ス マ ー ト エ ネ ルギ ー
関連中堅･中小企業の技術･製品集

近畿経済産業局
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はじめに
東日本大震災以降、関西は厳しい電力需給状況下にあり、供給・需要サイド
が連携してエネルギーの利活用を最適化するスマートエネルギーを推進する必
要性が高まっています。また、このスマートエネルギーは、関西及び我が国の
電力需給状況の改善に資するだけではなく、将来的には我が国の輸出産業を牽
引する大きな柱となる可能性も秘めています。

このような状況を踏まえ、近畿経済産業局では、産業界等と連携し「関西スマ
ートエネルギーイニシアティブ」を立ち上げ、関西がスマートエネルギーの国内
推進拠点となるべく活動を開始しました。

この度、この推進構想の一環として、管内で特徴的なスマートエネルギー関
連事業の取り組みを行う中堅・中小企業を幅広く紹介した「スマートエネルギー
関連中堅・中小企業の技術・製品集」を作成させて頂きました。

本技術・製品集は、管内中堅・中小企業の一例を紹介したものですが、本技
術・製品集がスマートエネルギーを、住宅、ビル、工場、店舗、コミュニティ
等に導入するきっかけとなり、今後、各所でスマートエネルギーの導入を検討さ
れる際の一助として、御活用いただければ幸いです。

近畿経済産業局
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INDEX
No

企業名（府県）

1

いぶきグリーンエナジー
株式会社

バイオマス

概要

頁

木材リサイクル技術を活かした「いぶ
きグリーンエナジーバイオマス発電
所」

1

（甲西陸運(株)、(株)ＫＯＨＤＥ Ｎ、
無電源で電力を賄う災害救援電源「お
甲陸ロジスティクス(株)、甲陸湖南(有)） 助け救殿」

2

（滋賀県）
甲西陸運株式会社グループ
2

風力
ソーラー

（滋賀県）

3

ＦＥＭＳ

スターエンジニアリング
株式会社

本業の電気工事業を強みとした「スマ
ートファクトリー事業」

3

簡単にデマンドをコントロールできる
「かんデマ」

4

蓄電池の制御により、停電対策や深夜
電力の有効利用ができる HEMS 制御盤
「スマートリアス」

5

（京都府）

統合型マイクログリッドシステム
「I_DENCON」（V2H＋リチウムイオン蓄
電システム）

6

株式会社クリーンベンチ
ャー21

量産化に世界で初めて成功した「集光
型球状シリコン太陽電池」

7

（滋賀県）

4

ＢＥＭＳ
ＦＥＭＳ

5

ＨＥＭＳ

6

充放電

7

ソーラー

東洋エンジニア株式会社
（滋賀県）

トランスブート株式会社
（滋賀県）

株式会社アイケイエス

（京都府）

i
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8

ソーラー

スフェラーパワー株式
会社

世界初三次元受光を実現したシースル
ー建材一体型太陽電池「スフェラー
BIPV」

8

節電を快適にアシストする住宅向け
EMS「カスタム HeMS」

9

分散システムをネット経由でまとめて
情報管理できる遠隔監視・表示システ
ム「Solar Link ARCH」

10

（大阪府）

大規模化・複雑化の進むスマートシス
テムの検証を行う「IV＆V」活動

11

株式会社エム・システム
技研

スマートフォンとの連動可能な電力デ
マンド監視装置「パワーみえ～る」

12

シンプルな回路構成で小型化・低コス
トを実現した「絶縁型双方向 DCDC コ
ンバータ」

13

スクリーン巻き取り技術を応用し生ま
れた「どこでも発電・モバイルソーラ
ーユニット」

14

建物全体の様々なエネルギーを包括的
にマネジメントする「Energy Eyes」

15

（京都府）

9

ＨＥＭＳ

10

ＢＥＭＳ
ＦＥＭＳ
ＣＥＭＳ

11

組込みソ
フト

12

ＢＥＭＳ
ＦＥＭＳ

株式会社日新システムズ
（京都府）

株式会社ラプラス･システム
（京都府）

株式会社 iTest

（大阪府）

13

コンバータ

14

ソーラー

15

ＨＥＭＳ
ＢＥＭＳ
ＦＥＭＳ
ＣＥＭＳ

スマック株式会社
（大阪府）

株式会社オーエスエム
（兵庫県）

株式会社洸陽電機
（兵庫県）
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16

17

ソーラー

ＦＥＭＳ

株式会社ニプロン
（兵庫県）

ソーラーパネルが生み出す電力を最大
限に取り出す「ＰＶマキシマイザー」

16

パナソニックデバイス
SUNX 竜野株式会社

工場内のデマンド制御ができるコント
ロールユニット「ELC1」

17

間伐材を利用した太陽光パネルの木製
架台「FIT SOLAR ® Wood」

18

（兵庫県）

18

ソーラー
架台

兵庫県森林組合連合会
（サンフォレスト株式会社）
（兵庫県）

＜用語解説＞
ＥＭＳとは、情報技術を駆使して、住宅、ビル、工場、地域のエネルギーを管理するシステ
ム。太陽光発電パネルなどの発電設備、家電製品や給湯機器などをネットワークでつなぎ、自
動制御する。需要家に対して省エネを喚起したり、各機器の使用量を制限することでエネルギ
ー消費量を抑制したりすることができる。

iii
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バイオマス

滋賀

いぶきグリーンエナジー株式会社

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●木材リサイクル技術を活かし、
「いぶきグリーンエナジーバイオマス発電所」を本
格稼動。ＣＯ２の排出削減、エネルギー供給、木質廃棄物の適正処理に貢献する。
木質廃棄物のリサイクル事業を進めてきたヤマムログループは、環境負荷の少な
い「いぶきグリーンエナジーバイオマス発電所」を 2015 年１月に本格稼動。地域
企業との連携により、エネルギー供給と木材リサイクルを両立するシステムを構築
し実現につなげている。

いぶきグリーンエナジーバイオマス発電所

●成功のポイント

地元企業等と連携しながら事業を本格化

2008 年に NEDO との共同研究により小型のバイオマスボイラーを利用した熱利用のフィールドテスト事業を
実施。その後、FIT 制度の創設を受けて発電事業の事業化に踏み切った。課題であったボイラー・タービンの技
術者確保は、委託先企業との連携でクリアーし、発電所建設やメンテナンスは湖北の地元企業に依頼する等、地
域との連携強化により実現した。

●会社の強み･主力製品

木質廃棄物のリサイクル技術

バイオマス発電所は、建築廃材、中古パレットや製造過程で生じた端材などをチップ化した木質燃料チップが
原材料。原材料コストを抑えるため、木質燃料チップ製造工場と近接し輸送コストも大幅に削減している。同発
電所は、太陽光や風力と異なり、24 時間安定的に供給できるベース電源としての活用が期待できる。

●今後の事業展開

森林再生と地域雇用に貢献

木質燃料チップ使用量は約 140ｔ/日、最大発電出力は 3,550kW。事業拡大には燃料確保が重要となり、
周辺の森林再生とともに、地元の雇用アップにも寄与していく方針。
●企業プロフィール

●企業メッセージ
エネルギー供給と木材のリサイクルを両立させ、
二酸化炭素の排出削減、エネルギーの自給率アッ
プに貢献し、地産地消型の再生可能エネルギーの
普及の一翼を担いたいと考えている。

＊代表者：代表取締役 山室智司
＊従業員数・資本金：11 名・5,000 万円
＊設立：2012 年 10 月
＊所在地：滋賀県米原市大野木 1751 番地 5
＊電話： 0749-57-1170
＊URL：http://www.yama-muro.co.jp/ibuki/index.html

※FIT 制度：FIT（Feed-in Tariff）制度とは固定価格買取制度のこと。日本版 FIT 法として再生可能エネルギー利用を促進するため、2011 年 8 月に「電気事業者による再生可能エネ
ルギー電気の調達に関する特別措置法」（再生エネ法）が成立。
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風力、ソーラー

(株)Ｋ Ｏ Ｈ Ｄ Ｅ Ｎ 、甲陸ロジスティクス(株)、甲陸湖南（有）
）

スマエネ技術
ここが

●無電源で電力を賄う災害救援電源「お助け救殿」を開発。また、
「甲陸クリーンエ
ネルギーセンター」の立ち上げ等でエネルギーの地産地消を目指す。

スゴイ！

2013 年 3 月湖南工業団地内の物流センターに「甲陸クリーンエネルギーセンタ
ー」を竣工。太陽光発電事業は 1 万㎡超の倉庫の屋根に約 4,200 枚のモジュールを
装着し、総発電量は年間約 96 万 3 千 kW。滋賀県内第 1 号のメガソーラー発電所
で売電も行う。バイオディーゼル燃料精製事業は、顧客から引き取った廃食油を自
社のバイオプラントで精製し、自社トラックやフォークリフトの燃料として活用す
るほか、廃油ボイラー燃料として温室ハウス栽培燃料に販売している。
［甲陸クリーンエネルギーセンター］

災害救援電源「お助け救殿」

太陽光発電事業

バイオディーゼル燃料精製事業

(甲陸湖南(有))

(甲陸ロジスティクス(株))

((株)ＫＯＨＤＥＮ)

((株)ＫＯＨＤＥＮ)

●成功のポイント

DC-AC 切替装置
「KEEP's」

照明器具の設計製造技術を活かし事業を展開

太陽光発電事業やバイオディーゼル燃料精製事業では、専門家・大学研究者と連携し技術開発を促進。
また、自社が持つ照明器具の設計製造技術を活かし、太陽光発電、蓄電池、災害時の緊急電源システム等
を開発・展開し、需要を伸ばしている。

●会社の強み･主力製品

エネルギーの地産地消を常に意識した製品開発

DC-AC 切替装置「KEEP's」は、フォークリフトのバッテリーを利用する非常用電源装置。常にメンテ
ナンスされているフォークリフトのバッテリーを利用する。また、災害救援電源「お助け救殿」は、風力
とソーラーの発電に蓄電池を加え、無電源で電力を賄う装置。通常時は、防犯灯、街路灯として使用でき、
災害時などの非常時にパソコン、携帯電話などの充電、LED スタンドなどに使用できる。地元湖南市の緊
急一時避難所である中学校４校に設置。

●今後の事業展開

倉庫の屋根を活用した太陽光発電を拡充

倉庫の屋根を活用した太陽光発電事業については、老朽化した屋根の改修を進めつつ、さらに設置面積
を拡大していく予定である。
●企業プロフィール
＊会社名：甲西陸運株式会社
＊代表者：代表取締役 甲斐切 稔
＊従業員数・資本金：260 名・1 億円
＊設立：1965 年 1 月 21 日
＊所在地：滋賀県湖南市柑子袋 278
＊電話： 0748-72-1241
＊URL： http://www.kohriku.com

●企業メッセージ
甲陸グループは、運送事業、保管事業、製造事業を
柱とし、様々な顧客ニーズに対応してきた。昨今エ
ネルギーを取り巻く環境が大きく変化する中、エネ
ルギーの地産地消で地域貢献していきたい。
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滋賀

甲西陸運株式会社グループ（甲西陸運(株)、

ＦＥＭＳ

滋賀

スターエンジニアリング株式会社

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●本業の電気工事業を強みに、エネルギーを「創る」
・
「蓄える」
・
「賢く使う」を標榜した「みら
い事業」を立ち上げ、
「スマートファクトリー事業」を中心とした事業展開を開始。
コンソーシアム活動により、信楽焼の「透器ヘッド EV 充電スタンド」
、落差のない農
業用水路等に設置・充電可能な「小水力発電機スピーンフロー」を開発し、大手メーカ
ー開発の発電と蓄電のエネルギー移動を双方向でシームレスに制御する「エネルギー創
蓄システム制御ユニット」とのコラボを実現し、自律分散エネルギーシステムの構築を
目指す。

小水力発電機
（スピーンフロー）

横浜スマートコミュニティー
透器ヘッド EV 充電スタンド

●成功のポイント

コンソーシアム参画で得られた「技術・情報・人脈」を活かし事業を推進

みらい事業（スマートファクトリー事業）分野に進出するため、
「福岡スマートハウスコンソーシアム」
や「横浜スマートコミュニティー」に参画し、そこで得た「技術・情報・人脈」を活かしながら事業を推
進。自社で足りない技術はコンソーシアムメンバーが補完している。

●会社の強み･主力製品

顧客の要望に合わせることができる高いカスタマイズ能力

元々は設計からスタートしている電気工事業者であることから、顧客ニーズに合った各種機器や配線を
最適化し、そこに情報ネットワークを組み入れ、オリジナルなエネルギー管理システムを構築するなどし
て顧客が要求するエネルギー利用の形を実現している。

●今後の事業展開

自律分散型エネルギーシステムを組み入れた実証モデルづくりを目指す

滋賀県主催の「しがスマートエネルギー推進会議」に参画し、将来は、地元滋賀を中心に実証モデルを
創り上げ、更なる普及を目指している。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役 和田英幸
＊従業員数・資本金：33 名・2,000 万円（グループ全体）
＊設立：1988 年 12 月 9 日
＊所在地：守山市二町町 198 番地 1
＊電話：077-514-4177
＊URL：http://www.star-eng.co.jp/

3

●企業メッセージ
電気・機械工事業を中心とした「総合エンジニア
リング会社」として、今後もフットワーク良く、
地域の顧客ニーズに対応していきたい。

ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳ

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●「ガマン節電」から「スマート節電」へ。空調機器の省エネに有効な次世代型デマン
ドコントローラーで大幅に使用電力を削減。
電気制御機器の総合商社として長年の実績を有する東洋エンジニア。簡単にデマンド
をコントロールできる自社製品の「かんデマ」は、デマンド値を監視しながら、必要に
応じてエアコン運転を自動的にコントロールし、効率的に節電を行う。対象エアコンは
メーカーを問わず、既存のエアコンが利用できるため、買い替えの必要がないのも魅力
となっている。

簡単にデマンドをコントロールできる
「かんデマ」

●成功のポイント

自社ビルでの実証実験の成果を使って訴求

自社ビルで行った実証実験の成果（節電効果）を、顧客に効果的に訴求することで、販売促進に繋がっ
ている。

●会社の強み･主力製品

きめ細かなコントロールが可能な時分割制御技術

「かんデマ」は、3 秒毎に現在の電気使用量を把握し 30 分毎の需要電力を予測。このデーターを基に
3 分単位でのエアコン制御が可能となっている。また、対象エアコンはメーカーを問わず、既存のエアコ
ンが利用できるため買い替えの必要がない。

●今後の事業展開

海外企業のニーズに沿った開発に取り組む

節電モードに関心の高い海外企業向けに、その電力事情に沿ったデマンドコントロール分野での販路開
拓にも取り組んでいく。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役 上野和男
＊従業員数・資本金：37 名・2,000 万円
＊設立：1975 年 11 月 21 日
＊所在地：大津市におの浜 4 丁目 1-25
＊電話：077-510-0080
＊URL：http://www.toyo-engineer.com/

●企業メッセージ
マーケット・インの発想により、FA 機器や省エネ
機器などの提供を通じて、環境負荷の低減と、省
エネによるお客さまの経費節減を図っていきた
い。
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滋賀

東洋エンジニア株式会社

ＨＥＭＳ

滋賀

製品写真

トランスブート株式会社

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●蓄電池から逆潮流しないＨＥＭＳ制御盤「スマートリアス」
。停電時に使用できる
蓄電池電力は暮らしに安心を提供する。
系統非連系技術を活用し、蓄電池から逆潮流しないＨＥＭＳ制御盤を開発。また、
同時に、電気、ガス、水道、蓄電池、太陽光発電、外部発電設備の６種類を見える
化できるＨＥＭＳアプリを開発し、家庭内のすべてのエネルギーを 24 時間いつで
も把握できるシステムを提供する。

HEMS 制御盤

●成功のポイント

HEMS アプリ

エンドユーザー視点に立ったシステム開発

東日本大震災の後、エンドユーザーの防災意識・コスト意識が高まるなか、これに呼応するため、エネ
ルギー制御システムを組み込んだ HEMS 機器を開発した。その後、ＦＩＴ制度の創設など時代に合わせた
機器改良を行うなどして、事業の拡大を図っている。

●会社の強み･主力製品

蓄電池の有効活用で暮らしに安心を提供

蓄電池との相性がよいスマートリアス。蓄電池の充電・放電をコントロールできるため、家庭のライフ
スタイルに合わせた電気の使い方をデザインできる。特に、停電時、蓄電した電力をあらかじめ設定した
系統へ供給できる点は同社製品ならではの特徴となっている。

●今後の事業展開

ＨＥＭＳとスマートメーターの連携でデマンドレスポンス分野へ展開

スマートメーターの普及が進めば、電力会社とスマートメーター間の状況にあわせたコントロールが必
要となることから、需給逼迫時に役立つエネルギーコントロール（デマンドレスポンス）の開発に着手し
ている。
●企業プロフィール

●企業メッセージ
今後、一般家庭向けのエネルギーでは「真のスマート
ハウス化」が求められる。太陽光や蓄電池を使用し家
庭内で電力を賄う社会になった時、スマートリアスで
エネルギーをより効率的に使えるよう世の中に拡げ
ていきたい。

＊代表者：代表取締役社長 田中允也
＊従業員数・資本金：11 名・1,000 万円
＊設立：2009 年 1 月 20 日
＊所在地：大津市瀬田大江町１−５
＊電話：077-547-5755
＊URL：http://www.tranceboot.com/.

※FIT 制度：FIT（Feed-in Tariff）制度とは固定価格買取制度のこと。日本版 FIT 法として再生可能エネルギー利用を促進するため、2011 年 8 月に「電気事業者による再生可能エネ
ルギー電気の調達に関する特別措置法」（再生エネ法）が成立。
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充放電

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●統合型マイクログリッドシステム「I_DENCON」
（V2H＋リチウムイオン蓄電システ
ム）を開発。
「I_DENCON」は、“エネルギー源を一つにまとめる”というコンセプトのもと開
発。異なる種類の電力機器（太陽電池、蓄電池、電気自動車等）の充放電を、メー
カー問わずに一括して集中制御できる。マンション等での活用を想定し、災害時に
はライフラインを支える。

「I_DENCON」

●成功のポイント

自社技術のオープン化による新製品の開発

製品・技術分野毎に分社化し、次世代技術を支える実績ある安心のグループとして体制を整えてきた。
自社の技術をオープンにすることで、様々なニーズが集まり、新たな製品開発につながっている。
平成 25 年度次世代エネルギー技術実証事業（経済産業省）を活用。

●会社の強み･主力製品

電池関連の技術集団

同社の強みはベースにある電池技術。電池メーカー各社のバッテリー・マネジメント・システムを把握
し、あらゆる電源に対応する。

●今後の事業展開

SiC パワーモジュールの製品化を目指す

次の研究テーマは、次世代のパワー半導体の材料として期待される SiC（シリコンカーバイド）。これ
を I_DENCON に実装することにより、エネルギーロスの大幅な削減が期待され、世界的に大いに優位性が
保たれることになる。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役社長 今井尊史
＊従業員数・資本金：60 名・3,000 万円（全体）
＊設立：1995 年 7 月 21 日
＊所在地：京都市中京区蒔絵屋町 282
烏丸えにしビル 6F
＊電話：075-251-8511
＊URL：http://www.iks-jp.co.jp/

●企業メッセージ
大学と企業と行政の間に立つ、研究所的な立場で
研究をリードしていきたいと考えている。また他
社とも連携し量産を進めながら、市場に普及させ
ていきたい。

※V2H（Vehicle to Home）とは、電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド自動車（PHV）などの自動車の電力を家庭用に利用すること。
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京都

株式会社アイケイエス

ソーラー

京都

株式会社クリーンベンチャー21

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●集光型球状シリコン太陽電池の量産化に世界で初めて成功。高品質・低コストな
商品として海外市場へも展開。
高品質・低コストの太陽電池を目指して、使用するシリコン量を大幅に低減でき
る新しい集光型球状シリコン太陽電池を開発。純度の高いシリコンパウダーを直径
1～1.2mm の球状に成型する技術開発に成功し、その量産化も実現する。オンリー
ワン企業として、市場性の高い分野をターゲットとしたビジネス展開を進め、海外
市場へも進出している。

集光型球状シリコン太陽電池

●成功のポイント

優秀な技術スタッフの存在と一貫生産ライン

シリコン物性や回路構造など太陽光発電に深い知識を有する技術スタッフを有することで、困難
な開発に成功。また、球状シリコンの成型からモジュール化まで一貫製造できる世界唯一の生産ラ
インを本社屋内に完備する。
●会社の強み･主力製品

集光型球状シリコン太陽電池の開発力と量産体制

集光型球状シリコン太陽電池は、高純度な、直径約１ｍｍのシリコン球をボール状の光を反射す
るアルミ板に埋め込んだモジュール商品。高い電力変換効率を持ち、耐衝撃性能と耐久性、軽量化
と湾曲性能を両立しており、その特性がいかされる高速道路の遮音壁等に実装されている。
●今後の事業展開

新しいデザイン提案をしながら、オフィス・住宅市場を開拓

新しいデザイン提案として、オフィス向けの「太陽電池ブラインド」を試作。軽さを活かし、ブライン
ドの表面を太陽電池パネルとした商品で市場への展開を目指す。
●企業プロフィール

●企業メッセージ
太陽電池は自然環境を損なわない再生可能エネルギー
で、世界中で実用化が進められているクリーンなエネ
ルギー源。住宅用および産業用の両市場に向けて高品
質・低価格の太陽電池と関連商品の供給を続けていき
たい。

＊代表者：代表取締役社長 室園幹夫
＊従業員数・資本金：44 名・1 億 3,800 万円
＊設立：2001 年 5 月 15 日
＊所在地：京都市南区上鳥羽大物町 35
＊電話：075-692-3211
＊URL：http://www.cv21.co.jp/index.php
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ソーラー

京都

スフェラーパワー株式会社

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●シースルー性、フレキシブル性を生かした、
「建材一体型太陽電池モジュール」を
開発。建材一体型太陽電池市場でのグローバルニッチトップ企業を目指す。
球状太陽電池スフェラー®の開発を続けてきた京セミから独立分社化。独自の電
極構造により、受光面を球状にすることに成功し、平板型に比べ一日を通して安定
した光を採光。垂直壁面等への設定に適している。粒状のセルを単位として設計す
るため、太陽電池製品の電力仕様や形状にこれまでにない自由度を生むことが可能
である。

スフェラー®セル断面図

スフェラー®BIPV（建材一体型太陽電池）

●成功のポイント

多種多様なパートナー企業とともに太陽光発電の応用用途を提案

各分野の高い技術力を有する企業とのパートナーシップにより、最終製品の商品開発を進め、太
陽光発電の様々な領域での応用用途を提案。スフェラー®BIPV（建材一体型太陽電池）は、量産化に向
けた最終調整の段階にあり、価格競争力を高めながら市場獲得を進めている。
●会社の強み･主力製品

高い開口率と安定した発電量を実現した、シースルー型太陽電池モジュール開発

どんな方向の光も受けられ、垂直壁面等への設置に適した、スフェラー®BIPV（建材一体型太陽電池）。
高い透過性に加え、様々な場所にも応用できることから、建材メーカーや自動車メーカーからの引き
合いも多くなっている。
●今後の事業展開

ウェアラブル市場をターゲットに技術開発に取り組む

福井県工業技術センターやメーカーと連携しながら、世界初のエネルギー創出テキスタイルの研究も行
っている。ウェアラブル市場が立ち上がった時にイニシアティブをとれるようにしたい。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役社長 井本聡一郎
＊従業員数・資本金：14 名・7 億 1,500 円
＊設立：2012 年 5 月 17 日
＊所在地：京都市中京区蒔絵屋町 267
烏丸二条ビル 2F
＊電話：075-708-5530
＊URL：http://www.sphelarpower.jp/

●企業メッセージ
球状太陽電池の量産化の技術を確立し、建材一体
型太陽電池の分野でのグローバルニッチトップを
目指しています。さまざまなパートナーとともに
太陽光発電の応用範囲を広げるソリューションを
追い求めています。
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HEMS

京都

株式会社日新システムズ

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●組込事業で培った技術力とＩＣＴ実現力により、様々な分野の顧客から信頼を得る組
込システム開発のリーディング企業。
「カスタム HeMS」は、リアルタイム制御技術とネットワーク分野の高い技術を共存
させた新たなサービスを提供する。現場課題への素早い対応により、新たなエネルギー
マネジメントシステムの受託開発につなげるケースも多く、技術・ノウハウを有するリ
ーディング企業として認知されている。OEM 供給といったカスタマイズにも対応する。

「カスタム HeMS」

●成功のポイント

他社に先駆けて実証プロジェクトへ参画し高度なノウハウを蓄積

ノウハウ蓄積のため、受託開発を中心に数々の実証プロジェクトへ積極的に参画。ここで得た高度なノ
ウハウを自社製品に反映させることで、顧客の信頼を得ている。実証プロジェクト参画では、大手企業か
らシステムの開発部分を請け負うことも多い。

●会社の強み･主力製品

大手企業との差別化が図れる遠隔監視システム

「カスタム HeMS」は、遠方監視システム分野の技術に秀でた強みを活かし、大手企業との差別化を図
るために現社長がスマートグリッド関連市場から展開。

●今後の事業展開

グループ企業等との連携により新たな領域へ挑戦

ＢＥＭＳ領域や下水道処理場の潜熱利用（下水・エネルギーマネジメント・システム）への展開を目指
す。さらにパワコン、メガソーラー分野に強い連携企業と離島グリッド、タウンＥＭＳへと展開し、ゼロ・
エネルギービル、ゼロ・エネルギータウンをコンセプトに海外市場も狙う。
●企業プロフィール

●企業メッセージ
組込み事業とシステム開発事業で培った技術力と
ＩＣＴ実現力により、エネルギーをはじめ様々な
分野のお客様と共に新たな価値を創造し、スマー
トな社会創りに貢献し続けたい。

＊代表者：代表取締役社長 竹内嘉一
＊従業員数・資本金：192 名・3,000 万円
＊設立：1984 年 7 月 2 日
＊所在地：京都市下京区堀川通綾小路下ル
綾堀川町 293-1
＊電話：075-344-7880
＊URL：http://www.co-nss.co.jp/
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ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳ、ＣＥＭＳ

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●発電量の「見える化」のみならず、豊富な蓄積データをもとに、解析、制御、シ
ミュレーション分析も行う「Solar Link」シリーズを展開。
「Solar Link ARCH」は太陽光発電設備の発電量や状態などのデータをネットワー
ク経由で集約し、ASP（Application Service Provider）サービスとして、インターネ
ット上でユーザーに提供する。分散設置されたシステムであってもユーザーは遠隔
地から一元管理することができる。

遠隔監視・表示
システム「Solar
Link ARCH」

●成功のポイント

太陽光発電システムシミュレーション
ソフトウェア「Solar Pro」

汎用性の高いソフトウェアとオプション活用で市場を獲得

「Solar Link ARCH」は異なるメーカーの装置でもデータ取得が可能な汎用性の高いソフトウェアであ
り、多様な太陽光発電設備へ対応が可能である。また、「Solar Pro」で得たシミュレーションのノウハウ
を生かし、発電量予測・制御への展開も見込めることから、需要が拡大している。

●会社の強み･主力製品

他社を圧倒できる豊富なデータ蓄積とその解析能力

太陽光、風力、地熱等の発電量のほか、ガス、水道、さらに気温、湿度といった気象データも含め、1
万件以上のデータを収集。また、データを多面的に解析することで、発電施設のトラブルの早期発見や改
修作業時間の短縮に寄与している。

●今後の事業展開

海外展開とともに、農業分野への展開も目指す

アジア及び北米市場へのソフトウェア販売を活発化させていくとともに、農業分野への展開も検討して
いる。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役社長 堀井雅行
＊従業員数・資本金：186 名・1 億 7,400 万円
＊設立：1990 年 6 月
＊所在地：京都市伏見区京町 1-245
＊電話：075-604-4731
＊URL：http://www.lapsys.co.jp/

●企業メッセージ
斬新なアイデアで、科学技術の分野で新しい製品
開発に取組み、数多くの成果を挙げてきた。私達
の"明日を創造する力"を、今後も社会と未来の地
球に役立てたいと思います。
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京都

株式会社ラプラス・システム

組込みソフト

大阪

株式会社 iTest

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●大規模化・複雑化の進むスマートシステムの検証を行う「ＩＶ＆Ｖ」活動を展開
する情報システム企業。
組込み機器の検証・開発の専門企業である iTest は、複数企業から提供されるシ
ステムの信頼性・安全性等の品質を第三者的立場で検証を行う。

ＩＶ＆Ｖ（（Independent Verification and Validation）活動の支援体制

●成功のポイント

コンソーシアムでの活動・研究を通じて関連技術を習得

横浜・北九州でのコンソーシアムへの参加、スマートシステム検証技術協会への参画等を通じて、
スマートコミュニティ関連技術を習得。

●会社の強み･主力製品

独立した立場で様々な領域のソフト検証に対応

医療機器分野をはじめとする様々な分野での経験をベースに、ソフトウェア独立検証と有効性確
認の検証に取り組んでいる。

●今後の事業展開

バッテリーマネジメントシステム分野への参入を狙う

スマートシステム分野の他、次のターゲットとしては、バッテリーマネジメントシステム分野への参入
を目指す。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役社長 上島健二
＊従業員数・資本金：50 名・2,540 万円
＊設立：2003 年 1 月 23 日
＊所在地：大阪市淀川区西中島 5 丁目 8 番 3 号
新大阪サンアールビル北館 605 号
＊電話：06-6838-7127
＊URL：http://www.itest.co.jp/index.html

●企業メッセージ
組込みソフト分野での経験・実績を活かしながら、
スマートシステム分野での検証を担うグランドデ
ザインを描き、第三者認証機関の役割の重要性を
訴求していきたい。

※IV&V（Independent Verification & Validation）とは、開発組織から独立した組織が高度なソフトウェアの信頼性を確保するため、正しい仕様のソフトウェア（Validation）が正しく動
作すること（Verification）を、客観的に評価する活動または組織。
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ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳ

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●信号変換器の国内主要メーカーが開発した「パワーみえ～る」
。使いやすさと低価
格を売りに、節電への行動を促す。
機械や設備の自動制御に欠かせない信号変換器の分野で、国内トップクラスのエ
ム・システム技研。近年は、ビルディングオートメーション機器や省エネ監視シス
テム用機器も手掛け、昨年、スマートフォンと連動可能な電力デマンド監視装置「パ
ワーみえ～る」の販売を開始した。

「パワーみえ〜る」

●成功のポイント

信号変換器で培った信頼をもとに多様なユーザーニーズに応える

変換器を中心に豊富なラインナップを揃え、全国各地を網羅した販売代理店とのネットワークにより、
ユーザーの多様なニーズに応えている。

●会社の強み･主力製品

信号変換器の国内主要メーカーが持つ技術開発力

「パワーみえ〜る」は、電力量計からのパルス信号を入力し 30 分の電力デマンド監視を行う。デマンド
状況は、Web サーバ機能により Web に公開し、スマートフォン、タブレット、パソコン等で誰でも確認
できる。設置・取付の手軽さと、機能をそぎ落とした導入しやすい価格帯が特徴。小規模工場において、
最大デマンド値を把握し、電気料金を抑える対策につながる。

●今後の事業展開

実証実験を通じてエネルギーマネジメント技術のパッケージ化を図る

海外展開を見据え、けいはんな地域にある京都商品センターにおいて、建物全体のエネルギー使用状況、
太陽光発電状況、蓄電状況等のエネルギーマネジメントができる技術のパッケージ化を進めていく予定で
ある。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役社長 宮道三郎
＊従業員数・資本金：268 名・9,600 万円
＊設立：1972 年 4 月
＊所在地：大阪市西成区南津守 5-2-55
＊電話：06-6659-8200
＊URL：http://www.m-system.co.jp/Japanese/

●企業メッセージ
お客様第一主義で商品・サービスを提供してきたエ
ム・システム技研。エネルギー制御関連市場の可能性
が拡がる中、当社で培ってきた技術を活かしていきた
いと思います。
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大阪

株式会社エム・システム技研

コンバータ

大阪

スマック株式会社

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●電気を賢く振り分け、シンプルな回路構成で小型化・低コストを実現する「絶縁
型双方向ＤＣＤＣコンバータ」を開発。
「絶縁型双方向ＤＣＤＣコンバータ」は、電動車両に搭載されている蓄電池を蓄電装置
として利用することを可能とする。震災時等の緊急対応や電力事情等に応じて、新しい
インフラとして役割を果たすことが期待される。また、製品はシンプルな回路で構成さ
れ、部品も少なく、低コストと小型化を実現している。

絶縁型双方向ＤＣＤＣコンバータ

●成功のポイント

市場ニーズに合わせた製品開発

ベンチャー企業の機動性を活かして、お客様のニーズに合わせたきめ細やかな製品開発及び技術開発サービス
の提供で成果をあげる。

●会社の強み･主力製品

高度なパワーエレクロニクス技術を持つ技術者集団

同社は、モーターの駆動制御や高効率電力変換を中心とした高度なパワーエレクロニクスの技術者集
団。主力製品の絶縁型双方向ＤＣＤＣコンバータは、シンプルな回路構成で低コスト・小型化を実現し、
絶縁確保により安全性も高く、震災時等に電気自動車と家庭用蓄電池の間の双方向の電圧調整装置として
の使用が見込まれる。

●今後の事業展開

量産化を見据えたモノづくりに挑戦

今はファブレス企業ではあるが、自動車市場を引き続きターゲットとして、受託開発のみならず自社内
での生産体制（量産化）の構築を目指す。
●企業プロフィール

●企業メッセージ
双方向に電力の変換を賢く進めるための充放電装
置（ＡＣ-ＤＣ変換、双方向ＤＣ-ＤＣ変換器）の
開発などを進め、
「ＤＣリンク社会」の実現に向け
て貢献していきたい。

＊代表者：代表取締役社長 河原定夫
＊従業員数・資本金：30 名・9,500 万円
＊設立： 2003 年 4 月 16 日
＊所在地：大阪市中央区城見 2 丁目 1 番 61 号
＊電話： 077-526-8815（開発本部）
＊URL：http://www.smach.jp/
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ソーラー

兵庫

株式会社オーエスエム

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●スクリーン製造業で培ったスクリーン巻取り技術を応用し生まれた「どこでも発
電・モバイルソーラーユニット」
。防災・モバイル用途での実装を進める。
文教・企業向けに数多くの製品を提供するオーエスグループ。「どこでも発電・
モバイルソーラーユニット」は、軽量・コンパクトで実用的な太陽光発電ユニット。
富士電機システムズの薄くて軽い太陽電池シート（フレキシブル型アモルファス太
陽電池）と、オーエスが保有するプロジェクタースクリーン巻き取り技術を融合し
誕生した。

モバイルソーラーユニット

●成功のポイント

GBW-105S 全天候型バッテリー

コンパクトソーラー

蓄電バッテリーとセットにすることでインフラ復旧まで対応

「モバイルソーラーユニット」はスマートフォンへの充電はもとより、蓄電バッテリーを併用す
ることで一般家電製品への充電も可能になる。災害時のインフラ復旧に必要な 3 日間を目安にした
電源装置とすることで、販路拡大を進めている。
●会社の強み･主力製品

スクリーン製造業で培ったスクリーン巻き取り技術

スクリーン製造業で培った巻き取り技術をベースに、自社ブランド商品「モバイルソーラーユニ
ット」を開発。
●今後の事業展開

無電化地帯への普及も視野にさらなる販路拡大を狙う

東日本大震災時に緊急提供するなど、これまで「防災」をコンセプトに訴求を図ってきたが、今後は、
海外を視野にいれた無電化地帯への普及を目指している。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役 奥村正之
＊従業員数・資本金：46 名・2,000 万円
＊設立：1979 年 8 月 21 日
＊所在地：兵庫県宍粟市山崎町梯 278-3
＊電話：0790-64-5888
＊URL：http://www.cv21.co.jp/index.php

●企業メッセージ
東日本大震災以降、クリーンエネルギー事業を本
格的に展開し、各種の携帯用太陽光発電システム
を製作してきた。防災・減災、そしてエコ実現に
活用されるよう、様々な使用環境・条件を考慮し
た、製品及びシステム作りを拡充していきたい。

14

ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳ、ＦＥＭＳ、ＣＥＭＳ

兵庫

株式会社洸陽電機

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●創エネルギー、省エネルギー、エネルギーマネジメント、エネルギートレード事
業領域をワンストップで提供できる総合エネルギープロデュース企業
クリーンエネルギーの開発（太陽光・地熱・水力）、電力の調達と販売、そして
省エネとエネマネによるエネルギーコスト削減という、一連のエネルギーソリュー
ションをワンストップで提供する総合エネルギープロデュース企業として独自の
地位を確立している。

●成功のポイント

エネルギーの効率的利用を切り口とした事業展開

顧客に最も有効な省エネ機材を見極めて提案し、自社開発のエネルギーマネジメントシステム
「EnergyEyes」によりエネマネをサポート。事業所全体の包括的な省エネ、エネマネ提案により顧
客獲得につなげてきた。また、創エネの分野でも省エネ事業で培ってきたノウハウを活かして発電
所の建設を行っている。
●会社の強み

様々な業種の顧客に対応したワンストップのエネルギーソリューション

エネルギーを創り、調達・販売し、効率的に使う、という３つの領域をまたがったソリューショ
ンをワンストップで提供できることが強み。顧客は製造業のみならずスーパーや病院など多業種に
及び、さまざまな業種における電力需給調整のノウハウを持っている。
●今後の事業展開

創エネルギー、エネルギートレード領域の拡充を図り事業を拡大

創エネルギー（エネルギークリエーション領域）、エネルギートレード領域の比率を 50％に引き上げる
事業展開を目指す。また、電力の小売り自由化に向けて、売電分野（PPS 事業）を拡大していく予定。

●企業プロフィール

●企業メッセージ
当社は多種多様な業種のエネルギーを管理しているため、
顧客に応じた最適なエネルギーの使い方を提案することが
できる。省エネ支援から電力売買、発電所建設までワンス
トップでできる当社の強みを活かしていきたい。

＊代表者：代表取締役会長 山本吉大
＊従業員数・資本金：114 名・367,250,775 円
＊設立：1993 年 9 月 20 日
＊所在地：神戸市東灘区住吉宮町 3-7-14
＊電話：078-851-8819
＊URL：.http://www.koyoelec.com/
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ソーラー

兵庫

株式会社ニプロン

スマコミ技術
ここが

スゴイ！

●太陽光発電向けのグリーンパワー電源事業「ＰＶマキシマイザー」で、太陽光発
電システムの最大効率化を実現。
ニプロンは、産業用スイッチング電源の専業メーカー。産業用コンピュータ電源、
汎用電源に続き、近年、第 3 の事業の柱として太陽光発電向けなどのグリーンパワ
ー電源事業を展開する。
「PV マキシマイザー」は、ソーラーパネルが本来生むべき
電力を最大限に取り出すことができる。
「がんばる中小企業・小規模事業者 300 社」掲載企業

ファンレス
100 年コンバータ

●成功のポイント

ＰＶマキシマイザーで太陽光売電出力の増加（10％程度）を実現

パネル端数や特性バラツキ、影などにより大幅に失われていた太陽光発電エネルギーを最大限に
取り出し売電収入の増加が見込めることから、問合せが増えている。
●会社の強み･主力製品

差別化できる高付加価値製品の開発力

「PV マキシマイザー」は、太陽光発電パネルの発電効率を管理する装置で、パネル端数や特性バ
ラツキ、影などがあってもストリング毎に最適制御し、発電量を最大化する。内部に組み込まれた
昇圧コンバーター「100 年コンバーター」は、寿命部品である電解コンデンサーと冷却ファンを使
用せず、長寿命、高信頼、高効率を実現。一般的に 7～10 年ほどのコンバーターの寿命を、25 年以
上に引き上げる。また、リモートで電流-電圧特性曲線の測定ができるなど高精度な監視も可能。
●今後の事業展開

ＥＭＳのコンポーネントを開発し世界市場も視野

創電から蓄電、さらにエネルギーマネジメントシステムを構成するコンポーネントを開発し、提供して
いく予定。国内での販売実績を確立した後、ワールドワイドなビジネス展開を目指す。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役 酒井節雄
＊従業員数・資本金：320 名・4 億 3,675 万円
＊設立：1981 年 7 月
＊所在地：兵庫県尼崎市大浜町 2 丁目 57 番地
＊電話：06-6487-4141
＊URL：https://www.nipron.co.jp/

●企業メッセージ
ノンストップ電源の強みをベースに「安全」「IT」
「環境」
「省エネルギー」をキーワードに、絶えず
先を読み、大学・各種研究機関等と連携を取りな
がら、新技術の実用化に今後とも積極的に取り組
んでいきたい。
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ＦＥＭＳ

兵庫

パナソニックデバイス SUNX 竜野株式会社

スマエネ技術
ここが

スゴイ！

●省エネ支援機器の企画･開発･製造･販売支援。小型コントロールユニット「ELC1」
をはじめコントロールユニットは、業界トップシェア。竜野工場は「日経ものづ
くり」の「強い工場アワード」を受賞。
パナソニック デバイスＳＵＮＸのグループ企業で、省エネ製品の企画・開発・
製造・販売・支援体制まで担当。2013 年よりデマンド制御できるコントロールユ
ニット「ELC1」を投入し事業展開。豊富な商品ラインナップで業界トップシェア
を誇る。商品テストも兼ねる自社省エネ工場は、「日経ものづくり」の「強い工場
アワード」優秀賞・審査員特別賞を受賞。

コントロールユニット「ELC1」
パナソニックデバイス SUNX 竜野の省エネ活動の取組

●成功のポイント

自社工場のショーケース化により販路を開拓

工場内に約 650 台の電力計を設置しデマンド監視によるピークカットを行い、ＣＯ２を約６割、製造に
係るエネルギーの約４割を削減。また、この取り組みを販路開拓につなげるため、工場をショーケース化
し、年間約 2 千人の見学者を受け入れている。

●会社の強み･主力製品

業界トップシェアを支える豊富な省エネ支援機器ラインナップ

コントロールユニット「ELC1」は、環境パラメータの設定を追加し、空調や照明を制御すること
により、快適空間を保持しながら無駄な電力を削減することができる。また、電力需給バランスを
調整するデマンドレスポンスにも対応する。
●今後の事業展開

トレード領域への機器拡充と海外展開を図り事業拡大

今後は電力自由化に伴う、デマンドレスポンス、
「OpenADR」通信、DC 計測、機器の連携制御といった
新たな技術や製品開発にも取り組む。
●企業プロフィール
＊代表者：代表取締役社長 赤木 智
＊従業員数・資本金：446 名・4 億 5 千万円
＊設立：1970 年 12 月 12 日
＊所在地：兵庫県たつの市龍野町片山 300 番地
＊電話：0791-63-0511
＊URL：http://www2.panasonic.co.jp/id/pidsxtn/
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●企業メッセージ
独自の精密加工技術を培い、エレクトロニクス技
術の進化に努め、
「環境革新企業」の一翼を担うた
め、環境に配慮した次世代商品の開発に邁進し、
快適でエコな社会の実現を目指したい。

ソーラー架台

スマコミ技術
ここが

スゴイ！

●間伐材を利用した太陽光パネルの木製架台「FIT SOLAR ® Wood」で、森林保全に
も寄与。
兵庫県森林組合連合会はサンフォレストを通じ、兵庫県多可町に 1,332kW の大
規模太陽光発電所（メガソーラー）を開設。同発電所では、防腐・防蟻処理した県
産のスギ間伐材を、太陽光発電のパネルの骨組みに使用し、環境にやさしい。

メガソーラーシステム 多可発電所
間伐材を利用した木製架台
「FIT SOLAR ® Wood」

●成功のポイント

国産間伐材をエコ材料として使用しエコ・イメージを訴求

森林を健全に育成するために必要となる間伐作業によって生じた間伐材を使用することで、クリーンエ
ネルギーの太陽光発電をさらにエコにすることを提案し、環境適合材料の可能性を訴求している。
●会社の強み･主力製品

耐久性向上のための処理技術と施工技術

主材は間伐材を成型した 105 角スギを使用し、防腐・防蟻に対する加圧保存処理を行うことで、
20 年間の耐久性能を保持する。また、腐食の可能性を減らし施工を容易にする非接地型架台（特許
出願中）使用する。
●今後の事業展開

パートナー企業とともに多可発電所のノウハウを全国展開

設計・施工を行う NTT ファシリティーズとともに、多可発電所で蓄積した木製架台の建設ノウハウを
全国展開していく計画である。
●企業プロフィール
＊代表者：代表 上原利信
＊従業員数・資本金：3 名・5,000 万円
＊設立：2012 年 12 月 5 日
＊所在地：神戸市中央区北長狭通 5 丁目 5-18
兵庫県林業会館内
＊電話：078-595-9015
＊URL：http://www.sunforest.jp/

●企業メッセージ
伐採された間伐材を積極的に使うなど、それを支
える産業が発展することで循環型社会の構築に寄
与していきたい。
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兵庫

兵庫県森林組合連合会（サンフォレスト株式会社）

［お問い合わせ］

資源エネルギー環境部
〒540-8535

資源エネルギー環境課

大阪市中央区大手前 1 丁目５番４４号
［TEL］06−6966−6041（直通）

［URL］http://www.kansai.meti.go.jp/

●本配布物の無断配布を禁止します。
平成 27 年 2 月発行
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