

+24V※

95（W）×47（H）×222（D）

AC85～264V（ワールドワイド入力）

【コンデンサバックアップユニット 保持時間】

時
間

[s
]

出力電力[W]
0 50 100 150 200 250 300 350 400
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2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

3.20

1.82

1.00

コンデンサ4個タイプ
(CB01A-EC400/322F)

0.62

1.16

1.93

3.35

5.46

コンデンサ8個タイプ
(CB01A-EC400/642F)

（ニッケル水素バッテリ）

BS13A-EC400/422F
〈瞬停対策用コンデンサパック〉

コンデンサCB03A-EC400/801F
〈コンデンサ基板〉

（ニッケル水素バッテリ）

最大95％の高効率を実現（24V出力、AC230V入力、300W負荷時の同社実測値）

    OZP-120-12-JB0（12V出力タイプ）
【停電バックアップ対応モデル】

適合バッテリパック：BS24A-H12/2.0L
    OZP-120-24-JB0（24V出力タイプ）
適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L

    OZP-170-12-JB0（12V出力タイプ）
【停電バックアップ対応モデル】

適合バッテリパック：BS24A-H12/2.0L
   OZP-170-24-JB0（24V出力タイプ）
適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L

    GPSA-360-24-TP（24V出力タイプ）
【停電バックアップ対応モデル】

適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L
    mGPSA-360-24-TP（24V出力タイプ）
〈医療規格取得モデル〉
適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L

    GPSA-600-24P-TP（24V出力タイプ）
【停電バックアップ対応モデル】

適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L

並列運転が可能で、大容量のファンレス電源として構築する事が可能

タイマー設定による放電時間の設定が可能

RS232C信号出力機能搭載のため、自動シャットダウンソフト
NSP Pro 2の仕様によるOS自動シャットダウンが可能（BS24A）
ACC3318を接続する事で、OS自動シャットダウンを可能にする
RS232C信号出力が可能（BS14A）

LED接続端子を設けておりバッテリの充放電中の状態を確認する事が可能

ヒーター回路内蔵のため低温環境でも使用可能（BS14A）

並列運転機能により長時間バックアップも可能（BS14A）

※単出力電源の接続には別途接続ハーネスが必要です。

OZP-120シリーズ OZP-170シリーズ

UZP-120シリーズ UZP-220シリーズ

GPSA-360シリーズ GPSA-600シリーズ

ノンストップ AC-DCスイッチング電源　ラインアップ

サイズサイズ

入 力入 力

出力電圧出力電圧

仕様

対応電源
OZP-200シリーズ
OZP-350シリーズ
UZP-120シリーズ
UZP-220シリーズ

（自然空冷時） （強制空冷時）連 続

120W 150W 210W

ピーク連 続 （自然空冷時） （強制空冷時）連 続 連 続

UZPシリーズ + 鉛バッテリパック

75（W）×36（H）×160（D）サイズサイズ

入 力入 力 AC85～264V（ワールドワイド入力）
出力電圧出力電圧 +12V, +18V, +24V, +48V

最大94％の高効率と小型ながらも連続容量の1.8倍以上のピーク出力が可能

仕様

最大94％の高効率と小型ながらも連続容量の1.6倍以上のピーク出力が可能
外部ノイズフィルター無しで雑音端子電圧VCCI ClassBクリア外部ノイズフィルター無しで雑音端子電圧VCCI ClassBクリア

仕様

62（W）×27（H）×155（D）サイズサイズ

入 力入 力 AC85～264V（ワールドワイド入力）
出力電圧出力電圧 +12V, +24V

120W 160W 200W
（自然空冷時） （強制空冷時）連 続 ピーク連 続

220W 330W 400W
400W（自然空冷時） （強制空冷時）連 続 ピーク連 続

充放電基板のみをご提供！

0
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10080604020
負荷（W）

※

BS27A-P350/2.3L
適合バッテリパック

BS27A-P350/2.3L
適合バッテリパック

最大電力（連続）自然空冷時：100W放電容量

73（W）×37（H）×158（D）外形サイズ

350W 500W 600W
（自然空冷時） （強制空冷時）連 続 ピーク連 続
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http://www.nipron.co.jp/バックアップはお任せ下さい！ http://www.nipron.co.jp/瞬停・停電対策でお困りではありませんか？

BS27A-P350/2.3L
鉛
5"ベイ

BS03A-H16/2.5L
BP03A-H16/2.5L 3.5"ベイ

BS03A

BP03A 10090807050 60
0

10

20

30

負荷（W）

負荷（W）

時間（min）

ニッケル水素

バックアップ時間

BS10A-H24/2.0L 5"ベイ
ニッケル水素

300250200150100
0

10

20

負荷（W）

負荷（W）

負荷（W）

時間（min）

バックアップ時間

時間（min）

バックアップ時間
時間（min）

バックアップ時間

時間（min）

バックアップ時間

BS17A-H24/2.0L

時間（min）

3.5"ベイ
ニッケル水素

バックアップ時間

鉛
5"ベイ

鉛
5"ベイ

BS05A-P24/2.2L
BS11A-P24/2.3L

20015010050
0

10

20

BS12A-P24/5.0L
鉛

5"2ベイ
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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-X2B HPCFL-400P-X2SHPC1U-400P-X2B UZP-120-**-*B* UZP-220-**-*BE

※詳細はお問い合わせください。

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）

BS27Aのバックアップ時間を延長する

5インチベイ対応BS27A増設バッテリパックも発売予定

350V
最大電力（連続）：150W

出力電圧
放電容量

146（W）×41（H）×200（D）外形サイズ

AC FAIL 停電通知信号
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

自社でバッテリを用意して使いたいと言うお客様のご要望に応え
る新しいタイプの製品です。
安全規格上は10AHまでの鉛バッテリを接続可能です。

ＢＳ２７Ａ基板単体タイプ

ＡＣ-ＤＣスイッチング電源
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標準バッテリ

増設バッテリ
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BS11A-P24/2.3L
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リムーバブル型

20015010050
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注. 上記バックアップ時間はすべて参考値であり、保証値ではありませんのでご注意ください

BS25A-H350/2.5L ニッケル水素

5"ベイ
ニッケル水素

5"ベイコンデンサ

5"2ベイ

30
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バックアップ時間

バックアップ時間

バッテリパック一覧

負荷（W）

時間（min）

BS22A-H24/2.0L

300250200150100
0

10

20

5"ベイ
ニッケル水素

電池の状態・寿命が見える!!
スケジュール運転ができる!!

インテリジェンス機能付バッテリパック

バックアップ時間

出力容量

160W 210W 300W

ピーク

出力容量

出力容量 / 参考放電時間

96W /6分 

バックアップ時間
出力容量 / 参考放電時間

170W /7分 

バックアップ時間

出力容量 / 参考放電時間

180W /１秒 

バックアップ時間

出力容量 / 参考放電時間
350W /0.1秒 

※OZP-350接続時

バックアップ時間

対応電源
OZP-200シリーズ
OZP-350シリーズ
UZP-120シリーズ
UZP-220シリーズ
eNSP4-500Pシリーズ

連　続

360W 500W

ピーク

出力容量
連　続

600W 1200W

ピーク

出力容量

型式：CB01A-EC400/***F

コンデンサ4個/8個タイプをラインアップ
バックアップ時間に合わせて選択可能

■瞬停バックアップユニット

OZP-350シリーズのコンデンサバックアップユニット対応モデル

※シャーシ・カバー付タイプも
ラインアップ※その他出力電圧につきましては別途お問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

型式：OZP-350-**-*SEB

【コンデンサバックアップユニット】

BS24A-H12/2.0L
〈１２Ｖ負荷用 バッテリパック〉

BS14A-H24/2.5L
〈２４Ｖ負荷用 バッテリパック〉

１２Ｖ ｏｒ ２４Ｖ負荷用バッテリパック

最大効率95％の超高効率、オプションも多彩なハイスペック電源

OZPシリーズ + ニッケル水素バッテリパック

瞬停対策にコンデンサパック

OZP-350 + コンデンサバックアップユニット

+24V※

95（W）×47（H）×222（D）

AC85～264V（ワールドワイド入力）

【コンデンサバックアップユニット 保持時間】

時
間

[s
]

出力電力[W]
0 50 100 150 200 250 300 350 400

0

0.5
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5.5

3.20

1.82

1.00

コンデンサ4個タイプ
(CB01A-EC400/322F)

0.62

1.16

1.93

3.35

5.46

コンデンサ8個タイプ
(CB01A-EC400/642F)

（ニッケル水素バッテリ）

BS13A-EC400/422F
〈瞬停対策用コンデンサパック〉

コンデンサCB03A-EC400/801F
〈コンデンサ基板〉

（ニッケル水素バッテリ）

最大95％の高効率を実現（24V出力、AC230V入力、300W負荷時の同社実測値）

    OZP-120-12-JB0（12V出力タイプ）
【停電バックアップ対応モデル】

適合バッテリパック：BS24A-H12/2.0L
    OZP-120-24-JB0（24V出力タイプ）
適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L

    OZP-170-12-JB0（12V出力タイプ）
【停電バックアップ対応モデル】

適合バッテリパック：BS24A-H12/2.0L
   OZP-170-24-JB0（24V出力タイプ）
適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L

    GPSA-360-24-TP（24V出力タイプ）
【停電バックアップ対応モデル】

適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L
    mGPSA-360-24-TP（24V出力タイプ）
〈医療規格取得モデル〉
適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L

    GPSA-600-24P-TP（24V出力タイプ）
【停電バックアップ対応モデル】

適合バッテリパック：BS14A-H24/2.5L

並列運転が可能で、大容量のファンレス電源として構築する事が可能

タイマー設定による放電時間の設定が可能

RS232C信号出力機能搭載のため、自動シャットダウンソフト
NSP Pro 2の仕様によるOS自動シャットダウンが可能（BS24A）
ACC3318を接続する事で、OS自動シャットダウンを可能にする
RS232C信号出力が可能（BS14A）

LED接続端子を設けておりバッテリの充放電中の状態を確認する事が可能

ヒーター回路内蔵のため低温環境でも使用可能（BS14A）

並列運転機能により長時間バックアップも可能（BS14A）

※単出力電源の接続には別途接続ハーネスが必要です。

OZP-120シリーズ OZP-170シリーズ

UZP-120シリーズ UZP-220シリーズ

GPSA-360シリーズ GPSA-600シリーズ

ノンストップ AC-DCスイッチング電源　ラインアップ

サイズサイズ

入 力入 力

出力電圧出力電圧

仕様

対応電源
OZP-200シリーズ
OZP-350シリーズ
UZP-120シリーズ
UZP-220シリーズ

（自然空冷時） （強制空冷時）連 続

120W 150W 210W

ピーク連 続 （自然空冷時） （強制空冷時）連 続 連 続

UZPシリーズ + 鉛バッテリパック

75（W）×36（H）×160（D）サイズサイズ

入 力入 力 AC85～264V（ワールドワイド入力）
出力電圧出力電圧 +12V, +18V, +24V, +48V

最大94％の高効率と小型ながらも連続容量の1.8倍以上のピーク出力が可能

仕様

最大94％の高効率と小型ながらも連続容量の1.6倍以上のピーク出力が可能
外部ノイズフィルター無しで雑音端子電圧VCCI ClassBクリア外部ノイズフィルター無しで雑音端子電圧VCCI ClassBクリア

仕様

62（W）×27（H）×155（D）サイズサイズ

入 力入 力 AC85～264V（ワールドワイド入力）
出力電圧出力電圧 +12V, +24V

120W 160W 200W
（自然空冷時） （強制空冷時）連 続 ピーク連 続

220W 330W 400W
400W（自然空冷時） （強制空冷時）連 続 ピーク連 続

充放電基板のみをご提供！
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10080604020
負荷（W）

※

BS27A-P350/2.3L
適合バッテリパック

BS27A-P350/2.3L
適合バッテリパック

最大電力（連続）自然空冷時：100W放電容量

73（W）×37（H）×158（D）外形サイズ

350W 500W 600W
（自然空冷時） （強制空冷時）連 続 ピーク連 続
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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。

展示会出展のご案内

社長が語る！TOPセールスコーナー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

第3回　関西スマートグリッドEXPO　出展のご案内

ニプロンでは、汎用標準電源(基板型)を多数のシリーズでご用意し、
瞬停対策、停電対策、スタンバイ補助電源ユニット追加等も含め提案方法も多岐に渡り対応出来ます。

小さな巨人シリーズのGPSA電源も、どんどん小型・高効率化が進み現在の大容量タイプは5kW迄標準化が進んでいま
す。更なる大容量の用途には直並列等を行い50kW位まで拡張した納入例も多くあります。リチウム電池の急速充電用
に定電流制御が出来る「定電流ユニット」や、HVDC(DC380V)入力に対応する事も出来るタイプもあります。

ATX電源では豊富な種類と実績から世界一の品揃えがあり、提案に困ることが無いほどです。
医療規格取得電源、CCC取得電源等も数多く取り揃えています。

今、新たにはグリーンパワー電源としてPVマキシマイザーを始めとして、
蓄電システムの提案やPV発電所建設の提案まで出来ます。

又、当社では豊富な標準電源を持つ幅広い技術があり、多数の技術者を有していることからニーズと条件が合えば特注
電源開発・生産も行っています。その中でも最近は、特殊な大容量電源の量産品を多く生産する実績が増えています。

どうぞ、お気軽に弊社営業マンへ声をかけて頂ければ幸いです。今後とも宜しくお願い致します。

第21回

9月7日～9日に開催されます、第3回関西スマートグリッドEXPOに出展致します。
本展示会では、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製品のご紹介などを予定しております。新ソリューションの
詳細につきましては本誌でも紹介しておりますのでぜひご参照ください。
ご来場の際には、是非ニプロンのブースまでお越し下さい。

会期：2016年9月7日（水）～9日（金）
会場：インテックス大阪

【前回の様子】

PVマキシマイザー監視デモ

IoT対応電源デモ

組み込みシステム展 データセンター展

USB PD対応電源デモ

ブースの様子

2016 Japan IT Week　出展のご報告

TECHNO-FRONTIER2016　電源システム展 出展のご報告

5月11日～5月13日の3日間に開催されました、「2016 Japan IT Week」に出展致しました。
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」に同時出展致しました。

4月20日～4月22日に開催されました、「第31回電源システム展」に出展致しました。ブースでは、IoT
に対応したATX電源『HPCSA-700P』のデモや、USB Type-Cを使用した次世代の電力供給方式であ
るUSB PDに対応した『USB PD対応電源』のデモを行いました。

お客様の、困りごとや、お問い合わせにあらゆる方向からご提案できる
提案営業を得意としている営業マンが多数います。

USB規格はデータ通信と給電を同一のコネクタとケーブルで行うことができます。しか
し、従来のUSB規格では最大7.5Wの電力供給しかできず多くの機器では電力不足で
した。これに対し、USB PDはデータ通信と共に最大100Wもの大きな電力を双方向に
供給できます。また、接続された2つの機器間で通信を行い、機器に合わせて電圧・電
流を切り替えるため、電源の共通化が可能となりコストダウンや産業廃棄物の削減効
果も期待出来ます。

USB PD対応電源のみで様々な機器（USB PD
対応）への給電が可能なため、機器ごとに必
要だったACアダプタが不要となります。 USB PD対応

ノートPC
（20V/3A）

USB PD 対応電源 接続イメージ

USB PDとは？

HPCSA-700Pはこんな事が可能です！

5V/2A

12V/1.5A

20
V/
3A タブレット

（5V/2A）

プリンター
（12V/1.5A）

USB PD対応電源

HPCSA-700P-E2S

・モニタリング機能
・I2C通信機能

・出力電圧立ち上がり調整・寿命判定の予測
・過電流保護回路の設定可変機能

連　続： 600W
ピーク： 700W

出力電圧立ち上がりのタイミングの違いによって、稀に発生す
ることがあるPCと電源との相性問題に対し、外部PCからの設定
で、立ち上がりタイミングを個別に調整をすることが可能です。

出力電圧立ち上がり調整

+12V

+3.3V

+5V

ファンの回転数、電源の内部温度、負荷条件など、
各使用条件のモニタにより、残寿命を予測します。

寿命判定の予測

使用条件によって使用時間に重み付け判定

使用時間

製品の期待寿命（１０年）

寿命予測

IoT対応電源
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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
■Web問合せ　E-mail：support@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7月　酒井 節雄

視る眼を持つ！
心眼を開く！

来月、2016年8月にはスポーツの祭典がブラジルのリオデジャネイロで行われま

す。国情の厳しい中で行われるが大丈夫だろうか････毎日のようにTVで放映され

る各スポーツ界の元気の良い送り出し番組、幾つ金メダルが取れるのかな？見て

いる感じからすると15～20個ぐらい行けそうな雰囲気････次の2020年は東京で行

うため、強化活動を積極的に行われているだろうから、その流れからも強くなって

いるように思われる。期待したい！日本を元気にするためにも若い代表選手に頑

張って貰いたい。

一方、6月23日の英国でEU離脱を問う「国民投票」が行われ選挙前予想や、出口

調査では僅差ながら残留派が上回るとの結果で安心感から世界の株価は上昇し、

円安も進んでいたが24日の開票結果は51.9％が離脱で、残留は48.1%と全く反対

の結果となり英国のEU離脱は決定的となる。この結果世界経済は一大ショックで

株価は大暴落し、1日で330兆円の時価総額が消失した。円は一時100円を割れ99

円を告げる急激な円高となる。

一夜明けて、多くの英国人が豪いことを遣っちまった！もう一度選挙のやり直しが

出来ないかとかの声、後悔の念が噴出とあるが、この様な大事なことをこの様に

決めて良いのかと疑問に感じた。国民投票とは聞こえが良いが無責任で危なっか

しい事だと感じる。この結果には必ずしも政治的決定となるものではないらしいが、

国民の総意として離脱の方向へ進んで行きそうです。あれから１週間程が過ぎ世

界は落ち着き株価も平常に戻っているがこれからどのようになるかと思えば、リー

マンのような急激な景気停滞はなさそうであるが、2～3年かけて英国経済の停滞、

EUの混乱、弱体化が進み世界経済は長い停滞感に覆われるのではないだろうか

････

この度、英国で起きたEU離脱の動きは、フランス、イタリア、ドイツ等のEU中核国

の中でも多数を占める状態で、右傾化の傾向は鮮明である。一方米国の大統領

選挙での異端児トランプ氏の台頭現象も、やはり内向き志向の右傾化である。日

本は反対に未だに安保反対、憲法改正反対の一点張りで左傾化は変わらない。

これは移民問題が無いためだと思う。又、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)に

関しては、日本は反対の立場から世界の流れに置き去りに成ってはいけないとよ

うやく賛成同意の方向かと思いきや、強く推進していた米国が大統領選挙の中で

トランプは大反対で、クリントン(民主党)も世論に押され反対を表明し、再協議と言

いだしている。この様な現象を何と捉えるべきか、一つは世界の人口爆発で世界

中の経済が苦しくなり、中間層が減り、格差問題が噴出している事等があります。

又、偉大な力のある指導者が不在とも言われ先進国の内向き、自国利益防衛中

心的な動きが多くなり更に経済の大停滞が起きるのではないかと心配になる。

我々企業家はどのように備えるべきかと考えるが確かな方法は見当たらない。努

力すべきは、生き残れる価値ある存在を求め続ける事と、悪い経済の流れを甘く

視ないことであり、堅実な中で積極的により高い存在の企業を目指して努力する

他は無いと考える。

さて、このような時代の中での現在であるが、新しい人材が新卒として入る一方、2

～3年でニプロンを去っていく社員がやはり数名出る。慰留するが意思が固いのか、

余程行先の好い会社が有るのかどうなのか・････

勝手な思いであると思うが、こんな良い会社は他には無いで～、未来志向はしっ

かりしているし、成長企業でもあるし、業界でも強い方であると思う。社員に対する

想いや、待遇も悪くはないと思うし、又こんなに時代が悪くなると言うのに、どんな

実力で勝負して行くつもりかな～～と思うが、言っても判らん！去る者追わずの気

持ちやけど何か寂しく、虚しい。

真贋を見極める心眼を持ってニプロン、そして私を見て欲しいなと思う、視る眼を

持って欲しい。

7月に入り、新年度(36期)を迎える！

前期は対前期比7％ほど減収減益と

なる結果となった。中国問題に端を

発する世界経済低迷の影響を受け

たが、汎用電源が伸び、力を入れて

いるグリーンパワー関連の電源と事

業の開花期が近づきつつある。今期

は更に、この分野を伸ばす。

100億企業実現の旗を降ろす気は全く無いが、今期は投資を抑え、経費増を引き

締めつつ50億円売上必達、60億円を目標に闘っていきます。その中での大方針は、

IMPD(生産性・品質改善活動)34期・35期比「倍増・半減」を進める高度化委員会の

活発化、次にNDMS(ニプロン版部門別収支管理制度の管理会計)の本気化で部

門経営者の育成と収益改善の促進。更に原価制度高度化委員会活動の推進で

総合的でリアルタイムな実際原価計算制度の確立を行う。これらを各種「高度化委

員会活動」を活発化させ、強い指導力を持って行っています。

36期は厳しい世界経済環境下にありますが、更なる飛躍を行うための内部充実、

そして利益倍増(4億円)を目指していきます。

ニプロン全社員が「一枚岩の団結」を持ってこれらの目標に向かって「闘って」いき

ます。

これからも宜しくお願い致します。

グリーンパワー電源（左：HVDC電源盤、右：PVマキシマイザー）

Nipron Wave
Vol.44      2016 Summer

Nipron Wave
Vol.44      2016 Summer

PVマキシマイザー導入事例
PVマキシマイザーを利用したメガソーラの増設提案が採用！

システム設計から建設まで、全工程をニプロンが監督

ノンストップ電源特集
外付けUPS不要なPC用電源『ノンストップ電源』の特徴をご紹介

1

2

が見どころが見どころここ ここここここ


