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令和元年10月　酒井 節雄

2019年(令和元年)10月22日、新しい天皇陛下の「即位礼正殿の儀」が世界各

国の多くの要人をお迎えし厳かに行われます。その後、多くの国民が見守る中、

皇居・宮殿をご出発になり、赤坂御所までをパレードされる「祝賀御列の儀」

が華やかに行われます。誠におめでたい限りです。

現下の世界情勢に目を向けてみますと、米中貿易戦争の影響が世界経済に

暗い影を落とし始めています。当事国の中国は米国の制裁関税により貿易

額が急減し、国内景気の大幅低迷と共に香港デモの拡大等で内憂外患状態

である。10月1日には中華人民共和国建国70年の大式典で内外に強烈な軍

事パレードで国威を印象付けたが、世界を混乱に陥れかねない危険を孕む。

習近平国家主席の野望とも言える胸中には、過去の欧米列強による侵略の

反省と、屈辱の歴史への裏返し的な想いがあり、一帯一路政策を通じて世界

の強国としての振る舞いを望み、急進的な軍事力の拡大や、経済大国として

の野望は米国の脅威となるばかりか、我が国を含む世界の危険な重大要因

になりつつある。この事は世界中に波風を立てるばかりでは無く、中国自身に

とっても大きな犠牲を生む可能性がある。

今の中国の状況、世界の状況は第2次世界大戦以前の日本の姿と酷似して

いる。日本国も明治以降の日清・日露大戦の勝利を経ての富国強兵政策で急

進的に軍事力を拡大させて、遅れて来た侵略主義競争への参加がナショナリ

ズムを生み、世界の危険国と名指しされABCD包囲網(経済封鎖政策)がとら

れた。その窮状を打開するため拡張した軍事力を行使し、第2次世界大戦に

突き進んだ姿と、現在の中国の状況が似てきているのが気になる。歴史は繰

り返すと言う諺があるが注視すべきだと思う。中国も日本のこの歴史を知って

いると思うが、世界中を敵に回す思い上がりは、間違いなく自国を壊滅させる

ことになる。それより一歩引いて平和的に経済大国になる道を選択する方が

より中国のためであり、国民が喜ぶことであり、良き指導者であって貰いたい。

話を戻して、現下のニプロンの受注状況を見ますと、中国の景気減速による

影響が大きく出てきました。今まで好調であった工作機械、半導体製造装置

関連の電源需要に急ブレーキがかかり始めた。今年の3月に受注の底(生産

調整の波)を打ったかと思われたが、半年後の9月に又、底と見られる状況が

出てきた。

想像であるが、今後数年以上はどの国も自国ファーストの政策が表面化する

ように危惧する。そうであれば内需に力を入れて行こうとの想いと共に、5～6

年前から予見し第3の電源事業として力を入れてきたGP(グリーンパワー)事

業に一層の力を入れようと頑張っている次第です。

グリーンパワー、即ち再生可能エネルギー(RE)ですが、REで100%の電力を賄

う運動が「RE100」で、同じような国際的な動きが、SDGs(持続可能な開発目

標)やESG(環境・社会性・ガバナンス)意識の高まりが広がってきた。これらの

流れの中で再生エネルギー関連事業を通じて貢献をしようと考える私の目に

10月4日の日経産業新聞の記事が飛び込んで来た。

『アップル、再エネ100％どう達成』という記事を目にし、世界に影響力のある企

業としての自覚・使命感というのか、率先し地球環境の悪化を防ぐCO2の削減

に取り組み、リードしていく姿勢に「さすがアップル！ジョブズの魂は生きてい

る」という思いと感銘を受けた。

記事の内容は、アップルが直営するデータセンターなどを含む消費電力(米国

内18億3000万ｷﾛﾜｯﾄ時、日本を含むその他の国で3億5100万ｷﾛﾜｯﾄ時の電

力)をREにする宣言であるが既に99%超を達成した！最も苦労したのが日本で

あり、規制が多く、再エネ調達コストが高かったという事で、日本の電力行政の

遅れを現し残念な想いだ‥‥再エネの調達方法は3つに絞り込み、1つは再エ

ネの直接保有(45%)、2つ目は発電事業への投資、3つ目が発電事業者との長

期売買契約による締結などで、併せて49%、残りは再エネ証書などで3%程買

い、既に100%を達成とある。多くのRE100宣言は、2030～2050年までに達成

が大半であるが、その気になれば2019年に達成できる行動力、計画力、使命

感の凄さに驚愕するばかりであり、米国企業の凄さ、GAFAと称されるIT情報

産業を生み出す、米国の風土(自由・民主主義の根幹をなす）の強さを改めて

感じる。

中国の習近平国家主席が幾ら気張って独裁政治による強国を作ろうとしても、

個人の自由な発想を最大に生かすこと出来る米国の国家建設の成り立ちか

ら出来上がった風土の強さには、絶対に敵わないと感じる。

今、脱中国を願う香港の若者のデモは、台湾にも通じ、やがて中国本土内にも

通じるように思う。中国は国際秩序を重んじて欲しいと願い、今号の「語る！」を

閉じさせて戴きます。

さすがはアップル！

    ジョブズの魂は生きている！
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［新製品］HPCSA-1500P-E2S特集
第3次AIブームを迎えた現在において、ディープラーニングやレンダリングを 

行うGPUサーバーに最適な高信頼性大容量ATX電源をご紹介。

「売る」から「使う」へ 太陽光自家消費特集
FIT価格の低下により、自家消費型太陽光発電が注目されています。
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http://www.nipron.co.jp/ディープラーニングに適した信頼性抜群の大容量ATX電源 http://www.nipron.co.jp/24時間365日連続運転を可能にする高信頼性設計

GPUサーバーに適した大容量ATX電源

HPCSA-1500P-E2S

ピーク：１５００W
連　続：１２００W

※イメージ
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信頼性と高効率を両立

※実測の一例効率グラフ
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HPCSA-1500Pは、負荷率50％～100％の高負荷時に最も高い効率になる

よう設計されており、ディープラーニングなど常に高負荷で稼働するGPU

サーバーに対して高い信頼性を確保し安定したシステム運用が可能です。

温度可変速ファン採用で静音設計
(セミファンレスモードあり)

期待寿命10年以上の長寿命設計

AC230V入力で94%typの高効率を実現ディープラーニングやレンダリングなどに最適な
GPUサーバー向け大容量電源

ノイズフィルター回路の強化や、部品配置の最適化などにより、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負担削減に貢献します。

低ノイズを実現

【 AC230V, 定格負荷時 】

VCCI Class B

【 AC100V, 定格負荷時 】

VCCI Class B

※実測の一例雑音端子電圧特性

参考：総務省 平成28年版 情報通信白書 第1部

第2次AIブーム　1980年代～1995年頃
当時はコンピュータ自ら情報を収集して蓄積することが出来ず、人が大量の
情報をコンピュータにとって理解出来るように記述し、用意することが困難
であった。

第3次AIブーム　2000年代～現在
ビッグデータを用いてAIが自ら知識を獲得する「機械学習」が実用化され、
ディープラーニングが登場したことがブームの背景にある。

第1次AIブーム　1950年代後半～1960年代
迷路の解き方や単純な仮説の問題は扱えても、現実社会の課題を解けず。

在、第3次AIブームの到来により、AI（人工知能）に関わる機械

学習の一つである『ディープラーニング（深層学習）』が発展を

続け、ビッグデータを利用したユーザー傾向の分析等、多くの可能性

に注目が集まっています。更に映像分野においてはコンピュータグラ

フィックス技術の進歩によって、リアリティ溢れる表現が可能になり

ました。しかしながらディープラーニングの計算処理やコンピュータグ

ラフィックスの書き出し(レンダリング)処理を行うGPUサーバーは複

数のハイエンドなGPUを使用するため消費電力が増加し、大容量の

電源が必要になります。更には計算処理を24時間365日行える高い

信頼性・耐久性が求められ、ランニングコストを抑えるために高効率

で運用できる電源の需要が増大しています。

現現

こだわりのレイアウト設計
お客様の装置・データを護るため、独自の熱解析シミュレーションを活用した部品の最適なレイアウト設計を行い、安心・安全の国内で生産されています。

また、世界中のお客様が電源に求める様々な要求に応えるため、過酷な評価試験を徹底的に行い弱点を炙り出し、改善することで定格出力で24時間365

日の過酷な長期運用に耐える高信頼性を実現しました。

歴史を変えるディープラーニング歴史を変えるディープラーニング



シーンに合わせた端子台をご用意
使用するシーンに合わせて、入出力端子

はハーモニカ端子台タイプ、分割可能な

ナイロンコネクタタイプをラインアップ。

(横向き、縦向きそれぞれラインアップ)

端子台タイプ（縦向き）

温度上昇を抑え、小型＆長寿命化

UDP-240-A24は最大効率94％の

高効率化を実現。高効率化により

スイッチング損失による発熱を大

幅に抑制しているため、制御盤の

熱対策に掛る工数やコストの削

減に貢献します。

停電検出信号、リモートON/OFF機能付

リモートON/OFFと同期するファン駆動用
12V出力に対応（オプション）

コモンモード：実力±8kV

医療規格取得タイプもラインアップ予定

コンデンサユニットの接続で瞬停対策が可能

5×9インチの小型化を実現

カバー付きタイプもラインアップ予定

一定時間(5s)連続出力の2倍の電力を出力できます。これにより、ピーク

負荷に合わせた連続定格出力の大きな電源を選定する必要が無く、電

源のサイズダウンが可能になり、装置のファンレス化やユニット型電源か

らの置き換えなど、多くのメリットを生み出します。

連続出力の２倍の高ピークに対応

他社相当品

UDP-240-A24

44

127

228.6

連　続：600W
ピーク：1200W

出力電圧：24V/48V
最大効率：95％typ (AC230V)

アレスタ搭載で雷害リスクの回避・軽減

約1.7倍のピーク負荷対応
10sのピーク出力が可能で、定格負荷以上の始動電流を必要とする
機器にも最適

EN62477-1 OVCⅢ準拠設計

ノイズフィルターの削減が可能
電源単体で雑音端子電圧VCCI ClassBをクリア

プッシュイン端子で工数削減

寿命通知が可能(オプション)

DINレール対応電源UDP-240/120 series

ピーク1200W対応電源

新製品

新製品UZP-600 series

UDP-240-A24
連　続：240W

ピーク：400W

出力電圧：24V

最大効率：94％typ
(AC230V)

連　続：120W

ピーク：200W

出力電圧：24V

最大効率：93％typ
(AC230V)

UDP-120-A24

２倍

1200Wピーク
600W連続

DC入力可能モデルもラインアップ予定

※本製品は開発中のため、記載している仕様や外観などは予告なしに変更する場合があります。

GPUサーバー構成イメージ

CPU/GPU用 6chの12V出力に対応
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HPCSA-1500P-E2S

マザーボード

③

①

②

④
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⑥

太陽光発電で発電した電力を直流のまま負荷へ供給することで、交流から直流に変換する際の損失を低

減することができます。効率アップを実現し従来方式と比べ、ランニングコストの削減にも期待できます。

ＡＣ

DC入力対応HPCSA-1500P
ＰＶ

ＰＶマキシマイザー
（接続箱機能付）

負荷

(GPUサーバー等)

DC DC DC

※イメージ

更に詳しい情報はこちら！
HPにてUDP-240/120 seriesの特集ページを公開中！

https://www.nipron.co.jp/extra/psu/UDP/

更に詳しい情報はこちら！
HPにてUZP-600 seriesの特集ページを公開中！
https://www.nipron.co.jp/extra/psu/UZP-600/

アレスタ

アレスタ

コモンモード：実力±8kV
アレスタ+バリスタ搭載で雷害リスクの回避・軽減

最小電流

出力電圧 +3.3V +5V
25A
合計 207.5W

MAIN/HD 12V MAIN/HD

合計 207.5W

合計 1200W

合計 1500W

15W

20W

25A 24A
+12V3 +12V4+12V1 +12V2

24A 24A 24A

合計 1200W

-12V
1A

+5VSB
3A

30A 30A 32A 32A 32A 32A 1.2A 4A

連続最大電流/
電力

ピーク電流/
電力(5s以内)

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

+12V5
24A

32A

0A

+12V6
24A

32A

0A

+12V7
24A

32A

0A 0A 0A
合計 1500W

150(W)×85(H)×200(D)サイズ(mm)

AC85～264V(ワールドワイド入力)入力

入出力仕様

41

124

112

35

124

112
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http://www.nipron.co.jp/GPUサーバーに最適な12V大容量出力 http://www.nipron.co.jp/高効率長寿命の単出力電源
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https://www.nipron.co.jp/extra/psu/UDP/

更に詳しい情報はこちら！
HPにてUZP-600 seriesの特集ページを公開中！
https://www.nipron.co.jp/extra/psu/UZP-600/

アレスタ

アレスタ

コモンモード：実力±8kV
アレスタ+バリスタ搭載で雷害リスクの回避・軽減

最小電流

出力電圧 +3.3V +5V
25A
合計 207.5W

MAIN/HD 12V MAIN/HD

合計 207.5W

合計 1200W

合計 1500W

15W

20W

25A 24A
+12V3 +12V4+12V1 +12V2

24A 24A 24A

合計 1200W

-12V
1A

+5VSB
3A

30A 30A 32A 32A 32A 32A 1.2A 4A

連続最大電流/
電力

ピーク電流/
電力(5s以内)

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

+12V5
24A

32A

0A

+12V6
24A

32A

0A

+12V7
24A

32A

0A 0A 0A
合計 1500W

150(W)×85(H)×200(D)サイズ(mm)

AC85～264V(ワールドワイド入力)入力

入出力仕様

41

124

112

35

124

112

3 4

http://www.nipron.co.jp/GPUサーバーに最適な12V大容量出力 http://www.nipron.co.jp/高効率長寿命の単出力電源
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http://www.nipron.co.jp/停電バックアップならニプロンにおまかせ！ http://www.nipron.co.jp/対応電源多数！基板型スイッチング電源の停電バックアップ

BS28AはATX出力電源にも対応！

BS28A-H350/2.5L

UZP-220 シリーズUZP-120 シリーズ

バッテリー充放電用コネクタ
RS232C用信号コネクタ

TTL用信号コネクタ

バッテリ状態表示コネクタ

付属のショートピースは取り外し不要

（本体に付属）

WH-S1005-500-02

RS232C用通信ハーネス

WH-S0610-500

TTL用通信ハーネス

Serialポートコネクタ

WH-S1005-500-03

保温ヒータ用給電コネクタ

負荷側コネクタ

BS28A-H350/2.5LUZP-120-**-JB*

接続ハーネス

UZP-220-**-JBE

WH-09ELP03XH-200

バッテリーパック接続用
電力ハーネス

WH-09ELP04XH-200

バッテリーパック接続用
電力ハーネス

CN3

CN3

安定して電力を供給

No 型式 内容

①

①

⑤ ⑥

④

③

WH-09ELP03XH-200
UZP-120シリーズを接続する際に必要な

接続ハーネスです。

②

②

WH-09ELP04XH-200
UZP-220シリーズを接続する際に必要な

接続ハーネスです。

③ -

本コネクタを接続することで停電バックアップ（放電

回路の動作）が可能になります。リモートでON/OFFコ

ントロールする場合は別途お問い合わせください。

④ WH-S0610-500
信号用ハーネス　TTL用通信ハーネス

AC _ FAIL、SHUT _ DOWN、BATT _ LOW用となります。

⑤ WH-S1005-500-02
信号用ハーネス　バックアップ信号ハーネス(RS232C)

AC _ FAIL、SHUT _ DOWN、BATT _ LOW用となります。

⑥ WH-S1005-500-03
信号用ハーネス　バックアップ信号ハーネス(RS232C)

AC _ FAIL、SHUT _ DOWN、BATT _ LOW用となります。

UZP-120

BS28A

負荷 負荷CN3

①

④④⑤⑥ ④④⑤⑥

③ ③

UZP-220

BS28A

CN3

②

※UZP-120-**-J0Lタイプは非対応

※バックアップ時間は参考値であり保証値ではありません。

ＵＺＰ-１２０ シリーズ

外観写真＆サイズ

入力電圧 入力電圧AC85～264V AC85～264V

出力電圧 出力電圧12, 24V 12, 18, 24, 48V

2.5Ah

230W（ピーク380W）

出力容量

180～220W(自然空冷)

250～331W(強制空冷)

連続:

出力容量

100～120W(自然空冷)

162W(強制空冷)

連続:

ピーク:200W ピーク:400W

外観写真＆サイズ製品概要 製品概要

定 格 容 量 ：

ニッケル水素使用バッテリー：

16.8V公称バッテリー電圧：

出 力 電 圧 ：

仕様

製品特長・仕様
155

62

27
160

75

36

※

※活線挿抜を行わないでください。

小型･大容量SFX電源
HPCSF-400P-X2B

連続 310W
ピーク 400W

125
125

63.5● 全出力最小負荷電流0A仕様
● 同期整流回路の採用で高効率を実現

高効率ファンレスATX電源
HPCFL-400P-X2S

連続 170W
ピーク 400W

106
225

37● 全出力最小負荷電流0A仕様
● 期待寿命10年以上の長寿命設計

小型・大容量Flex ATX電源
HPCFX-350P-X2B

連続 245W
ピーク 346W

81.5

15041● 全出力最小負荷電流0A仕様
● 温度可変速ファンによる静音設計

モード切替ピンをUモードに
切り替えてご使用ください。

(出荷時 )
H モード Uモード

ピンアサインの詳細はマザーボードの取扱い説明書等にてご確認ください。

マザーボード上のSerialポートコネクタ(内部コネクタ)ピンアサイン

(一般的なピンアサイン)

RS232C用信号ハーネスRS232C用信号ハーネス

1

3

5

7

9

8

6

4

2DCD
TXD(SOUT)

GND
RTS

RI

RXD(SIN)
DTR
DSR
CTS

1

3

5

7

9

8

6

4

2DCD
RXD(SIN)

TXD(SOUT)
DTR
GND

DSR
RTS
CTS
RI

適合ハーネス WH-S1005-500-02 適合ハーネス WH-S1005-500-03

停電時：放電

通常時：充電

AC85～264V

１４６

２００
４１

UZPシリーズ      BS28Aで

省スペースな停電バックアップを実現

● バッテリーパックの状態(電池残量・電池寿命通知)が出力可能
● ヒーター内蔵で、低温時の容量低下を防止
● 低待機電力仕様
● 5インチベイに固定可能なバッテリーパック

UPS
UZP-120, 220 シリーズ電源

BS28Aバッテリーバッテリー

独自の充放電技術により、対応電源にBS28Aを接続
するだけで無瞬断での停電バックアップを実現。
バッテリーパックを筐体内に設置することで、装置
単体での瞬停・停電バックアップを可能にします。

外付けUPS不要で省スペース化が可能

対応単出力電源

接続イメージ

※ ※

※

※

※

UZP-120接続時のバッテリーバックアップ放電特性(24V) UZP-220接続時のバッテリーバックアップ放電特性(24V)
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http://www.nipron.co.jp/『太陽光発電施設は、重要社会インフラ』 http://www.nipron.co.jp/発電所の価値を高め、持続可能な社会に貢献

Ｉ-Ｖ

Ｐ-Ｖ

Ｉ-Ｖ

Ｐ-Ｖ

電力制御から通信制御までオールインワンの

中容量蓄電システム用 充放電DC/DCコンバータ

主な診断機能

使用例

発電異常発見事例

ＰＶマキシマイザーシステムイメージ

・発電量による診断 【発電分析】

・太陽光発電の余剰売電

・自家消費型太陽光発電

・ＢＣＰ対応/ＺＥＢなど

様々な発電異常を発見しています。

・ I-V特性データからの診断 【I-V特性分析】太陽光パネル
 ≪ＰＶガードミャン標準装備≫

発電エネルギー
最大化機能

遠隔リモート
監視機能

接続箱
機能 + +

投資効果を最大化！
持続可能な社会を支える重要社会インフラに！

ニプロン４大ソリューション
01. 02. 03. 04.

蓄 電 池

Ｐ Ｃ Ｓ

パ ネル

放電

充電
充放電

ＤＣ/ＤＣ コンバータ

蓄電システムコンテナ外観イメージ

ＰＶマキシマイザー ＰＶガードミャン ネオ エキスパンダー

発電量の低下を高精度に検出し機会損失のリスクを解決 メンテナンスの煩わしさと発電量の低下リスクを解決パネルの劣化や予期せぬ影などによるトラブルを解決 蓄電システム導入の障壁を解決

ニ
プ
ロ
ン
が
ト
ー
タ
ル
で
サ
ポ
ー
ト

監視・分析

デューデリジェンス

自動で監視・精密検査
故障の芽を摘み取る

O&M引受時の平均発電量の

パネル交換・雑草対策など

process 1

process 2
改善・復旧

維持・増加を目指す

パネルをストリング単位で細かく制御、

製造・環境・経年等の様々な要因で生じる

パネル特性差を補正し、発電量を最大化します

PVマキシマイザーが測定したストリング単位の

発電情報、および、各ストリングの健康状態を

映す特性曲線 (I-V特性曲線 )のビッグデータを

クラウドサーバで管理・診断し、遠隔から

異常やその兆候を見つけ通報します

直流リンク式蓄電システムの構築に必要な機能を

装備した充放電制御ラックであり、

ポストFITを見据えたプラスアルファの

ご提案として、売電から自家消費まで、

様々な用途の蓄電システムニーズにお応えします

PVマキシマイザーやPVガードミャンの利点を

フル活用した包括的O&Mサービスにより、

発電量維持と設備保全を提供する

ワンストップソリューションです

グラフの形状から異常がすぐにわかる！グラフの形状から異常がすぐにわかる！

【正常時】 【異常時】

パネルに雑草パネルにアレイの影 コネクタ焼損

・AIを活用した故障診断（開発中）

PCS 売電

ＰＶマキシマイザー

ＰＶマキシマイザー

通常 逆向き 劣化 異種 影故障 影

一定電圧まで昇圧し電圧差を改善

不揃いな電圧を一定化

不揃い 詳細は次ページ
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http://www.nipron.co.jp/発電した電力は「売る」から「使う」時代へ http://www.nipron.co.jp/災害時のブラックアウトでも停まらないシステムに

空調

PCなど

照明

蓄電システム

PVマキシマイザーAC/DC

整流器

商用AC

画期的 ブラックアウト
備える

大都市の

蓄電式PV自家消費
逆潮流しない

に

自家消費 / デマンドコントロール / BCP対応 / 使い方は自由自在！

「売る」より「使う」時代へ で再エネを賢く使う

太陽光発電太陽光発電

Ｈ
Ｖ
Ｄ
Ｃ
給
電

Ｈ
Ｖ
Ｄ
Ｃ
給
電

自立インバーターを
使用しＡＣ給電も可能

 不要でもパワコン  ＲＰＲ
（ 逆電力継電器 ）

も 連系協議 も 簡単構築 !!
電力会社

しかも、停電しても停まらない。（BCP機能搭載）しかも、停電しても停まらない。（BCP機能搭載）停電 停 蓄電システム
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http://www.nipron.co.jp/PV自家消費導入の課題を解決できる「PV Oasis」 http://www.nipron.co.jp/連系協議不要で簡単構築できます

課題① 

【 動作イメージ 】

FIT買取単価の下落、再エネ賦課金増加による産業用電気料金の上昇より、

FIT買取価格が電気料金を下回ることとなり、太陽光発電は「売る時代」から

「使う時代」にシフトしています。

系統連系を伴う自家消費システムは「逆潮流」が起きないように対策を行う必要があります。

対策として下記の対応を取ることが可能ですが、デメリットも発生します。

【 再エネ市場は大きく変化】

2019 年
FIT 価格

円14
2019 年

工場・オフィス向け購入単価

※1：2019 年 9 月  現在当社調べ
※2：経済産業省「第３弾改正法施行前検証」より抜粋

※2

※1

円19約

自家消費型太陽光発電では逆潮流対策が必須 日射量に依存しているため悪天候時は
発電量が低下し、夜間は発電できない

さらに、
複雑な連系協議も必要・・・

太陽光発電は昼間しか利用できない

日射量依存で不安定
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太陽光発電供給

非連系型 太陽光発電＆蓄電池 独立電源システム

しかし、導入に際して課題も・・・

で自家消費太陽光発電の課題をで自家消費太陽光発電の課題を解決！解決！

逆潮流対策 課題② 発電が不安定
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電力会社

電力会社

PCS

逆潮流防止装置（RPR）を導入すると、逆潮流は発生しませんが、発電過多になると

PCSが停止し、復旧に時間を要する。また、RPR取り付け費用も高額になる。

逆潮流が発生しないようにベース電力以下に発電量を抑えると、経済効果を実感出来る

容量の太陽光パネルが設置が出来ず、発電システムを有効活用できない。

消費電力 発電電力

消費電力 発電電力

・ 逆潮流対策の装置を導入する。

・ 建物のベース電力以下の発電量に太陽光発電を抑える。

逆潮流の発生を抑えながら最適な発電電力を常に維持するのは難しく、自家消費導入の課題になっています。

ＰＶ Ｏａｓｉｓの特徴

ブラックアウトなど災害への備えにも有効

系統連系しないから逆潮流が発生せずRPRが不要
複雑な連系協議も不要

「太陽光＋蓄電池」で天候の影響を受けない安定した運用が可能
しかも、停電時は無瞬断で停電バックアップ

PV Oasisは防災システムとしての運用も可能

非常用バッテリーの割り当ては任意の割合で調整可能

自立インバーターを使用することでPCSが不要

商用AC

負荷
自立
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太陽光発電

非常用

非常用25％
常用75％

常用0％
非常用100％

常用

空調 照明

自由な設定が可能

天候が安定しているので

非常用は最小限に

台風が接近しているので

全てを非常用として残す

逆潮流対策の装置を導入

太陽光発電を抑える

蓄電式PV自家消費今こそ、蓄電式PV自家消費

停電時には太陽光発電と蓄電池から電力の供給が可能で、夜間などは蓄電池のみ

の電力供給も可能です。また、蓄電池の一部を非常用として常時残しておくことで

災害に備えることも可能です。

自立
インバーター



111 12

http://www.nipron.co.jp/PV自家消費導入の課題を解決できる「PV Oasis」 http://www.nipron.co.jp/連系協議不要で簡単構築できます
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http://www.nipron.co.jp/多種多様の電源を取り揃えています！まずお電話を！ http://www.nipron.co.jp/リニューアルした常設展示場へぜひお越し下さい！

第6回 関西スマートグリッドEXPOに出展致しました。

展示会出展のご報告

9月25日～27日の3日間、インテックス大阪にて開催されました、

「第6回［関西］スマートグリッドEXPO」に出展致しました。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。

FIT買取価格の下落や再エネ賦課金増加による電気代の上昇により、発電した電力を「売る」より

も「使う」方が経済的メリットが高くなり、更には昨今の地震や台風等の災害による大規模停電の

発生等により、自家消費に大きな注目が集まりました。

ニプロンのブースでは系統連系しないため逆潮流が発生せず、停電が発生して

も電力が利用できる、PV自家消費システム「PV Oasis」をメインにご提案致しま

した。他には余剰蓄電や防災等にも応用できる中大容量蓄電システム用充放電

ラック「Neo eXpander」の展示、また、プレゼンテーションでは多くのお客様に

ご覧頂き大盛況となりました。自家消費や蓄電の話題が注目を集める太陽光発

電事業にニプロン製品の大きなアピールができた展示会になりました。

製造部門 生産性改善発表大会を開催しました。

製造部門 生産性改善発表大会

常設展示場 リニューアルオープン

金賞  MDF女性輝きチーム

銀賞  HDF前加工チーム

銅賞  MDF機械実装チーム
銅賞 MDF機械実装チーム

生産性改善発表大会の様子

銀賞 HDF前加工チーム金賞 MDF女性輝きチーム

常設展示場がリニューアルオープン致しました。

ニプロン本社5階の常設展示場が新しくなってオープン致しました。

本展示場ではニプロンの現行品から最新製品まで、あらゆる電源を一挙にご覧頂く事ができ、

その規模は展示スペース・展示製品数共に普段出展している展示会以上のものになっておりま

す。また、製品の展示だけでなく、ニプロンが創業してから現在に至るまでの年表をパネル展

示した『ニプロンの歴史』コーナーや、今までニプロンが発行してきた季刊誌『ニプロンウェー

ブ』を全て御覧いただけるコーナーなどをご用意しております。更に、今回新たに展示場内モニ

ターと商談ブースを設置致しましたので、ご来場頂いた際は、弊社社員によるプレゼンテー

ションを交えて、より詳しくご説明させていただくことが可能です。今後、この常設展示場を用

いた『お招き展示会』に注力する所存です。

昨年9月の社員研修時に実施した、生産部門の若手社員によるTQC発表の第4弾として、本年

7月19日に製造部門によるTQC発表会が行われました。全8チームが業務の改善活動や成果

を競いあう大会となり、厳選なる審査の結果、下記の通り表彰されました（上位3チーム）。入賞

チームの皆さん、おめでとうございます。

今回も、入社10年以内の若手社員が中心となって、各部門が日頃の改善活動を共有しあい、

大変実りある発表会となりました。製造部門の地道な努力と、その成果は、必ず「働き方改革」

へ繋がってゆくと感じております。また、TQC発表大会の後には、懇親会が開かれました。各

チームが互いの発表を称えあい、大いに盛り上がりました。今後も社員一丸となって生産性改

善を目指してゆきます。

昨年9月の社員研修時に開催した生産性改善発表大会の第4弾として、7月19日に製造部門の若

手社員による生産性改善発表大会が行われました。全8チームが行った業務の改善活動や成果

を競い合う大会となり、厳選なる審査の結果、上位3チームが下記の通り表彰されました。入賞

されたチームの皆様、おめでとうございます。

今回も入社10年以内の若手社員が中心となって、各部門が日頃の改善活動を共有しあい、大変

実りのある発表大会となりました。製造部門の地道な努力とその成果は必ず「働き方改革」へ

と繋がってゆくと感じております。また発表大会の後には恒例の懇親会が開かれ、各チームが

お互いの発表を称え合い、大いに盛り上がりました。今後も社員一丸となって更なる生産性の

改善を目指して頑張ってゆきます。

プレゼンテーションの様子

ニプロンブースの様子

Neo eXpander
詳しくは本誌11ページを御覧ください！

新製品コーナー 汎用電源コーナー ニプロンウェーブコーナー グリーンパワー電源コーナー

②新製品コーナー

ＤＩＮレール対応電源や、自然空

冷で６００Ｗ出力可能な電源な

ど、ニプロンの最新製品を展示し

ています。

③パソコン電源コーナー

ニプロン独自のノンストッ

プ電源をはじめ、産業用

パソコン、システムラック、

医療機器などに最適な

パソコン電源を展示して

います。

④汎用電源コーナー

小型、高効率な制御・動

力用電源を展示してい

ます。停電バックアップ

デモ、効率比較デモなど

多くのデモも実施してい

ます。

⑤グリーンパワー電源コーナー

太陽光発電の必需品、

ＰＶマキシマイザーや蓄

電システムについて、製

品や導入実績を紹介し

ています。

⑥ニプロンの歴史コーナー

ニプロンの創業から現在に至るまでの年表をパ

ネル展示しています。当時の製品や表彰状もあ

わせてご覧ください。

⑦ニプロンウェーブコーナー⑦ニプロンウェーブコーナー

２００５年に創刊され、現在も

多くのお客様にご愛読いた

だいている、ニプロンウェーブ

を展示しています。

①蓄電システムデモ

蓄 電 池

Ｐ Ｃ Ｓ

パ ネル

放電

充電
充放電

ＤＣ/ＤＣ コンバータ

電力制御から通信制御まで

オールインワンの蓄電システム必需品！

蓄電池による発電量の安定化

デマンドピークへの対応など
ＥＶ

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

①

製品展示場 見どころマップ 
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大変実りある発表会となりました。製造部門の地道な努力と、その成果は、必ず「働き方改革」

へ繋がってゆくと感じております。また、TQC発表大会の後には、懇親会が開かれました。各

チームが互いの発表を称えあい、大いに盛り上がりました。今後も社員一丸となって生産性改

善を目指してゆきます。

昨年9月の社員研修時に開催した生産性改善発表大会の第4弾として、7月19日に製造部門の若

手社員による生産性改善発表大会が行われました。全8チームが行った業務の改善活動や成果

を競い合う大会となり、厳選なる審査の結果、上位3チームが下記の通り表彰されました。入賞

されたチームの皆様、おめでとうございます。

今回も入社10年以内の若手社員が中心となって、各部門が日頃の改善活動を共有しあい、大変

実りのある発表大会となりました。製造部門の地道な努力とその成果は必ず「働き方改革」へ

と繋がってゆくと感じております。また発表大会の後には恒例の懇親会が開かれ、各チームが

お互いの発表を称え合い、大いに盛り上がりました。今後も社員一丸となって更なる生産性の

改善を目指して頑張ってゆきます。

プレゼンテーションの様子

ニプロンブースの様子

Neo eXpander
詳しくは本誌11ページを御覧ください！

新製品コーナー 汎用電源コーナー ニプロンウェーブコーナー グリーンパワー電源コーナー

②新製品コーナー

ＤＩＮレール対応電源や、自然空

冷で６００Ｗ出力可能な電源な

ど、ニプロンの最新製品を展示し

ています。

③パソコン電源コーナー

ニプロン独自のノンストッ

プ電源をはじめ、産業用

パソコン、システムラック、

医療機器などに最適な

パソコン電源を展示して

います。

④汎用電源コーナー

小型、高効率な制御・動

力用電源を展示してい

ます。停電バックアップ

デモ、効率比較デモなど

多くのデモも実施してい

ます。

⑤グリーンパワー電源コーナー

太陽光発電の必需品、

ＰＶマキシマイザーや蓄

電システムについて、製

品や導入実績を紹介し

ています。

⑥ニプロンの歴史コーナー

ニプロンの創業から現在に至るまでの年表をパ

ネル展示しています。当時の製品や表彰状もあ

わせてご覧ください。

⑦ニプロンウェーブコーナー⑦ニプロンウェーブコーナー

２００５年に創刊され、現在も

多くのお客様にご愛読いた

だいている、ニプロンウェーブ

を展示しています。

①蓄電システムデモ

蓄 電 池

Ｐ Ｃ Ｓ

パ ネル

放電

充電
充放電

ＤＣ/ＤＣ コンバータ

電力制御から通信制御まで

オールインワンの蓄電システム必需品！

蓄電池による発電量の安定化

デマンドピークへの対応など
ＥＶ

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

①

製品展示場 見どころマップ 



表紙イラスト：宮本 輝満

■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

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

令和元年10月　酒井 節雄

2019年(令和元年)10月22日、新しい天皇陛下の「即位礼正殿の儀」が世界各

国の多くの要人をお迎えし厳かに行われます。その後、多くの国民が見守る中、

皇居・宮殿をご出発になり、赤坂御所までをパレードされる「祝賀御列の儀」

が華やかに行われます。誠におめでたい限りです。

現下の世界情勢に目を向けてみますと、米中貿易戦争の影響が世界経済に

暗い影を落とし始めています。当事国の中国は米国の制裁関税により貿易

額が急減し、国内景気の大幅低迷と共に香港デモの拡大等で内憂外患状態

である。10月1日には中華人民共和国建国70年の大式典で内外に強烈な軍

事パレードで国威を印象付けたが、世界を混乱に陥れかねない危険を孕む。

習近平国家主席の野望とも言える胸中には、過去の欧米列強による侵略の

反省と、屈辱の歴史への裏返し的な想いがあり、一帯一路政策を通じて世界

の強国としての振る舞いを望み、急進的な軍事力の拡大や、経済大国として

の野望は米国の脅威となるばかりか、我が国を含む世界の危険な重大要因

になりつつある。この事は世界中に波風を立てるばかりでは無く、中国自身に

とっても大きな犠牲を生む可能性がある。

今の中国の状況、世界の状況は第2次世界大戦以前の日本の姿と酷似して

いる。日本国も明治以降の日清・日露大戦の勝利を経ての富国強兵政策で急

進的に軍事力を拡大させて、遅れて来た侵略主義競争への参加がナショナリ

ズムを生み、世界の危険国と名指しされABCD包囲網(経済封鎖政策)がとら

れた。その窮状を打開するため拡張した軍事力を行使し、第2次世界大戦に

突き進んだ姿と、現在の中国の状況が似てきているのが気になる。歴史は繰

り返すと言う諺があるが注視すべきだと思う。中国も日本のこの歴史を知って

いると思うが、世界中を敵に回す思い上がりは、間違いなく自国を壊滅させる

ことになる。それより一歩引いて平和的に経済大国になる道を選択する方が

より中国のためであり、国民が喜ぶことであり、良き指導者であって貰いたい。

話を戻して、現下のニプロンの受注状況を見ますと、中国の景気減速による

影響が大きく出てきました。今まで好調であった工作機械、半導体製造装置

関連の電源需要に急ブレーキがかかり始めた。今年の3月に受注の底(生産

調整の波)を打ったかと思われたが、半年後の9月に又、底と見られる状況が

出てきた。

想像であるが、今後数年以上はどの国も自国ファーストの政策が表面化する

ように危惧する。そうであれば内需に力を入れて行こうとの想いと共に、5～6

年前から予見し第3の電源事業として力を入れてきたGP(グリーンパワー)事

業に一層の力を入れようと頑張っている次第です。

グリーンパワー、即ち再生可能エネルギー(RE)ですが、REで100%の電力を賄

う運動が「RE100」で、同じような国際的な動きが、SDGs(持続可能な開発目

標)やESG(環境・社会性・ガバナンス)意識の高まりが広がってきた。これらの

流れの中で再生エネルギー関連事業を通じて貢献をしようと考える私の目に

10月4日の日経産業新聞の記事が飛び込んで来た。

『アップル、再エネ100％どう達成』という記事を目にし、世界に影響力のある企

業としての自覚・使命感というのか、率先し地球環境の悪化を防ぐCO2の削減

に取り組み、リードしていく姿勢に「さすがアップル！ジョブズの魂は生きてい

る」という思いと感銘を受けた。

記事の内容は、アップルが直営するデータセンターなどを含む消費電力(米国

内18億3000万ｷﾛﾜｯﾄ時、日本を含むその他の国で3億5100万ｷﾛﾜｯﾄ時の電

力)をREにする宣言であるが既に99%超を達成した！最も苦労したのが日本で

あり、規制が多く、再エネ調達コストが高かったという事で、日本の電力行政の

遅れを現し残念な想いだ‥‥再エネの調達方法は3つに絞り込み、1つは再エ

ネの直接保有(45%)、2つ目は発電事業への投資、3つ目が発電事業者との長

期売買契約による締結などで、併せて49%、残りは再エネ証書などで3%程買

い、既に100%を達成とある。多くのRE100宣言は、2030～2050年までに達成

が大半であるが、その気になれば2019年に達成できる行動力、計画力、使命

感の凄さに驚愕するばかりであり、米国企業の凄さ、GAFAと称されるIT情報

産業を生み出す、米国の風土(自由・民主主義の根幹をなす）の強さを改めて

感じる。

中国の習近平国家主席が幾ら気張って独裁政治による強国を作ろうとしても、

個人の自由な発想を最大に生かすこと出来る米国の国家建設の成り立ちか

ら出来上がった風土の強さには、絶対に敵わないと感じる。

今、脱中国を願う香港の若者のデモは、台湾にも通じ、やがて中国本土内にも

通じるように思う。中国は国際秩序を重んじて欲しいと願い、今号の「語る！」を

閉じさせて戴きます。

さすがはアップル！

    ジョブズの魂は生きている！

Nipron Wave
Vol.57      2019 Autumn

［新製品］HPCSA-1500P-E2S特集
第3次AIブームを迎えた現在において、ディープラーニングやレンダリングを 

行うGPUサーバーに最適な高信頼性大容量ATX電源をご紹介。

「売る」から「使う」へ 太陽光自家消費特集
FIT価格の低下により、自家消費型太陽光発電が注目されています。
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