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SMA Solar Technology AG 

世界で最も評価の高いパワーコンディショナブランドとして 4年連続 1位獲得 

 

 

2015 年 12 月 3 日 ドイツ・ニーステタール発 – SMA Solar Technology AG（以下 SMA）は、IHS の「PV 

Inverter Customer Insight Survey – 2015」において世界で最も評価の高いパワーコンディショナブランドとして

4 年連続 1 位に選ばれました。IHS は、40 を超える国々で太陽光発電用パワーコンディショナを取扱う代理

店、施工業者、システムインテグレーター他へ調査を実施しています。  

 

IHS Technology のソーラー・サプライチェーンのシニアアナリストである Cormac Gilligan 氏は次のように述

べています。「IHS による最新の調査によると、SMA は世界各国の太陽光発電用パワーコンディショナ事業

者との厳しい競争にもかかわらず、4 年連続 1 位に選出され太陽光発電用パワーコンディショナブランドのグ

ローバルリーダーとして認められています。」 

 

IHS 調査の回答者は、パワーコンディショナブランドの上位 3 つを選択する設問に対して合計 54 ブランドを

挙げています。SMA ブランンドは回答者の約 27%に選択されグローバルランキングの 1 位を獲得しました。

SMA は、ドイツ、米国、英国他で高く評価されており、お客様から最も望まれるグローバルなパワーコンディ

ショナブランドとして 2年連続で選出されています。 

 

IHS のレポートから、お客様が評価の高いパワーコンディショナブランドを選ぶ際、パワーコンディショナの品

質、そして機器設置後の技術サポートやカスタマーサービスを重視することが明らかになりました。これは、ス

トリングインバーター、セントラルインバーター、マイクロインバーターなど、あらゆるサイズのパワーコンディシ

ョナに当てはまります。 

 

■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。 
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Head of Corporate Communications: 
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Disclaimer: 

This corporate news 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 corporate news 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. 


