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令和2年1月　酒井 節雄

現在世界中の電力給電は、交流給電が100％と言える。これを直流給電に転

換すれば電力活用の面で効率を含め良いことは広く認識されているが負荷と

なる機器、器具が交流仕様になっているためなかなか進まない。しかし、ほと

んどの負荷の実際は内部で直流に変換されているため、直流入力に転換す

ることはそれほど難しくない。仮に国家政策として直流化に進むと決めれば、

直流化需要が産業界を活気づけると共に海外品流入の防止に役立ち、再生

可能エネルギーの活用が進み、更に蓄電が容易なため災害に対するレジリ

エンスを高めると共にCO2削減への効果は絶大になる。EVの時代は遠い先と

日本は考えていたが、中国が逆転の発想で、エンジン自動車は欧米・日本等

の先進国に追いつけないため、思い切った国家戦略で、EV化により世界の

TOPに立とうという方針と政策を進めた結果、自動車の流れは一挙にEV化へ

流れ始め世界をリードし始めた。この例に倣い、原発も火力も難しくなってきた

日本、どこの国より早く国家戦

略として直流化を世界に先駆

けて実行すれば産業界の再

生に繋がり、再度直流入力機

器の輸出も活発化することも

考えられるという事を提言し

たい。直流立国を進めるべき

だと思います。

今年は、東京オリンピックの開催で日本中が活気づく良い年になりそうです。

庚子年の謂れ通り良い転機の年になることを信じ、願いを込めて1年をスター

トしたい。

令和2年元旦　

明けましておめでとうございます。

今年の干支は「庚子」の年で、「庚」は上手く転身できる年、「子」は賢くスタート

できる年とのことで、即ち「新たな芽吹きと繁栄の始まり」の60年に一度の良い

年と天意が示される縁起の良い年です。皆

様にとって良い年の始まりとなりますよう、

お祈り申し上げます。経済評論家による

2020年の予想は厳しい話が多い。世界経

済は米中貿易戦争の影響で停滞感が深ま

り、欧米先進国の自国第一主義の広まり、

更に英国のEU離脱がもたらす経済の不安

定化等、厳しい現実があります。

一方我が国、日本はより厳しい環境の変化に追われそうだと予想されていま

す。米中貿易戦争の影響に加え、デジタル経済への転換遅れによりあらゆる

市場経済に変革を促し、アマゾン現象が各方面に生じる危険があります。日

本のあらゆる産業が、米国のGAFAなど、巨大IT企業による情報寡占と市場

支配が進むこと、又電子マネー、仮想通貨への対応遅れによる間隙をついて、

中国IT企業による日本市場への侵蝕が進む恐れがある。キャッシュレス決裁

への対応遅れを突いて、先行する中国決裁制度が日本に浸透すると共に、あ

らゆる産業、流通を含め経済が競争力を失い、占領されていくのではないかと

恐れる。米中貿易戦争に伴う、米中によるデジタル覇権争いに無防備で、危

機感の乏しい国民性と政府に焦りを覚える。この様に進むかもしれない破綻

を防ぐには、日本も一時期的にしても保護主義化し、デジタル侵略から日本経

済、企業を保護する必要があるように思う。21世紀の新しいデジタル植民地

主義の到来かもしれない。中国が進める「一帯一路政策」の狙いはまさにそ

の点であると言える。

日本の産業経済制度、貨幣制度(紙幣、貨幣交換機器、流通機構)の精緻さ

が故に、我が国のデジタル転換を遅らせているとも言える。このままでは、日

本の良さ、強さが逆になり、貨幣制度と流通制度から米中支配が進み産業競

争力が失われ先進国から転落していくのではないかと懸念する。失われた30

年以降、無策が続く中で何か日本初の逆転打はないかと考えれば面白い案

を思いつきました。

ＧＰ電源(再エネ用電源)特集
SDGs達成に向け、環境に配慮した企業活動が求められています。

地球環境を護る取り組みへニプロンの商品・技術をお役立てください！

［新製品］GP1U-1000シリーズ特集
高信頼・長寿命の定格1008W、ピーク1440W　１Uサイズ電源をご紹介。
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日本！

デジタル植民地に陥る勿れ！
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http://www.nipron.co.jp/貴社の環境経営にニプロン商品・技術をお役立てください http://www.nipron.co.jp/自治体や中小企業向けRE Actionにも最適

SDGs

ESG投資

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

気候変動に
具体的な対策を

SDGs（持続可能な開発目標）とは持続可能な社会をつくるため、世界が抱
えている問題を解決するための17の目標と169のターゲットです。SDGsの
達成に向けての取り組みは、企業の存続を強固なものにするとともに、新
たな市場を獲得するための大きな機会を生み出す等の様々なメリットと
なる一方、SDGsに取り組まなかった場合のリスクとしては、企業としての
評判の低下や、消費者が商品の購入を見送るなどが考えられ、SDGsは挑
むべき事業成長の機会として捉えることが出来ます。中でも17の目標のう
ちの一つ「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」の目標を達成するため
には再生可能エネルギーが必要不可欠だと言われています。

現在世界では環境について様々な問題の解
決に向けてSDGs等の達成目標が決まり、世
界規模で達成に向けて動き出しています。
例えばCO2を排出しない電気自動車の普及
が進んでいます。

オフィスや工場での活動に必要な電力を2050年までに太陽光等の再生可

能エネルギーで100％調達することを目標とする企業が加盟する国際的

な連合体で、イギリスの非営利団体が運営しています。大半の企業が

2030～2050年までに達成を目標とする中で、ヨーロッパの加盟企業数十

社が先行し既に目標を達成しており、IT業界超大手4社（GAFA）では

Googleが2017年に目標を達

成、Appleは2018年時点では

99％と公表しています。加盟

企業は世界で2019年12月時点

で221社あり、日本企業は

2019年に17社が加盟し合計

30社となっています。

SDGs RE100

参考：RE100「GOING 100% RENEWABLE: 2019 RE100 PROGRESS AND INSIGHTS ANNUAL REPORT」

加盟した日本企業の推移

※記事作成時2019年12月19日現在

2017年

3社

13社

30社

2019年2018年
+10社

+17社

ニプロンが提供する太陽光発電関連4大ソリューション

PVマキシマイザー

影や故障の影響を大幅に低減

発電量を最大化

既設発電所のリパワリング

PVガードミャン

高精度ストリング監視

不具合をリモート診断

異常を早期に発見

下限値

実測値

上限値

正常範囲

ＮＧ判定

型Ｏ＆Ｍ完全完護

監視から復旧までサポート

発電所の改善も実施

メンテナンスから完全フリーに

ネオエキスパンダー

自家消費やオフグリッド、
VPPに最適

高効率な蓄電システムを
容易に構築可能

充放電
ＤＣ/ＤＣ
コンバータ

SDGsやRE100そしてESGへの取り組みは大手企業だけでは
なく、中小企業も時間やコストをかけてでも行うべき多くの
メリット（企業イメージアップ・売上向上・長期的なコスト削
減・新たなビジネスチャンス等）があります。
一方、取り組んでいない場合には今後SDGsに積極的に取り
組んでいる大手企業の取引先から外される可能性や、採用活
動においても優秀な人材が志望しなくなる等の様々なデメ
リットが考えられます。

ニプロンの4大ソリューションを活用した
太陽光発電がおすすめです。

環境
に配慮

します
！

SDGs達成目指します！
PV自家消費
始めます！

企業Aは・・・
太陽光発電で得た電力で製品を
作っていて環境に配慮しているので

この会社の製品を採用しよう！

環境経営時代に最適！

SDGs達成に取り組む大手企業はSDGs対応を取引先選定基準の一つに。

企業B企業A

企業Bは・・・
あまり環境に配慮していないよう
なので採用を見送ろう・・・

SDGs対応は

中小企業は関係ない！

本業が疎かになる！

ESG投資・サステナブル投資
ESG投資とは環境・社会・企業統治（Environment・Social・Governance）に配慮している企業に対
する投資のことで、サステナブル投資とは財務分析に加えESGに配慮している企業に対する投資
です。その投資額は世界規模で増加傾向にあり、2016年から2018年にかけて日本では約4.3倍の
増加を見せています。金融庁が保険会社や信託銀行など機関投資家の行動指針を2020年春に改
定し、ESGを重視する内容を初めて明記し、投資決定にESGの観点を考慮するか示すよう求めるな
ど、企業価値の指針として普及拡大が進んでいます。

参考：経済産業省「SDGs 経営／ESG 投資研究会 報告書」

サステナブル投資額の推移(日本)
約240兆円

約55兆円

2016年 2018年

約4.3
倍

RE100地球環境を護る取り組みへ
ニプロン商品・技術をお役立てください

　　　ニプロンはCO2を排出しない電気自動車を導入しました。

環境に配慮した経営が
求められています。
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IoTネットワークと
データセンター（地域データセンター
　　　　　　　　　　　＋クラウド）

地域コミュニティセンター
（エネルギーセンター）

様々な太陽光発電実装
（屋根、壁面、カーポート）

地中エネルギー貯蔵
（電気＆水素）

燃料電池
コージェネレーション

EV/FCV による
エネルギー流通

地中直流給電網

EVのグリッド連携（V2X）

マイクログリッド間の
広域送電網（インターグリッド）

地域直流マイクログリッド
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http://www.nipron.co.jp/持続可能な社会に向け最適な製品をご提案します http://www.nipron.co.jp/直流電源でマイクログリッド構築を目指します

期待が高まる直流電源時代
再生可能エネルギーと分散電源

将来ビジョン
ニプロンが描く

（イメージ図）

持続可能な社会の実現に向け
再エネの「主力電源化」を「直流電源」を通じてお手伝い。
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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/蓄電式PV自家消費『PV Oasis』は導入メリット多数

蓄電式PV自家消費　PVオアシス

自家消費を導入するならＰＶオアシスがお得！

蓄電式ＰＶ自家消費(PV Oasis)システムイメージ

時間

電
力

時間

電
力

消費電力 発電電力

消費電力 発電電力 消費電力 発電電力

大企業だけでなく、中小企業においてもSDGsやESG投資を背景に、投資家や

取引先からもCO2削減への取り組みを求める動きは強まっています。

しかしこれは、再生可能エネルギーの活用と脱炭素化に積極的な大企業とのビ

ジネスチャンスを広げ、企業の社会的価値を向上させるチャンスでもあります。

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。

系統連系を伴う自家消費は発電した電力が電力会社に流れる「逆潮流」

が起きないように対策が必要で、下記の方法を取ることが一般的です。

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を設置出来ず、発電システ

ムを有効活用できない。

【 電気代の削減だけじゃない自家消費】

税制優遇の活用が可能

時間

電
力

蓄電池充電

蓄電池放電

一般的な自家消費

Ⅰ. 逆潮流対策の装置（RPR）を導入する。

Ⅱ. ベース電力以下の発電量に太陽光
　 発電を抑える。

■ 動作イメージ

■ 動作イメージ

■ 動作イメージ

蓄電式ＰＶ自家消費 (PV Oasis)

発電した電力を
最大活用できない

PCS が
停止してしまう

高効率なシステムの構築が可能

無駄無く発電した
電力を活用

蓄電システム

自立インバータ

PVマキシマイザー

AC/DC

整流器

商用AC

太陽光発電太陽光発電
Ｈ
Ｖ
Ｄ
Ｃ
給
電

非常用

常用

【 動作イメージ 】

・晴天時

・曇天時

蓄電池充電

太陽光発電供給

時間

電
力

時間

電
力

蓄電池からの
放電終了商用電源でアシスト
商用電源で
アシスト

蓄電池充電
負荷曲線

蓄電池放電

負荷曲線
蓄電池放電

太陽光発電供給

電力コスト削減

BCP 対策

省エネルギー

企業価値の向上

蓄電システム蓄電システム

BCP対策としても最適
商用AC

負荷
自立

インバータ

※イメージ図

太陽光発電

空調 照明

非常用

常用

自由な設定が可能

災害発生時には太陽光発電や蓄電池から電力の供給が可能で、蓄電
池の一部を非常用として常時残しておくことでＢＣＰ対策としての運
用も可能です。

系統連系しないから逆潮流が発生せず

RPR不要で低コスト化

複雑な連系協議も不要

発電した電力の最大活用が可能

余剰分は蓄電池に充電

「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

停電時は無瞬断で停電バックアップ

自立インバーターを使用することで

PCS不要で低コスト化

太陽光発電 は使う方がお得な時代

導入が容易
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変電設備

太陽光発電

PV

ＰＶマキシマイザー
（6ストリング）

（５ｋVA）

（12.275ｋW）

６
回
路

８直列

蓄電システムラック

通常時（蓄電池充電時） 通常時（蓄電池満充電時） 非常時（停電時）

①

①

①

③③

⑤⑤ ④

②

蓄電システムラック用屋外盤

リチウムイオン
電池

DC/DC
コンバーター

インバータ

非常用コンセント

非常用コンセント

照明用

照明用

キュービクル

分電盤

交流切替器

交流切替器

（1Φ2W　AC100V）

（1Φ3W AC200V）

（3Φ3W AC200V）

PCS

PCS

蓄電式自家消費システムをパッケージ化　 スムーズな導入を実現します。
太陽電池モジュール（結晶系） ②PVマキシマイザー

数量：1台

④交流切替器
⑤⑤蓄電システムラック用屋外盤回路数：6 回路

出力電圧：DC400V max.

③③蓄電システムラック
入力電圧：DC400V max .

サイズ(㎜ )：W2,000×D2,000×H2,507
出力電圧：１Φ3W AC200V
出力容量：5kVA
最大充電電力：5kW

最大放電電力：5kW
蓄電池種類：リチウムイオン電池
公称蓄電容量：7.44kWh
サイズ ( ㎜ )：W800×D800×H1,900

出力：325W
パネル総枚数：48 枚
パネル総容量：15.6kW
構成：8 直列 ×6 回路

リチウムイオン電池 双方向GBM
25kW/25kW44.7kWｈ

DC発電機
30ｋW

自立インバータ
30ｋVA

スコットトランス

LPガス 照明用
1Φ 20kVA

動力負荷
3Φ 10ｋVA

用途に合わせた

ＰＶマキシマイザー

ＰＶマキシマイザー

整流器

キュービクル

自立インバータ

蓄電池 Neo eXpander

商用AC

再エネ給電

太陽光発電

太陽光発電

一般負荷(単相)

重要負荷(三相)重要負荷(三相)

動力負荷(三相)

を提案致します

余剰電力の有効活用＆停電バックアップシステム

オフグリッド型自家消費システム

自家消費＆停電バックアップ型システム

変電設備

既設系統 

既設系統 

PV

蓄電システム
非常用コンセント

照明用交流切替器

PCS

既設系統 

PV

蓄電システム蓄電システム
非常用コンセント

照明用交流切替器

PCS

既設系統 

売電を行う発電所の余剰電力を蓄電池に充電し、停電時のバックアップ電源として使用することで発電所の電力を有効活用

できます。下記の例では停電発生時には照明と非常用コンセントにのみ電力を供給しバックアップしています。

LPガス発電機と蓄電式PV自家消費システム(PV Oasis)を組み合わせることで、商用電源を一切使用せずシステムの運用を実現して

います。日中は太陽光発電の電力を使用しつつ、余剰分を蓄電池に充電。夜間や悪天候時は蓄電池の電力でシステムを運用し、電

力が不足する場合はLPガス発電機でアシストを行います。

重要な負荷にのみ蓄電式PV自家消費システム(PV Oasis)を接続。日中は太陽光発電の電力を使用しつつ、余剰分を蓄電池に充電。

夜間は蓄電池から電力を供給、電力が不足する場合は商用ACからアシストを行います。また、このシステムはキュービクルの大規模

な工事が不要なため、工事費用・期間の短縮も実現します。　
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http://www.nipron.co.jp/PVも蓄電システムも『PVガードミャン』で遠隔監視 http://www.nipron.co.jp/現地に行かず遠隔でバッテリーのクラウド異常判定

太陽光発電も
蓄電システムも

一括監視！
メンテナンスコストを

抑える！

蓄電システム 遠隔監視・制御の が可能に

蓄電システムの動作状況が一目で確認でき、
早期の異常発見・復旧に貢献します。

New

PCS

高精度遠隔監視システム　ＰＶガードミャン

装置内の温度や出力電力のバランス
から装置の故障を検出する

同一バス電圧の測定値を比較する
ことで装置の故障などを検出する

電力制御診断、内部温度異常

※対応予定

電力情報表示 電力情報表示
機能 内容

充放電制御装置毎に以下の設定
ファイルを保持
・クラウド異常判定閾値
・充放電設定（デマンド制御設定  ）※

システム制御（起動/リセット）
非常停止、充放電制御

機器故障情報収集
蓄電池異常検出にも対応

装置異常情報表示

パラメータ設定

遠隔制御

クラウド異常診断
異常通知 異常検出時にアラートメール送信

機器自己診断、クラウド診断

蓄電監視機能

バス電圧不一致

装置異常検出

充電・放電制御の異常を検出

現在の発電状況や異常発生時には
異常個所の通知が表示されます。

システムの動作状況をグラフ表示。
異常発生時にはグラフの形状から
原因の予測も可能です。

充放電電源(GBM)の動作状況を表示
します。

蓄電池の動作状況を表示します。

メイン画面（異常発生時）

充放電異常
蓄電池の故障
充放電電源(GBM)の故障

開閉器の閉め忘れ

蓄電池の故障
開閉器の閉め忘れ

充放電電源(GBM)の故障

充放電電源(GBM)の故障

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するPVガードミャン。

新たに、蓄電システムの監視やクラウド診断、充放電の遠隔制御などに対応が可能となりました。これにより、早期発見による発電ロスの

低減だけでなく現地対応や業務の負担を抑えることが可能になります。

PCSの定格に対し大幅な過積載を行い、余剰電力を蓄電池に充電、夜間などに蓄電池から売電している発電所にお
いて「ＰＶガードミャン」による蓄電システム監視の動作を検証しました。

電池残量に変化が無く
バッテリーが
動作していない

PCS 入力電力 蓄電池残量充電電力 放電電力

機能 検出可能な異常例

蓄電クラウド診断機能
内容

計測データ

換算データ

+機器情報(故障情報)
+ログ取得

ＰＶマキシマイザー（PVM） PCS

太陽光発電

蓄電池

蓄電池

充放電電源（GBM） Neo eXpander

Neo eXpander

内蔵

PVM入力
（電圧・電流） PVM出力

（電圧・電流）
PCS入力

（電圧・電流）

SOC
総電圧・総電流

充放電GBM
蓄電池側入出力
（電圧・電流）

充放電GBM入出力
（電圧・電流）

正常時 異常時

PCS定格

定格を上回る
余剰分を充電
定格を上回る
余剰分を充電

充電 放電

放電開始

充電中
電池残量増加

放電中
電池残量減少

ＰＶガードミャン 蓄電システム監視画面 正常時と異常発生時の画面比較（一例）

※

※試験的に充電器と蓄電池間のメインコンタクタをOPEN にした状態で計測

蓄電監視システム（データ収集イメージ）

システム監視画面

システム監視画面（GBM電源） システム監視画面（蓄電池）

非常用バッテリーの割り当てを遠隔操作で調整可能

非常用25％
常用75％

常用0％
非常用100％

天候が安定しているので

非常用は最小限に

ＰＶガードミャンにより、遠隔操作で非

常用バッテリーの割り当てを任意の値

で調整可能です。

台風が接近しているので

全てを非常用として残す

太陽光発電

蓄電システム

※

※対応予定
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※開発中製品のため、本誌に掲載している仕様、デザイン等は予告なしに変更することがあります。
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0.5A

6W

最大電流/

最大電力(連続) 

+12VSB

型式 GP1U-1000-24P GP1U-1000-48P 共通出力

AC90V 入力で 100%出力が可能50℃環境下で 100％出力が可能

GP1U-1000 SERIES

長寿命化と高電力密度化を両立

 ラック搭載可能

※1  AC100V入力/ 定格出力 / 周囲温度 35 ℃にて連続運転した場合の推定寿命

低ノイズを実現

外形図

仕様

10
期待寿命

※1

年

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削減に貢献します。

各種信号に対応

医療規格取得モデルもラインアップ予定
医療規格 IEC60601-1 Ed.3.1(MOPP) 取得モデルもラインアップ予定

長寿命・高信頼
周囲温度 35℃環境で連続運転した場合の推定寿命 10 年

信頼性の高い国内設計・国内製造

低漏洩電流
医療規格対応レベルのAC264V入力時 0.5mA 以下の低漏洩電流仕様

温度上昇を抑える高効率仕様
AC240V入力時、最大 91％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抑制しているため、熱対策に掛かる工数やコスト

の削減に貢献します。

並列運転対応
電流バランス回路内蔵で、3台までの並列運転に対応

大容量1008W　低背型1Uサイズ電源

1U40.5mm

VCCI Class B

リモートセンシング信号対応
負荷端に接続することで出力ケーブルの +側のラインドロップを補正

ラインドロップの補正で装置の動作安定性を向上
出力電圧可変ボリューム付

リモートON/OFF（PS_ON#）信号で出力のON/OFF 制御が可能です。
リモートON/OFF 機能

停電検出信号を標準装備しており、お客様にて検出基板を用意するコス

トを削減

停電検出信号

出力正常時に ‘H’ 信号を出力し、システムに対しGP1Uの出力電圧が

正常であることを通知

PWR_OK信号

連　続：1008W
ピーク：1440W

出力電圧：24V/48V

AC100V 入力、1008W出力時の実測の一例
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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/「電源に困った時」ニプロンにご相談下さい

第10回 国際スマートグリッドEXPOに出展致します。

展示会出展のご案内

2月26日～2月28日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されます、「第10回国際ス

マートグリッドEXPO」に出展致します。スマートグリッド構築に必要なあらゆる製

品・技術が一堂に出展する国際商談展です。

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

集まっています。そこで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を利用できる、PV自家消費システム「PV Oasis」、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」等の展示を行う予定です。また、これまでの展示会で好評頂いているプ

レゼンテーションも行う予定ですので、ご来場の際にはぜひニプロンのブースまで

お越し下さい。

会期：２０２０年２月２６日（水）～２月２８日（金）
会場：東京ビッグサイト 西展示棟 １Ｆ
ブース番号：Ｗ ７-２３

経営方針発表会のご報告

第16回 経営方針発表会
経営方針発表会では、代表取締役社長酒井よりご挨拶と前期事業結果報告、そし

て今期事業計画の説明を行い、その後は各部門責任者より各部門事業計画につい

ての説明を行いました。また、近畿経済産業局 資源エネルギー環境部長 杉山佳弘

様より「再生可能エネルギー政策の現状」についてのご講演もいただきました。

懇親会では、余興のクラシックオペラも相まって大いに盛り上がり、皆様とより一

層に強固な関係を築けたと感じております。

今後ともニプロンは未来を見据えた製品作りのこだわりを追求し、お客様へより

良い製品をご提供できる様に努めていく次第です。

プライベート展示会＆工場見学会
昨年秋にリニューアルオープンした本社5階の常設展示場では、普段出展している

展示会以上の展示スペース・展示製品数の規模となり、製品展示以外にも創業か

ら現在までの歴史を知っていただける『ニプロンの歴史コーナー』や、『Nipron 

Waveコーナー』を多くのお客様がご覧になられました。プレゼンコーナーで行った

自家消費ソリューションのご提案では、準備した席が埋まるなど盛況となりました。

工場見学会では一昨年竣工しました新館を広々と使用した生産ラインや、生産効

率向上・省人化のための取り組みについてご案内し、ニプロンの高信頼性と高品質

な製品を生産する現場をご覧いただきました。

昨年10月25日にお客様をお招きし、ニプロン本社にて毎年恒例のプライベート展示会＆工場見学会を、

その後に都ホテル尼崎にて第16回 経営方針発表会を開催しました。お忙しい中ご来場頂いたお客様には心より御礼を申し上げます。

世界有数の電子計測器メーカー「キーサイト様」より
サプライヤー表彰を受賞！

※ 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　空営業部

　　（TEL）06-6487-0611（FAX）06-6487-0523
　　（E-MAIL）support@nipron.co.jp

昨年の商談席の様子

昨年のブースの様子

Keysight Technologies様 サプライヤー表彰式の様子

12月5日、弊社副社長【営業・研究および技術統括本部管掌】松原とグローバル営業の吉村でKeysight Technologies様のサプライヤー表彰式に出席しました。

Keysight Technologies様はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタローザに本社を置く、世界最大規模の電気・電子計測機器企業です。

1939年にヒューレット・パッカードとして創業して以来、常に計測機器市場をリードし、現在では情報通信、航空・宇宙・防衛、半導体等の市場向けに業界最高

レベルのソリューションを提供されています。

この度、ニプロンはKeysight Technologies様との長年のビジネスの関係性が認められ、今後も継続的に弊社ATX電源をご購入いただく計画もあることから、

マレーシア ペナンにおけるサプライヤー表彰式にご招待いただきました。

式のなかではIoT、Industry 4.0とビッグデータ、自動車とエネルギーシェアリング、サプライチェーンの差別化、といった様々な分野のセミナーを拝聴しました。

Keysight Technologies様は、通信の速度と信頼性を飛躍的に向上させる5G技術のマーケットリーダーの役割を担って

おり、ニプロンとしても安心なネットワークに貢献できるよう、品質、信頼性に拘ったモノづくりを続けていく所存です。

ニプロンは創業以来、お客様の装置やデータを護る「壊れない・潰れない・停まらない」電源を実現するため、こだわりの開発・生産を日本国内で行っています。

グローバル展開へ大きく躍進

HPCSA-1500P-E2S HPCSA-1000P-E2S HPCSA-700P series HPCSA-570P series
ピーク：1500W
連続：1200W

ピーク：1000W
連続：822W

ピーク：700W
連続：600W

ピーク：570W
連続：400W

MADE IN JAPANという信頼と品質

サプライヤー表彰トロフィー
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令和2年1月　酒井 節雄

現在世界中の電力給電は、交流給電が100％と言える。これを直流給電に転

換すれば電力活用の面で効率を含め良いことは広く認識されているが負荷と

なる機器、器具が交流仕様になっているためなかなか進まない。しかし、ほと

んどの負荷の実際は内部で直流に変換されているため、直流入力に転換す

ることはそれほど難しくない。仮に国家政策として直流化に進むと決めれば、

直流化需要が産業界を活気づけると共に海外品流入の防止に役立ち、再生

可能エネルギーの活用が進み、更に蓄電が容易なため災害に対するレジリ

エンスを高めると共にCO2削減への効果は絶大になる。EVの時代は遠い先と

日本は考えていたが、中国が逆転の発想で、エンジン自動車は欧米・日本等

の先進国に追いつけないため、思い切った国家戦略で、EV化により世界の

TOPに立とうという方針と政策を進めた結果、自動車の流れは一挙にEV化へ

流れ始め世界をリードし始めた。この例に倣い、原発も火力も難しくなってきた

日本、どこの国より早く国家戦

略として直流化を世界に先駆

けて実行すれば産業界の再

生に繋がり、再度直流入力機

器の輸出も活発化することも

考えられるという事を提言し

たい。直流立国を進めるべき

だと思います。

今年は、東京オリンピックの開催で日本中が活気づく良い年になりそうです。

庚子年の謂れ通り良い転機の年になることを信じ、願いを込めて1年をスター

トしたい。

令和2年元旦　

明けましておめでとうございます。

今年の干支は「庚子」の年で、「庚」は上手く転身できる年、「子」は賢くスタート

できる年とのことで、即ち「新たな芽吹きと繁栄の始まり」の60年に一度の良い

年と天意が示される縁起の良い年です。皆

様にとって良い年の始まりとなりますよう、

お祈り申し上げます。経済評論家による

2020年の予想は厳しい話が多い。世界経

済は米中貿易戦争の影響で停滞感が深ま

り、欧米先進国の自国第一主義の広まり、

更に英国のEU離脱がもたらす経済の不安

定化等、厳しい現実があります。

一方我が国、日本はより厳しい環境の変化に追われそうだと予想されていま

す。米中貿易戦争の影響に加え、デジタル経済への転換遅れによりあらゆる

市場経済に変革を促し、アマゾン現象が各方面に生じる危険があります。日

本のあらゆる産業が、米国のGAFAなど、巨大IT企業による情報寡占と市場

支配が進むこと、又電子マネー、仮想通貨への対応遅れによる間隙をついて、

中国IT企業による日本市場への侵蝕が進む恐れがある。キャッシュレス決裁

への対応遅れを突いて、先行する中国決裁制度が日本に浸透すると共に、あ

らゆる産業、流通を含め経済が競争力を失い、占領されていくのではないかと

恐れる。米中貿易戦争に伴う、米中によるデジタル覇権争いに無防備で、危

機感の乏しい国民性と政府に焦りを覚える。この様に進むかもしれない破綻

を防ぐには、日本も一時期的にしても保護主義化し、デジタル侵略から日本経

済、企業を保護する必要があるように思う。21世紀の新しいデジタル植民地

主義の到来かもしれない。中国が進める「一帯一路政策」の狙いはまさにそ

の点であると言える。

日本の産業経済制度、貨幣制度(紙幣、貨幣交換機器、流通機構)の精緻さ

が故に、我が国のデジタル転換を遅らせているとも言える。このままでは、日

本の良さ、強さが逆になり、貨幣制度と流通制度から米中支配が進み産業競

争力が失われ先進国から転落していくのではないかと懸念する。失われた30

年以降、無策が続く中で何か日本初の逆転打はないかと考えれば面白い案

を思いつきました。

ＧＰ電源(再エネ用電源)特集
SDGs達成に向け、環境に配慮した企業活動が求められています。

地球環境を護る取り組みへニプロンの商品・技術をお役立てください！

［新製品］GP1U-1000シリーズ特集
高信頼・長寿命の定格1008W、ピーク1440W　１Uサイズ電源をご紹介。
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表紙イラスト：原田 航

日本！

デジタル植民地に陥る勿れ！


