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令和2年4月　酒井 節雄

ここ3～5年は好況からの人手不足により、新卒学生は超売り手市場となり欲しい人材

が取り切れないもどかしさが続いた。しかし、この度のコロナ不況により、極端な採用

手控えが予想される。特に金融機関、サービス業、流通事業、観光事業、宿泊施設関

連の不況感は長期化が予想される。製造業においては国内回帰の流れになるかも

知れず、学生の関心も製造業へ向かうことも予想される。今後は求人状況が買い手市

場に変化することが予想され、チャンスと考える。

当社は、過去の就職氷河期と呼ばれたリーマン・ショック後の5～6年間に大量の学

卒採用を続け、育った社員が今日の成長を支えたと思う。今後、予想されるコロナ不況

に対しても同様のことを考えている。良い要素(熱意が有り、良い考え方)を持つ学生を

多く採用したいと考える。そのためにはニプロンの魅力と実力を誇示する必要がある。

令和2年の年頭に定めた今年の１字漢字「器」を使い、良い人材を迎え入れるための

「器」として未来を切り拓き、育む入れ物が必要と考えている。それが「新中央研究所＆

新本社」の建設であり、長年描いてきた想いである。この大事業はコロナ不況の懸念の

ある中で慎重に進めるべきだということは、当然の事と考えているが、良い適地(JR尼

崎駅近辺)を縁があって見つかれば先に土地の確保を優先し、上物(建物)は売上が

70億円を突破し、営業利益を7～10憶円上げる事を前提に着手することを考えている。

良い「器」(器量を持った)人財を招き収容するには、力を充分に発揮して貰うに相応し

い「器」(佇まいを備えた建物)が必要と考える。一般的な例であるが一流ブランド商品

を売る店舗(ルイ・ヴィトン等)は、顧客が惹きつけられるような趣を醸し出している。同

様に一流ホテル、レストラン、高級和風料理店も独特の佇まいで中身の商品を輝かせ、

良さをイメージさせる如く高級感が溢れる店構えと風格を備えている。これらの例も

同じ理屈であり、ニプロンが求める良い中身(人財、技術、商品)に相応しい「器」が必要

なのは当然の理屈であり、中身と器が相乗効果を上げる事が期待される。

現在構想中の新しい中央研究所では、今の電源ビジネスの進化開発のみではなく、

輝ける未来のパワーエレクトロニクス商品開発、要素技術の開発を行う研究部門と共

に、新しい時代の経営の姿、在り方も研究開発する。又、営業スタイル、販売システム

の研究、即ちデジタル営業の研究

などもより専門的に取り組みたいと

考えている。更に働き方改革に繋

がる生産性改善の研究も、今まで

より深く、先進的に行いたい…。

夢構想は尽きない。この夢を開発

し実現する「夢研究所」は、我々経

営者も全社員も夢が湧き出る、面

白い場にしたいとの思いから名称

を「ニプロン夢湧くわく研究所」と命

名したいと考えている。

大いなる熱い夢でコロナ不況をぶっ飛ばそう！！

皆様のご贔屓、ご支援のお陰で今年は「創業50周年」を迎える事となりました。

有難うございます。更に70周年、100周年を目指して頑張って参る所存です。

2020年3月30日現在、中国武漢発の新型コロナウイルスにより世界中で70万人近い

夥しい感染者と死者(3万4千人)を出し、今後南半球の国々へ燎原の火の如く拡大す

る様は(オーストラリアの山火事を連想)、焼き尽くすまで手の打ちようがない様相を

呈している。

この状況からWHO(世界保健機関)は、パンデミックを宣言した。全ての日本人が待ち

に待っていた東京オリンピック、パラリンピックが1年延期を余儀なくされた。この様相を

見て第2次世界大戦以来の人類の危機だ！との声が、世界の首脳の口から発せられた。

1～2月は発生源の中国が夥しい数の感染者と死者数が報じられていたが、3月にな

りヨーロッパへ飛び火し、あっと言う間にイタリアが中国を抜き、その後米国でもの凄い

スピードで感染が拡大した。米国がイタリア・中国を追い抜いて不名誉なTOPになっ

ている状況は何を意味するのだろうか…。米国ニューヨーク州では外出禁止令が出

されこの流れがヨーロッパ各国に連鎖し、アジアを含む世界中が競うように国境を封

鎖し、人の流れや交通が遮断され経済の流れが停滞し始めた。世界の自動車会社

の多くの工場が停止するドミノ倒し現象は世界大恐慌へと発展するのではとの危機

感が募る。

経済対策として米国230兆円、ドイツ90兆円、日本も56兆円を超える過去最大規模の

緊急経済対策が実施される予定であるが、人の流れが遮断され経済が動かない中

で幾ら資金を出しても物の供給が止まれば物価が急騰し、スタグフレーション(不況

下のインフレ)を引き起こす危険を識者から指摘されていることも真実味を帯びる。

コロナ大不況(リーマン・ショックを超えると言わている)が必至の状況下でニプロンはど

の様に、この危機に対応すべきかと考え頭を悩ますが、当然の事として良い答えは無い。

このようなパンデミックの危機は過去の歴史上幾度もあり、14世紀のヨーロッパでペ

スト菌による死者2500万人(ヨーロッパ全人口の1/3～1/4に当たる)の酷い歴史があ

るが人類が絶滅したわけでは無く、その後も疫病に苦しめられながらも疫学の発展

と共に克服してきた。この度の新型コロナウイルスに対するワクチンや治療薬も一年

以内に開発されると予想するが、大不況の到来も予想される今後に対し、どの様に

対応していくか…。難しく考えるのではなく、やるべきことは何処よりも早く危機対応を

行い、危機被害の影響はどこよりも遅く、最小限に抑えられるように生き延びるしか

方法は無い。その間、消極的停滞を選ぶよりは、常に今ある経営課題の解消、もしく

は最小化への改革に手を打ちつつ、この先の時代に待つ明るい将来、特に大きく華

が開く可能性の高いGP事業に求められる市場要求を推理し準備する。又、5G通信

が拓く新しい需要へ対応を可能とするための体力強化へ、慎重な手順であるが先行

投資を前向きに行うべきだと考える。

コロナ不況脱出後の加速度的な経済回復と技術革新の時代要求をセーブしていた

力が解かれる反動の勢いが新しい力を生むことも考えられ、チャンスと思われる。 

ニプロンの現況は、お陰様で受注も回復傾向にあり経営状況も堅調である。このた

め金融機関の評価も高く、金融不安は少ないと考える。不足を感じるのは、これから

迎えるであろうGP事業の爆発的開花に対する人材(人財)不足への対応である。

新製品特集
発表されたばかりの新製品を大特集！

DINレール対応電源、ピーク1500W対応ATX電源など魅力的な製品を多数ご紹介！

太陽光自家消費特集
一般的な自家消費と比べ様々なメリットがある「蓄電式PV自家消費システム」をご紹介！

1

2

が見どころが見どころここ ここここここ

表紙イラスト：原田 航

良い中身には、

     相応しい「器」を
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http://www.nipron.co.jp/小型・高ピーク出力で驚きのローラー駆動本数を実現 http://www.nipron.co.jp/高効率設計で発熱を抑え、装置の信頼性アップ

機能追加モデル対応可能

アレスタ + バリスタ搭載で雷サージ耐量強化
コモンモード：実力 ±8kV
瞬停対策（保持時間延長）
回生負荷対応

並列運転機能
スタンバイ出力

各機能を追加したモデルもご商談内容により、対応可能ですので
ご相談ください。

OZP-240/600P
ピーク出力強化型電源

新製品

24V出力タイプで業界最高クラスの高効率95％typを実現、省エネとCO2

削減に貢献します。

業界最高クラスの高効率を達成
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効率グラフ （実測の一例）

漏洩電流特性 （実測の一例）

【測定条件：　　AC100V入力　　AC230V入力】
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低負荷から高負荷まで

高い効率を実現

９５％ 

入出力仕様

一定時間(5s)、連続定格出力の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。

連続定格出力の２倍の高ピークに対応

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/

UZP-600 series
ピーク1200W出力対応ファンレス電源

シャーシ・カバー付き
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入出力仕様

最大電流/
最大電力（連続）

AC100V

ピーク電流/
ピーク電力（5s以内）

AC100V

ピーク電流/
ピーク電力（5s以内）

AC200V

入力電圧

安全規格

出力電圧

型式

8.4A

+24V

201.6W

400.8W

10A

240W

16.7A

600W

25A

AC85～264V (PFC搭載、ワールドワイド入力)

4.2A

+48V

201.6W

403.2W

5A

240W

8.4A

600W

12.5A

効率
86％typAC100V

90％typAC200V

力率
99％typAC100V

95％typAC200V

OZP-240/600P-24 OZP-240/600P-48

最大電流/
最大電力（連続）

AC200V

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。

シーンに合わせた入出力端子をご用意

コネクタタイプ(横型) コネクタタイプ(縦型) 端子台タイプ(縦型)端子台タイプ(横型)

最大効率：95％typ (AC230V)

連　続：600W
ピーク：1200W

出力電圧：24V/48V

搬送機器など
モーター負荷に最適

超高効率・低ノイズ設計
連続出力の2倍のピーク出力

UZP-600シリーズは、従来機種の特長である超高効率・低ノイズといった

特長はそのままに、ファンレス電源としては驚異の連続600W ピーク

1200Wの出力を実現。連続出力の2倍のピーク出力が可能で、モーター等

の電源として最適です。ファンレス電源のため、異物吸引リスク低減、ファ

ンのメンテナンスも不要で、装置の信頼性向上に貢献します。

OZP-240/600Pは、AC200V入力時に連続出力240W、ピーク出力600Wで

連続定格の2.5倍の高ピークを実現。始動時に大きな電力が必要なモー

ターなどの負荷に最適な電源で、大きな電力を必要とする際には600Wの

ピーク出力で対応し、定常時には240Wの連続出力で対応するといった負

荷に合わせた動作が可能です。ピーク値に合わせた大容量電源の選定が

不要となり、小型化・コストダウンが見込めます。

電源が増えるごとに漏洩電流が累積して大きくなり、漏電遮断器が予期せ

ずにトリップする恐れがあります。OZP-240/600Pは、低漏洩電流を実現し

ており、複数台の電源を使用する場合でも漏洩電流の低減が図れ、漏電

遮断器の選定が容易になります。

更に詳しい情報はこちら！
HPにてOZP-240/600Pの特集ページを公開中！

https://www.nipron.co.jp/extra/psu/OZP-240-600P/

出力電圧

型式

安全規格

入力電圧

UZP-600-A24 共通出力

+24V

25A

33.4A

600W

801.6W

50A

1200W

+12VSB

0.42A

-

5W

-

-

-

+12V FAN 

0.25A

-

3W

-

-

-

AC85～264V (PFC搭載、ワールドワイド入力)

連続電流/連続電力

（自然空冷）

連続電流/連続電力

（強制空冷）

ピーク電流/ピーク電力

（5s以内）

(オプション)
+48V

12.5A

16.7A

600W

801.6W

25A

1200W

UZP-600-A48

UL(cUL)62368-1 取得、CEマーキング 対応

電安法(省令2項)　準拠設計

新製品

最大効率：90％typ 

連　続：240W
ピーク：600W

出力電圧：24V/48V※

※ ※

※ AC200V 入力時

特長 漏洩電流を低減

驚異の約2.5倍、高ピーク負荷対応

連　続 : 240W
ピーク : 600W

リモートON/OFF機能付

電源単体で雑音端子電圧 VCCI ClassB クリア

停電検出信号付

両面スルーホール基板採用

出力電圧可変ボリューム装備

※安全規格は準拠となります。

コンデンサパック
BS13A-EC400/422F

コンデンサユニット・パック接続で瞬停対策が可能

コンデンサユニット
CB03A-EC400/801F

特長

5×9インチの小型化を実現

+12Ｖのスタンバイ出力付

停電検出信号、リモートON/OFF機能付

コンデンサユニットの接続で瞬停対策が可能

アレスタ搭載で雷害リスクの回避・軽減
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

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）

アレスタ
寿命通知が可能（オプション）

電解コンデンサの劣化をH/L信号とLEDで通知します。

定格負荷入力電圧 最小負荷

AC100V 0.09mA 0.11mA

AC200V 0.19mA 0.23mA

多くの電源を使用する場合
でも全体としての漏洩電流
低減が可能。

 

OZP-240/600P OZP-240/600P OZP-240/600P

低漏洩電流を実現

UL(cUL)60950-1, IEC62368-1 取得、

CEマーキング 対応、電安法(省令2項) 準拠設計

※
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温度上昇を抑え、小型＆長寿命化

ノイズフィルターの削減が可能 特長

瞬停・停電バックアップユニット登場

アレスタを搭載し雷サージ耐量強化

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。 出力電圧

型式

UL(cUL)62368-1、 UL508 取得　、 CE マーキング 対応

電安法(省令2項)　準拠設計

※UDP-180, UDP-120 については取得予定

安全規格

入力電圧

UDP-120-A24UDP-240-A24

+24V

120W

90.5％typ

201.6W/300W

92％typ

99％typ

88％typ

+24V

240W

92％typ

400.8W

94％typ

99％typ

91％typ

AC85～264V (PFC搭載、ワールドワイド入力)

連続電力

ピーク電力(10s) AC100/200V

効率
AC115V

AC230V

力率
AC115V

AC230V

UDP-180-A24

+24V

180W

91.5％typ

201.6W/300W

93％typ

99％typ

89％typ

出力仕様

製品概要

他社相当品

UDP-240-A24

UDP series
DINレール対応ユニット型電源

コンデンサユニット リチウムイオンバッテリユニット

UDP-240 DS02A
UDP-240

※内部イメージ

※接続イメージ

※イメージ

DS01A

DS02A-L24/2.5L

サージ保護素子としてアレスタを搭載し、雷などの外来入力サージに対す

る耐量を強化しています。

SEMI F47 規格対応可能

EN62477-1 OVCⅢ準拠設計

機能一覧

バックアップ放電特性 (UDP-240-A24-*B0、AC100V時の参考値) バックアップ放電特性 (UDP-240-A24-*00、AC100V時の参考値)

出力電圧可変ボリューム付き

寿命通知が可能 ( オプション )

電解コンデンサの劣化をH/L信号とLEDで通知します。

-40℃環境で起動が可能

基板コーティング標準対応

-20 ～70℃まで、広い動作温度範囲を実現（要ディレーティング）

制御盤内が高温でも自由度の高い機構設計が可能です。

UDPシリーズはソフトスイッチング方式を採用。従来のハードスイッチング

方式に比べ、スイッチング損失による発熱を大幅に抑制することで搭載部

品の小型化が可能となり、電源の小型・高効率化を実現しました。

高効率・長寿命設計

薄型設計で制御盤の
小型化・省スペース化を実現

選べる入出力端子

使用するシーンに合わせて、入出力端子はヨーロピアン端子タイプ、ハー

モニカ端子タイプをラインアップ。

ヨーロピアン端子タイプ

入力側出力側
出力側

出力側 入力側

ハーモニカ端子タイプ

出力側

電源単体で雑音端子電圧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。

コンデンサユニットの接続で瞬停バックアップを実現します。 バッテリユニットの接続で無瞬断での停電バックアップを実現します。

雑音端子電圧特性

VCCI ClassB

(UDP-240-A24、AC100V時)

UDP-***-A24-E00 - 〇 -

- 〇

〇 〇 -〇 -

〇 〇 -

- 〇

- 〇 〇〇 -

- 〇 〇

- 〇

- 〇

〇 〇 〇〇 -

〇 〇 〇

〇 -

- 〇 -

型式
ヨーロピアン

端子
ハーモニカ

端子

UDP-***-A24-T00

UDP-***-A24-EB0

UDP-***-A24-TB0

UDP-***-A24-E0X

UDP-***-A24-T0X

UDP-***-A24-EBX

UDP-***-A24-TBX

コンデンサ
ユニット対応

バッテリ
ユニット対応

寿命通知
機能

コモンモード：実力±8kV

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 50 100 150 200 250
出力電力[W]

時
間

[秒
]

117.5

41

124

※
※対応電源は下記機能一覧をご確認ください

■ DS01A、DS02Aは開発中のため、記載している仕様、外観などは予告なしに変更することがあります。

DS01A-EC400/172F

※

新製品

25
0

20

10

30

40

50 100 150 200 225

時
間

[分
]

出力電力[W]

最大効率94％ ( 実測の一例、UDP-240-A24)

75

80

85

90

95

100

効
率
［
％
］

９２％ ９２％ (200W)

９４％ (200W)

AC115V入力時
AC230V入力時

0

出力電力［Ｗ］

50 100 150 200 250

UDP-240-A24

最大効率：94％typ

連　続：240W
ピーク：400.8W

出力電圧：24V
※

※AC230V 入力時の一例

UDP-180-A24

最大効率：93％typ

連　続：180W
ピーク：

出力電圧：24V
開発中

201.6W/300W ※(AC100V/200V)

UDP-120-A24 開発中

最大効率：92％typ 

連　続：120W
ピーク：201.6W/300W

出力電圧：24V
※(AC100V/200V)41

124

117.5

35

124

117.5

 UDP-180/UDP-120 UDP-240
新製品
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http://www.nipron.co.jp/薄型&低発熱で制御盤の省スペース化が可能に http://www.nipron.co.jp/瞬停・停電対策もニプロンにお任せ



IEC60601-1

Ed.3.1（MOOP）

連　続 100.8～120W
ピーク 200.4～201.6W
+12V +24V

mUZP-120
IEC60601-1

Ed.3.1（MOOP）

Ed.3.1（MOPP）

Ed.2

連　続 100.5～120W
ピーク 200.4～201.6W
+12V +15V +24V

mUZPT-120
IEC60601-1

Ed.3.1（MOOP）

Ed.3.1（MOPP）

Ed.2

連　続 150～153.6W
ピーク 400.8～401.4W
+12V +18V +24V +48V

mUZP-150
IEC60601-1

Ed.3.1（MOOP）

Ed.3.1（MOPP）

Ed.2

連　続 180～220.8W
ピーク 400.8～401.4W
+12V +18V +24V +48V

mUZP-220
mシリーズ(医療規格取得電源)

※ ボリューム調節にて、36V出力は30V出力電源としても使用が可能です

※イメージ ※イメージ

UDPシリーズ

OZ/OZP/UZPシリーズ

連　続 9.9～16.8W
+3.3V +5V +12V +15V +24V

OZ-015

+3.3V +5V +12V +15V +24V

OZ-030

連　続 19.8～31.2W
+3.3V +5V +12V +15V +24V

OZ-060

連　続 39.6～60W
+12V +12V/15V※1

+30V/36V※1
+24V

OZP-120

連　続 120～122.4W
ピーク 180～216W

連　続 168W
ピーク 270～300W
+12V/15V※1 +24V

OZP-170

+36V+12V +15V +24V
+48V

+30V

OZP-350

連　続 300～352.8W
ピーク 504～601W

連　続 240W
ピーク 600W

連　続 201.6W
(AC100V時) (AC200V時)

ピーク 400.8W
+24V +48V

OZP-240/600P
NEW

連　続 100.8～120W
ピーク 200.4～201.6W
+12V +24V

UZP-120

連　続 150～153.6W
ピーク 400.8～401.4W
+12V +18V +24V +48V

UZP-150

連　続 180～220.8W
ピーク 400.8～401.4W
+12V +18V +24V +48V

UZP-220

連　続 600W
ピーク 1200W
+24V +48V

UZP-600
NEW

開発中開発中 NEW

連　続 180W
ピーク 201.6W  300W

UDP-180

+24V

UDP-120

+24V

連　続 240W
ピーク 400.8W
+24V

UDP-240

AC-DCスイッチング単出力電源ラインアップ 医療規格対応単出力電源ラインアップ

ニプロンの電源は全シリーズを通し

て信頼性と機能性を重視した設計

の製品です。用途に合わせた様々な

製品をラインアップしています。

連　続 

360W
ピーク
（AC100V時）

480～499.2W
（AC200V時）

480～600W
+12V +24V

GPSA-360
GPSAシリーズ

連　続 

600W
ピーク
（AC100V時）

960～1200W
（AC200V時）

1200～1440W
+12V +24V +36V +48V

GPSA-600

ピーク
（AC100V時）

1188W
（AC115V時）

1320W
（AC240V時）

2016W

連　続
（AC100V時）

907.2W
（AC115V時）

1008W

+24V +48V

GPSA-1000
連　続
（AC100V時） 
1056～
1104W
（AC200V時） 

1512～
1632W
ピーク
（AC100V時）

1320W
（AC200V時）

2040～2112W
+24V +48V

GPSA-1500

連　続 
4800～4992W

+48V +96V

GPSA-5000

ピーク 6000W

※

※

※ 3相AC180～240V入力時

医療規格の認定を受けるには、審査会社への申請、審査を受ける必要があります。医用電気機器に医療規格を取得していない電源を使用する場合、電源

装置も含めて審査が行われるため、申請し認証を得るまでの期間が非常に長期化する上に、多くの費用も掛かります。医療規格を取得した電源を使用す

る場合、電源装置の審査が基本的に不要となり申請期間や申請費用の低減に貢献します。

また、医療規格対応電源は、L,N両ラインにヒューズを内蔵、強化絶縁対応、低漏洩電流仕様といった特長を持っています。これにより、高価な医療用絶縁

トランスや、ヒューズ、ブレーカを別途用意する必要が無く、低コストで安心・安全な医用電気機器を実現します。

電源が医療規格未取得品の場合

装
置

スイッチング電源
（医療規格 未取得）

AC L

AC N

FG

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
部

L,N両ラインに
安全規格認定ヒューズ、
またはブレーカが必要

漏洩電流、沿面距離、耐電圧対策のため、
医療用絶縁トランス（IEC60601-1対応品の
絶縁トランス）が必要

ヒューズ、トランス等を別途用意する
必要がある

ヒューズ、トランスは電源とは別置き

装置の大型化、高コスト化

電源が医療規格取得品の場合

装
置

スイッチング電源
（医療規格 取得）

AC L

AC N

FG

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
部

L,N両ラインに
ヒューズを内蔵

医療用絶縁トランスと同等の
耐電圧、沿面距離

外部に、ヒューズまたはブレーカ、
医療用絶縁トランスが不要

ヒューズ、トランス等を別途用意する
必要がない

装置の小型化、低コスト化

医療規格取得電源を使用するメリット

IEC60601-1

Ed.3（MOOP）

連　続 132～201.6W
ピーク 198～403.2W
+3.3V +5V

+48V
+12V +15V +24V

mOZP-200

+30V/36V※

IEC60601-1

Ed.3.1（MOPP）

Ed.2

連　続 300～352.8W
ピーク 504～601W
+12V +15V
+48V

+24V +30V +36V

mOZP-350
IEC60601-1

Ed.3（MOOP）

Ed.2

連　続 360W
ピーク 480～600W
+12V +24V

mGPSA-360
保護手段について

　オペレータの保護方法： 
　MOOP Means of Operator Protection

⇒ 患者以外の人への電撃に関する
リスクを減らすための保護手段

　患者の保護方法： 
　MOPP  Means of Patient Protection

⇒ 患者の電撃に関するリスクを
減らすための保護手段

装置に最適な電源が
必ず見つかります。

連　続 132～201.6W
ピーク 198～403.2W

+24V+3.3V +5V +12V
+48V

+15V

OZP-200

+30V/36V※2

(AC100V時) (AC200V時)
連　続 120W
ピーク 201.6W  300W

(AC100V時) (AC200V時)

※1 出力切替タイプ　※2 ボリューム調節にて、36V出力は30V出力電源としても使用が可能です
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http://www.nipron.co.jp/実績多数！豊富なラインアップからお選びいただけます http://www.nipron.co.jp/医用電気機器の必需品 mシリーズ
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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サーバー構成イメージ

更に詳しい情報はこちら！
HPにてHPCSA-1500P-E2Sの特集ページを公開中！
https://www.nipron.co.jp/extra/psu/HPCSA-1500P/

ＧＰＵサーバーに適した大容量ＡＴＸ電源

85

200

150

最大効率：94％typ (AC230V)

連　続：1200W
ピーク：1500W

24時間365日、過酷な
長期運用に耐える高信頼性

HPCSA-1500P-E2SはCPU/GPU用に6chの12V出力に対応し、GPUサー

バーなどの、ハイエンドGPUを複数使用するシステムに最適な大容量ATX

電源です。期待寿命10年以上の長寿命設計で信頼性、耐久性が求められ

るシーンにおいて高いパフォーマンスを発揮します。

業界最高クラスの高効率を達成

効率グラフ （実測の一例）

HPCSA-1500Pは、負荷率50％～100％の高負荷時に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。

(600W) (1200W)

効
率

[％
]

負荷率[％]

75

80

85

90

95

50 10060 70 80 90

92％ 94％

ＡＣ１１５Ｖ入力時
ＡＣ２３０Ｖ入力時

低ノイズを実現
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。

【 AC230V, 定格負荷時 】

VCCI Class B

HPCSA-1500P-E2S

温度可変速ファン採用で静音化
電源の内部温度が低い時はファンの回転数を低下させ、静音化や省エネ

を実現しています。また、内部温度が低い時はファンを完全に停止させ、

内部温度が高くなると回転させるセミファンレスモード、冷却を重視しファ

ンを常時最高回転させる強制最高回転モードなど、使用環境や目的に合

わせて動作設定を行うことが可能です。

高品質・高信頼性を実現する
こだわりのレイアウト設計
海外製PC用電源は非常に安価で手に入ります。近年で

は高効率な製品も多く、表面上は高性能な製品が増え

てきました。しかし、内部の部品レイアウトに設計上の

問題を抱えている製品も多く、長期運用には耐えられ

ず、電源のトラブルで痛い思いをしたお客様も数多くお

られるのではないでしょうか。発売から間もないのに生

産中止となるものも数多く、壊れても同じ電源を入手し

づらいというお声もよく伺います。ニプロンなら国内生

産の信頼性と長期安定供給により、お客様のお困り事

も解決します。信頼性の違いは電源内部を見て頂けれ

ば一目瞭然。電源内部の違いを是非ご確認下さい。

新製品

【基板】ココが違う！①

全ての基板に信頼性の

高い両面スルーホール

基板を使用し、はんだ

クラックを抑制します。

インレットの可動部等

一部に片面基板が使用

されており、はんだク

ラックの危険性があり

ます。

ニプロンHPCSA-1500P-E2S

海外製ATX電源の例

【部品配置】ココが違う！③

隣接する部品にストレ

スを与えない、余裕の

ある部品配置、設計を

行っております。

コードや部品が隣接す

る部品を押し出し、ス

トレスを与える構造で、

部品の早期経年劣化等

が予想されます。

ニプロンHPCSA-1500P-E2S

海外製ATX電源の例

【安全対策】ココが違う！④

部品のリード部と配線

が干渉しないよう配慮

し、また接触する場合

は安全対策を施してい

ます。

出力コネクタのリード

部が被覆電線と接触し

ており、電線の傷つき

やショート事故の危険

性があります。

ニプロンHPCSA-1500P-E2S

海外製ATX電源の例

【温度環境】ココが違う！②

高温部品周辺には定格

温度の低い部品を配置

せず、安全な電源を実

現しています。

フィルムコンデンサが
高温のダイオードに寄
り、熱によりフィルムコ
ンデンサの故障が懸念
され、焼損事故に繋が
る危険性もあります。

ニプロンHPCSA-1500P-E2S

海外製ATX電源の例

CPU/GPU用 6chの12V出力に対応

SI
G

M
A

IN

HD

HD

1
2
V

1
2
V

1
2
V

1
2
V

1
2
V

1
2
V

ＭＡＩＮ

ＣＰＵＨＤＤ・ＳＳＤ
ＢＤ/ＤＶＤ

HPCSA-1500P-E2S

③
①

②

④
⑤

⑥

ＧＰＵ
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http://www.nipron.co.jp/瞬停・停電対策でお困りではありませんか？ http://www.nipron.co.jp/重要な装置を“護る”ノンストップ電源

停電
発生

電力の供給が
ストップ

装置に電力を
供給

検査装置

サーバー
半導体製造装置

産業機器・医療機器

など

MRI
超音波診断装置

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可能 バッテリパックはPC筐体内に収容できるため、一般的に普及し

ているUPSよりも省スペース化が実現できます。

省スペース

ノンストップ電源

バッテリパック

ノンストップ電源

無瞬断でバッテリへ切替

ニプロンのノンストップ電源(UPS機能付きPC用電源)は、通常時はAC側から電力が供給されますが、AC側の入力電圧低下や、停電等の

電力が停止した場合に、バッテリ給電に無瞬断で切り替わることで、システムにダメージを与えることなく、安全なバックアップが可能です。 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。

高効率化 信頼性の向上

安価なUPSには矩形波出力が多く、PFC搭
載電源を接続すると音鳴りや安定動作で
きないなどの恐れがあり、また入力電圧
の波形歪でUPSが停電と誤認識し、バッテ
リ運転へ切替え、PCをシャットダウンして
しまうといった事例も発生しています。ノ
ンストップ電源では、オリジナルの停電バ
ックアップ回路によりそれらの問題を一切
解消いたします。

不安定動作問題を解消

63.5

125

125

国内外共に実績Ｎｏ.1 ＡＴＸ電源

ｅＮＳＰ３-４５０Ｐ シリーズ

連　続

ピーク
350W

450.5W

信頼性・実績共に抜群のベストセラー

ｅＮＳＰ-３００Ｐ シリーズ

連　続

ピーク
外形サイズ（W×H×D） 外形サイズ（W×H×D） 外形サイズ（W×H×D）

203.6W
303.6W

ＳＦＸ１２Ｖ規格 手のひらサイズ電源

ＮＳＰ６Ｆ-２２０Ｐ-Ｓ１０

連　続

ピーク
160W
220W

連　続

ピーク
822W

1000W

医療規格対応 大容量ＡＴＸ電源

ニッケル水素バッテリBS28A対応

ｍＨＮＳＰ４-１０００Ｐ シリーズ
医療規格対応 実績抜群ＡＴＸ電源

IEC60601-1　Ed.2, Ed.3(MOPP)IEC60601-1　Ed.3(MOOP)

ｍＮＳＰ３-４５０Ｐ シリーズ

連　続

ピーク
301W

450.5WＨＰＣＦＸ-３５０Ｐ-Ｘ２ＢNEW

NEW

41

150

81.5

連　続

ピーク
245W
346W

ＨＰＣＦＬ-４００Ｐ-Ｘ２Ｓ

37

225

106

小型 ・ 大容量　Ｆｌｅｘ ＡＴＸ電源 １Ｕサイズ高効率ファンレスＰＣ電源

小型 ・ 大容量 ＳＦＸ電源

ＨＰＣＳＦ-４００Ｐ-Ｘ２Ｂ

連　続

ピーク
310W
400W

ピーク 400W

連　続
170W

強制
空冷

自然
空冷

305W

86

140

150

85

190

150

85

190

150

連　続

ピーク
822W

1000W

+２４Ｖ/+４８Ｖ出力付きも選択可能

ＨＮＳＰ９-５２０Ｐ シリーズ

連　続

ピーク
400W
520W

86

140
150

ＨＮＳＰ４-１０００Ｐ シリーズ
大容量１０００Ｗピーク ＡＴＸ電源

UPS
常時インバータ方式

電力変換回数：３回

バッテリ 変換③

変換① 変換②

CPU等

PCシステム

PC電源

交流 交流 交流直流 直流

UPS(常時インバータ方式)

ノンストップ電源
代表的方式

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

省スペース

ノンストップ電源は
筐体内にバッテリを設置でき

ノンストップ電源

バッテリパック

UPS（無停電電源装置）

別途スペースが
必要

UPS

一般的な電源

最大効率88.9％の高効率を実現

電源単体でVCCI Class Bをクリア

電源単体でVCCI Class Bをクリア最大効率88.5％の高効率を実現

電源単体でVCCI Class Bをクリア

温度可変速ファン採用

50℃環境で100％出力を実現

ニッケル水素バッテリBS28A対応

高効率90%typ（AC240V入力60％負荷時） 80PLUS BRONZE 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 低漏洩電流0.3mA以下

全出力最小負荷電流0A仕様

ニッケル水素バッテリBS28A対応

更に詳しい情報はこちら！
今回ご紹介するノンストップ電源以外にも
多くのノンストップ電源をラインアップ！

150×86×140 150×86×155 100×63.5×145 外形サイズ（W×H×D）

瞬停対策 1 秒バックアップ電源

ｅＮＳＰ４-５００Ｐ シリーズ

連　続

ピーク
350W

500.5W
150×86×140
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発電電力
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逆潮流は発生しないが、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、

十分な量のパネルを設置できず、発電電力の最大活用も難しい。

一
般
的
な
自
家
消
費

蓄
電
式
Ｐ
Ｖ
自
家
消
費

Ⅰ. 逆潮流対策の装置（RPR）を導入 Ⅱ. ベース電力以下に発電を抑制

■ 動作イメージ■ 動作イメージ

発電した電力を
最大活用できない

PCS が
停止してしまう

蓄電池充電

蓄電池放電

■ 動作イメージ

BCP対策としても最適　　　　
災害発生時、PV Oasisは太陽光発電や

蓄電池から無瞬断で電力の供給が可能

です。蓄電池の一部を非常用として常時

残すことにより、BCP対策としての運用に

も最適で、企業のレジリエンス強化に貢献

します。

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

自立インバータを使用することで

PCS不要で低コスト化

売電から自家消費へ！
買うから作る

SwitchSwitch
導入が進む太陽光自家消費

蓄電池

商用AC
太陽光発電

ＰＶマキシマイザー
+

余剰電力を充電

夜
間
や
停
電
時
に
放
電

発電した電力を自家消費

ニプロンが提案する「蓄電式ＰＶ自家消費システム」
一般的な自家消費システムと比べ、様々なメリットがあります。

太陽光発電で不足した
電力を購入

照明空調

PC

負荷

自立インバータ

AC

2 BCP対策・レジリエンス強化

4 環境貢献・企業価値向上

5 税制優遇の活用が可能

3 コスト削減

1 導入が容易

6屋上の遮熱効果

蓄電式ＰＶ自家消費

整流器

系統連系を行わないため
連系協議などに必要な時間を短縮できます。

連系協議やRPRが不要なため
これらに掛かる費用を削減できます。

補助金と税制優遇制度が
活用できます。

CSRの観点から環境問題に対し積極的に
取り組む姿勢をアピールできます。

屋根上に太陽電池を設置した場合
遮熱板としての効果を期待できます。

停電時は無瞬断で
停電バックアップが可能です。

蓄電システム蓄電システム

商用AC

負荷

自立
インバータ

整流器

太陽光発電

PC
照明

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 Guardmyan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

全て非常用として残す

非常用バッテリの割り当てを遠隔操作で調整可能
※

正常時のI-V特性曲線→

※対応予定

とは

ストリング単位でI-V特性曲線による高精度監視

が可能な遠隔監視システムです。蓄電システムの

遠隔監視・調整にも対応しており、システム全体を

一括監視することでメン

テナンスコストの削減に

貢献します。

無駄無く
電力を活用

消費電力

発電電力

Ｉ-Ｖ

Ｐ-Ｖ

P Vガードミャン

11 12

http://www.nipron.co.jp/蓄電式PV自家消費『PV Oasis』は導入メリット多数 http://www.nipron.co.jp/『PV Oasis』はお客様の様々なご要望にお答えできます
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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/「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に出展致しました。

展示会出展のご報告

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した、

「第10回 国際スマートグリッド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、PV自家消費シ

ステム「PV Oasis」で発電した電力を蓄電や自家消費する流れを視覚的にご

覧頂けるデモンストレーションを実施しました。他には余剰蓄電や防災等に

も応用でき、遠隔で蓄電池容量の監視も可能になった中大容量蓄電システ

ム用充放電ラック「Neo eXpander」等の展示を行いました。

現在世界では、環境問題の解決に向けてRE100や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。

ニプロンは、地球環境を護るため、開発する電源の高効率化と長寿命化をはじめ、太陽

光発電で得られる電力を最大化させることが可能な製品「PVマキシマイザー」、発電し

た電力をオフィスや工場で自家消費するPV自家消費システム「PV Oasis」のご提案・販

売を行い、再生可能エネルギーの普及に積極的に取り組んでいます。また、本社・阪神

夢工場と中央夢研究所＆営業本部の建屋屋上には太陽光パネルを設置しています。

この度ニプロンは、上記のような環境問題に対する取り組みの一環としてCO2を排出し

ない電気自動車「日産リーフ」を社用車として導入いたしました。導入した「日産リーフ」

は本社・阪神夢工場に配置し、ニプロンの各拠点間での移動や、ご来社頂けるお客様の

送迎等に使用し、CO2排出量の削減や騒音の低減、電気自動車普及の促進に貢献いた

します。

ニプロンはこれからも環境負荷の低減活動に積極的に取り組んでいきます。

脱炭素化に向けたニプロンの取り組み　

ニプロン三田夢発電所

社用車に電気自動車を導入しました。

太陽光発電所のリパワリング実証実験を開始します。

ニプロン三田夢発電所の発電量低下要因

兵庫県三田市にある稼働中の太陽光発電所を取得いたしました。

近年、発電所のセカンダリー市場が活発になっています。そこで

ニプロン三田夢発電所では「PVマキシマイザー」を導入し発電量

を発電開始時の100%、またはそれに近い発電能力に戻すリパワ

リングの実証実験を行い、リパワリング結果を今後のNipron 

Wave等で掲載する予定です。更に「PVガードミャン」も導入し高

精度遠隔監視と診断を行います。

ニプロン三田夢発電所ニプロン三田夢発電所ニプロン三田夢発電所 土地面積：5,161㎡土地面積：5,161㎡土地面積：5,161㎡

FIT価格：36円/kWhシステム構成（イメージ）

パネル (236.6kW)

PCS(250kW)
高圧連系

キュービクル

PVマキシマイザー＆
PVガードミャン導入予定

変電設備

発電量低下要因(雑草)

発電量低下要因(木陰)

発電量低下要因(落ち葉)

詳しくは本誌11ページを御覧ください！

日産リーフ

本社・阪神夢工場の建屋屋上

現在、ニプロン三田夢発電所ではパネル劣化や落ち葉・雑草・影等により発電量が低下しています。



ニプロン夢湧くわく研究所のイメージ

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2年4月　酒井 節雄

ここ3～5年は好況からの人手不足により、新卒学生は超売り手市場となり欲しい人材

が取り切れないもどかしさが続いた。しかし、この度のコロナ不況により、極端な採用

手控えが予想される。特に金融機関、サービス業、流通事業、観光事業、宿泊施設関

連の不況感は長期化が予想される。製造業においては国内回帰の流れになるかも

知れず、学生の関心も製造業へ向かうことも予想される。今後は求人状況が買い手市

場に変化することが予想され、チャンスと考える。

当社は、過去の就職氷河期と呼ばれたリーマン・ショック後の5～6年間に大量の学

卒採用を続け、育った社員が今日の成長を支えたと思う。今後、予想されるコロナ不況

に対しても同様のことを考えている。良い要素(熱意が有り、良い考え方)を持つ学生を

多く採用したいと考える。そのためにはニプロンの魅力と実力を誇示する必要がある。

令和2年の年頭に定めた今年の１字漢字「器」を使い、良い人材を迎え入れるための

「器」として未来を切り拓き、育む入れ物が必要と考えている。それが「新中央研究所＆

新本社」の建設であり、長年描いてきた想いである。この大事業はコロナ不況の懸念の

ある中で慎重に進めるべきだということは、当然の事と考えているが、良い適地(JR尼

崎駅近辺)を縁があって見つかれば先に土地の確保を優先し、上物(建物)は売上が

70億円を突破し、営業利益を7～10憶円上げる事を前提に着手することを考えている。

良い「器」(器量を持った)人財を招き収容するには、力を充分に発揮して貰うに相応し

い「器」(佇まいを備えた建物)が必要と考える。一般的な例であるが一流ブランド商品

を売る店舗(ルイ・ヴィトン等)は、顧客が惹きつけられるような趣を醸し出している。同

様に一流ホテル、レストラン、高級和風料理店も独特の佇まいで中身の商品を輝かせ、

良さをイメージさせる如く高級感が溢れる店構えと風格を備えている。これらの例も

同じ理屈であり、ニプロンが求める良い中身(人財、技術、商品)に相応しい「器」が必要

なのは当然の理屈であり、中身と器が相乗効果を上げる事が期待される。

現在構想中の新しい中央研究所では、今の電源ビジネスの進化開発のみではなく、

輝ける未来のパワーエレクトロニクス商品開発、要素技術の開発を行う研究部門と共

に、新しい時代の経営の姿、在り方も研究開発する。又、営業スタイル、販売システム

の研究、即ちデジタル営業の研究

などもより専門的に取り組みたいと

考えている。更に働き方改革に繋

がる生産性改善の研究も、今まで

より深く、先進的に行いたい…。

夢構想は尽きない。この夢を開発

し実現する「夢研究所」は、我々経

営者も全社員も夢が湧き出る、面

白い場にしたいとの思いから名称

を「ニプロン夢湧くわく研究所」と命

名したいと考えている。

大いなる熱い夢でコロナ不況をぶっ飛ばそう！！

皆様のご贔屓、ご支援のお陰で今年は「創業50周年」を迎える事となりました。

有難うございます。更に70周年、100周年を目指して頑張って参る所存です。

2020年3月30日現在、中国武漢発の新型コロナウイルスにより世界中で70万人近い

夥しい感染者と死者(3万4千人)を出し、今後南半球の国々へ燎原の火の如く拡大す

る様は(オーストラリアの山火事を連想)、焼き尽くすまで手の打ちようがない様相を

呈している。

この状況からWHO(世界保健機関)は、パンデミックを宣言した。全ての日本人が待ち

に待っていた東京オリンピック、パラリンピックが1年延期を余儀なくされた。この様相を

見て第2次世界大戦以来の人類の危機だ！との声が、世界の首脳の口から発せられた。

1～2月は発生源の中国が夥しい数の感染者と死者数が報じられていたが、3月にな

りヨーロッパへ飛び火し、あっと言う間にイタリアが中国を抜き、その後米国でもの凄い

スピードで感染が拡大した。米国がイタリア・中国を追い抜いて不名誉なTOPになっ

ている状況は何を意味するのだろうか…。米国ニューヨーク州では外出禁止令が出

されこの流れがヨーロッパ各国に連鎖し、アジアを含む世界中が競うように国境を封

鎖し、人の流れや交通が遮断され経済の流れが停滞し始めた。世界の自動車会社

の多くの工場が停止するドミノ倒し現象は世界大恐慌へと発展するのではとの危機

感が募る。

経済対策として米国230兆円、ドイツ90兆円、日本も56兆円を超える過去最大規模の

緊急経済対策が実施される予定であるが、人の流れが遮断され経済が動かない中

で幾ら資金を出しても物の供給が止まれば物価が急騰し、スタグフレーション(不況

下のインフレ)を引き起こす危険を識者から指摘されていることも真実味を帯びる。

コロナ大不況(リーマン・ショックを超えると言わている)が必至の状況下でニプロンはど

の様に、この危機に対応すべきかと考え頭を悩ますが、当然の事として良い答えは無い。

このようなパンデミックの危機は過去の歴史上幾度もあり、14世紀のヨーロッパでペ

スト菌による死者2500万人(ヨーロッパ全人口の1/3～1/4に当たる)の酷い歴史があ

るが人類が絶滅したわけでは無く、その後も疫病に苦しめられながらも疫学の発展

と共に克服してきた。この度の新型コロナウイルスに対するワクチンや治療薬も一年

以内に開発されると予想するが、大不況の到来も予想される今後に対し、どの様に

対応していくか…。難しく考えるのではなく、やるべきことは何処よりも早く危機対応を

行い、危機被害の影響はどこよりも遅く、最小限に抑えられるように生き延びるしか

方法は無い。その間、消極的停滞を選ぶよりは、常に今ある経営課題の解消、もしく

は最小化への改革に手を打ちつつ、この先の時代に待つ明るい将来、特に大きく華

が開く可能性の高いGP事業に求められる市場要求を推理し準備する。又、5G通信

が拓く新しい需要へ対応を可能とするための体力強化へ、慎重な手順であるが先行

投資を前向きに行うべきだと考える。

コロナ不況脱出後の加速度的な経済回復と技術革新の時代要求をセーブしていた

力が解かれる反動の勢いが新しい力を生むことも考えられ、チャンスと思われる。 

ニプロンの現況は、お陰様で受注も回復傾向にあり経営状況も堅調である。このた

め金融機関の評価も高く、金融不安は少ないと考える。不足を感じるのは、これから

迎えるであろうGP事業の爆発的開花に対する人材(人財)不足への対応である。

新製品特集
発表されたばかりの新製品を大特集！

DINレール対応電源、ピーク1500W対応ATX電源など魅力的な製品を多数ご紹介！

太陽光自家消費特集
一般的な自家消費と比べ様々なメリットがある「蓄電式PV自家消費システム」をご紹介！
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表紙イラスト：原田 航

良い中身には、

     相応しい「器」を


