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SMA Solar Technology AG 

日本向けパワーコンディショナ「1ギガワット」超える 

 

ドイツ、ニーステタール／東京 2015年 10月 1日  

 SMA Solar Technology AG（以下 SMA）は、日本におけるパワーコンディショナの販売容量が 1 ギガワット

(100 万キロワット)に到達したと発表しました。SMA は、2011 年に営業とサービスを提供する日本法人 SMA

ジャパン株式会社（代表取締役社長、今津武士）を創立。日本市場向けにあらゆる規模の太陽光発電設備に

対応するパワーコンディショナおよび通信機器を開発し、革新的なエネルギーマネジメントシステムを提供し

ています。 

 

「1 ギガワットの達成は、住宅用、産業用、メガソーラー用全ての分野での販売実績によります。SMA は、日

本のトップクラスのデベロッパー、EPC事業者、代理店との間に強力かつ長期的な関係を構築してきました。」

SMA, Executive Vice President APAC の John Susaはこのように述べています。「成長の原動力は、日本の

お客様にご満足いただけるきめ細かい営業活動と、質の高いサービスサポートを提供する現地法人のチーム

ワークに他なりません。」日本法人の SMA ジャパンは、日本市場特有の要件に合わせた高効率・高品質の

パワーコンディショナを提供するだけでなく、太陽光発電プロジェクトのプランニング時に必要な専門技術でプ

ロジェクトがスムーズに進むようお手伝いをしています。 

 

「ドイツ本社の最先端生産ラインが日本の最高レベルの品質基準と要件を満たすことで、SMA は信頼性と品

質において揺るぎない評価を確立することができました。」と John Susaは述べています。 

 

日本の太陽光発電市場で SMA が急成長した主な要因は、SMA が世界各国で実績を積んだ幅広い製品群

にあります。メガソーラー用分散型パワーコンディショナのラインナップも充実させ、あらゆる太陽光発電プロ

ジェクトに柔軟なソリューションを提供しています。 又、世界各国で要求される系統マネージメントにも対応し

ています。住宅および低圧産業向けに提供されるパワーコンディショナは、日本市場向けに開発され一般財

団法人 電気安全環境研究所（JET）の認証を取得しています。 

 

■SMAについて  

SMA Solar Technology AG(SMA/FWB: S92)は、太陽光発電用パワーコンディショナを世界 21か国で事業を展

開しているグローバルマーケットリーダーです。2014年度（1月 - 12月）の売上は SMAグループで 800

百万ユーロ超。本社はドイツ、カッセル近郊のニーステタールにあり従業員数は全世界で約 4,000名。SMA

製品は、系統接続のあらゆる太陽電池モジュールおよび発電システムに対応し、住宅用、産業用、メガソーラ

ー用、オフグリッド用のパワーコンディショナを提供しています。SMAのインバーター技術は世界全体で 680

件の特許に保護されています。2008年よりフランクフルト証券取引所の Prime Standardに上場し TecDAX指

数に含まれています。 

 

 



 

  

■お問い合わせ先 

SMA Solar Technology AG 

Sonnenallee 1 

34266 Niestetal 
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Disclaimer: 

This press release serves only as information and does not constitute an offer or invitation to subscribe for, acquire, hold 

or sell any securities of SMA Solar Technology AG (the “Company”) or any present or future subsidiary of the 

Company (together with the Company, the “SMA Group”) nor should it form the basis of, or be relied upon in 

connection with, any contract to purchase or subscribe for any securities in the Company or any member of the SMA 

Group or commitment whatsoever. Securities may not be offered or sold in the United States of America absent 

registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.This press release can 

contain future-oriented statements. Future-oriented statements are statements which do not describe facts of the past. 

They also include statements about our assumptions and expectations. These statements are based on plans, 

estimations and forecasts which the Managing Board of SMA Solar Technology AG (SMA or company) has available 

at this time. Future-oriented statements are therefore only valid on the day on which they are made. Future-oriented 

statements by nature contain risks and elements of uncertainty. Various known and unknown risks, uncertainties and 

other factors can lead to considerable differences between the actual results, the financial position, the development or 

the performance of the corporation and the estimates given here. These factors include those which SMA has discussed 

in published reports. These reports are available on the SMA website at www.SMA.de. The company accepts no 

obligation whatsoever to update these future-oriented statements or to adjust them to future events or developments. 
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