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一般社団法人 日本PVプランナー協会　理念
私たちは、PV プランナー・PV システムインテグレーターの育成をおこない、
太陽光発電の健全な市場発展に努めます。

その為には
1、私たちは「地球環境問題」の解決に取り組みます。
1、「販売」は、コンプライアンスを遵守します。
1、「商材説明」は、お客様に正しい知識と情報を提供します。 
1、「施工」は、安全を第一に考え、お客様の家屋を守りながら、適正な発電が行えるよう努力します。
1、「アフターサービス」は、お客様のニーズに応え、素早い対応を心がけます。

以上を行い、私たち・お客様・地球が共に繁栄する「豊かな未来創り」に貢献します。

事務局だより
　今年も残すところあと２か月。年々、月日が経
つのが早く感じられます。夏に東京2020オリン
ピックが開催されましたが、もはやはるか昔に感
じてしまいます。
　はるか昔といえば、先日ソファで寝転がりなが
らインスタグラムをボーッと見ていたところ、ど
こかで見覚えのある顔に遭遇。ん？思わず飛び起
きました。何とそこには約10年前の私と友人たち
がほろ酔いで楽しく笑っているではないですか！
　掲載した主は英語の名前…いろいろな思い出が
駆け巡りました。当時たまたまお店で隣り合わせ
たイギリスからの旅行者の青年と仲よくなったの
でした。その彼が今になって世界を旅したことを

振り返っていたようで
各国の写真が掲載さ
れていた中にJapan
の思い出としてわれ
われとの集合写真が
アップされていたの
です。勝手に世界に発信されているとは何という
ことでしょうか（笑）。しかし！心配することなか
れ。10年前は今より10kg痩せており、若さも手
伝って誰も気づくことはないでしょう。1年で1
キロ増やしてきたかいがあったというものです。
なんて…中年太りを肯定してみましたが何はとも
あれ2022年も健康第一でいきたいです。 （渡辺）
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　今年の全国会員大会は会場開催の模様をオンライン
で同時配信いたします。会場での開催は定員50名程度
を予定しています。
注：会場では新型コロナウイルス感染防止対策を実施いたし
ます。ご協力お願いします。
・コロナワクチン2回接種証明書提示（2回目接種後2週間以
　上経過）。
・会場定員124名のところ、50名程度の入場に抑え、席の
　間隔を十分空けます。
・入場時に体温測定・手指消毒・マスク着用。
※ただし、緊急事態宣言が発令した場合はオンライン開催の
　みとなります。ご了承ください。

「第9回全国会員大会」開催のご案内
開催日：2021年11月26日（金）14:00～17:10
会場：シダックスカルチャーホール（東京都渋谷区）
	 ＆オンライン同時配信

14:00～	 開会
	 表彰式	最優秀会員賞および
	 安全スローガン優秀賞
	 理事長挨拶および2021年度運営方針発表
14:30～	 基調講演①経済産業省新エネルギー課
	 ご担当者
	 基調講演②環境省地球温暖化対策課
	 ご担当者
	 基調講演③農林水産省再生可能エネルギー室
	 ご担当者
16:30～	 懇談会　地域会員と自治体の意見交換の
	 推進について
17:10	 閉会
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表紙写真提供
㈱エコラボ
㈱MGプラン

（（同同））ミネヤ電気保安管理　

　  会員が各地盤で活躍できる展開を
一般社団法人日本PVプランナー協会　副理事長　森上寿生
　2050年脱炭素、20 
30年に温室効果ガスの
46％削減の政府方針
を踏まえ、2030年エネ
ルギーミックスの再エネ
の割合を36～38％とす
る政府原案が発表されました。10月にその通
り閣議決定された場合、再エネは今のエネル
ギーミックスより14％増えます。それをあと８年
で達成するとなると、太陽光発電をかなり増
やさなければいけないことが容易に分かります。
　2030年に向けた目標を達成するには、今
の倍に近い８～９GW程度を毎年増やしてい
かなければ、とても追いつかないだろうと想定
しています。ＦＩＴの全盛期が年間９.５GW程

度だったので、それにほぼ匹敵するくらいの量
を今後８年間、増やし続けていくと考えた場合、
拡大するポイントはまず第一に自家消費太陽
光であり、屋根上への設置やソーラーカーポー

トが増えていくのではないかと思います。第二
にはＲＥ１００を宣言しているような企業などが
相対契約で非ＦＩＴ電源をオフサイトで活用する
ようなケースが出てくるだろうと考えています。
この場合、ソーラーシェアリングも非常に有効
な手段になるのではないかとみています。
　そうした状況を踏まえ、協会活動も経済産
業省・環境省・農林水産省と連携を図りな
がら太陽光発電のプロフェッショナルである会
員の方々が各地盤で活躍ができる展開を進
めていくことができればと考えております。

 ・特集/① (一社）日本PVプランナー協会
 第10期運営方針
 /2020年度WEBセミナー
 ・地区会 ・ 研修会開催報告
 ② 豊田市共催 ソーラーシェアリング
 セミナー
  ・ 2020年度地区会優秀賞が決定いたしました！
  ・会員企業訪問/㈱創電/㈱エネマン
 東洋計測器㈱/PV-Net
  ・ 太陽光プロダクトニュース/㈱ラプラス・システム
  ・ 協会員専用付帯保険（家庭用）を販売開始しました！
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中部エリア：地区会優秀賞：地区会優秀賞
松下電建株式会社　松下泰文様

　2020年度から、エリアごとに地区会優秀賞を選出し表彰することとなりました。
	【選考基準】
〇地区会・WEBセミナー・研修会の参加回数の多い会員
〇地区会・WEBセミナー・研修会で講師を行っていただいた会員
〇地区会・WEBセミナー・研修会に参加し盛上げていただいた会員
　選考基準に照らし合わせ、各エリアマネージャーが選考し、理事会にて以下の優秀賞
の方が承認されましたのでご紹介いたします。

東北エリア：地区会優秀賞東北エリア：地区会優秀賞
RYOENG株式会社　折笠哲也様

地球が日本がそして我が
郷土も温暖化により大変
なことになってきていま
す。少なからず関わって
きた者として、使命感を
持って再エネに取り組み
たいと思います。

再エネの普及を通じて
「エネルギー革命によ
る地域の自立」を実現
し、日本を元気にして
いきます。

関東エリア関東エリア：地区会優秀賞：地区会優秀賞
GC	POWER株式会社　山田雅彦様

順理則裕（理に順えば
則ち裕かに）を旨に、自
身そして何よりも、再
エネ普及のために頑
張ってまいります。

近畿・北陸エリア近畿・北陸エリア：地区会優秀賞：地区会優秀賞
相和電気工業株式会社　佐茂弘樹様

電気のプロ集団とし
て、自治体等と連携し
「再エネ開発・供給」
「BCP対策」「農福連
携」「環境教育」等を強
力に進めています!

中国・四国エリア中国・四国エリア：地区会優秀賞：地区会優秀賞
株式会社SAWADA　權藤明彦様

PPAやNonFITなど近い
未来に向けた準備も進
めています。私たちの
取組がお客様の笑顔に
繋がれば何よりです!

九州エリア九州エリア：地区会優秀賞：地区会優秀賞
株式会社太陽ホーム　神里陽太様

沖縄の綺麗な海を次世
代に残すことが私達の
使命だと思ってます。限
りあるエネルギーを活
用していきます。
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①自家消費太陽光発電の推進
　・自家消費自社設置・PPA・蓄電池連携・ソーラーカーポート設置・ソーラー
　　シェアリング含自営線等活用
②非 FIT 太陽光発電の推進
　・非 FIT・相対契約・FIP・自己託送・新電力活用・ソーラーシェアリング活用
③ O&M 関連推進
　・塀柵設置、遠隔監視装置、O&M、付帯保険、リパワリング、転売
④蓄電池関連推進
　・住宅用、事業用、住宅 EV、法人 EV
⑤ソーラーシェアリング推進
　・売電型・自家消費型・敷地内消費・新電力活用

地域会員と自治体連携の推進を模索します
①本省（経済産業省・環境省・農林水産省・国土交通省）訪問による意見交換・
　情報共有
②省庁地方局（経済産業局・環境事務所・農政局・国交省整備局）訪問による意
　見交換・情報共有

・会員に訪問報告の配信を行います
・会員が自治体訪問する際のサポートを行います
　→今期は実績のある中部地方局から訪問を開始します

第10期運営方針に沿ったZOOMセミナーや研修会を開催します

・11月26日（金）開催の第9回全国会員大会にて事業計画と運営方針を
　説明いたします。
・前期は次ページにあるとおり、年間24回の会員大会・セミナー・研
　修会を開催しました。
　今期も運営方針に沿ったセミナーや研修会を3月後半から本格的に
　開催いたします。
・全国の会員に参加していただけるよう今後もWEB開催を中心に行
　いますが、研修会や地区会などは、段階を踏みながらリアル開催と
　WEB開催を併用いたします。

1.

2.

WEBセミナー・地区会・研修会開催報告WEBセミナー・地区会・研修会開催報告

2020年度

開催項目 開催方法 開催日 内容 参加者				
（人）

第8回全国会員大会 リアル&WEB 11月20日 経産省・環境省・農水省ご挨拶・表彰式・施策基調講演 90

太陽光発電・自家消費関連

WEB 9月25日 需要家が自家消費太陽光発電を設置！経緯と1年後の実績 21

WEB 4月14日 環境省令和3年～6年まで続く自家消費太陽光発電補助金
説明セミナー

69

WEB 6月2日 非FITビジネスモデルの紹介 67

WEB&見学会 7月16日 自家消費の高圧（QP改造等）施工技術研修会 35

WEB 8月25日 補助金説明セミナー＋ソーラーモニター・オフグリッド・
スマート保安

35

太陽光発電・O&M関連
現場実証実験 4月20日 自家消費倉庫上のO&M実証:ドローンと検査機器による

検査比較
9

リアル&WEB 6月23日 ①O&Mドローンと検査機器比較実証実験結果報告会
+保険説明

24

蓄電池・EV関連

WEB 10月7日 EVカーシェアと太陽光カーポートとVPP 21

WEB 1月27日 EVを動く蓄電池として法人に提案する方法 65

WEB 4月28日 住宅太陽光＋蓄電池PPA懇談会 29

ソーラーシェアリング関連

浜松市リアル 9月8日 浜松市共催・経産省・環境省・農水省・馬上様 92

WEB 9月23日 ソーラーシェアリング6年間やってみました！まとめ報告 25

豊田市リアル 7月9日 豊田市共催・環境省・農水省・馬上様 100

意見交換会 WEB 6月25日 FIT高圧自社発電事業者と凸版印刷の意見交換会 6

新エネルギー新聞講演 WEB 6月30日 業界情報:新エネルギー新聞講演+業務改善提案:ANDPAT 56

パワコン情報セミナー WEB 8月4日 パワコン情報:クラニッヒソーラー＋GoodWe Japan 45

制度解説 WEB 10月28日 続報！2020年度制度改革～ここまで見えた内容と見通し 21

九州地区会発信 WEB 11月4日 リパワリング～パワーオプティマイザー 29

中部地区会発信 WEB 2月26日 エコキュート最新情報とエコワン市場と商品説明 23

中国・四国地区会発信 WEB 3月10日 太陽光発電の自家消費販売の基礎知識とPPAによる営業 38

九州地区会発信 WEB 6月17日 出力制御新ルール説明とオンライン制御＋リパワリング
による利回り向上手法について

34

中四国・近畿地区会発信 徳島市実況WEB 7月12日 徳島市パネル洗浄実演実況WEB配信 20

近畿・北陸地区会発信 WEB 12月2日 V2Hメーカー比較について 33

(一社）日本PVプランナー協会 第10期運営方針(一社）日本PVプランナー協会 第10期運営方針
2021年9月1日2021年9月1日〜〜2022年8月31日迄2022年8月31日迄
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豊田市共催豊田市共催
ソーラーシェアリングセミナーソーラーシェアリングセミナー

　2021年7月9日、豊田市と共催でソーラーシェアリングセミナーが開催されました。日本2021年7月9日、豊田市と共催でソーラーシェアリングセミナーが開催されました。日本
PVプランナー協会の会員企業4社と企画運営を行い、豊田市のご協力により無事に開催すPVプランナー協会の会員企業4社と企画運営を行い、豊田市のご協力により無事に開催す
ることができました。脱炭素を掲げる国の方針、ソーラーシェアリングを成功させるポイることができました。脱炭素を掲げる国の方針、ソーラーシェアリングを成功させるポイ
ントなどの講演がありました。ントなどの講演がありました。

豊
田
市
未
来
都
市
推
進
課
長

中
神
様
挨
拶

　2050年のカーボンニュートラルに向けた脱炭
素社会の実現を目指す環境省の取組、社会背景につ
いてお話し致します。
　菅総理は「2050年のカーボンニュートラルへの
挑戦は日本の新たな成長戦略である」と宣言されま
した。これは再生可能エネルギーの導入は経済成長
の源泉ととらえる考え方です。6月に「地球温暖化
対策推進法の一部を改正する法律」が公布され、こ
の中で基本理念が位置付けられました。「長期的な
方向性を法律に位置付ける」「地方創生につながる
再エネ導入の促進」「企業の排出量情報のオープン
データ化」の三つがそのポイントです。これにもと
づいて一歩一歩実行していくことが重要です。
　地域のお話をさせていただきたいと思います。現
在、417の自治体が「2050年までに二酸化炭素
排出実質ゼロ」を表明しています。環境省では再エ
ネは地域の資源であると考えています。再エネを利
用した脱炭素社会を実現し、持続可能な地域づくり
につなげていくことが重要な視点です。ただ発電所
をつくるということだけではなく、それをどう活用
していくか、ということです。
　太陽光発電の導入への取組みとして以下の4つを
考えています。
①公共部門の自家消費・地域共生
②民間企業での自家消費
③住宅での自家消費

④農業分野での再エネの活用
　これらを関係省庁、自治体、産業界が一丸となっ
て取り組んでいくことが必要です。
　地域共生型の再エネ導入にあたっては地方主導の
計画の策定を期待しておりまして、環境省では目標
作成、地域との合意形成、運営体制作り等の支援を
行っています。「ゼロカーボンシティ再エネ強化支
援パッケージ」として3次補正200億円、令和3年
予算204億円を計上しています。
　「国・地方脱炭素実現会議」において、地域脱炭素
ロードマップを取りまとめ、成長戦略に反映させて
いきます。今後5年間で地域に対して、政策を総動
員し、人材・技術・情報・資金を積極的に支援し、
2030年までに少なくても100か所の「脱炭素先
行地域」を作り、重点対策（自家消費型太陽光、省
エネ住宅、電気自動車等）を実行します。このモデ
ルが全国に伝播するよう努めます。
　企業に関しては脱炭素経営が企業価値の向上につ
ながることが知られています。これは大手企業に限
らず、サプライチェーン全体に影響し、中小企業も
いち早く対応することが競争力につながります。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課　
課長補佐（統括）
岸 雅明氏

「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた
環境省の取組について」

　農林水産省の使命は食糧の確保です。再生可能エ
ネルギーを推進すると、エネルギーを外国から買う
量が少なくなるため、日本の食糧の自給率の向上を
実現します。
　野立て太陽光発電は急激に建設され、地域との合
意形成が完全ではない部分がありました。法律上は
クリアされていても、顔が見えない開発のため、建
設を開始できないでいる発電所もあります。農林水
産省では「農山漁村の健全な発展と調和のとれた再
エネ発電の促進に関する計画制度」を設け、話し合
いのシステムを作っています。

　営農型太陽光発電は農地の一次転用なので、食糧
自給率を向上させたい農林水産省の方針とも合致し
ております。現在、ソーラーシェアリングにより光
が減少し、農作物へどのような影響があるか等研究
しています。100年後の日本を見据えて地道に進
めていきたいと考えています。

農林水産省 大臣官房
環境バイオマス政策課
再生可能エネルギー室長
西尾利哉氏

「農山漁村における再生可能エネルギーと
営農型太陽光発電」

　農地の上に太陽光パネルが設置されている、つま
り農業と再生可能エネルギーが共存している状態を
ソーラーシェアリングと呼びます。
　設備設計の適正化はとても大事で、「農業がうま
くいかない」「事故がおこる」「自然災害にあう」な
どの事例が報告されています。それは太陽光発電以
外分からない事業者による設計・施工、ソーラーシェ
アリング特有の知識がない、などが原因です。「地
域特性を踏まえた実証」「モデル事例を作る」「ガイ

ドブックの作成」などがこれら問題解決のカギと考
えます。

千葉エコ・エネルギー㈱
代表取締役　馬上丈司氏

「農業支援としてのソーラーシェアリングの
設備の適正化と実例発表」

スタッフ集合写真主催者代表挨拶
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経営トップ、我が社を語る/会員企業訪問経営トップ、我が社を語る/会員企業訪問

　当社は1999年創業の太陽光発電の専門会社で、
ベンチャーにして業界では老舗のEPC企業です。起
業のきっかけは現代表が学生時代、赤十字奉仕団で
のボランティア活動の中で1992年の国連サミット
の開催をきっかけに地球温暖化の危機に気づき、命
あっての営みと活動内容を人から環境へシフトした
ことです。
　また、起業当時のサステイナブル（人間・社会・
地球環境の持続可能な発展）経営は昨今話題の
SDGsと同意で、20年以上前から現代の社会問題で
ある地球温暖化対策と持続可能社会の実現へ向けて
取組んできました。
　起業早々徹底的に施工技術での差別化を図り、今
では当たり前となったアンカー工法の防水や配管工
事などの施工方法の開発にも寄与してきました。ま

た、エコキュート用の基
礎ベースマンや太陽光発
電用の基礎ソーラーベー
スマンをはじめ、折りた
たみ式架台やフランジな
ど幅広く新商品の開発な
どをしてきました。

　太陽光発
電の経済シ
ミュレーシ
ョンを日本
で初めて開
発したのも
同社です。
家庭用太陽
光発電創世
記において発電シミュレーションは存在していまし
たが、経済シミュレーションにおいては電気代の複
雑な従量制の料金体系を理由に国内メーカーは作れ
ずにいました。
　同社は起業時より「エネルギー＝命」を謳い、エ
ネルギーが食糧問題を解決し、次なる未来を切り開
くとし、農業にこだわらず畜産も取り入れた新たな
ソーラーシェアリングを手掛けています。さらに地
元市町村と地産地消のエネルギーネットワーク構築
に向け動き出しています。

地球環境を守り、未来を創造する
㈱創電（中部エリア会員）

・会社概要・
社名:㈱創電
所在地:愛知県豊橋市花田町字越水61-1 創電ビル2F
代表者:吉田 豊
創業:1999年
主な事業:太陽光発電システム・オール電化・リフォームの
販売、施工、卸売、コンサルティング、部材開発販売

　当社は世界の電気街「秋葉原」にて1951年に創
業、今日まで半世紀以上にわたり技術志向型の計測
器専門商社として、お客様の立場に立ったきめ細か
い営業活動を展開してまいりました。とくに店舗に
おける対面販売の特長を生かした最新計測器、およ
びリセール品（保証付き中古製品）、リサイクル品

（保証なし）などは新品に劣らない人気コーナーとし
て常時2000台以上を在庫展示し、いつでもお手に
取ってご覧いただけます。
　秋葉原には必要な商品をお買い求めにいらっしゃ
るお客様の他、計測器に関するお悩みやご相談、あ
るいは製品情報の収集などを目的とされるお客様も
多いため、主要計測器メーカ
ー17社のショールームを常設
し、メーカーと連携して定期
的な技術セミナーの開催や計
測コンシェルジェによるよろ
ず相談、定期校正や修理など
幅広いサービスの提供にも注
力しております。

　最近ではWi-Fi関連市場のテストツールや超音波を
活用した故障診断装置など、新しい分野の計測器に
ついても積極的に対応すべく体制の強化を図ってお
ります。
　PV測定に関する計測器なら何でも揃う「ワンスト
ップショップ」を念頭に、今後とも皆様のお役に立
つ商社を目指して努力してまいりますのでぜひよろ
しくお願い申し上げます。

PV測定に関する計測器なら何で
も揃う「ワンストップショップ」

東洋計測器㈱（賛助会員）

・会社概要・
社名:東洋計測器㈱
所在地:東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル
代表者:八巻秀次
創業:1951年
主な事業:電子計測器、アクセサリー類の販売・サービス、
電子計測器の機種選定・製造の情報提供、各種電子部品販売、
パネルメータ販売、輸入工具・一般工具および空調工具販売、
各種コンピューターおよび周辺機器販売、リセール商品（保証
付中古機器）販売

　われわれエネマンのMissionは今まで培ってきた分
散型エネルギーを活用した蓄電池システムの制御技
術を通し、需要家のエネルギーコスト削減、産業用
蓄電池を使ったアグリゲーション技術による再生可能
エネルギーの安定化、災害時のBCP対策など、シス
テム開発およびプラットホームの構築を目指します。
　2021年調整力市場に加えて容量市場が開設され
ました。再生可能エネルギーが本当の意味でのエネ
ルギーとして扱われます。ただ、課題は多く不安定
な電源であることは依然として変わりなく再生可能
エネルギーの安定化は解決すべき課題です。そこで、
求められるのは再生可能エネルギーの発電予測の精
度向上と需給計画に基づいたバランシングです。弊
社ではAIの学習機能による予測精度の向上を目指し
ます。また、バランシングに関してはAI予測を取り
入れ、蓄電池による充放電制御によって安定化を図
ります。
　2018年よりVPP構築実証事業に参加し、蓄電池
によるリソースアグリゲーション技術の検証を行っ
てきた実績があります。今年度も再エネアグリ実証
事業（SBエナジーコンソーシアム）DERアグリ実証

事業（関西電力コンソーシアム）にて産業蓄電池を
使ったアグリゲーションシステムの開発を行ってい
きます。
　弊社がアグリゲータを行うことによってエネマン
システムを導入する需要家やPPA事業者に対して実
証事業に参加していただくことを前提に、補助金を
受けることができます。令和3年度蓄電池等の分散
型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実
証事業中でも、再生可能エネルギー実証事業につい
ては蓄電池設備はもちろんのこと、非FIT太陽光発電
設備（高圧）にまでが材工補助対象となります。
　今年度はすでに予算オーバーになりましたが、来
年度も行われる予定です。

災害時のBCP対策やシステム開発、
プラットホームの構築を目指す

㈱エネマン（東北エリア会員）

・会社概要・
社名:㈱エネマン
所在地:東京都千代田区二番町3-10 白揚ビル2F
代表者:三尾泰一郎
創業:2015年
主な事業:蓄電池システムの設計開発製造販売、蓄電池制
御システム開発、アグリゲーション事業

　自宅に太陽光発電を設置している個人ユーザーの
互助会的団体として出発し、不具合の際に「相談室」
で対応したり、メーカーとの間に入り調整するなど、
太陽光発電の健全な普及のために貢献してきました。
　2009年の余剰買取、2012年のFITを機に、個人
向けには「明るく楽しいソーラー生活」普及事業に
取組み、地域では「出資型市民共同発電事業」を支
援してきました。しかし、2010年代に入り温暖化
のステージが1段階進んでしまい、2018年には
IPCCの「1.5℃特別報告」が出され、今までの延長
線では気候危機のタイムリミットに間に合わないこ

と を 認 識 し、
2019年からは
Act Locally の
原則に則り武蔵
野・三鷹両市議
会 向け の 政 策
提 言 活 動を開
始。3年目の今
年3月、三鷹市

議会では、2030年まで
に①GHG排出量▲50%
以上削減（2010年比）、
②石炭火力廃止、③再エ
ネ電源50％以上等、先進
的な内容の国への意見書
陳情が18:9の大差で採
択されました。
　コロナ禍でオンラインに
も対応し、温暖化講座やソ
ーラー入門講
座等による啓
発～再エネ導
入事業と、エ
ネルギー基本
計画改定等に
向けた政策提
言の両輪で活
動しています。

太陽光発電の健全な
普及のために貢献します

PV-Net（認定NPO太陽光発電所ネットワーク）
（賛助会員）

・会社概要・
社名:PV-Net（認定NPO太陽光発電所ネットワーク）
所在地:東京都文京区湯島1-9-10 602号
代表者:都筑 建
創業:2003年（NPO法人認証＝2005年）
主な事業:住宅用太陽光発電の普及活動（学習会・パンフ制
作など）・設置検討者向けサポート事業、市民共同発電事業、
政策提言活動
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　特許技術の消費電力に合わせた制御を行うSolar	
Legatoに蓄電池充放電制御がプラスされたSolar	
Legato	Batteryが新たに登場。制御システム・遠隔
監視・PRコンテンツをセットで提供します。発電電
力と消費電力、蓄電池の空き容量の関係から出力指
令値を算出し、蓄電池の充放電とPV	PCSへの制御
指令を行います。指定した時間に充電を行う「優先
充電」や一定の電力を維持する「残量維持」などの
機能があり、任意のタイミングで放電を行う「優先
放電」の開発も進めています。

　弊社の見える化システムである「Mieruka	Web」
を活用することで、インターネットを利用した環境
貢献PRも可能。蓄電池ありの自家消費やSDGsをPR
するコンテンツのリリースも予定しています。

　独自の発電量・需要予測と制御技術による計画値
同時同量システムの開発に取り組み、実証実験を
進めています。自己託送や新電力BPOシステムに
活用し、VPPやスマートグリッドの実現に貢献し
ます。

　AIを活用したサービスやIoT技術、ソーラーシェア
リングを取り入れたスマート農業を実現する次世代
農業製品を開発中です。農業の振興、電力の安全供
給を実現していきます。

ソーラーシェアリング 農地パッケージ

Q:住宅用の太陽光発電所は住宅の火災保険があるから加入不要ですか?
A:いいえ必要です。太陽光用に別途保険に要加入、
または現在の契約の補償の対象を変更する必要があります。
そして長期契約の契約期間はどんどん短縮されています。

※火災保険は2019年10月、2021年1月に改定がありました。
近年の自然災害増加にともない今後も保険料率の改定保険
期間の見直しが検討されています。

ご契約後に左表の変更などが発生した場
合、または変更をご希望の場合は、取扱代
理店または保険会社までご連絡ください。

特に左表に1.から10.までの項目について、
ご通知がない場合は、ご契約を解除すること
や保険金の全額または一部をお支払いでき
ないことがありますので、ご注意ください。

10.増築・改築・一部取り壊しまたは補償対
象外の事故による一部減失にともなう建物
の価額の増加または減少。

・お問い合わせ・
㈱ラプラス・システム
〒612-8083 京都市伏見区京町1-245
TEL:075-604-4731（担当:田町 征豊）

蓄電池制御をプラスした、Solar Legato Batteryが登場!
環境貢献PRに最適なコンテンツも

太陽光
プロダクト
ニュース

Mieruka Web

創業31年ラプラス・システムの今後の取り組み

同時同量システム

太陽光発電システム 会員様専用保険
◎新設‼家庭用（10kw未満）を販売開始しました◎

PointPoint  11　　蓄電池・V2H 補償可能!
PointPoint  22　　引渡日から長期の10年補償 !
PointPoint  33　　質権設定可能 ! *事前にお申し出ください

PointPoint  44　　臨時費用担保 ! 損害額の30%、100万円限度

PointPoint  55　　屋根上･野立どちらも対応可能!
PointPoint  66　　保険金額により保険料算出!

よくある質問

保険会社パンフレット抜粋

●お問い合わせ先

〒160-0016 東京都新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館4F 
TEL:03-5357-7299　FAX:03-6893-4981　MAIL:yamamoto@inss.jp
東京営業部　担当:山本花菜子（やまもとかなこ）


