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こ こ が見どころ
1

ＧＰ電源特集
様々な用途で活用できるニプロンの太陽光発電ソリューションをご紹介。

2

高ピーク対応電源特集
ニプロンの電源は、モータ負荷に最適なピーク対応電源です。
お客様の環境に合わせた最適な電源をご提案致します。

様 々 な 問 題 を解決する

高 額 な 連 系 負 担 金・ 連 系 許 可 待ちや
出力 抑 制などの問 題 を
PVマキシマイザー
PVガードミャン

発電量を最大化
Ｏ＆Ｍ費用削減

解 決 する。

過積載＋24時間売電
ＰＣＳ定格を超える余剰電力を蓄電池に貯め、貯めた電気を２４時間連続で
売電することで高い売電収入が得られます。

太陽光パネル

PCS定格を超えた
余剰電力

蓄電システム

余剰蓄電システム

余剰電力

状況に応じて
システム拡張可能

夜間売電

PCS対比
５〜１０倍発電

夜明売電

出力

PCS定格

拡張売電

通常の売電

時間

こんな 問題 抱えていませんか？

売電価格が年々下がっているし、
新しく事業を始めるのは難しいのでは？

高額な連系負担金を
連系に時間がかかると

請求されてしまった。

ニプロンWEB直販制度をお勧めします

言われてしまった。

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

蓄電システムに興味はあるけど、
採算が取れないのでは？

1000 坪（3305 ㎡）程の
遊休地を有効活用したい。

蓄電システムで高額な連系負担金を削減
1

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

すべてＰＶｅＸｐａｎｄｅｒで
1000坪の遊休地を有効活用

解決！
http://www.nipron.co.jp/
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太 陽 光 発 電 事業に革新をもたらす

最大

低圧

超

24

過積載

時間
連続売電

蓄電システム「ＰＶ ｅＸｐａｎｄｅｒ」
Ｐ Ｃ Ｓ対比５〜１０倍のパネル設置＋蓄電システムで
最大２４時間連続売電
低圧太陽光発電所に大幅な過積載を行い連系負担金や設備費を抑えつつ、余剰電力は蓄電池に貯め連続売電を
行うことで、売電収入を増加させる低圧余剰蓄電システムです。
本システムに含まれているＰＶマキシマイザーにより、狭い土地や設置条件の悪い土地にもパネルを敷き詰めら
れるため造成費用の削減も可能です。

上 げる

発電量を

ＰＶマキシマイザー

発電所を

護る

ＰＶガードミャン

10倍
50 kW

500 kW

24

時間

連続売電

太陽光パネル

最大24時間連続売電で売電量UP
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蓄電池

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

PV eXpander 導入メリット

１

２

高圧連系に比べて

３ ＰＶマキシマイザーによって

申請が容易なため、スムーズに発電が開始でき、連

影、ストリングに影響されない自由な設計が可能な

系負担金も削減可能

ため、遊休地の有効活用が可能

高圧の発電所よりも

４

高圧キュービクルが不要なため、初期コストの低減
が可能

ＰＶガードミャンによって
独自のストリング監視システム PV ガードミャンを
構築可能

電気主任技術者の選任が不要でランニングコストの
低減が可能

ストリングごとに I-V, P-V カーブで診断し、異常を
早期に発見、O&M 費用の削減に貢献

変電設備

PV eXpander 設置イメージ
PCS：

約 49.5ｋＷ

300ｋＷ設置に必要な土地面積

太陽光パネル： 約 300ｋＷ
（6 倍過積載）
蓄電池容量：

太陽光パネル

約 400ｋＷｈ

約1,000坪

PCS

蓄電池コンテナ（屋外タイプの一例）
蓄電池設備

少量危険物取扱所
第４類

2690

品

名

最大数量

第２石油類
リチウムイオン電解液
３７８．８Ｌ（０．３７９倍）

火気厳禁

7700

PVマキシマイザー設置イメージ

PVマキシマイザーは接続箱同様、架台下な
どへ設置が可能です。

ストリング単位で発電量を最大化

http://www.nipron.co.jp/
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発電効率を高め、売電収入アップ

PV マキシマイザー

発電所の価値を高める ＰＶマキシマイザー
ストリングごとの高精度監視 ＰＶガードミャン

Ｂ-ＰＶＭ

※内部写真

Ｓ-ＰＶＭ

PVマキシマイザー ＆ PVガードミャン システムイメージ
ＰＶガードミャン

不揃いな電圧を一定化

ゲートウェイ

インターネット

ＰＶマキシマイザー

クラウドサーバー

ストリング発電データ

一定電圧まで昇圧し電圧差を改善

閲覧
発電異常が発生したストリング

状態診断

通知

ストリング発電特性データ（I-V曲線）

Ｉ-Ｖ

Ｐ-Ｖ
通常

逆向き 不揃い

異種

故障

影

パネルの故障や影、異種パネル混合、パネル向きの不揃いなどによって落ち込んだストリングの電圧を最大電力点を維持したまま昇圧。ストリ
ング間の電圧差を解消し、発電可能なパネルから最大限の電力を取り出すことが可能になります。
ストリングごとのI-V、P-Vカーブをリモートで診断する高精度監視システム「PVガードミャン」の構築も可能です。PVマキシマイザーによる高
精度の監視によりO&Mコストを低減しながら、売電収入を増加させます。

太陽光発電の必需品 PVマキシマイザー
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http://www.nipron.co.jp/

PVマキシマイザーで限られた土地を有効活用

パネルの集積配置
アレイの前後間隔を狭めて、パネルを集積配置。影がアレイにかかったとして

通常配置

（イメージ）

も、PVマキシマイザーが発電量を引き上げる為、設置が可能です。パネルの枚
数を予定よりも多く設置し、面積当たりの発電量を増加させることが出来ます。

電力の推移 ( 一例 )

累積発電電力量

10,000

+97.5%

8,000
6,000

[

Wh

広い ＝広大な面積が必要

11,170Wh

12,000

集積配置

アレイ間隔を狭める

5,654Wh

4,000

（イメージ）

]

2,000
0

8:00

10:00

12:00

PVマキシマイザー有

14:00

16:00

18:00

PVマキシマイザー無

狭い＝面積当たりの発電量アップ
影がかかっても PV マキシマイザーで
効率改善

東西南北の法面にパネル設置
北面などの設置条件が悪い場所でもパネルを設置す
ることが可能です。条件次第では従来設計の150%

北面にもパネルを設置出来る
ので土地の有効活用が可能

北向きパネル発電量の比較 ( 一例 )

から200%増しまでパネルを設置することが
可能になり、発電量を大幅に増やすことが
可能です。

+26.0%
PVマキシマイザー無

PVマキシマイザー有

PVガードミャンで高精度監視によるＯ＆Ｍ費用の削減

ストリング毎にＩ-Ｖ、Ｐ-Ｖカーブの取得が可能
一般的な監視システムでは電流のみの監視しかできません。そのため、I-V、P-Vカーブ（特性）の計測を行う際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。しかし、PVガードミャンは独自の監視方式を採用しており、遠隔地から
I-V、P-Vカーブを用いた高精度な監視が可能です。

Ｉ-Ｖ

Ｐ-Ｖ

リモートでI-V、P-Vカーブの取得が可能で
遠隔自動特性カーブ診断で手軽に精密検査
インターネットを通じて発電状況の把握が可能
発電電力や温度・日射量などの情報も確認可能
もしもの時の自動発報メール機能搭載

既設発電所の価値を高めるPVマキシマイザー&PVガードミャン

http://www.nipron.co.jp/
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納入事例
太陽光
257.52kW

ＰＶＭ

蓄電池
440.37kWh

納入製品

D社 様

ＰＶマキシマイザー
ＰＶｅＸｐａｎｄｅｒ

栃木県

5 0 0 ％のスーパ ー 過 積 載 を行うことで P C S の 稼 働 率を上 げ つ つ 、
余 剰 電 力は 蓄 電し長 時 間 売 電 を実 現
P C S に 対 し て 大 幅 な 過 積 載 を 行 い 、余 剰 電 力 を 蓄 電 し 長 時 間 連 続 売 電 を 可 能 に す る
P V e X p a n d e r（ 余 剰 蓄 電 シ ス テ ム ）を ご 採 用 頂 き まし た 。

GBM 電源（充放電制御盤）

PV マキシマイザー

257kWのパネルを低圧連系。蓄電池も活用しPCS稼働率をUP
PCS定格を超えた
余剰電力

50kW 未満の低圧連系は、高圧連系に比べ、イニシャルコスト・ランニングコ
ストを低く抑えることが可能です。低圧連系の設置基準では、太陽光パネル

余剰電力

か PCS のどちらか少ない方の容量が 50kW 未満であれば低圧連系が可能です。
500％）を設置することで低圧連系を行います。しかし、このままでは

拡張売電
出力

PCS の容量を上回る余剰電力が多すぎるため、大きなメリットが得られま
せん。そこで余剰電力を蓄電池に貯め、夜間等に蓄電池から売電を行うこ
とでシステムの稼働率を上げ、売電収入を増加させます。

スーパー過積載と蓄電池を組み合わせて売電収入をUP
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通常の売電

夜間売電

このシステムでは 49.5kW の PCS に対し、257kW のパネル（過積載率約

ピークカットライン
（PCS定格）

時間

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

システム構成（イメージ）

新設PV (257.52kW)

PVM

PV̲1 (35.52kW)

蓄電池 (440.37kWh)
PCS̲1 (9.9kW)

PVM

PCS̲2 (9.9kW)

PVM

PV̲3 (71.04kW)

PCS̲3 (9.9kW)

PVM

PV̲4 (44.4kW)

PCS̲4 (9.9kW)

PVM
GBM

PV̲5 (59.2kW)

双方向

GBM
双方向

GBM
双方向

GBM
双方向

GBM

PCS̲5 (9.9kW)

双方向

1

N

パネル

系統連系

PV̲2 (47.36kW)

257.52kW

1

収納コンテナ

高圧の発電所に必要な

5倍
50 kW

250 kW

高圧キュービクルが不要なため、初期コストの低減が
発電量を

太陽光パネル

可能

上 げる

ＰＶマキシマイザー

蓄電池

電気主任技 術者の選任が不要でランニングコストの
低減が可能

高圧の発電所よりも

ＰＶマキシマイザーによって

申請が容易なため、スムーズに発電が開始でき、

影、ストリングに影響されない自由な設計が可能な

連系負担金も削減可能

ため、遊休地の有効活用が可能

高圧連系と比べ低圧連系は、スムーズに発電の開始が可能

http://www.nipron.co.jp/
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売電だけじゃない！ 太陽光発電の活用法！
太陽光で発電した電力は、工場・データセンター・マイニングなど、様々な用途で活用できます。エネルギー使用効率のアップ、
発電ロスの削減等、お客様のニーズに電源メーカーならではの製品とノウハウで最適なソリューションを提供します。

PVマキシマイザーを活用したマイクログリッドシステム
①

① AC-DC整流器 <定電圧電源>

整流器

商用電源（3φ200V）の取り込みが可能
発電電力量が低下した際に系統から電力を供給します。

商用AC

GPSA-5000

蓄電池残量が不足した場合に

GPSA-5000
3並列内蔵モデル例

商用電源から無瞬断バックアップ。

ＨＶＤＣ
太陽光発電

PVマキシマイザー

②

太陽光発電が最大電力を出力できるように制御 (MPPT 制御 )。

データセンター

工場

得られた電力を安定して HVDC 電圧まで昇圧します。

② HVDC入力対応 サーバー用電源
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
太陽光発電の余剰電力を蓄電池に蓄え、

蓄電システム

pNSP2U-1000P series

供給不足時に蓄電池から給電。直流リン

連続最大：

ク式優先制御により自動でモード切替。

ピーク：

800W
1000W

※HVDC入力対応ユニットは開発予定

類似例
優先制御により高い可用性を実現したシステム

ＰＶマキシマイザー
発電量を最大限に
引き上げる

さくらインターネット様では、北海道石狩市にて大規模なデータセンター
を運営されています。このデータセンターでは、太陽光発電の電力を優先
的に消費する直流リンク式の優先制御に弊社の PV マキシマイザーが採用

太陽光発電所
優先①
３８０Ｖ

されています。

優先②
３４０Ｖ

優先制御の仕組み
① 太陽光が発電していれば、優先して給電

電力会社
（交流）

② 太陽光がなくなれば、電力会社から給電

優先③
２６４Ｖ

ＨＶＤＣ

サーバー

③ 停電になれば、非常電池から給電

非常電池

直流給電で高効率システムを実現
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http://www.nipron.co.jp/

発電した電気は使う時代へ

太陽 光

マイニング
従来方式よりも効率５% ＵＰ！太陽光自家消費型マイニング用電源
従来方式

太陽光発電のエネルギーを負荷へ供給する場合、太陽光の DC を PCS で AC に変換し、その AC を負荷で使用
する DC に変換して利用するのが一般的です。そのため、AC-DC の電力変換回数が多く、非効率となります。

従来方式

DC

AC

ＰＶ

接続箱

ＰＣＳ

DC

効率
PCS 変換効率

96％ typ

( 接続箱含む )

負荷

ATX 変換効率

91％ typ

( 高負荷時 )

負荷

トータル効率

87％ typ

ＡＴＸ電 源

ＡＣ

（リグなど）

（リグなど）

ニプロン

ニプロンの PV マキシマイザーと、今回ご提案する DC+AC ハイブリッド入力対応電源を利用することで太陽光
の DC を DC のまま負荷へ供給することができ、効率アップを実現します。PCS が不要になり、コストダウンも
期待でき、また AC 連系もしないため連系協議も不要です。

ニプロン方式

DC
ＰＶ

DC
ＰＶマキシマイザー
（接続箱機能付）

DC

効率

ＤＣ+ＡＣハイブリッド電源

負荷

ＡＣ

PV マキシマイザー
効率

99％ typ

( 最大効率 )

ハイブリッド電源効率

93％ typ

( 太陽光入力時の効率 )

トータル効率

92％ typ

（リグなど）
（イメージ）

特長

５ 効率 UP
％

仕様
出力

太陽光発電時の効率で、約 5％ 効率アップ。
さらに、「PV マキシマイザー」でストリング単位の
最適制御を行い、発電量を増加。

入力

出力電圧：

DC12V

AC： 100/200V

連続最大：

2700W

DC： 400V

ピーク最大：3000W

PV マキシマイザーに導入の、遠隔監視、診断を

外形サイズ

行う「PV ガードミャン」で、O&M 費用を削減。

132.4
（3U）

PCS 不要で、コスト低減、連系協議も不要。
売電を行う場合は、過積載での余剰電力を

（イメージ）

430

460

（19 インチラック 3U シャーシ）

マイニングに利用するご提案も可能です。

※ 開発中製品のため、記載している仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

太陽光自家消費、余剰電力の活用方法

http://www.nipron.co.jp/
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搬送機器に最適 !!

高ピーク対応電源特集
ピーク負荷電流の対応で必要以上に大きな電源を使用されているケースがあります。当社の高ピーク対応電源を使用して頂く
ことで小型化、低コスト化が図れます。伊東電機様のご協力のもと、モータローラを用いて当社電源(GPSA-600)1台でどれだけ
のピーク対応が可能かを実測しました。

全ゾーン一斉起動時のピーク電流測定結果
伊東電機株式会社様のご協力のもと、GPSA-600-24P 1台でモータローラ（パワーモーラ）を何ゾーンまで起動できるのか？
実測を行い検証しました。
測定条件
搬送方法：一斉起動（0.3sのスロースタート設定）
搬送速度・重量：60m/min・40kg（各ゾーンに配置）
接続ゾーン数※：1, 4, 8, 12ゾーン

一斉起動とは・・・下流ゾーンの搬出開始を確認後、自ゾーンの搬出を行います。
スロースタート設定とは・・・パワーモーラ起動から設定速度に達するまでの時間設定で
スロースタート設定を行うことで荷崩れを防止することができます。

※ゾーン…パワーモーラ1本で フリーローラ数本（今回の測定では8本）をベルト連動させた部分

測定：1ゾーン、4ゾーン、8ゾーン、12ゾーンでそれぞれ一斉起動させたときのGPSA-600-24Pのピーク電流値と電圧を測定
モータローラ（パワーモーラ）
：伊東電機社製「PM486GE-60」
ドライバ：伊東電機社製「CB-016N6」

は1ゾーンを表します。

はフリーローラ、

はモータローラを示します。

進行方向

40kg

40kg

40kg

40kg

40kg

測定結果
今回のパワーモーラ 一斉起動（0.3sのスロースタート設定）では、14ゾーンまでの確認を行い、全て起動することが確認
できました。よって、GPSA-600-24Pは14ゾーン程度までの動作能力があると判断できます。
ただし、14ゾーンにおいては過電流保護（OCP）状態に入り、出力電圧に若干の落ち込みが見られたため、製品仕様と
しましては、12ゾーンまでのご使用を推奨いたします。

モータのピークに合わせた電源選びが重要です。
始動時=ピーク時
定常時

左図はモータ負荷の波形の一例です。
モータは始動時に定常時よりも多く負荷容量を必要とします。また、搬送物や
搬送方法に依っても負荷容量は変わってきます。
特に負荷容量の変動が大きく、繋ぐことで動作を開始するACモータローラと比べて
DCモータローラでは、電源の選定にまで踏み込む必要性がありユーザー様の
ご負担は大きくなっていると思います。

ニプロンの電源は、モータ負荷に特化したピーク対応電源です。
フレーム長、ゾーン数、モータ数から最適な電源をご提案致します。

搬送機器の採用多数 ニプロンの高ピーク対応電源
11

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

ピーク対応電源ラインアップ
モータ駆動数・電源対応表
モータローラ駆動本数

電源型式

入力電圧

出力電圧

1～2本

OZP-120-24

AC85～264V

DC24V

120W

216W

3本

3本

UZP-150-24

AC85～264V

DC24V

150W

400W

4本

5本

OZP-200-24

AC85～264V

DC24V

200W

400W

5本

6本

OZP-350-24

AC85～264V

DC24V

350W

600W

12本

14本

GPSA-600-24P

AC85～264V

DC24V

600W

1440W

推奨

実力

1～2本

定格容量/ピーク容量

※冷蔵、冷凍倉庫など摩擦係数が通常よりも大きくなる環境でご使用頂く場合、モータローラの本数を減らす必要があります。詳細はお問い合せ下さい。

OZP-350-24

大容量･高効率 基板型スイッチング電源

ＯＺＰ-３５０-２４
モータ５本駆動可能!!
350W定格

ピーク容量600W(10秒間)

サイズ
95(W)×47(H)×222(D) (オープンフレームタイプ)
107(W)×57(H)×252(D) (カバー付きタイプ)

UZP-150-24

小型･大容量･高効率 基板型スイッチング電源

ＵＺＰ-１５０-２４
モータ３本駆動可能!!
150W定格

ピーク容量400W(10秒間)

サイズ
75(W)×35(H)×168(D) (オープンフレームタイプ)
83.8(W)×45(H)×188(D) (カバー付きタイプ)

GPSA-600-24P

大容量･高ピーク ユニット型スイッチング電源

ＧＰＳＡ-６００-２４Ｐ
モータ１２本駆動可能!!
600W定格

ピーク最大容量1440W(5秒間)

サイズ
128(W)×61(H)×240(D)

まだまだあります！ピーク対応電源！お問い合わせください！

http://www.nipron.co.jp/
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展示会出展のご案内
国際物流総合展2018 出展のご案内
会期：２０１８年９月１１日（火）～１４日（金）
会場：東京ビッグサイト 東８ホール
ブース番号：8-510
9月11日～14日の4日間、東京ビッグサイトにて開催されます、
「国際物流総合展2018」に出展致します。本展示会は、最新物流機器・システム・サービス等のソ
フトとハードを一堂に結集し、交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを
目的とし、経済活動のインフラとして不可欠な物流・ロジスティクスの先進情報が収集できる日本
唯一・アジア最大級の専門展示会です。
ニプロンのブースでは、多くの搬送機器メーカーのお客様にご採用頂いている「GPSAシリーズ」や
「OZPシリーズ」を始め、多数の単出力電源を展示致します。又、弊社製品をご理解頂く為に、実際

OZP-350

にOZPを活用した搬送デモンストレーションも展示する予定ですので、ご来場頂いた際には、是非
ニプロンのブースまでお越し下さい。

GPSA-1000

第5回 関西スマートグリッドEXPO 出展のご案内
会期：２０１８年９月２６日（水）～２８日（金）
会場：インテックス大阪 ５号館
9月26日～28日の3日間、インテックス大阪にて開催されます、
「第5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・分散型エネ
ルギーシステム構築に必要な、あらゆる製品・技術が一堂に出展する専門展です。
ニプロンのブースでは、落ち込んだストリングの電圧を最大電力動作点を維持したまま昇圧する
ことでストリング間の電圧差をなくし、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
る「PVマキシマイザー」や、高精度の監視、診断をリモートで行うことができる「PVガードミャン」、連
系負担金を節約、造成費用を抑え目一杯のパネルを設置可能な「PVエキスパンダー」の展示を
行います。また、過去の展示会でご好評頂いている、各製品のプレゼンテーションもブースにて行
う予定です。ご来場頂いた際には、是非ニプロンのブースまでお越し下さい。
昨年のプレゼンの様子
※ 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。 （TEL）06-6487-0611（FAX）06-6487-0523
株式会社ニプロン 空営業課
（E-MAIL）support@nipron.co.jp

展示会出展のご報告
IoT/M2M展に出展致しました。
5月9日～11日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されました、

ＮＥＷ ＨＰＣＳＡ-７００Ｐ（IoTモデル）

ＮＥＷ ＨＰＣＳＡ-１５００Ｐ

「第7回IoT/M2M展」に出展致しました。
ニプロンのブースでは、開発中製品である「HPCSA-700P」のIoTモ
デルの実機デモと、大容量ATX電源「HPCSA-1500P」をメインに
展示を行いました。
※写真は開発中の物です。

特に「HPCSA-1500P」は、近年大きな盛り上がりを見せるディープ
ラーニング、GPUサーバー向けの製品で、150 0Wという大容量の
ATX電源の為、ご興味を持たれた多くの方が足を運んでくださり、
具体的なお話も頂き、今後成長していく市場であることを再確認で
きた展示会となりました。
ニプロンブースの様子

多種多様の電源を取り揃えています！まずお電話を
13

IoT デモの様子

新製品 HPCSA-1500P
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PVマキシマイザー コーナー
おかげさまで 5,000ストリング 突破！
ストリング単位で発電量を最大化することができる「PVマキシマイザー」ですが、2014年の発売以降おかげさまで、累計5,000ストリング分の出
荷台数を突破いたしました。総容量としましては、約24MWとなります。
ご採用いただきましたお客様、誠にありがとうございます。

PVマキシマイザーは、ストリング単位でMPPT制御を行うことで、影対策や、集積配置、東西南北全方角配置などが実現できる他、遠隔診断が
可能な「PVガードミャン」導入によるO&M費用の削減や、蓄電システムの構築が可能という点をご評価いただいておりますとともに、当社は産
業用スイッチング電源専業の国内メーカーで、約40年間、国内設計、国内生産を続けてきたことによる「安心感」をお持ちいただくことができ多
くご採用いただいております。

PVマキシマイザーをはじめとする「次世代パワエレ」市場ですが、日本におきましては稼働中の太陽光発電所のうち、利用率は1％に満たないと
言われていますが、世界では、2016年で約5％の3.2GW、2020年予測では約9GWに拡大すると言われています。
太陽光発電所を最適化し、発電所の価値を高める「次世代パワエレ」の必要性が高まっているなか
PVマキシマイザーにおきましても、お客様の太陽光発電所をパワーアップし、価値を高め、さらに当社独自の遠隔診断、蓄電システムの構築も
できる製品になっておりますので、ご興味ございましたらぜひご連絡いただけますと幸いです。
PVマキシマイザー

PVマキシマイザー設置例

※内部写真

ISO9001・ISO14001 認証更新のお知らせ
ISO9001・ISO14001 認証を更新しました。
ニプロンは、インターテック・サーティフィケーション株式会社様により
・ISO9001(品質に関する国際規格)
・ISO14001(環境に関する国際規格)
上記規格について、最新規格の2015年版へ移行しましたので、お知らせいたします。

ニプロンは、事業理念である『護る』の取り組みとして、『地球環境を護る』を掲げ、
環境への影響を持続的に改善し続けると共に、
ニプロンが開発製造販売するすべての製品の品質に対して、
『品質向上及び高品質の維持』
『お客様の要求される製品を創る為の管理体制の確立』
『品質は技術が基盤となり、それを確実に製造で創り込むもの』
『不適合に対する迅速処置及び再発防止体制の確立』
上記の認識を持って、製品の品質維持と改善を追求してまいります。

「電源に困った時」 ニプロンにご相談下さい

ISO 9001:2015認証書

ISO 14001:2015認証書

http://www.nipron.co.jp/
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経営も勝負

「負けたらあかん！」
2018年(平成30年)7月1日 皆さん、おはようございます。当社は、本日から新しく38期に

（PVエキスパンダー）の受注成約が多く絶好調でしたが、後半は増設規制が発令さ

入りましが、今年は、私にとって大変良い年になりました。大きな喜びがすでに二つ発

れる等で市場は急冷し、誠に厳しい状態です。しかし、将来の市場展望は確実に明

生しました。

るいため、めげることなくアイディアと実行力を生かして経営計画の達成へ尽力して
いく決意です。

その一つは、5月10日東京プリンスタワーホテルで旭日単光章という栄誉ある勲章
の授与と賞状を賜り、その後に皇居へ拝殿し、天皇陛下より叙勲に対する有難いお

話は変わりますが、昨日ロシアワールドカップ2018で日本チームがベスト8入りへの

言葉を頂くことができ、一緒に勲章を頂きました家内と共に大変有難く、感謝をした

ベルギーとの決戦を深夜3時からテレビ観戦をしていましたが、予選リーグのポーラ

次第です。

ンド戦の消極的な戦いぶりとは大違いで各選手の素晴らしい戦いぶりに大いに感

この叙勲は、まさに青天霹靂であり、何を国家・社会に貢献できた働きがあったのか

動した次第です。

と想い振り返ると、恐縮ながら申し訳ない気持ちがありました。現役の経営者が叙

監督の指揮次第で、又戦略的意図次第で、あれ程選手の働き方や、動きが変わる

勲を受けることは難しくまれであるとの話も聞き、又晴れがましい気持ちになった次

のかと改めて驚きを覚えたものです。

第です。この叙勲の推薦は、日本政策

西野監督への評価は分かれていますが、素人の外野からの評価で申し訳ないです

金融公庫(神戸支店)様より受けたもの

が、あれだけ素晴らしい選手の力があり監督の采配次第で勝たせてやることができ

であり、理由は長年全くの零からの起業

たのではないかとの思いが悔しさと、腹立ちの入り混じった監督批判の感情が予選

で47年間の苦節の上、今日では中堅企

当時からありました。

業として直流電源装置専業として、それ

西野監督はワールドカップ入り2カ月前に急に決まり、調整試合で負けが続き本番に

なりにお役に立つ企業になったからと

臨みコロンビア戦を予想に反し勝利したことは見事であった。前外国人監督と違い、

思っています。その点をご評価戴き「中

選手との対話を重視し、コミュニケーション力を活かした信頼関係の強化により、選

小企業振興に貢献」との理由で、有難く

手のやる気と力を引きだす効果が大きくあったことは事実と思いますが、妙な西野イ

拝受いたすことになりました。この事は、

ズム(又は日本流)が2戦目のセネガル戦にも見え隠れしていた。3戦目のポーランド

長く支えて戴きましたお客様、仕入先様、

戦では極端な西野哲学（戦法）が出た選手起用と消極戦法であった。初めから引き

金融機関等のステークホルダーの皆

分け狙いの戦い方で、逆にそれが仇となり１点先取され、後半はご存知の通り、負け

様方の御陰であると改めて感謝申しあ

ても良いのでこれ以上悪くしない、みっともないパス回し戦術を繰り返し、ペナルティ

げます。誠に有難うございます。

差で勝ると言う消極的な2位通過を行った。

今後におきましては、この栄誉ある叙

この時も何故、本田等の主力選手を投入しないのかが腹立たしかった。勝負師らし

勲を機会としまして、より一層の精進と

からぬ考えや判断で、決勝リーグへ休ませ温存が目的らしいが、負けたら意味がなく、

共にさらなる発展に努力し、国家・社会

セネガルが同点に追いつけばまったく意味のない温存策？を講じた。そしてベルギ
ー戦でも、最後の10分前まで本田を待たせ続ける戦略感覚に疑問が一杯・・・

に貢献すべく努力をしてまいります。

常にTVで映し出される監督の表情から考え方や勝負師からぬ戦術にいら立ったこ
喜びのもう一つは、この6月末をもって終えた37期の売上高がニプロン史上最高の

とは事実でありますが、サポーターの中にも同感の人は多いのではと思うが悔しい！

61億円となり目標達成できたこと、経常利益も現時点で6億円を優に超える、7億円

私は何を言いたいのか？この腹立ちを何かの教訓にしたいとも思う！・・・

近い金額に達したことです。

監督にしろ、社長にしろ、上に立ち勝負事の決定権、命令権を握るものは、部下(命

前年比30％の伸びは、景気伸長だけのものではなく、確実に新製品等による市場

令される者)に対して勝負に勝つ責任がある。勝つためには変な和の議論や、感覚

底上げ効果がありました。特筆すべきは、半導体装置システム用や工作機械用の大

があっては負けにつながる。幾ら美しい負けや、慰めを貰っても負けた悔しさや、負け

型スイッチング電源装置(主として3～5kW出力以上)が大きく伸びたことです。ニプロ

の損失、結果は戻らない。善戦すれば良いでは無い。負けは負けである。西野監督

ンは売上至上主義ではありませんが、やはり100億円は永年目指してきた大きな目

には勝負師の一面が欲しかった。

標でもあります。今期(38期)は80億円を達成し、来期には100億円を目指す大変ハ
ードな第10次経営計画の目標であり、ゴールにしていますが、先ず初年度の先期(37

そのような評論をする私自身も社長であり似た立場、経営も勝負事であり負けて社

期)に目標の60億円を見事達成できたことは意義深いことと思っています。

員に悔しい思いや、敗残者となる運命を背負わせるわけには行かない。「負けたらあ

この成果は、営業、管理、製造関係者をはじめとして全社員の一致協力のたまもの

かん！」その様な思いの連続で起業しての48年間、戦いの連続であったが今日の姿

であり、誠に喜び感謝をした次第です。社員には、そのご褒美として夏賞与の奮発や

になれたことが勲章叙勲の評価と受け止めたい。

昇給も政府ガイドライン以上に頑張りますと報告し、更に全社員(約400名)参加の

これからも勲章叙勲に恥じない経営活動で、日本のため、社会のため今一度、お誓

慰安旅行(全社営業会議200回記念)を9～10月に行うことを決めました。

いし頑張っていきます。今後ともよろしくお願いいたします。

2年後の39期決算時、何としても100億円を達成するためには、大きな経営資源を投
入している太陽光発電を中心とする電源機器(PVマキシマイザー)、監視システム、
蓄電システムの市場創出を成功させることに尽きます。先期前半は蓄電システム

人材募集
グリーン電源関連経験の
営業・技術者
弊社人事部までご連絡下さい。
TEL：06-6430-1101

平成30年 7月

酒井 節雄

http://www.nipron.co.jp
■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

