
医療規格取得電源特集
「mFZPシリーズ」など新製品が続々登場！
高信頼・高効率な医療規格取得電源を一挙にご紹介。
[新製品]新型PVマキシマイザー『4STQ-12KSD400VM』
一台で4ストリング入力に対応、大幅な小型化を実現し設置場所を選ばない！
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令和3年10月　酒井 節雄

販売が好調な要因には、世界的な経済回復がありますが、その中でも世界的な

自動車のEV化の大きな流れにより産業革命的な需要創出現象が生じ、各国の

自動車産業のEV化への転換、及び新規参入組による設備投資が、工作機械

業界の絶好調さを生じさせているのではないか。又、EV化の進行で車載用半導

体の飛躍的需要増大による半導体不足が生じ車生産の遅れが社会問題化し

ています。それらの対応として半導体製造装置の需要増大が生じてきた事、又

時期を同じくして、コロナ禍対応の医療機器の需要増加も重なっており、これら

の分野に合致した開発商品を持っている事が受注増加の要因と思います。

その反面、世界的な半導体不足に端を発した電子部品の調達難が産業界全

体へ、大きな問題となっています。当社もその影響をまともに受け、今期の期首か

らの2カ月間は生産が上がらず、残念ながら納期遅れを出してしまいました。

その緊急対策として、入手見通しの立たない半導体（特にIC類）を始めとする電

子部品を非常に高値であるが、流通市場からの調達を決意し、品質維持に万全

の対応を行い、材料費アップの大きな損失を出してでも、納期遵守で顧客の信

頼に応える事を一番に考えるニプロン会社方針に沿って目下急速に生産挽回

中であります。

今回のような電子部品、及び海外製半導体部品の世界的調達難(過去の歴史

の中でも度々経験する)に対して、混乱と損失回避へ購買政策、対応力強化の

必要性を痛感しました。

今後に於いては日本の電気電子分野の製造業界の衰退が確実視されるため、

根本的対策をBCP政策として取り組む所存であります。例えば、海外製(米国・

韓国・台湾・その他)の信頼できる商品を持つ著名なメーカー・代理店に対して強

い交渉力を持つ事、国内主要取引先との信頼関係の再構築と協議、サプライチ

ェーンの再検討、及び電子部品＆材料原価合わせ込みの専門部門の創設等を

早急に進める等、改革を進めると共に今期(41期)売上70億円達成に向け全社

を挙げて取り組みます。

2021年10月吉日、社会・経済情報について記述します。

菅政権の後を継いで、新しい自民党総裁として岸田文雄新総裁が選出された。

10月4日の臨時国会で第100代内閣総理大臣に指名され、新たな時代の幕明

けとなりました。そして10月14日に衆議院を解散し、衆議院選挙を31日投開票

の日程で行う方針が電光石火で発表されました。

政策としては「新しい資本主義」「成長と分配の好循環」を提唱されているが、日

本経済は1990年のバブル崩壊後、失われた10年、20年とも言われ、さらに今

や失われた30年も超え、世界の経済成長率に対して、日本は30年間殆ど成長

が無く忘れ去られた存在になり貧民化が進んでいます。新しい資本主義とは聞

こえが良いかも知れないが、アベノミクスも日本経済を成長路線に乗せる事は出

来ず、世界の成長路線から取り残されたままである。

この様な状態が続き、コロナ禍による経済難民が増え続けば貧困化がますます

進み、自民党政治に嫌気がさし、最悪は経済音痴の野党勢力へ政権が移るか

もしれない。その様になれば、日本は不安定な状況になり益々経済力の低下を

招きかねない。輸出競争力の低下が進めば国家経済は自ずと悪化し、社会保

障の低下などの連鎖は避けられず国力低下の悪循環に陥り貧乏国家へ逆戻り

しかねない。

話は変わるが、NHKの大河ドラマの「青天を衝け」の渋沢栄一（新しい1万円札

の肖像）の人生、活躍を大変面白く楽しみに見ています。今の時代に彼のような

人材が出て来てくれたらと思わずにはいられません。国を憂い、正義感、強い使

命感を持ち、先見性と頭の良さ、並外れた行動力を持った凄さが、明治以降の

近代日本経済の礎を築いた大きな立役者になったものと思います。

ニプロンの前期（40期）は、創業50周年を記念する大イベントを企画していたが、

コロナ禍による中止を余儀なくされました。その上業績の方も3期連続の60億

円割れの売上55億円で残念な結果になりました。

しかし、受注の方は2020年10月より毎月記録を更新する勢いで伸び41期は目

標の65億円を遙かに超える70億円の記録達成が確実視されるに至っています。

この要因は3～5年前から築いてきた新製品開発と市場開発、顧客開発の努力

の結果です。

一方、同時並行で強力に進めているGP事業の成果は残念ながら数字には繋

がっていない。ニプロンの経営戦略は息の長い努力が必要なため、一度築き上

げると根源的な強さの要素があるため簡単には崩れないと思います。 

今期売上

70億円必達に向けて～
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医療機器の必需品 mシリーズ 医療用の単出力電源、PC電源共に多数ラインアップhttp://www.nipron.co.jp/ http://www.nipron.co.jp/

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、ニプロンが提供する医療用規格取得電源は、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、ニプロンが提供する医療用規格取得電源は、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

医療規格 未取得品
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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
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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
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機
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医療用絶縁トランスと同等の
耐電圧、沿面距離

IEC60601-1
取得電源 

高い信頼性が求められる
医療機器に最適 

装置小型化

高コスト

低コスト

※1 安全規格は非対応　　※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

△ -

△ -

△-

○-

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

301W

301W

822W

310W

500.5W

450.5W

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

シリーズ名 AC110Ｖ入力時 AC264Ｖ入力時

漏洩電流（定格負荷時の実測の一例） 漏洩電流（定格負荷時の実測の一例） 

0.06ｍＡ　ｔｙｐ

0.06ｍＡ　ｔｙｐ

0.20ｍＡ　ｔｙｐ

0.09ｍＡ　ｔｙｐ 0.20ｍＡ　ｔｙｐ

0.05ｍＡ　ｔｙｐ 0.16ｍＡ　ｔｙｐ

0.05ｍＡ　ｔｙｐ 0.16ｍＡ　ｔｙｐ

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

0.05ｍＡ　ｔｙｐ 0.15ｍＡ　ｔｙｐ

0.06ｍＡ　ｔｙｐ 0.16ｍＡ　ｔｙｐ

0.06ｍＡ　ｔｙｐ 0.15ｍＡ　ｔｙｐ

0.14ｍＡ　ｔｙｐ 0.29ｍＡ　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

mUZP-220 series

mUZP-220/520P-24S05

mOZP-350 series

mUZP-400 series

mFZP-040 series

0.13ｍＡ　ｔｙｐ 0.30ｍＡ　ｔｙｐmFZP-075 series

mUZP-150 series

mGPSA-360 series

mUZP-600 series

mOZP-200 series

医療用規格取得電源一覧
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

400.8～401.4W

220.8W 520.8W

504～601W

330～403.2W 504～601.2W

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

mUZP-220/520P-24S05

○

○

○mOZP-350 series

mUZP-400 series

mUZP-600 series

mFZP-040 series

mFZP-075 series

mUZP-150 series

100.8～120W12, 24Ｖ

12, 15, 24Ｖ

5, 12, 15, 24Ｖ

5, 12, 15, 24Ｖ

12, 18, 24, 48Ｖ

12, 18, 24, 48Ｖ

24Ｖ

12, 24, 36, 48Ｖ

12, 15, 24, 30, 36, 48Ｖ

200.4～201.6W-

-

-

-

-

-

申請中 申請中

mUZP-120 series

100.5～120W 200.4～201.6W

30～40W 40～60W

50～75W 75～150W

○

○

○

○

○

○

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）

取得予定

申請中

600W 1200W24, 48V- 取得予定

取得予定

取得予定

取得予定

取得予定

取得予定

取得予定 取得予定

瞬停/停電
バックアップ

※2

※1

※1

▲
※1

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

ニプロンが提供する

ポイント

ポイント
ポイント

他社の医療規格取得電源では、ユーザー側でヒューズを外付けすることを条件として医療規格を取得している電源も存在します。
ニプロンの医療規格取得電源は、全機種L,N両ラインにヒューズを内蔵しています。
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医療用規格に対応した小型単出力電源 新製品も続々登場http://www.nipron.co.jp/ http://www.nipron.co.jp/

※ 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。

※ 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。※ 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。※ 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。

2倍2.3倍
1200Wピーク

600W連続

アレスタとバリスタを搭載し雷サージ耐量強化
サージ保護素子としてアレスタとバリスタを搭載し、雷などの外来入力サー
ジに対する耐量を強化 バリスタ

アレスタ
コモンモード：
実力±8kV

小型大容量化を実現
当社従来品OZ-060と比較し、約40％の小型化、約1.25倍の容量アップを実現

mOZP-350　連続：350W ピーク：600W

mUZP-400　連続：400W ピーク：600W

OZ-060　連続：60W

OZ-030　連続：30W

ｍFZP-075　連続：75W ピーク：150W

ｍFZP-040　連続：40W ピーク：60W

D:222

W:95

D:180
H:45

H:47

W:84

AC230V入力時で最大94％typの高効率化を実現。高効率化により発熱
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

連 続：330~403.2W ピーク：504~601.2Ｗ
出力電圧：12/24/36/48V

連 続： 220.8Ｗ
出力電圧：24V （5VSB）

連 続： 600Ｗ ピーク：1200Ｗピーク： 520.8Ｗ
出力電圧：24/48V (12VSB)

連続出力の約2.3倍のピーク負荷に対応
5秒のピーク出力が可能で、モーターなどの始動電流を必要とする機器にも最適

連続出力の2倍の高ピークに対応
5秒のピーク出力が可能で、モーターなどの始動電流を必要とする機器にも最適

スタンバイ出力（5V/1.5A）に対応
スタンバイ出力用の別電源を用意する必要がなく、装置の小型化・
低コスト化に貢献

520Wピーク

220W連続

24V出力タイプで業界最高クラスの高効率95％typを実現。
高効率化により発熱を低く抑える事で小型化と長寿命化を実現

電力損失を減らし発熱を低減

電力損失を減らし発熱を低減

連 続： 50~75Ｗ ピーク：75~１50Ｗ
出力電圧：5/12/15/24V出力電圧：5/12/15/24V

2倍のピーク負荷に対応（5Vタイプを除く）

5秒のピーク出力が可能で、モーターなどの始動電流を必要とする機器にも最適

最大2倍75W

150Wピーク

連続

1.5倍のピーク負荷に対応（5Vタイプを除く）
5秒のピーク出力が可能で、モーターなどの始動電流を必要とする機器にも最適

連 続： 30~40Ｗ ピーク：40~60Ｗ
出力電圧：5/12/15/24V出力電圧：5/12/15/24V

当社従来品OZ-030と比較し、約44％の小型化、約1.3倍の容量アップを実現

外部にノイズフィルター不要、コストダウンと工数負担削減に貢献

外部にノイズフィルター不要、コストダウンと工数負担削減に貢献

当社従来品OZP-350と比較し、約30％の小型化、50Wの容量アップを実現

W:50

D:87.5
H:26

H:28
D:133

D:195

W:55

H:28

W:55

H:32

D:133

W:55

・小型化
・大容量化

・ピーク対応

・小型化
・大容量化

・小型化
・大容量化

・ピーク対応

IEC60601-1 Ed.3.1 MOPP, MOOP 取得mFZP-075 series

mUZP-220/520P-24S05
IEC60601-1 Ed.3.1 MOPP, MOOP 取得予定 IEC60601-1 Ed.3.1 MOPP, MOOP 取得予定

mUZP-600 series

IEC60601-1 Ed.3.1 MOPP, MOOP 取得予定mFZP-040 seriesNEW

NEW

NEW

NEW
NEW

mUZP-400 series IEC60601-1 Ed.3.1 MOPP 取得予定

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

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

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

医療規格取得  単出力電源

外形サイズ：75×36×160
(W×H×D)

外形サイズ：127×44×228.6
(W×H×D)

周囲温度50℃まで出力ディレーティング無し

電力損失を減らし発熱を低減
AC240V入力時92.5％の高効率を実現。発熱を抑制し熱対策に掛かる工数・コスト削減に貢献

瞬停バックアップ対応
コンデンサ基板を接続することで、瞬停対策を実現

コンデンサ基板

CB03A-EC400/801F

コンデンサ基板

CB03A-EC400/801F

瞬停バックアップ対応
コンデンサ基板を接続することで、
瞬停対策を実現

コンデンサ基板

CB03A-EC400/801F

CB03-EC400/801F

瞬停バックアップ対応
コンデンサ基板を接続することで、
瞬停対策を実現

コンデンサ基板

CB03A-EC400/801F

CB03-EC400/801F

瞬停バックアップ対応
コンデンサ基板を接続することで、
瞬停対策を実現

小型大容量化を実現

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

コンデンサ基板

CB03A-EC400/801F

瞬停バックアップ対応
コンデンサ基板を接続することで、
瞬停対策を実現

小型大容量化を実現

1.5倍
60Wピーク

40W連続



5

絶縁トランス、ヒューズ、ブレーカが不要に 停電発生でも停まらない医用ノンストップ電源http://www.nipron.co.jp/ http://www.nipron.co.jp/

6

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

瞬停バックアップ対応

BS14A-H24/2.5L
バッテリパック

停電バックアップ対応

外部にノイズフィルター不要、コストダウンと工数負担削減に貢献

高効率化により発熱を抑制、熱対策に掛かる工数やコストの削減に貢献 高効率化により発熱を抑制、熱対策に掛かる工数やコストの削減に貢献

外部にノイズフィルター不要、コストダウンと工数負担削減に貢献

外部にノイズフィルター不要、コストダウンと工数負担削減に貢献

外部にノイズフィルター不要、コストダウンと工数負担削減に貢献

リモートOFF時の待機電力を低減

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

瞬停バックアップ対応

外部にノイズフィルター不要、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
外部にノイズフィルター不要、コストダウンと工数負担削減に貢献

コンデンサ基板を接続することで、瞬停対策を実現

医療規格取得  PC用電源

コンデンサ基板

CB03-EC400/801F

コンデンサ基板を接続することで、瞬停対策を実現

コンデンサ基板

CB03-EC400/801F

mOZP-350 series
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 MOPP 取得

mGPSA-360 series
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3 MOOP 取得

mUZP-220 series
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 MOPP, MOOP 取得

(W×H×D)

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

95×47×222

出力電圧：12/15/24V

連 続： 100.5～120W
ピーク：200.4～201.6W

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：400.8～401.4W

連 続：300～352.8W
ピーク：504～601W

ピーク：

出力電圧：

外形サイズ：
(W×H×D)

12/15/24/30/36/48V

(W×H×D) (W×H×D)

(W×H×D) (W×H×D)

外形サイズ：

出力電圧：
(W×H×D)

41×128×230

連 続： 360W
ピーク：480～600W

12/24V (12VSB)

Main
24pin

××11
Main
20pin

××11
12V
4pin

××33
PCI-E
6pin

××33
PCI-E
6+2pin

××22
FDD

××22
HDD

××1010
S-ATA

××1414

12V
8pin

××66

Main
24pin

××11
Main
20pin

××11
12V
4pin

××11
PCI-E
6pin

××11
HDD

××55
S-ATA

××77

12V
8pin

××22
FDD

××11

各出力コネクタの最大個数※

※各コネクタの最大個数となります。詳細はHPやカタログ等でご確認ください。

※

※

※各出力コネクタの最大個数 各出力コネクタの最大個数

各出力コネクタの最大個数

高さ27mmの超薄型

高効率94％typ達成高効率94％typ達成

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

IEC60601-1 Ed.3.1 MOPP取得

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

最大2.6倍の高ピーク対応

低待機電力

mUZP-120 series
IEC60601-1 Ed.3.1 MOPP 取得

mHPCSF-400P-X2S1
IEC60601-1 Ed.3.1 MOOP 取得

mNSP3-450P series
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3 MOPP 取得

mPCSA-500P-X2S
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3 MOPP 取得

mHNSP4-1000P series
IEC60601-1 Ed.3 MOOP 取得

mUZP-150 series
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 MOPP, MOOP 取得

mUZPT-120 series
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 MOPP, MOOP 取得

高信頼 SFX電源 CCC取得 ノンストップ電源

採用実績多数 ATX電源 大容量バックアップ対応 ノンストップ電源

ノンストップ
電源

ノンストップ
電源

外形サイズ：125×63.5×125
(W×H×D)

ピーク：400Ｗ連 続：310Ｗ
外形サイズ：150×86×140

(W×H×D)

ピーク：450.5Ｗ連 続：301Ｗ

外形サイズ：150×85×190
(W×H×D)

ピーク：1000Ｗ連 続：822Ｗ
外形サイズ：150×86×140

(W×H×D)

ピーク：500.5Ｗ連 続：301Ｗ

※バッテリパックBS25A-H350/2.5Lとセットで安全規格を取得しているため、
バッテリパックを接続した状態でご使用をお願いいたします。

Main
24pin

××11
Main
20pin

××11
12V
4pin

××11
PCI-E
6pin

××11
HDD

××55
S-ATA

××77

12V
8pin

××22
FDD

××11

Main
24pin

××11
Main
20pin

××11
12V
4pin

××11
PCI-E
6pin

××11
HDD

××55
S-ATA

××77

12V
8pin

××22
FDD

××11
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4ストリングの入力に対応、新型PVマキシマイザー！ 脱炭素化社会に向けた製品・ソリューション続々登場！http://www.nipron.co.jp/ http://www.nipron.co.jp/

インターネット

クラウドサーバ

太陽電池の

ストリング発電特性

（I-V曲線）

閲覧/制御

状態診断

ＰＶマキシマイザー

異種 影

通知

不揃いな電圧を一定化

不揃い

ゲートウェイ

集電箱 直流入力機器

新型PVマキシマイザー

不安定な電圧を
安定した電圧に昇圧

ソーラーカーポートへの設置イメージPVマキシマイザー 4STQの特長

4STQ

入力電圧範囲

1ストリング：ＤＣ1６０～４００Ｖ

4STQ-12KSD400VM
新型PVマキシマイザー

太陽光発電用

DC-DCコンバータ

入力電流
1ストリング：10A 最大：40A

最大：12.8kW
入力電力
1ストリング：3.2ｋW

出力電圧設定可能範囲

ＤＣ２００～４００Ｖ

PVマキシマイザーは、不安定な太陽光発電を最適にコントロールし発電量を最大化するだけでなく
安定した直流電圧を出力することもできるため、データセンターなど直流給電にも最適です。

※イメージ

動作電圧

最大電力点

電力（W）

※イメージ

個々のストリングに対し

MPPT制御を行うので能力

を最大限に出しきれる。

項目

太陽電池入力回路数

入力仕様

出力仕様

備考

PVストリング開放電圧

PV最大電力点電圧 320V時

入力電圧320V/1回路時

320V10A/1回路入力 400V出力時

最大数：96台

入力電圧範囲

最大入力電圧

連続入力電力

出力電圧設定範囲

最大出力電流

最大出力電力

電力変換効率

仕様

4回路

DC160～400V

DC400V

3.2kW/1回路

DC200～400V

40A

12.6kW

98.5％ typ

電力監視・故障監視機能

有線式

10A/1回路連続入力電流

監視機能

詳細仕様

外形図

1台で開放電圧400Vの4ストリング入力に対応

遠隔監視機能（PVガードミャン）も一体化

ストリング毎のMPPT制御で発電量を最大化

クラウドから出力電圧等の各種設定が可能

密閉構造で防水・防塵性能 IP44以上

当社従来品と比較し、2倍以上の電力密度を実現

DC400V

直流母線

接続イメージ

太陽光発電の電力を
優先的に供給

負荷例

直流給電に最適な、PVマキシマイザー

4ストリング個別MPPT制御で発電量を最大化
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再エネ100％のゼロカーボン・ドライブはニプロンにおまかせ！ 防災対策にも活用できるソーラーカーポートをご検討くださいhttp://www.nipron.co.jp/ http://www.nipron.co.jp/

ソーラーＥＶ
充電ステーション脱炭素の別天地

駐車場で作った再エネ100％で

EV充電が可能。ゼロカーボン・ドライブ！

太陽光発電が活発でEV充電をしても電力が余る場合、

余剰電力は蓄電池へ蓄えます。

カーボンニュートラルの実現に欠かせない移動の脱炭素化。太陽光発電などの再生可能エネルギーを使って発電した

電力と電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車（FCV）を活用した、走行時のCO2排出

量ゼロのドライブを「ゼロカーボン・ドライブ」として地域、職場、家庭への普及を環境省は応援しています。

20kW充電器

※開発中イメージ

※開発中イメージ

蓄電池コンテナ

脱炭素化の活動の第一歩に

ソーラーカーポートを導入して社

有車のEV化を進めます！

ゼロカーボン ・ ドライブとは？

駐車スペースがあれば太陽光パネルを設置し、発電した再生可能エネル

ギーで電気自動車の充電ができます。余剰電力は蓄電池に貯めて夜間等

に使うこともできます。

晴天

蓄電池 Neo eXpander

整流器商用AC

20kW充電器
電気自動車

AC出力自立インバータ
（BCP用負荷など）

発電

電気を使う

電気を蓄える

EV

EV

EV

太陽電池 PVマキシマイザー

夜間や悪天候のときは、蓄電池に蓄えた電力を利用します。

蓄電池 Neo eXpander

商用AC

20kW充電器
電気自動車

AC出力自立インバータ
（BCP用負荷など）

電気を使う

電気を出力

EV

EV

EV

太陽電池 PVマキシマイザー

夜間・悪天候

整流器

ゼロカーボン・ドライブ
キャンペーンロゴマーク

キュービクル無しで急速充電/複数の

EVを同時に充電

合計50kW以上のEV充電(急速充電や多数同時充電)の場合も、太陽光

発電や蓄電池からの電力アシストにより、低圧受電(受電容量50kW未

満)で対応できます。低圧受電は、キュービクルの設置や電気主任技術者

との契約が不要で、容易に導入・維持できます。
蓄電池 Neo eXpander

商用AC

20kW充電器
電気自動車

AC出力自立インバータ
（BCP用負荷など）

EV

EV

EV

太陽電池 PVマキシマイザー

電力アシスト

電力アシスト

変電設備

受電容量50kW未満に抑え
ることでキュービクル不要

整流器

その他にも、VPP(Virtual Power Plant)など様々な用途へ展開が可能です。

非常時にも太陽光発電で電力利用

災害時の広域停電(ブラックアウト)においても、太陽光発電や蓄電池から電気が使える避難所になります。常時は再エネ発電/EV充電拠点、

被災時は避難拠点として、国や自治体の要請にも応えることが可能です。

停電時にも太陽光や蓄電池からの電力でEV充電や

特定の負荷へ電力給電ができます。

夜間に停電しても、蓄電池からEV充電、

非常用設備へ電力供給します。

蓄電池 Neo eXpander

整流器商用AC

20kW充電器
電気自動車

AC出力自立インバータ
（BCP用負荷など）

EV

EV

EV

太陽電池 PVマキシマイザー

停 電

停電・晴天 停電・夜間

蓄電池 Neo eXpander

商用AC

20kW充電器
電気自動車

EV

EV

EV

太陽電池 PVマキシマイザー

整流器

停 電
AC出力自立インバータ

（BCP用負荷など）

再エネ100％の

電気で走るって

気持ちいい！

PVマキシマイザー

ゼロカーボン・ドライブに最適！
太陽光発電した

再エネ100%の電力でEV充電！
環境省推奨
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100TBFSはDC19～128Vの広範囲な入力が可能 小型で大容量！多機能昇圧型DC-DCコンバーターhttp://www.nipron.co.jp/ http://www.nipron.co.jp/

昇圧型ＤＣ-ＤＣコンバータ
４８V バッテリでＡＣモーターの駆動が可能

仕様

特長

入力電圧

入力電圧範囲

出力電圧

出力容量（連続）

出力容量（ピーク）

設定① 設定② 設定③

DC24V DC48V DC96V

DC19～37V DC37～74V DC74～128V

DC284V

1200W 2500W
※※

※※

※ 要ディレーティング（詳細はお問い合わせください）

4500W

1500W 4000W 5000W

効率 90％typ 94.5％typ 97％typ

100TBFS-2500-280

の広範囲な入力が可能  （ディップスイッチによる入力電圧レンジ設定）

従来機種と比べ、体積比：約15％小型化、出力電力：20～50％UP  （定格入力時）

並列接続で容量ＵＰ可能 リモートＯＮ/ＯＦＦ機能付

各種保護機能を搭載
二段階の過電流保護 入力過電圧保護 不足電圧保護 過熱保護出力過電圧保護

消費電力を抑えた省エネ設計
無負荷時　１５Ｗ（４８Ｖ入力、リモートＯＮ時） リモートＯＦＦ時　３０ｍＷ（４８Ｖ入力時）
軽負荷や無負荷時にファンを自動的に停止させ、消費電力の削減や、ファンの長寿命化を実現

構成例

バッテリ バッテリ100TBFS 100TBFSACインバータ ACモーター 巻上機

バッテリ

インバータ

100TBFS

モーター

100TBFS燃料電池 PCS

バッテリ電圧をインバータ、サーボアンプ(サーボドライバ)が動作可能
な電圧まで昇圧することで、ACモーターでAGVを動作させることがで
きます。

電動巻上げ機(ウィンチ)は通常はAC200Vなどの電圧で動作しますが、
DC280V近辺の電圧で動作する製品があり、100TBFSを使用すること
で、バッテリによる巻上げ機の駆動が可能になります。

クリーンエネルギーとして近年注目されている燃料電池は、出力され
る電圧が低いものがあり、発電電力を有効活用するにはDC/DCコン
バーターなどを用いて電圧を昇圧させる必要があります。
100TBFSを使用することで、燃料電池で発電したクリーンな電力でパ
ワーコンディショナーなど様々な機器を動作させることが可能です。

AGVなど、バッテリでモーターを駆動させる製品はDCモーターを使用するのが一般
的ですが、DCモーターは容量が大きいモーターのラインナップが少なく、大型の
AGVには対応できない場合があります。
　一方、小容量～大容量までラインナップしているACモーターは、モーターを駆動させ
るための汎用インバータやサーボアンプがDC280V近辺の電圧を入力できる製品
が存在します。100TBFS-2500-280は電池電圧(24V、48V、96V等)をインバー
タが動作するDC280V付近まで昇圧することができるため、バッテリによりACモー
ターを動作させることが可能になります。
　これにより使用できるモーターの選択肢が広がり、DCモーターではラインナップが少
ない大型のモーターもバッテリで駆動することが可能です。

活用例
AGV（無人搬送車） 建設機器（ゴンドラ・クレーン）

燃料電池

外形図

DC19～128Ｖ

大
容量 高

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

ポートウェルジャパン株式会社

ある時台湾の電源メーカーの品質が落ちたことがありました。コンデンサが
膨張したり壊れたり、製造不良が有ったりという時に、品質が良いものを用
意しておいた方が、お客様にとっても良いということでニプロンさんの電源
を導入しました。
台湾製の電源も品質が良くなってきていますが、「絶対に壊れてはいけな
い」とか、どちらかというと価格よりも品質の方が優先度の高いお客様に対
しては非常にご提案がしやすいです。我々から品質や保証の話をしなくて
も御社の名前を出すと、納得して頂けることが多いのでそこは非常に助
かっています。

弊社の電源をご採用頂いた背景をお聞かせ下さ
い。

我々の産業用PCに求められるのは、「堅牢性」や「長期供給」、「解析力」
です。また、最近多いのは「規格取得」の部分です。国内なら当然PSE認
証の取得が必要ですし、我々の検査装置や工作機械のメーカーさんという
お客様は、メーカーは国内だがそのお客様が海外にいるというケースが多
いと思います。PCにおいても安全規格のCEやCCC、KCといったものの
取得が求められることが多々あります。その時に肝になる電源が認証規格
を取得していると非常に良いと思います。

PC電源を選定する際に重要視しているポイントを
お聞かせ下さい。

ボードとの相性という意味ではあまり問題は起きたことはありません。逆に、
今まで一番使用していた台湾製の電源が、新しい世代のPC及びCPU
ボードと組み合わせた際に、相性問題を起こして立ち上がらないケースもあ
るので、その際にはニプロンさんの電源を使用しています。
台湾の電源メーカーは基本的に単発不良が起きた際に解析をしてくれま
せん。部品の解析や、部品メーカーに解析依頼も出してくれず、「単発不良
なので経過を見させてください」ということが多いですが、ニプロンさんの場
合は解析レポートをしっかり出していただけるので、非常にありがたいです。
普通はあまり無いですが、つい最近ではお客様と共同でのビデオミーティ
ングに参加して頂きましたし、対応には非常に満足しています。

マザーボードと電源の相性で御苦労されたことは
ございますか。

まず壊れにくいし解析レポートもしっかり出てくるのでそもそも不満が上がっ
てこないという点において評価は高いです。またアフターサービスに対する
安心感もあり、そこがお客様にとっても我々にとってもメリットだと感じてい
ます。我々はPCメーカーではありますが、電源やHDDといった中の詳しい
部品構造までは追い切れないケースもありますし、ユーザー様の感情として

「ちゃんとメーカーに確認したのか」といったお話や、悪気はないと思うが
「最後まで確認したいのでメーカーさんと会わせてほしい」というケースはや
はりありますので、その時に同席ご対応いただけるのは非常に心強いです。
そういった事例が積み重なっていくとユーザーさんに対しても説明がしやす
いです。「こういう事例があって途中経過や対応、結果はこうでした。でも海
外製メーカーだとおそらくこうなりますよ」というお話ができるので、我々に
とってもありがたいしアピールポイントにもなってくるのでそこの積み重ねは
非常に重要ですし満足しています。

弊社の電源を搭載した御社PC製品のユーザー様
の評判、満足度はいかがですか？

完成品のボックスPCも当然ありますが、それだけですとお客様が希望する
仕様の製品を提供できないので、筐体、CPU、ボード、その他スペック等を
お客様にヒアリングして、もし、ボックスPCで提案できなければ最適なもの
をBTOで組み上げて出荷しています。それこそ筐体にしても台湾の別の
メーカーから引っ張ってくることもしています。お客様が望む物、お客様に適
している物を提供することが一番だとの思いが、現在の体制に繋がってい
ます。我々の強みとして、技術も製造も国内に置いています。その中でお
客様はより手軽に使いやすいものを選ぶようになってきています。我々に
拡張カード、グラフィックカード、I/Oカードの選定を全て任せていただければ
何か故障や不具合があった場合でも、我々に送り返していただければ解
析するよという形が取れます。

御社が国内生産にこだわっているポイントをお聞
かせ下さい。

産業用PC、組み込みマザーボードのリーディングカンパニー、「ポートウェルジャパン株式会社」様
に弊社製品を多数ご採用いただいております。

I nterview
品質や保証の話をしなくてもニプロンの
名前を出すと、納得して頂ける。

ニプロン電源をご採用頂いたお客様の声

事業開発部 宮本 亮始 様

第8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

11月17日～19日の3日間、インテックス大阪1号館にて開催されます、
「第8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。
カーボンニュートラル達成に向けて重要な役割を担うバーチャルパワープラント

(VPP)の導入が間近に迫っています。そこでニプロンのブースでは、VPP市場に向けて、太陽光発電・蓄電システム向け製品「PVマキシマイザー、Neo｠
eXpander」や、発電・蓄電情報をクラウドサーバで管理・制御を行うことが可能な「PVガードミャン」をご提案いたします。また、脱炭素社会の実現や、レジリ
エンス強化に貢献する非連系タイプ蓄電式PV自家消費システム「PV｠Oasis」を軸に「ソーラーカーポートシステム(駐車場に太陽光発電＆蓄電＆EV充電
器)」や「ゼロ・エネルギー・ルーム(1部屋単位で導入可能な再エネ自立電源)」など、お客様の予算や建物の都合に合わせたソリューションをご提案いたしま
す。また、ご好評頂いているデモイメージも展示予定ですので、是非ニプロンのブースまでお越しください。

昨年の様子 昨年の様子 ソーラーカーポート＆ゼロ・エネルギー・ルームのデモイメージ

製造部門生産性改善発表大会

生産性改善発表大会

8月12日に製造部門による生産性改善発表大会が行われました。
発表大会には全10チームが参加し、前期に行った業務の改善活動や成果
を発表し合いました。厳選なる審査の結果、上位3チームが表彰されました。
金賞を受賞したMDF基板実装チームは製造リードタイムの見える化や、工
程の動線を見直しムダを無くすことで、約20％以上の工数削減や約70％の
生産性アップを実現した改善活動の発表を行いました。

製造部門の改善活動とその成果は、製品品質・信頼性の更なる向上や働き
方改革へ繋がると感じております。

営業・管理系部門生産性改善発表大会

8月20日に営業・管理部門による生産性改善発表大会が行われました。
全10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チームが表彰されました。
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。金賞の生産管理部チームは原価管理や生産業務の改善を行うため
に必要な実績時間の把握を可能にしたり、従来多くの時間が掛かっていた
事務作業の自動化を発表しました。

営業・管理系部門は改善活動を続け、お客様の満足度の向上を目指します。

8月12日に製造部門、8月20日に営業・管理系部門の生産性改善発表大会を開催致しました。

金賞 MDF基板実装チーム 銅賞 MDF機械実装チーム

銀賞 HDF前加工チーム

金賞 生産管理部チーム 銅賞 購買部チーム

銀賞 空営業部チーム
GEDA-High

NVIDIA® Quadro RTX6000搭載
GPUサーバー・ワークステーション

HPCSA-1000P-E2S
ピーク1000W対応大容量ATX電源

24時間365日連続運転可能な高信頼性設計



医療規格取得電源特集
「mFZPシリーズ」など新製品が続々登場！
高信頼・高効率な医療規格取得電源を一挙にご紹介。
[新製品]新型PVマキシマイザー『4STQ-12KSD400VM』
一台で4ストリング入力に対応、大幅な小型化を実現し設置場所を選ばない！
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表紙イラスト：原田 航

Nipron Wave
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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3年10月　酒井 節雄

販売が好調な要因には、世界的な経済回復がありますが、その中でも世界的な

自動車のEV化の大きな流れにより産業革命的な需要創出現象が生じ、各国の

自動車産業のEV化への転換、及び新規参入組による設備投資が、工作機械

業界の絶好調さを生じさせているのではないか。又、EV化の進行で車載用半導

体の飛躍的需要増大による半導体不足が生じ車生産の遅れが社会問題化し

ています。それらの対応として半導体製造装置の需要増大が生じてきた事、又

時期を同じくして、コロナ禍対応の医療機器の需要増加も重なっており、これら

の分野に合致した開発商品を持っている事が受注増加の要因と思います。

その反面、世界的な半導体不足に端を発した電子部品の調達難が産業界全

体へ、大きな問題となっています。当社もその影響をまともに受け、今期の期首か

らの2カ月間は生産が上がらず、残念ながら納期遅れを出してしまいました。

その緊急対策として、入手見通しの立たない半導体（特にIC類）を始めとする電

子部品を非常に高値であるが、流通市場からの調達を決意し、品質維持に万全

の対応を行い、材料費アップの大きな損失を出してでも、納期遵守で顧客の信

頼に応える事を一番に考えるニプロン会社方針に沿って目下急速に生産挽回

中であります。

今回のような電子部品、及び海外製半導体部品の世界的調達難(過去の歴史

の中でも度々経験する)に対して、混乱と損失回避へ購買政策、対応力強化の

必要性を痛感しました。

今後に於いては日本の電気電子分野の製造業界の衰退が確実視されるため、

根本的対策をBCP政策として取り組む所存であります。例えば、海外製(米国・

韓国・台湾・その他)の信頼できる商品を持つ著名なメーカー・代理店に対して強

い交渉力を持つ事、国内主要取引先との信頼関係の再構築と協議、サプライチ

ェーンの再検討、及び電子部品＆材料原価合わせ込みの専門部門の創設等を

早急に進める等、改革を進めると共に今期(41期)売上70億円達成に向け全社

を挙げて取り組みます。

2021年10月吉日、社会・経済情報について記述します。

菅政権の後を継いで、新しい自民党総裁として岸田文雄新総裁が選出された。

10月4日の臨時国会で第100代内閣総理大臣に指名され、新たな時代の幕明

けとなりました。そして10月14日に衆議院を解散し、衆議院選挙を31日投開票

の日程で行う方針が電光石火で発表されました。

政策としては「新しい資本主義」「成長と分配の好循環」を提唱されているが、日

本経済は1990年のバブル崩壊後、失われた10年、20年とも言われ、さらに今

や失われた30年も超え、世界の経済成長率に対して、日本は30年間殆ど成長

が無く忘れ去られた存在になり貧民化が進んでいます。新しい資本主義とは聞

こえが良いかも知れないが、アベノミクスも日本経済を成長路線に乗せる事は出

来ず、世界の成長路線から取り残されたままである。

この様な状態が続き、コロナ禍による経済難民が増え続けば貧困化がますます

進み、自民党政治に嫌気がさし、最悪は経済音痴の野党勢力へ政権が移るか

もしれない。その様になれば、日本は不安定な状況になり益々経済力の低下を

招きかねない。輸出競争力の低下が進めば国家経済は自ずと悪化し、社会保

障の低下などの連鎖は避けられず国力低下の悪循環に陥り貧乏国家へ逆戻り

しかねない。

話は変わるが、NHKの大河ドラマの「青天を衝け」の渋沢栄一（新しい1万円札

の肖像）の人生、活躍を大変面白く楽しみに見ています。今の時代に彼のような

人材が出て来てくれたらと思わずにはいられません。国を憂い、正義感、強い使

命感を持ち、先見性と頭の良さ、並外れた行動力を持った凄さが、明治以降の

近代日本経済の礎を築いた大きな立役者になったものと思います。

ニプロンの前期（40期）は、創業50周年を記念する大イベントを企画していたが、

コロナ禍による中止を余儀なくされました。その上業績の方も3期連続の60億

円割れの売上55億円で残念な結果になりました。

しかし、受注の方は2020年10月より毎月記録を更新する勢いで伸び41期は目

標の65億円を遙かに超える70億円の記録達成が確実視されるに至っています。

この要因は3～5年前から築いてきた新製品開発と市場開発、顧客開発の努力

の結果です。

一方、同時並行で強力に進めているGP事業の成果は残念ながら数字には繋

がっていない。ニプロンの経営戦略は息の長い努力が必要なため、一度築き上

げると根源的な強さの要素があるため簡単には崩れないと思います。 

今期売上

70億円必達に向けて～


