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を語れない政治指導者の下では将来に対して無責任で無自覚な状況が

続き経済的小国への道を進むのが見えてくる。

日本は何で食っていくのか‥‥国家戦略が必要！産業育成政策が必要。

私企業の自立を待つだけで国家経営の視点が無く、私企業の頑張りに

頼るだけでは、国のバックアップを受けた新興企業との戦いは厳しい。

さらに規制の壁と、時代遅れの法制や企業いじめの政策と重い社会保

障負担などで競争力は落ちる一方である。

今回、コロナ禍の後手後手政策で日本の強さでもあった中小企業の勤勉

で優秀な愛すべき中小零細企業がどんどん倒れて行くことは忍びない。

翻って我が社、ニプロンはいかがか？長年中小企業の悲哀を嫌と言うほ

ど感じ、そこからの脱皮を図るべく夢・ビジョンを抱き、今日の厳しい時代に

淘汰されないように何が大事かを考えつつ、企業改革を休むことなく続け

て来た。戦略的政策と、その実行の結果が安定的地盤を築きつつある。

『常に時代の変化の先を読み3～5年先の時代への布石』を打ってきた結

果、ほぼ読み通りの成果を生んでいる。GP事業においては7，8年前から

時代の先を推論し商品開発、事業開発を進めているが爆発まではもう少

しと予想する。しかし、日本国家の衰退、経済力の大衰退が生じれば、産

業基盤は益々縮小し、市場が消えてしまう。そうなれば我々の努力にも限

界があり厳しい事にもなる。

それでも我が社は、生き残る道を探し『永続するニプロン』へ挑戦し続ける

であろう。

ダーウィンの進化論ではないが、生き残るものは「最も強いものが生き残

るわけでは無い」、「最も賢いものが生き延びるのでも無い」、生き残るの

は「環境の変化に追従、対応し変化出来るものが生き残る」といった言葉

がある通りに、生き続けるのが「ニプロン」であるように思う。

  

新型コロナウイルス感染症に対し、医療対応の最前線で働く皆様に感謝

の意を表します。有難うございます。

　

日本における新型コロナウイルス感染症の状況は現在小康状態にあり

ますが、感染爆発の第2波、第3波が警戒される状況です。一方、世界の

感染は欧州から米国、中南米へと爆発的拡大が継続しており、6月23日

時点で世界中の感染者は900万人を超え、死者数も48万人という大変な

状況であり、その内40％強を米国とブラジルが占めている。このコロナ禍

は、中国の武漢に始まり東アジアの韓国、日本から欧州のイタリアで爆発

し、フランス、ドイツでも拡大し、英国へと爆発は続き米国、ロシアへと伝

わり米国がダントツで大爆発し、中南米へ伝播し、ブラジルで今大爆発が

続いている状況を俯瞰すると、人類が食を求め移動拡大していく流れと

類似している感じがする。新型コロナウイルスの感染拡大も、人類の発展

拡大も、同じ生命体のように拡大拡散する流れに一種の共通性と規則

性があるのかなと言う感じがしました。

又、厄介な昆虫のバッタが異常発生し、農産物を食い荒らし大繁殖をし

ながらアフリカから北へ向かい、パキスタン、インドへさらにアジアへ、中国

へと季節風に乗って拡大、移動してくる様も同様で、末恐ろしさを感じさせ

る現象である。新型コロナウイルスを含め、これ等の異常現象は人類が

CO2排出量拡大等の環境破壊を続けて来た報いに対する警告かもしれ

ない。ESGを強く意識すべきと感じる次第である。

コロナ禍の後に起こり得る経済問題、社会問題ですが、我が日本国の今

後を考えると由々しき事態になるのではないかと心配が募るニュースと

出来事が続く。近代日本の夜明けとして明治以降、現代まで拡大発展し

てきた日本であるが、その間には第二次世界大戦で焼け野原の廃墟とな

り、戦後に驚異的発展を果たした日本民族の凄さがあった。しかし、今日

の政治状況、統治状況、社会現象、国民意識の低下を見るに付け、今後

の日本は存在感の薄い経済小国への転落が早まるのではないかと心

配である。

日本人の国民性は、勤勉で規律性が良く道徳観が高く保守的で、統治し

易い性格を持つ。これは会社も国家も同じで、歴史的に見ても良き指導

者と、共通認識となる命題があれば一致団結して、又同じ方向に向け大

きなエネルギーとなり良い方向に向かうが、現在のような国家的ビジョン

医療規格取得電源特集
医療用規格に適合した電源を多数ラインアップ。そのメリットと特長をご紹介。

非連系タイプ蓄電式自家消費システム『PV Oasis』特集
RPR不要、連系協議不要、BCP対策・レジリエンス強化、オフグリッドなど、

PV Oasisの豊富なソリューションをご紹介。
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http://www.nipron.co.jp/医用電気機器の必需品 mシリーズ http://www.nipron.co.jp/医用の単出力電源、PC電源共に多数ラインアップ

医療電気機器はIEC(国際電気標準会議）で規定された医療機器に関する安全規格【 IEC60601-1 】に基づき､各国が規定した医療規格に適合

することが求められます。情報処理機器に適用される 【 IEC62368-1 】と比べ安全性がより重視され、要求仕様が厳しいことに特長があります｡

医療電気機器はIEC(国際電気標準会議）で規定された医療機器に関する安全規格【 IEC60601-1 】に基づき､各国が規定した医療規格に適合

することが求められます。情報処理機器に適用される 【 IEC62368-1 】と比べ安全性がより重視され、要求仕様が厳しいことに特長があります｡

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

⇒　1MOOP / 1MOPP 基礎絶縁

　　絶縁のクラスによって “１” “２” に分かれる

⇒　2MOOP / 2MOPP 強化絶縁

医療用規格とは医療用規格とは

医療用規格の認定を受けるには、認証機関への申請、審査を受ける必要があります。医療電気機器に医療用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。医療用規

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を低減することができます。

また、医療用規格対応電源は、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、安全な医療電気機器の実現に貢献します。

医療用規格の認定を受けるには、認証機関への申請、審査を受ける必要があります。医療電気機器に医療用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。医療用規

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を低減することができます。

また、医療用規格対応電源は、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、安全な医療電気機器の実現に貢献します。

医療用規格取得電源を使用するメリット医療用規格取得電源を使用するメリット
※ 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

漏洩電流（定格負荷時の実測の一例）

0.06ｍＡ　ｔｙｐ

0.06ｍＡ　ｔｙｐ

0.11ｍＡ　ｔｙｐ

0.09ｍＡ　ｔｙｐ（AC100V時） 0.19ｍＡ　ｔｙｐ（AC240V時）

0.13ｍＡ　ｔｙｐ 0.31ｍＡ　ｔｙｐ

0.09ｍＡ　ｔｙｐ 0.22ｍＡ　ｔｙｐ

0.09ｍＡ　ｔｙｐ 0.23ｍＡ　ｔｙｐ

0.09ｍＡ　ｔｙｐ 0.23ｍＡ　ｔｙｐ

0.15ｍＡ　ｔｙｐ

0.06ｍＡ　ｔｙｐ 0.15ｍＡ　ｔｙｐ

シリーズ名 AC110Ｖ入力時 AC264Ｖ入力時

mUZP-220 series

0.05ｍＡ　ｔｙｐ 0.11ｍＡ　ｔｙｐmOZP-200 series

mOZP-350 series

mGPSA-360 series

mUZP-150 series

0.06ｍＡ　ｔｙｐ 0.15ｍＡ　ｔｙｐ

0.06ｍＡ　ｔｙｐ 0.14ｍＡ　ｔｙｐ

mUZP-120 series

mUZPT-120 series

mPCSA-500P-X2S

mNSP3-450P series

mHNSP4-1000P series

mHPCSF-400P-X2S1

電源が医療規格未取得品の場合

電源が医療規格取得品の場合

装置大型化

医療規格未取得電源

AC L

AC N
FG

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
部

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

整
流
・
平
滑

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

医
療
機
器

医療規格取得電源

AC L

AC N
FG

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
部

整
流
・
平
滑

L,N両ラインに
ヒューズを内蔵

ヒューズまたはブレーカ、
医療用絶縁トランスが不要

医
療
機
器

医療用絶縁トランスと同等の
耐電圧、沿面距離

医療用規格 IEC60601-1適合
高信頼・高効率 AC-DC電源

△ -

△ -

△-

○-

IEC60601-1
Ed.2

IEC60601-1　Ed.3.1

2MOOP2MOPP

（Ed.3）

（Ed.3）

（Ed.3）

ＰＣ用電源ラインアップＰＣ用電源ラインアップ

300W

300W

822W

310W

500W

450W

1000W

400W

停電バックアップ 連続出力 ピーク出力

mPCSA-500P-X2S ○

○

ATX

ATX

ATX

SFX

形状

-

-

-

○

-

○

mNSP3-450P series

mHNSP4-1000P series

mHPCSF-400P-X2S1

シリーズ名

単出力電源ラインアップ単出力電源ラインアップ

180～220.8W

300～352.8W

150～153.6W

400.8～403.2W

504～601W

400.8～401.4W

シリーズ名 連続出力出力電圧（単出力） ピーク出力

mUZP-220 series ○

○

○mOZP-350 series

mUZP-150 series

100.8～120W12, 24Ｖ

12, 15, 24Ｖ

12, 18, 24, 48Ｖ

12, 18, 24, 48Ｖ

12, 15, 24, 30, 36, 48Ｖ

200.4～201.6W- -

-

mUZP-120 series

100.5～120W 200.4～201.6W○

○

○

○

○

○

360W 480～600WmGPSA-360 series ○ 12, 24Ｖ- △

132～201.6W 198～403.2WmOZP-200 series - 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48Ｖ-

○

○

○

-

-

-

-

△

○

○

○

mUZPT-120 series

IEC60601-1
Ed.2

IEC60601-1　Ed.3.1

2MOOP2MOPP

（Ed.3）

（Ed.3）

瞬停/停電
バックアップ

医療用規格適合電源一覧

装置小型化

高コスト

低コスト

※
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mUZPシリーズは高信頼・高効率を実現 幅広い負荷容量に対応できます

連　続：１００.８～１２０Ｗ
ピーク：２００.４～２０１.６Ｗ
出力電圧：１２/２４Ⅴ

外形サイズ：６２×２７×１５５

外形サイズ：７５×３５×１６０ 外形サイズ：７５×３６×１６０

外形サイズ：６２×３８×１５５ 外形サイズ：７３×４１×２２２

外形サイズ：４１×１２８×２３０

外形サイズ：１２７×４０.５×２５４

外形サイズ：９５×４７×２２２

出力電圧：１２/１５/２４Ⅴ

超高効率、薄型
基板型単出力電源 mＵＺＰ-１２０
IEC60601-1 Ed.3.1 適合
・入力-出力：2MOOP　・入力-FG：1MOOP

IEC60601-1 Ed.3 適合
・入力-出力：2MOOP　・入力-FG：1MOOP

・入力-出力：2MOOP　・入力-FG：1MOOP

連　続：１００.５～１２０Ｗ
ピーク： ２００.４～２０１.６Ｗ

超高効率
基板型単出力電源 mＵＺＰＴ-１２０
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 適合

IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 適合

・入力-出力：2MOOP, 2MOPP　・入力-FG：1MOOP, 1MOPP

IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 適合

IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 適合

エコノミータイプ
基板型単出力電源 mＵＺＰ-１５０ 超高効率

基板型単出力電源 mＵＺＰ-２２０

連　続：１８０～２２０.８Ｗ
ピーク：４００.８～４０１.４Ｗ
出力電圧：１２/１８/２４/４８Ⅴ

連　続：１５０～１５３.６Ｗ

出力電圧：１２/１８/２４/４８Ⅴ

ピーク：４００.８～４０３.２Ｗ

低電圧タイプもラインアップ
基板型単出力電源 mOＺＰ-２００

連　続：１３２～２０１.６Ｗ
ピーク：１９８～４０３.２Ｗ
出力電圧：３.３/５/１２/１５/２４/３６/４８Ⅴ出力電圧：３.３/５/１２/１５/２４/３６/４８Ⅴ

超高効率
基板型単出力電源 mOＺＰ-３５０

連　続：３００～３５２.８Ｗ
ピーク： ５０４～６０１Ｗ
出力電圧：１２/１５/２４/３０/３６/４８Ⅴ出力電圧：１２/１５/２４/３０/３６/４８Ⅴ

停電バックアップ対応
ユニット型単出力電源 mＧＰＳＡ-３６０

ＧＰ１Ｕ-１０００IEC60601-1 Ed.2, Ed.3 適合

連　続：３６０Ｗ
ピーク：４８０～６００Ｗ
出力電圧：１２/２４Ⅴ出力電圧：１２/２４Ⅴ

医療規格準拠製品

連　続：１００８Ｗ ピーク：１４４０Ｗ
出力電圧：２４/４８Ⅴ出力電圧：２４/４８Ⅴ

高効率94％typ達成高効率94％typ達成
定格出力時で最大効率94％typを実現。高効率化により発熱が低く

抑えられ、組み込み装置の小型化に貢献。

基板底面からの高さは24ｍｍを実現。

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でも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。

負荷

ノイズフィルターの削減が可能！！

※ご商談内容により医療規格の取得が可能ですのでお問い合わせください。

出力容量 / 参考放電時間

180W /約1s
BS13A-EC400/422F

瞬停バックアップ可能なコンデンサパック

出力容量 / 参考放電時間

180W /約1s

出力容量 / 参考放電時間

100W /約18分BS13A-EC400/422F

瞬停バックアップ可能なコンデンサパック

BS14A-H24/2.5L

バッテリパック

医療用規格適合 単出力電源

高さ27mmの超薄型高さ27mmの超薄型

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でも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。

負荷

ノイズフィルターの削減が可能！！

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でも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。

負荷

ノイズフィルターの削減が可能！！

1Uサイズながら長寿命を実現1Uサイズながら長寿命を実現

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でもVCCI ClassBをクリア

IEC60601-1 Ed.3.1(2MOPP)準拠IEC60601-1 Ed.3.1(2MOPP)準拠

AC90V入力から100％出力（1008W）が可能AC90V入力から100％出力（1008W）が可能

外形サイズ：１２７×４４×２２８.６

ＵＺＰ-６００
連　続：６００Ｗ ピーク：１２００Ｗ
出力電圧：２４/４８Ⅴ出力電圧：２４/４８Ⅴ

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でもVCCI ClassBをクリア

高効率95％typ達成高効率95％typ達成

IEC60601-1 Ed.3.1(2MOPP)準拠IEC60601-1 Ed.3.1(2MOPP)準拠

AC90V入力から100％出力（600W）が可能AC90V入力から100％出力（600W）が可能

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でも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。

高ピーク対応高ピーク対応
最大2.6倍のピーク出力に対応。モーター等の始動電流が必要な

機器に最適。

低待機電力低待機電力
リモートOFF時の待機電力をAC100V入力時0.03Wまで低減。

■その他瞬停対策製品についてはお問合せ下さい。 ■その他瞬停対策製品についてはお問合せ下さい。

高効率94％typ達成高効率94％typ達成
定格出力時で最大効率94％typを実現。高効率化により発熱が低く

抑えられ、組み込み装置の小型化に貢献。

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でも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。

負荷

ノイズフィルターの削減が可能！！

高効率94％typ達成高効率94％typ達成
定格出力時で最大効率94％typを実現。高効率化により発熱が低く

抑えられ、組み込み装置の小型化に貢献。

高効率95％typ達成高効率95％typ達成
定格出力時で最大効率95％typを実現。高効率化により発熱が低く

抑えられ、組み込み装置の小型化に貢献。

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でも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。

電源単体でもVCCI ClassBをクリア電源単体でも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。

瞬停バックアップ対応瞬停バックアップ対応
停電バックアップ対応停電バックアップ対応

出力容量 / 参考放電時間

180W /約1s
BS13A-EC400/422F

瞬停バックアップ可能なコンデンサパック

瞬停バックアップ対応瞬停バックアップ対応

出力電圧 / 出力容量

5V / 7.5W/ピーク10W
PS-10WP-5VSB

スタンバイ出力基板 （ユニットを放熱フィンに取り付け）

スタンバイ出力対応スタンバイ出力対応
瞬停バックアップ対応瞬停バックアップ対応

・入力-出力：2MOOP, 2MOPP　・入力-FG：1MOOP, 1MOPP

・入力-出力：2MOOP, 2MOPP　・入力-FG：1MOOP, 1MOPP ・入力-出力：2MOPP　・入力-FG：1MOPP

NEW

(W×H×D) (W×H×D)

(W×H×D) (W×H×D)

(W×H×D) (W×H×D)

(W×H×D)

(W×H×D)

(W×H×D)



両切りヒューズ搭載

高い信頼性を実現するこだわりのレイアウト設計

医療機器に必要とされる高い信頼性を実現するため、蓄積された技術を元に部品の最適なレイアウト設計を行い、安心・安全の国内工場で生産しています。

また、世界中のお客様が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高い品質を維持しています。
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停電発生でも停まらない医用ノンストップ電源 国内外の実績多数！ニプロンの医用PC電源

出力電圧

最小電流

+3.3V +5V

合計 822W

合計 792W

25A 25A

合計 207.5W

18A

+12V3 +12V4+12V1 +12V2

18A 18A 18A

-12V +5VSB

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

1.2A 3A

14.4W 15W

14.4W 20W

合計 1000W

合計 1000W

30A 30A

合計 249W

25A 25A 25A 25A 1.2A 4A
ピーク電流/

ピーク電力（5s以内）

大容量バックアップ対応
ノンストップ電源

CCC取得
ノンストップ電源

最大電流/
最大電力（連続）

出力電圧

最小電流

+3.3V +5V

合計 285W

20A

合計 160W

22A

+12V

22A

合計 301W

合計 450.5W

-12V +5VSB

0A 0A 0A 0A 0A

0.5A

合計 432W

30A

合計 200W

33A
30A

0.5A 2.5A

2.0A

ピーク電流/

ピーク電力（5s以内）

最大電流/

最大電力（連続）

ｍＨＮＳＰ４-１０００Ｐ

ｍＮＳＰ３-４５０Ｐ

IEC60601-1 Ed.3 適合

IEC60601-1 Ed.2, Ed.3 適合

ノンストップ電源は 独自の技術 

ニプロンオリジナルの停電バックアップ回路を電源に内蔵し、バッテリパックを
接続することで、停電、瞬停、電圧低下などの入力障害が発生しても、出力に異
常・変化をもたらさず安定した電力供給が可能です。

ノンストップ電源は、停電時にバッテリ運転への切替時間が発生しない、AC側・
バッテリ側、各インバータの電圧比較による自動移行を行い、高信頼の無瞬断
給電を実現しています。

ノンストップ電源は 無瞬断給電

ノンストップ電源

バッテリ

ノンストップ電源ではバックアップ用バッテリパックを、PC（筐体内）に内蔵
（5インチベイや3.5インチベイ）することができるため、UPSのように外置きに
する必要がなく、省スペース化が実現できます。

一般的なPC電源

バッテリ（UPS）

■UPS
   外部に設置スペースが必要

■ノンストップ電源
    PCに内蔵できるため省スペース

ノンストップ電源は 省スペース

出力電圧

最小電流

+3.3V +5V

合計 285W

20A

合計 160W

22A

+12V

22A

合計 301W

合計 500.5W

-12V +5VSB

0A 0A 0A 0A 0A

0.5A

合計 482W

30A

合計 200W

33A
30A

0.5A 2.5A

2A

ピーク電流/
ピーク電力（5s以内）

最大電流/
最大電力（連続）

採用実績多数
ＡＴＸ電源 ｍＰＣＳＡ-５００Ｐ-Ｘ２Ｓ
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3 適合

出力電圧

最小電流

+3.3V +5V

16A 16A

合計 90W

合計 300W

合計 310W

合計 385W

合計 400W

25A

+12V -12V +5VSB

0A 0A 0A 0A 0A

0.5A 2A

6W300W
10W

6W
15W

20A 20A

合計 120W

30A

360W

0.5A 3A

ピーク電流/
ピーク電力（5s以内）

最大電流/
最大電力（連続）

高信頼
ＳＦＸ電源 ｍＨＰＣＳＦ-４００Ｐ-Ｘ２Ｓ１

mHPCSF-400P-X2S1

IEC60601-1 Ed.3.1適合

FDDS-ATAHDD

PCI-E
6pin

12V
8pin

12V
4pin

Main
20pin

Main
24pin

××１１ ××１１ ××11 ××11

××55 ××77

××２２

FDDS-ATAHDDPCI-E
6+2pin

PCI-E
6pin

12V
8pin

12V
4pin

Main
20pin

Main
24pin

××１１ ××１１ ××33 ××33

××22 ××22××1010 ××1414

××66

※ 各コネクタの最大個数となります。詳細はHPや製品カタログ等でご確認ください。 ※ 各コネクタの最大個数となります。詳細はHPや製品カタログ等でご確認ください。

FDDS-ATAHDD

PCI-E
6pin

12V
8pin

12V
4pin

Main
20pin

Main
24pin

××１１ ××１１ ××11 ××11

××11××55 ××77

××22

※ 各コネクタの最大個数となります。詳細はHPや製品カタログ等でご確認ください。※ 各コネクタの最大個数となります。詳細はHPや製品カタログ等でご確認ください。

××11

FDDS-ATAHDD

PCI-E
6pin

12V
8pin

12V
4pin

Main
20pin

Main
24pin

××１１ ××１１ ××11 ××11

××55 ××77

××２２

××11

医療用規格適合 ノンストップ電源 医療用規格適合 PC用電源

・入力-出力：2MOOP　・入力-FG：1MOOP

・入力-出力：2MOOP　・入力-FG：1MOOP

・入力-出力：2MOPP　・入力-FG：1MOPP

・入力-出力：2MOPP　・入力-FG：1MOPP

外形サイズ：１５０×８５×１９０

連　続：８２２Ｗ ピーク：１０００Ｗ
外形サイズ：１５０×８６×１４０

連　続：３００Ｗ ピーク：５００Ｗ

外形サイズ：１２５×６３.５×１２５

連　続：３１０Ｗ ピーク：４００Ｗ
外形サイズ：１５０×８６×１４０

連　続：３００Ｗ ピーク：４５０Ｗ

ノンストップ電源とは？

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

(W×H×D) (W×H×D)

(W×H×D) (W×H×D)
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http://www.nipron.co.jp/太陽光発電の必需品『PVマキシマイザー』 http://www.nipron.co.jp/毎日の一斉遠隔診断で発電異常を早期に発見

発電能力を引き出すPVマキシマイザー

Ｉ-Ｖ

Ｐ-Ｖ

インターネット

PCS 売電/自家消費

クラウドサーバー

太陽電池の
ストリング発電特性

（I-V曲線）

蓄電池の充放電、
電池残量、

装置状態など

閲覧/制御

状態診断

ＰＶマキシマイザー

+蓄電池

太陽電池も蓄電池も一括監視

影による発電トラブル
パネルの自由なレイアウト

の解決の解決

PV Guardmyan（監視システム）

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

通知

パネルは影や劣化等が発生すると、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与え、発電量を低下させます。PVマキシマ

イザー（PVM）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

ま他ストリングの電圧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、売電収入の増加が期

待できます。また、ストリングごとのI-V、P-V曲線をリモートで診断する高精度遠

隔監視システム「PV Guardmyan」の構築も可能です。

不揃いな電圧を一定化

不揃い

影発生時の発電量の推移 ( 一例 )

累
積
発
電
電
力
量[

Wh]

PVマキシマイザー有 PVマキシマイザー無

0 

4,000 

8,000 

12,000 

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

5,654Wh

11,170Wh

+97.5%

パネルの集積配置を行い、 前列の

影が掛かっても最大限発電！
北向きの斜面など設置条件の悪い

場所にもパネルの設置が可能。

（イメージ図）

（イメージ図）

北向きパネル発電量の比較 ( 一例 )

PVマキシマイザー無 PVマキシマイザー有

+26.0%

＝面積当たりの発電量アップ狭い

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

動作電圧

最大電力点

電力（W）

PVM 無 PVM 有

影

最大電力点が捉えられず

発電量が低下する

雑草がパネルに落下

正常なストリング

異常時のストリング

I-V曲線比較 I-V曲線から異常を発見！

Ｉ-Ｖ

Ｐ-Ｖ

発電異常を早期に発見 様々な発電異常を発見しています。

PV マキシマイザー +Neo eXpander+PV Guardmyan

■ 取得したI-V曲線（イメージ）

※イメージ

パネルにアレイの影 コネクタ焼損

I-V曲線測定による精密検査を行うこと

で見つけられる異常も多くあります。

太陽光発電システム保守点検ガイドライ

ン(JM16Z001)においても、『保守の一部

として、I-V 曲線測定を定期的に行うこと

が望ましい。【11.3.4.3　より抜粋】』と記載

されています。

PV　Guardmyanは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、遠隔で異常やその兆候を見つけ通報します。

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も対応しており、

早期発見による発電ロスの低減だけでなく、現地対応などの業務負担を軽減

しメンテナンスコストを抑えます。

発電量の低下を高精度に検出

I-V曲線を365日一斉自動測定。変化の兆候を見逃さない！

条件が悪い場所でこそ力を発揮
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%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。

パネル枚数や方角、影などを気にすることなくパネルの設置が可能ですの

で、工場の屋上等へのパネルの設置にもPVマキシマイザーは効果を発揮し

ます。

様々なシーンで活躍が期待できるＰＶマキシマイザー

を実現を実現

機会損失のリスクを解決
メンテナンスコストを削減

遠隔操作でバッテリーの状況、

充放電量の調整が可能

ゲートウェイ

高効率での
充放電

発電電力を最大化

※

※対応予定

※

影の影響を抑える

北向きにもパネルの設置が可能

ゲートウェイ



9 10

蓄電式PV自家消費『PV Oasis』は導入メリット多数 RPR動作時の発電損失回避に貢献

系統連系タイプの自家消費

HVDC
DC

蓄電池

商用AC

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

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

整流器

DC

蓄電池

太陽電池
ＰＶマキシマイザー

+太陽光発電
自立インバータ

AC

DC

蓄電池

商用AC太陽電池
ＰＶマキシマイザー

+
自立インバータ

AC

無停電1.

無停電1.

停電トラブルを回避

2. 燃料消費の削減による長時間稼働

切替

系統連系の自家消費の場合、系統停電時に通常運転から自立運転へ切り替えますが、その際に停電が発生します。

PV Oasisなら常時自立運転なので無停電で給電の維持が可能です。

非常用発電機と併給

2. 非常用発電機と併給

4. RPRによるトラブル回避と初期費用削減逆潮流が発生せずRPR不要

3. 連系協議不要

非常用発電機と太陽光発電を切り替えではなく同時併用が可能で、必要電力を確保しつつ燃料消費を削減し、長時間安定した運転が可能です。

工事費用や工期を削減

非連系で独立したシステムのため、発電電力が消費電力を上回った場合でも、逆潮流が一切発生せずRPRを付ける必要はありません。

そのため、初期費用の削減やRPR動作時の発電損失の回避に貢献します。

系統連系しないため連系用装置（OVGRやRPRなど）が不要になりキュービクルの改造が不要です。

分電盤へのつなぎ込みだけでOKの場合もあり、工事費用や時間の削減が可能です。

手間と時間を要する系統連系協議が不要で、電力会社への通知のみで運転が開始できる。　　

常時自立運転なので切り替え不要

停電が発生しません停電が発生しません

系統連系タイプの自家消費

なので逆潮流は一切発生せず

RPRが必要なく、

トラブル回避と初期費用を削減
時間

電
力

消費電力
発電電力

■ RPR動作イメージ

PCSが
停止

消費電力に対し発電電力が多い場合、

電力系統側へ電力が流れる「逆潮流」が

発生します。逆潮流が発生すると、RPR

が動作することによりPCSが停止し、

発電がストップしてしまいます。

キュービクルの改造は費用や手間が掛かり

消極的な業者も多い。

照明空調

PC

負荷

照明空調

PC

負荷

5. 設置制約 /阻害要因の除去、設置費用削減キュービクル改造不要

4.逆潮流が発生せずRPR不要

3. 工数削減連系協議不要

5. キュービクル改造不要

系統連系タイプの自家消費

系統連系タイプの自家消費

電
力

時間

発電機 発電機

太陽光発電
+

発電機

無停電

電
力

時間

発電機 発電機太陽光

消耗品補給による
停止など長時間稼働が

難しい 発電機の運転時間を延長

非連系の独立したシステム

連系協議が不要
スムーズな導入を実現

負荷として接続するのみのため

照明空調

PC

負荷停電

後付や増設が容易6.

交流・直流の併給9.

電力消費ピークカット10.

7. オフグリッド

8. 純粋ZEB

デマンドレスポンス11.

発電停止

太陽電池
ＰＶマキシマイザー

+

整流器

整流器

商用AC

切替時に
停電が発生

商用AC

にしかない豊富なソリューションをご紹介



後付や増設が容易6. 分散投資、改造費抑制 負荷に合わせた柔軟な対応が可能

工期や設置費の削減

交流・直流の併給9.

電気料金を削減電力消費ピークカット10.
7. オフグリッド

先進施設として差別化、企業イメージ向上8. 純 粋ZEB

一般的なZEB

DR協力金による収入増デマンドレスポンス(DR)11.
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ネット・ゼロではない、純粋ZEBを実現 『PV Oasis』はお客様の様々なご要望にお答えできます

PVマキシマイザー

電力系統がない場所でも容易・廉価に稼働可能です。

電力工事に高額な費用の掛かる無電化地域の電源として、防災設備の非常用電源として様々なシーンで活用可能です。

コンテナ内にシステムを収納し
屋外に設置することが可能

ネット・ゼロではなく、真のゼロを目指したシステム構築が容易に行えます。

先進設備建築への差別化提案、注目度の向上、補助金活用の際に差別化が図れます。

+

+

+

太陽電池・蓄電池の後付増設が容易に可能です。負荷容量の変化に対して柔軟な対応が可能です。

状況に応じて増設
DC

蓄電池

商用AC
太陽電池

ＰＶマキシマイザー
+

太陽電池
ＰＶマキシマイザー

+

蓄電池

自立インバータ

AC DC

商用AC

蓄電池

太陽電池

AC DC

DC

ACAC
整流器

交流給電と直流給電の併給が容易に行えます。直流給電は先進施設建築として、補助金活用の際に差別化が図れます。

交流給電と直流給電の
併給が容易

一時的なピーク需要に対し、買電電力を平滑化し電気料金を削減します。

電気料金の基準電力

太陽光発電 + 蓄電池の電力

※イメージ

電力会社からの買電電力

翌年以降のデマンド電力

6月 7月 8月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

需給逼迫時にDR指令に応じて買電電力を、PV Oasisにより節電し該当分の協力金収入を得る事が可能になります。　

デマンドレスポンスとは?

9月

買電電力を抑えデマンドを削減し
契約電力を下げることが出来ます。

PV Oasisによる節電を行うと
電力会社の供給電力を抑えることが可能で

協力金収入が得られます。

電力の受給状況を把握し
無駄の無い蓄電池の導入

負荷容量の増加によるシステム増築

年度予算に応じた設備の分割導入

無電化地域や遠隔地・離島への電力工事は
高額のため困難が伴います。

電気配線が不要なため工期や設置費用の削減を実現
インフラ未整備地域でも容易・廉価で設置が可能

移動式現場事務所など電源確保が
容易ではない場所での電源に有効です。

昼間の余剰電力を【売電】、朝・夕・夜の電力を【買電】し、

【差し引きゼロ】にすることで【ネット・ゼロ】を実現している。

昼間の余剰電力を【充電】、朝・夕・夜に【放電】し系統からの

【買電ゼロ】にすることで【純粋ZEB】を実現します。

先進施設建築として、補助金活用の際に差別化が図れます。

太陽光発電

余剰電力売電

自家消費

時間

電
力

負荷曲線 負荷曲線

買電

太陽光発電

時間

電
力

余剰充電

放電

純粋ZEB

自立インバータ

動力負荷(三相)

一般負荷(DC）

導入

電
力
使
用
量

デマンド電力削減

電力会社

電力消費者（需要家）

アグリゲーター

①
節
電
指
令

②
節
電
指
令

③
ネ
ガ
ワ
ッ
ト

④
ネ
ガ
ワ
ッ
ト

（
節
電
し
た
電
力
）

（
節
電
し
た
電
力
）

⑥
協
力
金

⑤
協
力
金

自家消費

照明空調

PC

負荷

にて詳細公開予定！ 詳しくは本誌14ページを御覧ください。

会期：２０２０年９月９日（水）～１１日（金）会場：インテックス大阪

HVDC

デマンドレスポンス（Demand Response : DR）とは、電力の生産と消費のバランスを保つ

ため発電出力を変更する代わりに需要家側の消費を下げても同様な効果が得られるとい

う考え方です。

電力会社からの需要引下げ要請に応じた場合に、需要家が該当分の協力金報酬を受け取

る仕組みは「ネガワット取引」として2017年4月から実ビジネスとして開始されています。

整流器
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多種多様の電源を取り揃えています！まずお電話を 「電源に困った時」ニプロンにご相談下さい

氷

第7回 関西スマートグリッドEXPOに出展致します。

展示会出展のご案内WEB展示会出展のご案内

SOLAR EXPO ONLINEに出展致します。

9月9日～11日の3日間、インテックス大阪にて開催されます、「第7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。

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、更には地震や台風等の災害による大規模停電発生時に事業を継続させるBCP対策や、

SDGs・RE100・ESG等の国内外のイニシアチブへの取り組みで太陽光発電で得た電力を社屋等で自家消費する環境経営のアピールが盛んに行われる等、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、蓄電式PV自家消費システム「PV Oasis」をメインにご提案を行います。「PV Oasis」は停電発生時に蓄電池に蓄めておいた電力を

無瞬断で供給することが可能です。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最適で、企業のレジリエンス強化に貢献します。

一般的な自家消費と違う「PV Oasis」は、系統連系を行わないため逆潮流が発生せず、RPR不要で低コスト化と複雑な連系協議も不要となります。その他に発

電電力を最大化させる「PVマキシマイザー」、パネルの異常やその兆候を監視する高精度遠隔監視・診断システム「PV Guardmyan」、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」等の展示を行います。自家消費をお考えの方、お困り

事のある方は是非ニプロンのブースまでお越しください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からお客様と実際にお会いし、

ニプロンの太陽光発電ソリューションのご提案をすることが難しい状況となって

おります。

そこでニプロンは新しい試みとして7月1日～9月30日の3ヶ月間、オンライン上で開

催されます、「SOLAR EXPO ONLINE」に出展致します。

本展示会は太陽光発電関連の「オンライン展示会」で、メーカーとEPC・発電事業

者・投資家などが集結するオンライン式専門展示会です。オンラインならではの

“常設”展示会となるため、いつでも何回でも来場できます。

ニプロンのページでは、蓄電式PV自家消費システム「PV Oasis」をご提案します。

レジリエンス強化、環境対策など基本的な自家消費のメリットだけでなく、「無停

電」「非常用発電機と併給」「逆潮流が発生せずRPR不要」「キュービクル改造不要」

「連系協議不要」と多くのメリットをご提供します。自家消費をお考えの方、お困り

事のある方は是非ニプロンのページまでお越しください。

会期：２０２０年９月９日（水）～１１日（金）

会場：インテックス大阪

今年は12名がニプロンに入社しました！

新入社員入社報告

昨年のニプロンブース

今年も将来のニプロンを動かす大卒文系3名、理系4名、高卒5名の総勢12

名の新入社員が入社しました。入社式では酒井社長から訓示に続き、副社

長3名と役員からの訓示、新入社員一人一人による決意表明が行われ、社会

人としての新しいスタートを切りました。

今年の新入社員の研修スケジュールは、4月に座学研修を行い、ビジネスマ

ナーから各部署長による各部署の取り組み、先輩社員から電気の知識やニ

プロンの電源について学びました。5・6月は文系と理系に分かれ、文系は営

業部門で営業のやり方や電源の需要のある市場調査を行う研修をし、理系

は技術部門にて電源を実際に一から製作する電源研修を行い、それぞれ成

果物を社長や各部署長の前で発表し、７月からは文系理系共に適正のある

部署に配属されます。

【理系】電源を一から製作する研修

(1名はテレビ会議での参加)

成果発表の様子

【文系】電源をプレゼンする為の資料作り 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

自家消費システム例

蓄電システム

発電電力最大化

AC/DC

整流器

商用AC

空調 照明

オフィスなど

非常用

常用

太
陽
光
発
電

遠隔監視・診断

DC AC
自立インバータ

DC AC

令和2年 入社式

PV Oasisのメリットの数々は本誌9～12ページを御覧ください。



表紙イラスト：宮  　　　　　　　　　　　本 輝 満

医療の最前線で働く皆様
ありがとうございます。

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7月　酒井 節雄

を語れない政治指導者の下では将来に対して無責任で無自覚な状況が

続き経済的小国への道を進むのが見えてくる。

日本は何で食っていくのか‥‥国家戦略が必要！産業育成政策が必要。

私企業の自立を待つだけで国家経営の視点が無く、私企業の頑張りに

頼るだけでは、国のバックアップを受けた新興企業との戦いは厳しい。

さらに規制の壁と、時代遅れの法制や企業いじめの政策と重い社会保

障負担などで競争力は落ちる一方である。

今回、コロナ禍の後手後手政策で日本の強さでもあった中小企業の勤勉

で優秀な愛すべき中小零細企業がどんどん倒れて行くことは忍びない。

翻って我が社、ニプロンはいかがか？長年中小企業の悲哀を嫌と言うほ

ど感じ、そこからの脱皮を図るべく夢・ビジョンを抱き、今日の厳しい時代に

淘汰されないように何が大事かを考えつつ、企業改革を休むことなく続け

て来た。戦略的政策と、その実行の結果が安定的地盤を築きつつある。

『常に時代の変化の先を読み3～5年先の時代への布石』を打ってきた結

果、ほぼ読み通りの成果を生んでいる。GP事業においては7，8年前から

時代の先を推論し商品開発、事業開発を進めているが爆発まではもう少

しと予想する。しかし、日本国家の衰退、経済力の大衰退が生じれば、産

業基盤は益々縮小し、市場が消えてしまう。そうなれば我々の努力にも限

界があり厳しい事にもなる。

それでも我が社は、生き残る道を探し『永続するニプロン』へ挑戦し続ける

であろう。

ダーウィンの進化論ではないが、生き残るものは「最も強いものが生き残

るわけでは無い」、「最も賢いものが生き延びるのでも無い」、生き残るの

は「環境の変化に追従、対応し変化出来るものが生き残る」といった言葉

がある通りに、生き続けるのが「ニプロン」であるように思う。

  

新型コロナウイルス感染症に対し、医療対応の最前線で働く皆様に感謝

の意を表します。有難うございます。

　

日本における新型コロナウイルス感染症の状況は現在小康状態にあり

ますが、感染爆発の第2波、第3波が警戒される状況です。一方、世界の

感染は欧州から米国、中南米へと爆発的拡大が継続しており、6月23日

時点で世界中の感染者は900万人を超え、死者数も48万人という大変な

状況であり、その内40％強を米国とブラジルが占めている。このコロナ禍

は、中国の武漢に始まり東アジアの韓国、日本から欧州のイタリアで爆発

し、フランス、ドイツでも拡大し、英国へと爆発は続き米国、ロシアへと伝

わり米国がダントツで大爆発し、中南米へ伝播し、ブラジルで今大爆発が

続いている状況を俯瞰すると、人類が食を求め移動拡大していく流れと

類似している感じがする。新型コロナウイルスの感染拡大も、人類の発展

拡大も、同じ生命体のように拡大拡散する流れに一種の共通性と規則

性があるのかなと言う感じがしました。

又、厄介な昆虫のバッタが異常発生し、農産物を食い荒らし大繁殖をし

ながらアフリカから北へ向かい、パキスタン、インドへさらにアジアへ、中国

へと季節風に乗って拡大、移動してくる様も同様で、末恐ろしさを感じさせ

る現象である。新型コロナウイルスを含め、これ等の異常現象は人類が

CO2排出量拡大等の環境破壊を続けて来た報いに対する警告かもしれ

ない。ESGを強く意識すべきと感じる次第である。

コロナ禍の後に起こり得る経済問題、社会問題ですが、我が日本国の今

後を考えると由々しき事態になるのではないかと心配が募るニュースと

出来事が続く。近代日本の夜明けとして明治以降、現代まで拡大発展し

てきた日本であるが、その間には第二次世界大戦で焼け野原の廃墟とな

り、戦後に驚異的発展を果たした日本民族の凄さがあった。しかし、今日

の政治状況、統治状況、社会現象、国民意識の低下を見るに付け、今後

の日本は存在感の薄い経済小国への転落が早まるのではないかと心

配である。

日本人の国民性は、勤勉で規律性が良く道徳観が高く保守的で、統治し

易い性格を持つ。これは会社も国家も同じで、歴史的に見ても良き指導

者と、共通認識となる命題があれば一致団結して、又同じ方向に向け大

きなエネルギーとなり良い方向に向かうが、現在のような国家的ビジョン

医療規格取得電源特集
医療用規格に適合した電源を多数ラインアップ。そのメリットと特長をご紹介。

非連系タイプ蓄電式自家消費システム『PV Oasis』特集
RPR不要、連系協議不要、BCP対策・レジリエンス強化、オフグリッドなど、

PV Oasisの豊富なソリューションをご紹介。
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環境の変化に追従し

変化出来るもののみが生き続ける！


