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ＧＰ電源特集
ＰＶ発電 増設＆余剰蓄電システム ＰＶＸ１００の実証実験結果をご紹介
[ニプロン ＧＰソリューション］採用事例をご紹介

2

新商品 HPCFX-350P
従来品より約１．４倍の容量アップを実現した大容量Flex ATX電源が登場

ＰＶＭでＰＶ発電のイノベ
PVマキシマイザー（PVM）により、パネルの設置には適さない斜面や

S-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

2 ストリングタイプ

1 ストリングタイプ

B-PVM
接続箱形 PVM

最大 8ストリングの
接続箱機能付
8 ストリングタイプ (2in1)

8 ストリングタイプ

PVMでムダを減らしてしっかり発電
PVマキシマイザー
PVマキシマイザー（PVM）は、ストリングごとにMPPT制御を行い発

PVMのシステム最適化イメージ

電量を最大化します。
パネルは、電柱・樹木等の影、アレイ向きの不揃い、直列枚数の不

不揃いな電圧を一定化

揃い、異種パネルの混合等の要因によりストリングの電圧が低下し
ます。すると、他の正常なストリングの電圧にも影響を及ぼし電圧を
様々な要因で発生する電圧

引き下げてしまうため、発電量が低下します。PVMは落ち込んだスト

の不揃いをPVMで昇圧し、パ

リングの電圧を最大電力動作点を維持したまま他ストリングの電圧

ワコン（PCS）へ出力。

一定電圧まで昇圧し
電圧差を改善

まで昇圧させることでストリング間の電圧差を無くし、発電可能なパ
ネルからは最大限電力を取り出すことができ、売電収入を増加させ
ることが可能です。

PVM 無

PVM 有
動作電圧
電力（W）
最大電力点

影

最大電力点が捉えられず発電
量が低下する

部分影のかかったストリング
でも最大電力点で発電可能

発電効率にお悩みならPVM!
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通常

逆向き

不揃い

異種

故障

影
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ーションを加速する
残った僅かなスペースにもパネルの設置が可能になります。

PVマキシマイザー活用事例
1. PVMの接続で、設置場所や枚数を気にせずパネル増設
PVM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ます。
増設したパネルを既設PCSへ繋げることで、
既設PCSの利用率が高まり、
売電収入の増加が期待できます。

残ったスペースへのパネル増設
パネルの設置を見送ってい た狭 い スペ ースや 、
木や山の影が掛かる場所にパネルを設置しても
十分な発電が期待できます。

※ イ メー ジ

既設パネル
増設パネル

東西南北へのパネル増設
設置条件の悪い傾斜地にパネルを設置した場合でも、
PVMを導入することで悪条件によるパネルへの影響を最
小限に抑えることが可能です。

※ イ メー ジ

既設パネル
増設パネル

太陽

2. PVMの接続で、影の影響を最小限に

パネルの影対策
季節や時間帯によりパネルに影が掛かり、発電量が低下
してしまう発電所に対し、PVMを導入することで発電量の
低下を最小限に抑えることが可能です。

影
スト リング

※ イ メ ージ

発電不良に絶大な効果!

影

前列の架台によ る 影 が 掛 か り、
特定のス トリン グに電 圧 の 低 下
が発生し て いる 。

http://www.nipron.co.jp/
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ストリングの電流・電圧監視&異常検知

監視の在り方を変える新しい遠隔監視システム
ニプロン独自の電流・電圧・電力監視システム
PV Guardmyan （PVG) は、昇圧コンバータのMPPT制御機能と、ストリングの電流、電圧をセンシングするデバイスを共有することで、コストを抑えながらも
他社にない、高精度な監視が可能となりました。そして、収集したデータをクラウド上で管理することで、インターネットが使える環境であればどこでも発電
状況の把握が可能です。また、クラウド化によってデータ保全やセキュリティ面などが向上し、より信頼性の高いPV監視を実現しています。

ＰＶＧが実現する高精度ストリング監視
一般的な監視

ＰＶＧによる監視

パワコン（PCS）による一括制御で、各ストリングの電圧は同じになるた

ＰＶＭにより各ストリングは独立制御されるため、それぞれの電流と電

め、電流のみの監視となり、精度に不安があります。また、対応出来る

圧の監視ができ、正確なデータの取得が可能です。

パネルやPCSのメーカーが限られている場合もあります。

また、異常が発生したストリングを瞬時に特定することも可能です。

システム全体でしか異常を捉えられない

電力監視ができ、高精度

ストリングの電圧の変化は捉えられない

ストリングの電力（電流・電圧）監視で高精度
PCS

PCS

ニプロン独自の方式により高精度な監視をリアルタイムで実現
監視システムにより取得された、ストリングの電圧や発電電力などの発電状況や、ストリングのＩ-Ｖ特性、Ｐ-Ｖ特性データをインターネット上で確認することが
できます。また、取得されたデータはクラウドにて蓄積されるので、過去の状態と現在の状況を比較することも可能です。

Ｉ-Ｖ

リモートからI-V、P-Vカーブの
取得が可能、監視精度は高く、
異常の早期発見を実現

Ｐ-Ｖ
発電電力や温度、日射量の
変化などの1日の発電状況

独自方式でＩ-Ｖ、Ｐ-Ｖ特性一括取得
Ｉ - Ｖ 特 性、Ｐ-Ｖ特性の計測が同じタイミングで全てのストリングに対し可能！
通常の監視システムでは電流のみの監視となる為、Ｉ-Ｖ、Ｐ-Ｖ特性の計測は専門業者に依頼し、現地にて1ストリングずつ手作業で計測する必要があ
ります。このため計測に非常に時間が掛かり、計測開始時と終了時の日照条件が大きく異なり、同条件での正確なデータの取得が困難でした。PVGは
独自の監視方式を採用しているため、システムを止めることなく遠隔地から任意のタイミングで計測が可能で、PVMに接続されている全てのストリングに
対しほぼ同時にＩ-Ｖ、Ｐ-Ｖ特性の計測が可能です。

PVGでシステムの保守管理を容易に
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発電異常診断機能
設置環境に応じたPVパネルの性能を遠隔から多角定量的に計測し、発電ロスの低減に貢献します。
発電システムを止めることなく遠隔で診断し、異常を把握することで現地調査のロスを抑え、また、クラウド上でAIによって発電システムの構成や
環境に基づいた診断を可能とする予定です。

主な診断機能

診断機能イメージ

発電量による診断【発電分析】

ＩＶ特性を分析し、正常範囲から外れた測定値が出た場合、
ストリングに異常が発生していると診断します。

→発電量比較による異常ストリングの特定など

I-V特性データからの診断【IV特性分析】
→IV特性分析による異常ストリングの診断など

上限値
実測値

下限値
正常範囲

理論値

AIを活用した故障診断（開発中）

ＮＧ判定

→クラウド上に蓄積されたデータを学習し、
システムに応じた診断を実行
ストリング単位の発電量の監視を行っているため、

異常発生

発電異常が発生したストリングが容易に判断できます。（開発中）
①検知
発電所(パネル)

⑤修理

PVM

②データ

ユーザー

発電異常が発生したストリング

④通知
ＡＩ

AI

③診断

クラウドシステム
※イメージ

ＰＶＧ発電診断レポート提出オプションサービス
PV Guardmyan（PVG)により取得したデータをレポートにまとめ、お客様に提出するサービスを行っております。
年間・月間・日別発電量や障害の発生状況などをまとめ、お客様に提出することで発電状況の「見える化」に貢献します。

遠隔でシステムの異常診断が可能

http://www.nipron.co.jp/
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増設･余剰蓄電＆夜間売電パッケージ(１００ｋＷパッケージ)

太陽電池(100kW)

PVマキシマイザー(PVM)

蓄電システム(40kWh / 盤)

※200kWh構成時のイメージ

PV eXpander100
（PVX100）は、
太陽電池、
PVマキシマイザー、
蓄電システムがセットになった、
太陽光発電システム用の増設・余剰蓄電パッケージです。
既設の太陽光発電システムに組込むことで、
既設システム構築時の固定売電価格のまま、
発電量・発電効率を向上。
余剰分を蓄電、
夜間に放電し、
パワコン
（PCS）
の稼働率もUPします。

の３大ポイント

表面利回り
13％ (FIT価格40円/kWh)
12％ (FIT価格36円/kWh)

１ 過積載無制限で、パネルを増設可能
２ 夜間売電（ＰＣＳの余剰電力は夜間売電）
３ 既存のＰＣＳ・太陽光パネルに制約なし

を実現します。

※代表例であり、
サイトの諸条件によって異なります。

ポイント① 過積載無制限で、パネルを増設可能

ポイント② 夜間売電（ＰＣＳの余剰電力は夜間売電）

パネルの設置を見送っていた狭いスペースや、木や山の影が掛かる
場所にパネルを設置しても十分な発電が期待できます。

PCS定格を超える余剰電力を蓄電池に貯め、非余剰時や夜間に貯めた電気を売電す
ることで、既設パネルと増設パネルが発電した電気の売電が可能です。
増設
100kW

充電

初期蓄電
第２期蓄電
第３期蓄電

第３期蓄電80ｋWh

発電電力

第２期蓄電80ｋWh
初期蓄電40ｋWｈ
既設
100kW

PCS容量
100kW

追加でパネルが
敷き詰められた土地

第３期蓄電

放電

既設

第２期蓄電
初期蓄電
※晴天 (定格発電) 時のイメージ

ポイント③ 既存のＰＣＳ・太陽光パネルに制約なし

ＰＶＸ１００の接続イメージ

ＰＶＸ１００のシステム動作イメージ

蓄電パッケージ

太陽光パネル (100kW)

蓄電システム
（40kWh） GBM電源

PVX100は内蔵GBM電源によりPCSに過電力が掛からないよう発電量を最適に
コントロールしています。

内蔵

PVM

支流＝増設 PV
ダム＝蓄電池

NIPRON

増設PV

Li-ion
NIPRON
Battery
Battery

放流＝GBM
本流＝既設 PV

※

放流弁(GBM)で水量調節しないと
水量が増えた(日射量が増えた)際に
下流(PCS)が洪水(停止)してしまう。

既設PV

PCS

蓄電システムで安定した太陽光発電所へ
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※グリーンベストミックス電源
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夜間に売電する電力も既設と同ＦＩＴ価格で売電可能！
蓄電システム盤設置イメージ・外形図
蓄電システム盤

既設部 PCS・キュービクル

外形図（屋外タイプ）

増 設

2120

冷却装置

既 設

265

1400

800

ＰＶＸ１００発電シミュレーション
下記条件のように、1MWの太陽光発電システムに対し、稼働後2年目にPVX100を1MW分（10式）導入した場合のシミュレーションを行いました。
PVX100を導入後19年間運用した場合、年間で約1000MWh発電量が増加。売電増加額ではFIT単価40円の場合約3900万円、FIT単価36円の場合約3500万円
の増加が見込まれる結果となりました。
4,500

45,000

4,000

40,000

3,500

35,000

総発電増加量

2,500

25,000

2,000

20,000

1,500

15,000

1,000

10,000

500

0

年間平均発電増加量

30,000

稼働後２年目
ＰＶＸ増設稼働開始

積立発電量 (MWh)

年間発電量 (MWh)

3,000

18,620MWh
980MWh

FIT単価 40円の場合

償却年数:約7.5年
FIT単価 36円の場合

償却年数:約8.5年

5,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

稼働年数 ( 年 )

既設（年間発電量）

既設+ 増設（年間発電量）

既設（積立発電量）

既設+ 増設（積立発電量）

シミュレーション条件
既設部：

約 1MW

増設部：

約 1MW

蓄電池容量：約 400kWh

増設

既設

1MW 増設に必要な土地面積

約10,000㎡

過積載200％超も可能

【FIT 単価 /40 円】
年間平均 売電増加額
総売電増加額
表面利回り

約 3900 万円
約 7億4100 万円
約 13％

【FIT 単価 /36 円】
年間平均 売電増加額
総売電増加額
表面利回り

約 3500 万円
約 6億6500 万円
約 12％
※シミュレーションの一例です。

スーパー過積載にも対応

http://www.nipron.co.jp/
6

100kW 増 設 & 余 剰 蓄 電 パ ッ ケ ー ジ

ニプロン PV 余剰充放電システム 検証実験
大型蓄電 池システム試 験 評 価施設にて行った
「蓄電システム盤」
の実証実 験について紹介させていただきます。
スーパー

接続容量制限を上回る過積載

電力を無駄にしない余剰蓄電

シ ステム構成イ メ ー ジ

PCS (電子負荷)
既設PV (模擬電源)

PVM

蓄電システム盤
GBM

電力コントロール用GBM

増設PV (模擬電源)

GBM

充放電用GBM

過積載
NIPRON

Li-ion
NIPRON
Battery
Battery

蓄電池

試 験の基本情報

充放電システム（蓄電システム盤）

【試験場所】
独立行政法人製品評価技術基盤機構
大型蓄電池システム試験評価施設（NLAB）
【充放電システム】

PVM

充放電電力：最大 15kW 双方向

試験の様子

電力コントロール GBM
（降圧 DC/DC 30kW）

DC/DC コンバータ（充放電制御盤内）

太陽電池模擬電源 / 電子負荷

高い信頼性の蓄電システム
7

充放電用 GBM
（双方向 DC/DC 15kW/15kW）

http://www.nipron.co.jp/

余剰電力充放電試験
余剰電力充放電試験結果（余剰充電）
下記データⅠの通り、 実際に近い発電変動条件でシステムの動作確認を行い

費電力と等しくなっています。

ました。

一方、 その合計値が 40kW 以上の時は、 電子負荷の消費電力が 40kW に制

本試験では電子負荷入力電力が 40kW 以下になるように設定しており、 緑が既

限されています。 出力の抑制により生じた余剰電力が蓄電池に充電 （紫） さ

設 PV 模擬出力、 黄緑が増設 PV 模擬出力、 橙が増設 PV と既設 PV の合計

れていることが分かります。

値、 グレーが電子負荷の消費電力を示します。 電子負荷の消費電力が 40kW
未満の時は、 既設 PV 模擬出力と増設 PV 模擬出力の合計値が電子負荷の消

データⅠ .

PV実発電模 擬 試 験 結 果

電力［ｋW］

a

既設

データⅡ .
電力［ｋW］

模擬

増設

模擬

既設PV、増設PVの合計
模擬データ 補正

PV実発電 模 擬 試 験 結 果（ データⅠ a ）

電子負荷

電池充電

PCSのMPPT制御と充放電システム
ニプロン充放電システムでは、 PCS の MPPT 制御との制御干

既設 PV と増設 PV の合計電力 （全体の発電量）

渉を回避するため、 10 秒周期の緩やかな周期で制御していま

GBM のコントロールにより発電量が 40ｋW に制限
されているため、 余剰電力となる

す。 よって、 一時的 （秒単位） には 40kW を前後するような

電子負荷 （PCS） へ供給されている電力
電力コントロール GBM により増設 PV の発電量を
制御することで既設 PV と増設 PV の合計発電量
が PCS の許容範囲である 40ｋW になるよう制御
している

動作への影響もなく、 システムパフォーマンスにも大きな影響

結果となっていますが、 PCS の許容範囲内であれば PCS の
を及ぼすものではないと考えます。
なお、 ニプロン充放電システムは余剰電力充電制御に加えて
緊急電力制限制御を持たせており、 前述のオーバーシュート
が PCS の許容範囲上限に近づいた際には、 即時に降圧
DC/DC 出力を一定幅で絞込み、 その許容範囲を超えないよ

余剰電力（橙）が充電されている

発電量が 40kW 以下になると充電を停止し、 全量
を電子負荷へ供給する

うな二重制御となっています。

P VM及びGBMはP CSのMP P T制御に干渉
することは無く、P CS動作に影響を与え
ないよう設計されています。

本試験で用いた双方向 DC/DC コンバータの充電
定格である 15ｋW を最大とし充電を行っている

パネル増設と余剰蓄電 画期的なシステムPVX100

http://www.nipron.co.jp/
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採用
事例

株式会社ヤマコー

納入製品

様

ＰＶ マ キ シ マ イザ ー（ P V M ）
グリーン ベストミックス 電 源（ G B M ）

京都府宇治田原町

P V マキシマイザ ーとグリーンベ ストミックス電 源 を 組 み 合 わ せ 、

パワコンの接 続 容 量 制限を超える2 0 0％スーパー過 積 載を実 現 。
株 式 会 社 ヤ マ コ ー 様 で は 、環 境 資 材 を 扱 わ れ る メ ー カ ー とし て 環 境 に 配 慮 し た 製 品 作 りに 取 り 組 ん で お ら れ 、
太 陽 光 発 電 の 導 入にも積 極 的に取り組 ん で おられます 。
こ の 度 、第 二 工 場 建 設 に お い て 弊 社 の 提 案 す る ス ー パ ー 過 積 載 を ご 採 用 頂 き まし た 。
写真奥：既設パネル、
写真手前：増設パネル

増設パネル

PV マキシマイザー

電力コントロールGBM

ＰＶシステム構築時の固定売電価格のまま発電量を向上
既設の過積載率 120％制限のパワコン（PCS）に対して PV マキシマイザー
（PVM）とグリーンベストミックス電源（GBM）を組み合わせることで PCS

通常の過積載
既設 PV

PCS

に悪影響を与えることなく過積載率約 200％のパネル増設を行いました。
PCS は大幅な過積載に対応できない物も多く、株式会社ヤマコー様が採用

増設 PV

されている PCS も対応過積載率 120％という制限があり、新たにパネルを

過電圧・過電流により停止
(自動復帰装置無し)

増設することは困難でした。
今回ご採用頂いたシステムは、増設したパネルが PCS に対し過入力を与え
ないよう発電量を最適にコントロールするため、PCS が過積載に対応して
いない場合でもスーパー過積載が可能になります。既存の太陽光発電シス
テムへのパネル増設のため、既存システム構成時の固定売電価格のまま、
発電量・発電効率の向上が期待できます。

ニプロン 方 式 の 過 積 載
既設 PV
PCS
増設 PV

PVM

GBM

売電

売電価格の維持以外にも、工事費などが高額化する恐れのある連系工事を
行う必要も無いため、発電所を新設するよりもメリットが得られます。

PVM ぞくぞく採用頂いています!
9

昇 圧・安 定 化

出力制御

http://www.nipron.co.jp/

システム構成（イメージ）

増設PV (合計238kW)

既設PV (合計376.96kW)
電流センサ

既設PV (126.08kW)
PCS̲A (100kW

/85kW)

GBM (30kW)

PVM

電力コントロール用GBM
電流センサ

既設PV (125.44kW)
PCS̲B (100kW
増設PV (95.2kW)

/85kW)

GBM (30kW)

PVM

電力コントロール用GBM

高圧連係キュービクル

増設PV (47.6kW)

電流センサ

既設PV (125.44kW)
PCS̲C (100kW
増設PV (95.2kW)
PV マキシマイザー（PVM）

/85kW)

GBM (30kW)

PVM

電力コントロール用GBM

実測データ

PVM はストリングごとの MPPT 制御によりパネルの発電量を
最大化します。パネル枚数の不揃い、影などによる電圧差に

電力［ｋW］
120

GBM が動作し、出力を制御している

対しても影響される事なく高効率な発電が可能で、GBM の動
作に必要な安定した高電圧（600V）へ高効率で変換します。

グリーンベストミックス電源（GBM）
GBM は既設パネルの発電量を電流センサーで監視しており、
既設パネルと増設パネルの発電量の合計値が PCS の最大入力
容量となるよう、発電量を適切にコントロールしています。

売電収入アップを実現

100

80

60

40

増設PV により
発電量が増加している

20

株式会社ヤマコー様の今回の増設による売電収入増加量
※

は年間約 620万円（売電単価 40 円 /kWh）
を見込んでいま
す。導入投資金額が約 6,000 万円であることから、この

0

2:24

4:48

7:12

9:36

12:00

14:24

16:48

既設W

場合の表面利回りは 10.3％となります。

19:12

増設

21:36

合計W

2017年5月19日

天候：晴

※弊社シミュレーションによる

株 式 会 社ヤマコー

様

株式会社ヤマコー様は、プラダン（プラスチックダンボール）

株式会社ヤマコー様 ＥＣサイト
http://www.pladan.com

代表取締役社長 山崎

惠弘 様 ( 写真右)

弊社営業 田端 健人 ( 写真左)

をお客様の用途や運用方法に合わせたオーダーメイドのプラダ
ンケース・プラダン関連製品を自社工場で加工・製造しておら
れます。軽くて頑丈なことに加え、繰り返し使える耐久性のあ
るオリジナル製品は仕事効率を上げ、輸送コスト削減や破損ロ
スの軽減、イベント設営・撤去での作業時間短縮に貢献します。
製作実績は 3 万点以上あり、業種業態問わず、あらゆる分野で
活用されています。

既存システムをさらに活用するならPVM＆GBM

http://www.nipron.co.jp/
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新製品

NEW PRODUCTS

HPCFX-350P-X2S

Flex ATX

245 W
ピーク 346 W
連続

当社従来品より約１.４倍の容量アップを実現した、
１Ｕサイズの小型・大容量ＡＴＸ電源が新登場。
小型組込ＰＣやサーバーに最適です。

小型 ・ 大容量
HPCFX-350P-X2Sは小型組込PCやサーバーに最適な1Uサイズの小型・

HPCFX-350P-X2S
高さ ： 41mm

大容量ATX電源です。当社従来品PCFX-220P-X2Sと同サイズながら約
1.4倍の容量アップを実現しています。高温環境にも対応しており、周囲温
度50℃まで定格の100％で出力可能です。また、周囲温度60℃まで対
応しています。

81.5mm

周囲温度に対する出力容量
連続容量１.４倍ＵＰ

周囲温度６０℃まで対応
150mm

出力電力［Ｗ］

250

PCFX-220P-X2S
高さ ： 41mm

200
150
100

81.5mm

ＨＰＣＦＸ-３５０Ｐ-Ｘ２Ｓ
ＰＣＦＸ-２２０Ｐ-Ｘ２Ｓ

50
0

0

30

40

50

60

温度［℃］

150mm

高効率

内部写真

最大効率88％typを実現。電力損失を大幅に低減することで装置稼働時

高品質・高信頼性を確保するレイアウト設計

の消費電力を低減し、環境負荷の低減に貢献します。

効率グラフ

※実測の一例

100

８８.５％
効率［％］

90

８５.４％

80
70

ＡＣ１００Ｖ入力時
ＡＣ２００Ｖ入力時

60

0

20

40

60

80

100

負荷率［％］

小型･大容量 新型ATX電源HPCFX-350P
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低ノイズ ・ 低漏洩電流

入出力仕様

雑音端子電圧は電源単体でもVCCI Class Bをクリア。

入力

漏洩電流値をAC100Ｖ時0.27mA、AC240V時0.68mAまで低減。

出力電圧

外部にノイズフィルターを設置する必要が無く、コストダウンと工数負担削
減に貢献します。

連続最大電流/電力

雑音端子電圧

※

AC85 ～264V(ワールドワイド入力)
+3.3V

+5V

+12V

-12V

+5VSB

12A

12A

20A

0.5A

1A

240W

6W

66.4W

240W

【AC100V, 60Hz, 定格負荷時】 ※実測の一例

5W

245W
16A

16A

83W

ピーク電流/電力
（ 5s以内）

28A

0.5A

336W

6W

336W

2A
10W

346W
最小電流

0A

0A

0A

0A

0A

※要ディレーティング

VCCI Class B

低待機電力
待機電力0.5W以下を実現し、ErP指令に対応可能
※実測の一例

漏洩電流

入力電圧

AC100V

AC240V

待機電力

0.06W

0.24W

※実測の一例

その他特長

入力電圧

定格負荷

最小負荷

AC100V

0.27mA

0.28mA

温度可変速ファンによる静音設計

AC200V

0.58mA

0.60mA

全出力最小負荷電流0A仕様

AC240V

0.68mA

0.69mA

プラグインにより出力ケーブルを変更可能

(メインを除く)

両面スルーホール基板採用
ファンモニタ信号を標準装備
同期整流回路採用により高効率を実現

外形図

産業用途に最適! ニプロンのATX電源

http://www.nipron.co.jp/
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展示会出展のご報告
電源システム展

氷

出展のご報告

4月19日～4月21日に開催されました、「第32回電源システム展」に出
展致しました。
ブースでは、新製品のATX電源「HPCSA-700P」「HPCFX-350P」
「HPCSF-400P-X2B」をはじめとする、各種スイッチング電源を余すこ
となく展示しました。また、基板型電源の漏洩電流比較デモや効率
比較デモを行い、ニプロン電源の優位性をアピールしました。
会期中は大勢のお客様が来場され、一時はブース内が満員になる
など非常に大盛況な結果となりました。

組込みシステム開発技術展

ニプロンブースの様子

新型ATX電源コーナー

ニプロンブースの様子

漏洩電流・効率比較デモコーナー

出展のご報告

5月10日～5月12日に開催されました、「第20回組込みシステム開発
技術展」に出展致しました。
展示会では「安全・安心・ニプロン電源」をキャッチコピーに、信頼性
をアピールしました。ノンストップATX電源や、瞬停・停電対策が可能
な基板型スイッチング電源をメインとして展示し、上記電源システム
展でも行った各種デモを今回も実施しました。
業界の動向や情報をお聞きすることもあり、有意義な展示会出展に
なったと満足しております。

夏

ニプロンソフトボール大会

氷

優勝は生産本部チームでした
4月22日、尼崎市の野球場にてソフトボール大会を開
催しました。当日は天候にも恵まれ、汗ばむほどの陽
気となりました。本社（阪神夢工場）・中央夢研究所
（西部営業所）の組織を4チームに分け、トーナメント
形式で試合を行いました。
約60名が選手として参加し、社員の家族を含め約30
名が応援として声援を送りました。
対戦結果は以下のようになりました。
優勝 生産本部チーム
準優勝 西部営業・技術統括本部チーム
同率3位 生産調達本部・管理本部チーム
本部営業・研究開発本部チーム
初戦は2戦とも両者譲らずの接戦に。そして勝ち抜い
たチームが進んだ決勝戦は、酒井社長の始球式で
幕を開け、生産本部チームが圧倒的な打撃力で優勝
を掴み取りました。

多種多様の電源を取り揃えています！まずお電話を
13
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社長が語る！TOPセールスコーナー
第25回

日本のエネルギー需要は、50％を再生可能エネルギーで

この5月23日から1週間、
スイス・チェコへの観光旅行へ取引信用金庫の方々と行く機会がありスイスの3名峰の一つユングフラウ(標高4,158m)に登ってきました。
景色の素晴らしさは言うまでもありませんが、
スイスの水資源活用の凄さに感心しました。
私が電源屋と言う商売柄からと思いますが、
スイスは日本と似ていて資源は無く、あるのは高く厳しい山々と降り積もった雪解けの水の豊富さです。昔はたいへん
貧しい国で有ったがため知恵を出す事に長け、時計などの軽工業で豊かにすると共に水資源を最大に活かし電気エネルギーとし、国全体のエネルギーの48％を
賄っているそうです。高い山から雪解けの水がいたるところで滝となり、各所で水力発電が行なわれていました。又季節ごとに変わる水の量や流れを木の柵を変
化させてコントロールするなど発電量を保つ工夫などが有り感心しました。
この水力発電100％のエネルギーで走る、ユングフラウ鉄道の電車は100％スイス製でヨーロッパ一標高が高い鉄道駅「ユングフラウヨッホ」
（3,454m）
まで力強く
登って行きました。
日本の国と、
スイスは国民性も似ていて共通点も多く、2014年には国交樹立150周年を迎えたという事もあり親和性を感じました。その様な事
もありスイス観光で電気ショックが私の感性に働き、色々と思いを巡らし日本国ももっと小型水力発電も建設し水力及び太陽光や、風力エネルギー等の自然再生
可能エネルギーを活用し国のエネルギー消費量の50％以上を担うべきであり可能であると考えました。本気でその気になるか否かです。
今や、テスラのイーロン・マスク社長がEVの普及に火をつけ、欧州の大手名門自動車メーカが一斉にEVへ舵を切り始めたことから、急速にEV化に進むと予想され
ます。再生可能エネルギーでの自前化を進め原油をはじめとする化石燃料輸入を減らし貿易収支、経常収支の大幅な改善を可能にし、問題の財政改善を早急に
すべきであり可能であると確信します。
ニプロンのPVマキシマイザー、
グリーンベストミックス電源等のグリーンエネルギーを電力へ変換する電源開発を時代の到来を読み、又使命感も持ち商品開発
から事業化への道のりは既に5〜7年を費やしました。事業と言うものは他社が遣るから我が社もでは遅きに失し、時代を見つめ、その先を読み見通す力があって
こそ事業家と言えると思います。
今はFIT規制が発令されPV業界は厳しい状況ではあります。
しかし、ニプロンはそもそも太陽光発電ブームには参加できず、
この次の時代の到来（蓄電を含むPV
利用やHVDC時代）を予見し本気で取り組んできました。今日までは、思う様には商品は認知されず苦労をしましたが、あきらめる事は無く需要の掘り起こし、市場
を創造する位の使命感で進めてきました。お陰様で、最近は認知も進み多くのビジネスを頂くようになってきました。
今回のスイスの旅は単なる観光旅行ではなく、何かを発見し気づきを感じる旅でありました。

株式会社ニプロン

展示会出展のご案内
第4回 関西スマートグリッドEXPO 出展のご案内

代表取締役社長＆営業本部長
酒井 節雄

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。

9月20日～9月22日にインテックス大阪にて開催されます、第4回 関西スマートグリッドEXPOに出
展致します。
本展示会はスマートグリッド/スマートコミュニティの構築に必要なあらゆる製品・技術が一堂に出
展する専門展です。ニプロンでは、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
て、既設の太陽光発電システムに組込むことで、既設システム構築時の固定売電価格のまま発
電量・発電効率を向上し、蓄電した余剰発電分を夜間に売電が可能な「PVeXpander100」のご紹
介などを予定しております。「PVeXpander100」の詳細は本誌でも紹介しておりますので是非ご参
照下さい。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：２０１７年９月２０日（水）～２２日（金）
会場：インテックス大阪 ５号館
ブース番号：１８-５０
※ 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
前回の様子

「電源に困った時」 ニプロンにご相談下さい

http://www.nipron.co.jp/
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予測できない時代だからこそ、

挑む！
皆様、こんにちは！お元気ですか････2017年7月3日松阪夢工場へ訪問し、「36期目

ない。これは当然のこととして過去の戦乱と比較し難い結末を描くよりは、平和的な

標達成ご苦労様でした懇親会」の帰路（4日）車中にて、この原稿をまとめています。

混迷の方がすっきりはしないが良いに決まっている。

2日（日曜）は各地で地方選挙が行われていました。その一つが最大の話題の東京

日本の経済は、東京オリンピックに向かって、多くの人が実感できない高景況感が続

都議選であり、予想を大きく上回る結果で小池百合子率いる都民ファーストの会が、

きそうにあるが、既に始まっている米国の利上げ政策への転換は、遅れながらも日

過半数を上回る55議席を獲得し大勝利を収めました。狡さが目立つ公明党は常に

本に利上げ圧力が出てくると思われる。その際、日銀が大量に市場にばらまいた過

勝ち組に付き、キャスティングボードを握る戦略で獲得した24議席を加えれば、小池

剰流動性から生じる混乱から通貨安(円安)が過度に生じ、期待インフレ2％を大きく

独裁状態になる。都議会自民党は半減以下の23議席に沈み、同じく左翼系革新の

超えて10％台に進む危険もある。だからと言って不安感で思考停止するわけには行

民進党はそれ以上に酷い５議席となり、地滑り的に人気を落としている。

かないし、当社を含め多くの企業はどの様な舵取りをしながら経営をして行けば良い

この政治景色は、どこかの国で有ったようで何か世界の流れを感じる。既成政党の

は投資を控え有利子負債を増やさない判断が、正当性がある様に思えるが、果たし

保守、革新が共に大敗戦し、急に出来た素人集団の政治組織に大衆が投票する様

てそのような事で良いのであろうか････特に永続性を狙い価値ある企業を目指すニ

は何を意味するのか････

プロンに於いて、停滞は死を意味すると考える。

ものかと何時も考える。日本的な思考で安全性を第一に考えれば、はっきりするまで

フランスの新大統領マクロン氏が創設した新党「共和国前進」と、「都民ファーストの
会」の生い立ちと構成はそっくりである。東京都民（日本で一番富める財政豊かな都

先進国が衰退し後進性が増す中、一帯一路を唱え野心的に世界支配を狙う中国、こ

民）が、何故このような選択をしたのか？築地の豊洲移転問題？それ程大きい政治

の国は中華思想を根底に持ち、国のバックアップでダイナミックに躍動する中国の新

問題かな････マスコミが作り上げる危機の扇動が国民、都民の判断を狂わせ大きな

興企業、未だ発展途上にある韓国や台湾企業もバイタリティーがある。又、インドや

うねりとなった。今仮に、国会の解散総選挙をすれば、驕る自民党へ又、安倍一党

インドネシア等の新興勢力の企業も同様に日本企業の弱体化を好機と見て、追い上

独裁に大懲罰をと言った流れになり、自民の大敗北は免れないと思う。安倍さん降し

げてくる現象が出始めている。

は、民進党の党勢回復への必死のスキャンダル探しによって問題化し、喧嘩両成敗

今、日本の国や大企業は先進国病に覆われ老大国化に向かっているように思う。新

の如く自民党、民進党の両勢力に鉄槌が振り下ろされたと感じる。

興勢力の台頭に対して正当な新しい考えの下で対応するための努力を怠れば、即ち

盛り蕎麦（森友）、掛け蕎麦(加計)疑惑で国民の信を落とし、何か変なところがある稲

後送り思考や過度な慎重論を選択すれば、世界のマーケットのみに留まらず、日本

田防衛大臣の度重なる失言問題、豊田真由子衆議院議員による男性秘書の虐待

のマーケットもアジア勢を中心とした企業に取られてしまう。他の電機産業と同様に

暴露等が重なり、安倍降しは止みそうに無い。頑張れ！安倍さんと声援するが果た

我々の住む電源メーカにも廃業の嵐に輪をかける懸念があり、顕在化しつつある状

して持つかな？と心配になる。そこに次の受け皿と狙う麻生派の大合併ニュース。何

況です。

か裏が有りそうな予感がする。

我々は、この難しい社会構造変化に対して何が正しいのか？････どの道を選ぶべき

今の世界、又日本は安倍さんを必要としていると強く思う。多くの国民や経済界のお

なのかを真剣に考え努力をしているが、その方法、対策は活力を蓄え維持し続ける

偉方も、その思いは同じと思うが、本人の粘り根性が必要、私なら投げ出すでしょう

ためには、常に活力を生む投資と開発魂を滅せずに継続し続ける事でしかない、

が、命を懸けている安倍さんの想いを大切にしたい。マスコミが悪い！こんな些細な

努々停滞を許容すべきではないと考えている。

事で日本の大事、世界の大事を壊して良いのか････義憤を感じるが世間は怖い。何
が起こるか判らない。

ニプロンは、この7月から新しく第10次中期経営計画をスタートしました。100億リベン

世界中の人々は何か言い知れぬ不安を抱き、政治の世界を混乱させているようにも

100億企業とし、永続するニプロン建設に全社員が一致結束し行動を開始している所

見える。今こそ、大リーダーの出現が待たれる。小物政治家が多くなると、何時の時

です。今はAIブームや、VR、ARと言ったデジタルイノベーションが社会現象に成りつ

代も不安定になるものであり、世界を牽引する大リーダーの出現が望まれるが、期

つあり、その結果専門家が要らなくなるのではないか････人間の仕事はリアルな力

ジ中計と呼び、大博打を打つのではなく努力を積み重ね、着実に活力の強化を図り

待される覇権国のアメリカの大統領ドナルド トランプ氏は、世界をまとめるどころか

仕事かサービス業ばかりに成るのでは？との心配が出るが、その時代に応じた創造

逆にアメリカファースト主義を唱え米国民の一定の支持を得て暴走している。この結

的な仕事が現れるものであり、技術の進歩・発展を恐れる事や、逆に侮ることは危険

果としては、いずれ過去の歴史と同じ道を進み、世界大乱の挙句、またまた破壊か

になります。我々は常に現実を直視し、謙虚に向かい合って新しい流れを柔軟に取り

らの復興と言う共通目標に向かって平和と安定を迎えるのか････現代の世界の管理

込んで行き、活力ある会社作りを進める。そして全社員が価値ある生き方、ゆとりあ

は過去と比べ進んでいるので、各国がそれぞれ自国ファーストを唱え危険な感じも

る生活を得るための「働き方改革」を進めて行きたいと考えています。

するが、ガタガタと世間は喧噪状態ながらも諦め感などで落ち着いていくのかも判ら
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