
「技術」「ビジネス」「交流」そして「普及」、太陽光発電のすべてがあります。

開 催 報 告 書

PVJapan 2012は、複合型イベント「再生可能エネルギー世界フェア 2012」の主要イベントとして開催されました。
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名　　称： 太陽光発電に関する総合イベント「PVJapan 2012」

共同主催： SEMI、一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）

会　　期： 2012年12月5日（水）～7日（金）　　10:00～17:00

会　　場： 幕張メッセ

入　　場： 登録入場制（無料）

協　　賛：  アメリカ州政府協会（ASOA）、一般社団法人エネルギー・資源学会、財団法人エネルギー総合工学研究所、公益社団法人応
用物理学会、社団法人化学工学会、国際太陽エネルギー学会 日本支部、埼玉県ソーラー拡大協議会、一般社団法人新エネ
ルギー導入促進協議会、社団法人ソーラーシステム振興協会、太陽光発電技術研究組合、一般財団法人電気安全環境研究
所、公益社団法人電気化学会、一般社団法人電気学会、一般社団法人日本エネルギー学会、独立行政法人日本学術振興会 
産学協力研究委員会 第175委員会、社団法人日本建設業連合会、社団法人日本建築家協会、一般社団法人日本建築学会、
一般社団法人日本太陽エネルギー学会、一般社団法人日本電機工業会、一般社団法人日本電設工業協会、一般社団法人日
本半導体製造装置協会、一般財団法人光産業技術振興協会、リニューアブルエネルギー有効利用・普及促進機構（五十音順）

同時開催：  第7回再生可能エネルギー世界展示会 （主催：再生可能エネルギー協議会）

PVJapan 2012 スポンサー企業 （アルファベット順）：
  ゴールドスポンサー：

 PVJapan 2012  
　 196社 / 団体、485小間、8ヵ国 /地域

 再生可能エネルギー世界フェア全体としての規模  
　 332社 / 団体、677小間、12ヵ国 /地域

合計

12月6日（木）

12月5日（水）

42,505

15,004

12月7日（金） 14,910

12,591

日付

晴れ

晴れ

晴れ

天気 来場者数

*PVJapan 2012、第7回再生可能エネルギー世界展示会の合計来場者数

開催概要

出展規模

第7回再生可能エネルギー世界展示会

太陽光発電のすべてが集まる

展示会

各種PVセミナー
レセプション

※「PVJapan 2012」と「第7回再生可能エネルギー世界展示会」は、 
「再生可能エネルギー世界フェア2012」として同時開催され、太陽光
発電を含む再生可能エネルギーの情報が一堂に会する場となりました。

来場者数

  シルバースポンサー：
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展示会場

 太陽電池 / 応用製品ゾーン

 システム / BOS / スマートネットワーク関連ゾーン

 製造装置関連 / 部品・材料・施設関連 / 検査 / 測定機器ゾーン

 各種施工関連ゾーン

 その他関連製品 / 技術 / サービス / 自治体ゾーン

展示会場ゾーン

最先端の研究状況・成果について、太陽電池研究に携わる主要な大学や
研究機関が展示を行いました。アカデミックな研究内容の発信と交流を通
して、産学連携を促進する場となりました。

 アカデミックギャラリーへの参加大学・機関

 PVJapan： 16大学  
 再生可能エネルギー世界フェア： 41大学

 PVJapanアカデミックギャラリーへの支援・協力

  独立行政法人日本学術振興会 産学協力研究委員会 第175委員会  
公益社団法人応用物理学会

アカデミックギャラリー

展示会場内に2つのステージを設け、新製品・新技術の紹介、研究開発
関連情報など、幅広い内容の情報を発信しました。

セッション数： 37セッション

延べ参加人数： 2,968人

 メインステージ
  専門セミナー特別セッションや普及セミナーなど、主催者企画の各種セ
ミナーを連日開催しました。

プレゼンテーションステージ
 市場動向を踏まえて企画している特設企画の「プラザ」では、次の2つの
プラザを設け、最新情報を提供しました。

 メガソーラープラザ
  2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートし、
国内外から注目の集まるメガソーラーを取り上げ、新規参入または企業
誘致を検討中の皆様に、有益な情報提供の場となりました。

特設企画プラザ

  出展者ステージ 
  新製品・新技術の紹介、研究開発関連情報などのプレゼンテーションを
連日実施しました。

 新素材太陽電池プラザ
  企業や大学で研究段階にあったり、今後量産への移行が期待される
新素材・新技術を用いた次世代型太陽電池を取り上げて集中展示を
行いました。
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セミナーとイベント

セッション数： 24セッション

延べ参加者数： 3,588名

再生可能エネルギー世界フェア2012 開会式

日時 ● 12月5日（水）  9:30–9:50
場所 ● 幕張メッセ 国際展示場ホール10 エスプラナード

 主催者挨拶
  再生可能エネルギー協議会 副代表 / 展示委員会 委員長 大和田野 芳郎

  SEMI プレジデント兼CEO Denny McGuirk

 来賓挨拶
  経済産業省 資源エネルギー庁  
  省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課長 村上 敬亮

 テープカット（登壇順）
  経済産業省 資源エネルギー庁  
  省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課長 村上 敬亮

  再生可能エネルギー協議会 代表 黒川 浩助

  再生可能エネルギー協議会 副代表 /実行委員会 副委員長 神本 正行

  再生可能エネルギー協議会副代表 /展示委員会 委員長 大和田野 芳郎

  独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 和坂 貞雄

  一般財団法人新エネルギー財団 業務執行理事 伊藤 隆一

  一般社団法人太陽光発電協会 理事 亀田 繁明

  一般社団法人太陽光発電協会 幹事 本多 潤一

  一般社団法人太陽光発電協会 事務局長 茅岡 日佐雄

  SEMI PVビジネスユニット バイスプレジデント Bettina Weiss

日時 ● 12月6日（木）  14:00–16:40
場所 ● 幕張メッセ 国際会議場 2F 国際会議室

 プログラムチェア
  産業技術総合研究所 太陽光発電工学研究センター センター長 近藤 道雄
  新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部長 橋本 道雄

 講演（登壇順）

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems   
Director Eicke R. Weber

「The Global Situation and Future of PV」

日揮みらいソーラー㈱  
代表取締役社長 溝口 真史

「太陽光エネルギー発電事業の取組み」

シャープ㈱  
ソーラーシステム事業本部 副本部長 森本 弘

「太陽光発電の現状と将来」

PVJapan Executive Forum
－グローバルリーダーがPVの潮流を語る－

 施工技術者の認定制度と点検ガイドラインの概要（2回実施）

 主催： 太陽光発電協会 住宅部会

 公共・産業用太陽光発電システム設計と系統連系のポイント（2回実施）

 主催： 太陽光発電協会 公共産業部会

 注目される海外新興国市場の動向とビジネスチャンス
 主催： 太陽光発電協会 国際部会

 施工者認定制度の概要と施工技術テキストの解説（2回実施）

 主催： 太陽光発電協会 施工制度検討部会

 平成24年度 住宅用太陽光発電導入支援補助金について（2回実施）

 主催： 太陽光発電協会 太陽光発電普及拡大センター

 固定価格買取制度の設備認定について（2回実施）

 主催： 太陽光発電協会 代行申請センター

普及・啓発セミナー

日時 ● 12月6日（木）  10：00–12：00
場所 ● 幕張メッセ 国際会議場 2F 国際会議室

 主催者挨拶
  再生可能エネルギー協議会 代表 黒川 浩助

 基調講演（登壇順）

  経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長 新原 浩朗

  環境省 地球環境局　地球温暖化対策課 調整官 神谷 洋一

  一般財団法人日本エネルギー経済研究所 特別顧問 田中 伸男

  駐日ブラジル大使 Marcos Bezerra 
Abbott Galvão

再生可能エネルギー世界フェア2012 基調講演
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 セッション1  マーケットトレンド
 世界市場と、競争が激化する産業の現状と展望
 講演者：  ㈱資源総合システム、EPIA、Lux Research Inc、NPD Solarbuzz

 セッション2  PV発電ビジネス
 本格化するPV発電ビジネス
 講演者：  SunPower Corp、国際ランド&ディベロップメント㈱、㈱みずほコー

ポレート銀行、ミューニック リー ジャパンサービス㈱

 セッション3  次世代太陽電池
 性能向上が続く集光型、有機系太陽電池の開発動向
 講演者：  シャープ㈱、東京大学、九州工業大学

 セッション4  結晶シリコン系太陽電池
 結晶シリコン太陽電池の最新技術動向
 講演者：  Hanwha Q.CELLS、Applied Materials、GCL Applied Industrial 

Research Institute (SuZhou) Limited、三洋電機㈱エナジー社

 セッション5  電力システム技術
 低コスト・高信頼性システムへの課題と展望
 講演者：  エス・エム・エイ・ジャパン㈱、芝浦グループホールディングス㈱、

㈱ダイヘン、山洋 電気㈱

 セッション6  材料・高信頼性技術
 太陽電池モジュール構成材料の高信頼性
 講演者：  Fraunhofer Center for Silicon Photovoltaics、National Renewable 

Energy Laboratory、一般財団法人電気安全環境研究所、UL LLC

 特別セッション1  薄膜系太陽電池
 薄膜シリコン系太陽電池の技術とビジネス戦略を議論する
 講演者：  太陽光発電技術研究組合、富士電機㈱、シャープ㈱、三菱重工

業㈱、東京エレクトロン㈱

 特別セッション2  施工・設置技術
 多様化する太陽電池モジュールの施工・設置技術の現状
 講演者：  積水化学工業㈱、創造ホールディングス㈱、グリーンテック㈱、

奥地建産㈱

専門セミナー

（敬称略）

 PV市場拡大を支えるSEMIスタンダード活動ワークショップ

 SEMIスタンダード日本地区PV（Photovoltaic）関連技術委員会

SEMIスタンダード関連プログラム

日時 ● 12月6日（木）  17:15–18:30
場所 ● 幕張メッセ 国際会議場 2F コンベンションホール

 開会の辞  
   再生可能エネルギー協議会 代表  黒川 浩助

 来賓挨拶  
   経済産業省 資源エネルギー庁   
省エネルギー・新エネルギー部長 新原 浩朗

 主催・共催者挨拶（登壇順）  
   新エネルギー・産業技術総合開発機構　新エネルギー部長 橋本 道雄

  産業技術総合研究所 企画本部　企画副本部長 大和田野 芳郎

 乾杯セレモニー登壇（登壇順）
   経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長 新原 浩朗

  再生可能エネルギー協議会 代表 黒川 浩助

  新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー部長 橋本 道雄

  産業技術総合研究所 企画本部 企画副本部長 大和田野 芳郎

  世界風力エネルギー協会副会長 東京大学教授 荒川 忠一

  ㈱ IHI 技術開発本部 総合開発センター 所長 村上 晃一

  英国貿易投資総省 エネルギー・環境・インフラストラクチャー担当 Wendy Richards

  イタリア貿易振興会 ローマ本部 Marinella Loddo

  産業技術総合研究所 太陽光発電工学研究センター センター長 近藤 道雄

  Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems Director Eicke R. Weber

  日揮みらいソーラー㈱ 代表取締役社長 溝口 真史

  シャープ㈱ ソーラーシステム事業本部 副本部長 森本 弘

  三菱電機㈱ 太陽光発電システム事業部長 永澤 淳

  パナソニックグループエナジー社 副社長 兼  
  三洋電機㈱エナジー社 副社長 吉田 和弘

  台湾経済部 能源局 局長 Jerry J.R. Ou

  SEMI プレジデント兼CEO Denny McGuirk

 乾杯挨拶

  シャープ㈱ ソーラーシステム事業本部 副本部長 森本 弘

 中締め挨拶
  Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems Director Eicke R. Weber

再生可能エネルギー世界フェアVIPレセプション
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10.5M

R11-103

アカデミックギャラリー 出展者ワークショップ
会場

地域エネルギー・温暖化対策推進会議 / 経済産業省関東経済産業局 / 環境省関東地方環境事務所

新エネルギー・産業技術総合開発機構

イタリア貿易振興会

駐日英国大使館
貿易・対英投資部

南アフリカ共和国通産省 /
在京南アフリカ共和国大使館

PWC JAPAN

ドイツ 科学・
イノベーション フォーラム 東京

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER（ISTC)

新むつ小川原

商談コーナー

ヒートポンプ・蓄熱センター

いわき四倉中核工業団地
企業誘致促進協議会

アズビル

産業技術総合研究所

篠田

大連凌峰
科技発展

日本工営
茨城製作所 センリョウ

全国小水力利用推進協議会 /
シーベルインターナショナル /
大日本プラスチックス /
デンヨー / 東芝 / 
東芝プラントシステム /
アジア航測 / 長大 /
基礎地盤コンサルタンツ

原田産業 /
TRELLEBORG 
OFFSHORE UK

九州大学
応用力学研究所
風工学分野

日本
海事協会

WINPRO/
オリテックス

ウインド
19

日本RE

FUJITAビジネス・パートナーズ

エスケー・テック日本風力発電協会 /
イー・アンド・イーソリューションズ /
駒井ハルテック /
日立エンジニアリング・アンド・サービス /
安川電機

英弘精機

SOLARIG テックトランス
スマートエコ事業

日本
気象協会

寺田
鉄工所

グローバル
インフォメーション

三井造船

神戸製鋼所

THK 科学技術交流財団
【中部シンクロトロン
光利用施設（仮称）】

河合電器製作所

IHI

IHI

旭プレシジョン

アドバンストテクノロジー

情報コーナー

自然エネルギー
推進市民フォーラム（REPP） /
法人ワーカーズコープエコテック /
エスコット

大和

ナスコフィッティング

コスモテックス

SATO

NEWM アンシス・ジャパン

エスコム

ポエック / 三和テスコ

環境新聞社

ウェッジ

東亜熱研工業

ダイカ

北海道
安平町

北海道
白老町

ポリマー地中熱利用促進協会

ユニバンス

芙蓉海洋開発（旧：日本海洋）

FIBOX
日本

MAVEL /
日本小水力発電

ヴュオールイメージング

PRATT & WHITNEY POWER SYSTEMS

日本太陽エネルギー学会 /
日本風力エネルギー学会

第2回学生による再生可能
エネルギー・省エネルギー研究紹介

太陽光発電所
ネットワーク

再生可能エネルギー協議会

フジサンケイ ビジネスアイ

再生可能エネルギー・環境政策コーナー

新エネルギー財団

日本ガイシ

日刊工業新聞社

エヌ・ティー・エス

情報コーナー

情報コーナー

休
憩
所

商談コーナー

商談コーナー

商談コーナー

商談コーナー

情報コーナー

水力アカデミー / 日立産機システム / 日本エンヂニヤ / 田中水力 / 
ウィンベル / 中越工業 / イームル工業 / 三峰川電力 / 東京発電 /
九州大学大学院 工学研究院 機械工学部門 流体制御研究室 /
信州大学 工学部 環境機能工学科 / 湘南工科大学 機械システム工学科 /
九州工業大学 / 神奈川大学 工学部 機械工学科 / 
横浜国立大学大学院 工学研究院

　アカデミックギャラリー 出展者一覧

　　　　　  PV Japan 2012
　

A-01　名古屋大学 エコトピア科学研究所

A-02　東京工業大学 小長井・宮島研究室＆山田研究室

A-03　山口大学 理工学研究科 諸橋研究室

A-04　立命館大学

A-05　長岡技術科学大学

A-06　大阪大学 産業科学研究所 小林研究室

A-07　神奈川工科大学

A-08　東北大学金属材料研究所

低炭素社会基盤材料融合研究センター

A-09　富山大学

A-10　北海道大学 電子科学研究所

A-11　北陸先端科学技術大学院大学

A-12　中部大学

A-13　京都大学

A-14　豊田工業大学

A-15　東京工芸大学 工学部 松井研究室

A-16　大阪大学 安武研究室

　　第7回再生可能エネルギー世界展示会
　

RE-01　芝浦工業大学 エネルギー・環境技術研究室

RE-02　九州大学大学院 地球熱システム学研究室

RE-03　日本地熱学会

RE-04　地熱情報研究所

RE-05　弘前大学 北日本新エネルギー研究所

RE-06　東京理科大学 工学部 第一部工業化学科 桑野研究室

RE-07　（地独）青森県産業技術センター工業総合研究所

RE-08　豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系

松田厚範研究室

RE-09　豊橋技術科学大学 エレクトロニクス先端融合研究所

吉田奈央子研究室

RE-10　千葉大学 大学院 工学研究科 建築・都市科学専攻

小倉研究室

RE-11　愛知工業大学 エコ電力研究センター

RE-12　大阪府立大学 エネルギーシステム工学研究室

RE-13　山口大学 工学部 社会建設工学科 水圏環境工学研究室

RE-14　日本大学 文理学部 中里研究室

RE-15　永田龍彦（日本風力エネルギー学会個人会員）

RE-16　東京電機大学 工学部 グリーンエンエルギー研究室

RE-17　日本大学生産工学部 環境安全工学科

RE-18　日本大学 理工学部 機械工学科 鈴木研究室

RE-19　中部大学 工学部 松井研究室

RE-20　NPO法人東京自由大学

RE-21　（有）石川光学造形研究所

RE-22　豊橋創造大学

RE-23　徳山工業高等専門学校 機械電気工学科

RE-24　鳴門教育大学 技術・工業・情報コース 宮下研究室

RE-25　三重大学 エネルギー環境工学研究室

出展者ステージ

ソプレイソーラー

丸文
・ネクスパワー
  テクノロジー

ソーラーフロンティア

カネカ

サンテック
パワージャパン

ASOA

東芝
・東芝プラントシステム UPSOLAR GROUP

SUNPOWER

パナソニック

DURI E&I

ライジング
コーポレーション

ZTE
クアンタム

OMNIK NEW ENERGY

河村電器産業

カナディアン・
ソーラー・ジャパン

ラウンジ

大同特殊鋼 山洋電気
・山洋工業

文化
シヤッター

ピーブイ・ソーラーハウス協会

アイアンドシー・クルーズ

JA SOLAR HOLDINGS 産業技術総合研究所
太陽光発電工学研究センター

資源総合
システム

テュフ ラインランド ジャパン

E-SOLAR
・EVERSOL

インターアクション

長野県テクノ財団
・エステーレ̶ザー
・共進エネ̶ブ
・グリーンハット
・小泉電気工事
・ナノテック合同会社
・ネクストエナジー・
  アンド・リソース
・ライズリング
・リードシステム

安川電機 NTT
ファシリティーズ

土岐プラズマ・リサーチパーク企業誘致促進協議会
・岐阜県　・土岐市　・都市再生機構

大栄金属

REC

ＧＷ
ソーラー

LOOOP

インターソーラー

S-ENERGY

立山化成
・立山化成商事

DKSHジャパン

TOP RUNNER

東陽テクニカ

ネグロス電工ネミーエネルギー
ソリューションズ
・ネミー

オプト
リサーチ

メインステージ

ジェー・エー・ウーラム・ジャパン

新栄電子計測器

ソーラーバズ

山下電装

アイテス
奥地建産

JURCHEN TECHNOLOGY

ZNSHINE PV-TECH
・ZNSHINE PV-LIGHTING

日東工業

太陽光サポートセンター
・MEDIA MOBILE

太陽セメント工業
・エコブロックス 日晴金属

長州産業

本田技研工業
・ホンダソルテック

レインボー薬品

熊本県神奈川県

ATEサービス
埼玉県岩手県

化学工業
日報社

ソルビスト

オプトロニクス社

コスモサウンド

SOLAR WORLD
・EUROPE SOLAR 
  INNOVATION

PV MAGAZINE / SOLARPRAXIS

オンウェーブ

CLENERGY
INTERNATIONAL
・CLENERGY

日刊工業新聞社 電波新聞社

日本ビジネス出版

電子ジャーナル

輪島市役所

宮城県 宮崎県 POWER & ELECTRICITY WORLD ASIA

ナガセインテグレックス
・光エネルギー研究所

日本セミラボ

日本太陽光システム

経済産業省資源エネルギー庁

太陽光発電協会

ラウンジ

クリマ
テック

山形大学
東京理科大学工学部荒川研究室

桐蔭横浜大学宮坂研究室

九州工業大学　早瀬研究室

岐阜大学未来型太陽光発電システム研究センター

CONERGY ASIA &
ME

コベルコ科研

京セラ

シャープ

オーム社

ヴィズオンプレス

分光計器

東京エレクトロン

イーケイジャパン

日新電機
・日新システムズ

不二電機工業

UL JAPAN
ケミトックス

エヌ･ピー･シー

電気安全環境研究所

L&P

ウエスト
ホールディングス

日本レーザー

INACCESS 
NETWORKS

メディア研究所
・SINGULUS 
  TECHNOLOGIES

日栄インテック

エヌ・ティー・エス

三菱電機

アクセスインターナショナル
産業タイムズ社

大阪市

セルシステム

システム・ジェイディー

山形県立東根工業高等学校

中央大学理工学部
都市環境学科國生研究室

イノテック

日本リニューアブルエナジー
・珪起電製作所

デュポン
・グリーンフィールド

JINKOSOLAR

ヒューマン･アカデミック･テクノロジー

パンズ

JMON

TIGO ENERGY

エスティージェイ

マキテック

オムロン /
NTTスマイルエナジー

特殊技研金属

ツカサソーラー
サービスジャパン

大阪大学

ハンファ・ジャパン /
ハンファ・Qセルズ ジャパン
・Ｑセルズジャパン

トリコ

WIRSOL APAC
・GREENPOWER CAPITAL, LLC

ANTARIS SOLAR
・日本リニューアブルエナジー

ショップトレーラー
振興協会

台湾 経済部エネルギー局
Ｖ
Ｉ
Ｐ
ラ
ウ
ン
ジ

ラウンジ

ラウンジ

抽選会場

P09-602 米国ミズーリ州政府経済開発局
P09-603 ノースカロライナ州政府日本事務所
P09-604 米国オレゴン州政府駐日代表部
P09-605 米国テネシー州政府
P09-606 米国バージニア州経済開発機構 

コーヒー券引換所

カナメ

P10-001P10-004P10-005P10-006P10-007P10-009P10-011P10-013

P10-101P10-102P10-103P10-104

P10-105

P10-109P10-110

P10-111P10-112

P10-113

P10-114P10-115

P10-201P10-203P10-204P10-205P10-207

P10-208P10-209

P10-210P10-211P10-212

P10-301P10-304
P10-308

P10-309

P10-311

P10-318

P10-320

P10-321

P10-401P10-402

P10-403

P10-404P10-405P10-406P10-407P10-412

P10-501P10-502P10-503P10-504P10-505

P10-506

P10-508P10-509P10-510P10-511

P10-601P10-603P10-602

P10-605

P10-606

P10-608

P10-607

P10-610 P10-609

P10-611

P10-614

P10-612

P10-615

P10-707 P10-701P10-702P10-703P10-704P10-705

P10-801P10-802P10-803P10-804

P10-805

P09-101P09-102P09-103

P09-105P09-106

P09-201P09-202P09-204

P09-205

P09-207

P09-301P09-304

P09-302

P09-305P09-306P09-307P09-308P09-309P09-310

P09-311P09-313

P09-316
P09-317

P09-319

P09-303

P09-321

P09-401P09-404

P09-407

P09-405

P09-408

P09-410

P09-411

P09-502P09-503P09-504 P09-601

P09-602

P09-612P09-614

P09-701P09-703

P09-704

P09-801

P09-802P09-803

P09-804

P09-320

P10-322 P10-323 P10-324 P10-325 P10-326

P10-327

P10-116

P10-107

P09-611

P10-328

P09-412

P10-310

P10-413

P09-001

P09-603P09-604P09-605P09-606

P09-702

R11-003

R11-101

R11-102

R11-105

R11-106

R11-107

R11-204

R11-201R11-203

R11-206 R11-205

R11-207R11-208

R11-301

R11-302R11-303R11-304

R11-305

R11-307

R11-312

R11-308R11-310

R11-314 R11-313

R11-311

R11-401R11-402R11-403R11-404

R11-408 R11-405

R11-409R11-410

R11-411
R11-412R11-413

R11-501

R11-502R11-503R11-504R11-505

R11-508 R11-507 R11-506

R11-509R11-510R11-511

R11-514 R11-513 R11-512

R11-601

R11-603R11-606

R11-602R11-607R11-611

R11-613 R11-612

R11-610 R11-608

R11-702

R11-701

R11-705 R11-704 R11-703

R11-706R11-710

R11-713 R11-712 R11-711

R11-709 R11-707

R11-002 R11-001

R11-701-2

太陽電池 / 応用製品

第７回再生可能エネルギー世界展示会

システム / BOS / スマートネットワーク関連

メガソーラープラザ

新素材太陽電池プラザ

製造装置関連 / 部品・材料・施設関連 /
検査 / 測定機器 各種施工関連

ホール 9 ホール 11ホール 10

ホール 9 ホール 10 ホール 11

太陽電池/応用製品ゾーン

メガソーラー
プラザ

関連製品/技術/
サービスゾーン システム/BOS/

スマートネットワーク
関連ゾーン

新素材太陽電池
プラザ

各種
施工関連
ゾーン

第7回
再生可能エネルギー
世界展示会

アカデミック
ギャラリー

製造装置関連/部品・
材料・施設関連/検査/
測定機器ゾーン

館内禁煙

出展者によるセミナー ラウンジ（飲食あり）

ラウンジ（飲食なし）

PVJapanデモ実施ブース

出展者サーチ

VIPラウンジ

凡　　　　　　　例

喫煙コーナー

館内撮影禁止

会場案内図



6

PVJapan 2012 EVENT REPORT

ANTARIS SOLAR
共同  CLENERGY
CLENERGY INTERNATIONAL
CONERGY ASIA & ME PTE. LTD.
DURI E&I CO., LTD.
共同  EUROPE SOLAR INNOVATION CO., LTD
共同  GREENPOWER CAPITAL, LLC
INACCESS NETWORKS S.A
JA SOLAR HOLDINGS CO.,LTD
JINKOSOLAR., CO., LTD
JMON CO., LTD.
JURCHEN TECHNOLOGY GMBH
POWER & ELECTRICITY WORLD ASIA
PV MAGAZINE/ SOLARPRAXIS
REC
S-ENERGY CO., LTD.
SOLARWORLD 
SUNPOWER CORP.
TIGO ENERGY
TOP RUNNER㈱
UPSOLAR GROUP CO., LTD.
WIRSOL APAC GMBH
ZNSHINE PV-TECH CO., LTD.
㈱アイアンドシー・クルーズ
㈱アイテス
㈱アクセスインターナショナル
㈱イーケイジャパン
㈱E-SOLAR
イノテック㈱
岩手県
㈱インターアクション
インターソーラー
ヴィズオンプレス㈱
㈱ウエストホールディングス
ATEサービス㈱
共同  EVERSOL CORP.
共同  ㈱エコブロックス
㈱エスティージェイ　
共同  ㈱エステーレ̶ザー
㈱エヌ・ティー・エス
㈱NTTスマイルエナジー
㈱NTTファシリティーズ
㈱エヌ・ピー・シー
L&P㈱
大阪市
大阪大学
大阪大学 安武研究室
大阪大学産業科学研究所小林研究室
㈱オーム社
奥地建産㈱
㈱オプトリサーチ

㈱オプトロニクス社
OMNIK NEW ENERGY CO., LTD.
オムロン㈱
㈲オンウェーブ
㈱化学工業日報社
神奈川県
神奈川工科大学
カナディアン・ソーラー・ジャパン㈱
㈱カナメ
㈱カネカ
河村電器産業㈱
共同  岐阜県
岐阜大学未来型太陽光発電
　システム研究センター
九州工業大学 早瀬研究室
共同  Ｑセルズジャパン㈱
共同  共進エネ̶ブ㈱
京セラ㈱
京都大学
熊本県
共同  グリーンハット
共同  ㈱グリーンフィールド
クリマテック㈱
共同  ㈱珪起電製作所
経済産業省資源エネルギー庁
㈱ケミトックス
共同  ㈲小泉電気工事
㈱コスモサウンド
㈱コベルコ科研
埼玉県
産業技術総合研究所 

　太陽光発電工学研究センター
㈱産業タイムズ社
サンテックパワージャパン㈱
共同  山洋工業㈱
山洋電気㈱
GWソーラー㈱
ジェー・エー・ウーラム・ジャパン㈱
㈱資源総合システム
㈱システム・ジェイディー
シャープ㈱
一般社団法人ショップトレーラー
　振興協会
新栄電子計測器㈱
共同  SINGULUS TECHNOLOGIES AG
ZTEクアンタム
㈱セルシステム
共同  ZNSHINE PV-LIGHTING CO., LTD.
ソーラーバズ
ソーラーフロンティア㈱
ソプレイソーラー㈱

ソルビスト
㈱大栄金属
大同特殊鋼㈱
太陽光サポートセンター㈱
一般社団法人太陽光発電協会
太陽セメント工業㈱
台湾 経済部エネルギー局
立山化成㈱
共同  立山化成商事㈱
中央大学理工学部
　都市環境学科國生研究室
中部大学
㈱ツカサソーラーサービスジャパン
長州産業㈱
DKSHジャパン㈱
テュフ ラインランド ジャパン㈱
デュポン㈱
一般財団法人電気安全環境研究所
㈱電子ジャーナル
㈱電波新聞社
桐蔭横浜大学宮坂研究室
東京エレクトロン㈱
東京工業大学小長井・宮島研究室＆山田研究室
東京工芸大学工学部 松井研究室
東京理科大学工学部荒川研究室
㈱東芝
共同  東芝プラントシステム㈱
東北大学金属材料研究所低炭素
　社会基盤材料融合研究センター
㈱東陽テクニカ
共同  土岐市
土岐プラズマ・リサーチパーク  
企業誘致促進協議会

特殊技研金属㈱
共同  都市再生機構
富山大学
豊田工業大学
㈱トリコ
長岡技術科学大学
㈱ナガセインテグレックス
公益財団法人長野県テクノ財団
名古屋大学エコトピア科学研究所
共同  ナノテック合同会社
日栄インテック㈱
㈱日刊工業新聞社 
共同  ㈱日新システムズ
日新電機㈱
日晴金属㈱
日東工業㈱
日本セミラボ㈱
日本太陽光システム㈱

㈱日本ビジネス出版
日本リニューアブルエナジー㈱
共同  日本リニューアブルエナジー㈱
㈱日本レーザー
共同  ネクストエナジー・アンド・リソース㈱
共同  ネクスパワーテクノロジー
ネグロス電工㈱
共同  ネミー㈱
ネミーエネルギーソリューションズ㈱
ノースカロライナ州政府日本事務所
パナソニック㈱
㈲パンズ
ハンファ・Qセルズ ジャパン
ハンファ・ジャパン㈱
㈱ピーブイ・ソーラーハウス協会
山形県立東根工業高等学校
共同  ㈱光エネルギー研究所
ヒューマン・アカデミック・テクノロジー㈱
不二電機工業㈱
文化シヤッター㈱
分光計器㈱
米国オレゴン州政府駐日代表部
米国テネシー州政府
米国バージニア州経済開発機構
米国ミズーリ州政府経済開発局
北陸先端科学技術大学院大学
北海道大学 電子科学研究所
本田技研工業㈱
共同  ㈱ホンダソルテック
㈱マキテック
丸文㈱
三菱電機㈱
宮城県
宮崎県
㈱メディア研究所
共同  MEDIA MOBILE㈱
㈱安川電機
山形大学
山口大学理工学研究科諸橋研究室
山下電装㈱
㈱UL JAPAN
㈱ライジングコーポレーション
共同  ㈱ライズリング
共同  ㈱リードシステム
立命館大学
㈱LOOOP
レインボー薬品㈱
輪島市役所

PVJapan 2012 出展者一覧　外国出展者アルファベット順 / 国内出展者・団体五十音順

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CENTER (ISTC)

MAVEL, A.S.
PRATT & WHITNEY POWER SYSTEMS
SOLARIG
共同  TRELLEBORG OFFSHORE UK LTD
㈱ IHI
愛知工業大学 エコ電力研究センター
（地独）青森県産業技術センター
　工業総合研究所
㈱旭プレシジョン
共同  アジア航測㈱
アズビル㈱
㈱アドバンストテクノロジー
アンシス・ジャパン㈱
共同  イー・アンド・イー ソリューションズ㈱
共同  イームル工業㈱
㈲石川光学造形研究所
イタリア貿易振興会
㈱茨城製作所
いわき四倉中核工業団地
　企業誘致促進協議会
㈱ウインド19
㈱WINPRO／㈱オリテックス
共同  ㈱ウィンベル
㈱ウェッジ
㈱ヴュオールイメージング
英弘精機㈱
駐日英国大使館 貿易・対英投資部
エスケー・テック㈱
共同  NPO法人エスコット
㈱エスコム
㈱エヌ・ティー・エス
大阪府立大学 エネルギー
　システム工学研究室
公益財団法人 科学技術交流財団
　【中部シンクロトロン光利用施設（仮称）】

共同  神奈川大学工学部機械工学科
㈱河合電器製作所
共同  環境省関東地方環境事務所
㈱環境新聞社
共同  基礎地盤コンサルタンツ㈱
共同  九州工業大学
九州大学応用力学研究所風工学分野
共同  九州大学大学院工学研究院
　機械工学部門 流体制御研究室
九州大学大学院 地球熱システム学研究室
㈱グローバル インフォメーション
共同  経済産業省関東経済産業局
㈱神戸製鋼所
㈱コスモテックス
共同  ㈱駒井ハルテック
再生可能エネルギー協議会
㈱SATO
産業技術総合研究所

共同  ㈱三和テスコ
共同  シーベルインターナショナル㈱
自然エネルギー推進市民フォーラム（REPP）
篠田㈱
芝浦工業大学 エネルギー・環境技術研究室
共同  湘南工科大学機械システム工学科
一般財団法人 新エネルギー財団
新エネルギー・産業技術総合開発機構

共同  信州大学工学部環境機能工学科
新むつ小川原㈱
水力アカデミー
全国小水力利用推進協議会
㈱センリョウ
ダイカポリマー㈱
共同  大日本プラスチックス㈱
NPO法人太陽光発電所ネットワーク
大連凌峰科技発展有限公司
共同  田中水力㈱
地域エネルギー・温暖化対策

　推進会議
NPO法人地中熱利用促進協会
地熱情報研究所
千葉大学 大学院 工学研究科
　建築・都市科学専攻 小倉研究室
共同  中越工業㈱
共同  ㈱長大
中部大学 工学部 松井研究室
ＴＨＫ㈱
テックトランス㈱ スマートエコ事業
㈱寺田鉄工所
共同  デンヨー㈱
ドイツ 科学・イノベーション フォーラム 東京
東亜熱研工業㈱
NPO法人東京自由大学
東京電機大学 工学部 
　グリーンエンエルギー研究室
共同  東京発電㈱
東京理科大学 工学部
　第一部工業化学科 桑野研究室
共同  ㈱東芝
共同  ㈱東芝プラントシステム
徳山工業高等専門学校 機械電気工学科
豊橋技術科学大学 エレクトロニクス　先端融合研究
所 吉田奈央子研究室

豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 松田厚範
研究室

豊橋創造大学
永田龍彦（日本風力エネルギー学会個人会員）
ナスコフィッティング㈱
鳴門教育大学 技術・工業・
　情報コース 宮下研究室
㈱日刊工業新聞社
共同  日本小水力発電㈱
㈱日本RE
共同  日本エンヂニヤ㈱
日本ガイシ㈱

一般財団法人 日本海事協会
一般財団法人 日本気象協会
日本工営㈱
日本大学生産工学部 環境安全工学科
日本大学 文理学部 中里研究室
日本大学 理工学部 機械工学科 鈴木研究室
一般社団法人 日本太陽エネルギー学会
日本地熱学会
一般社団法人 日本風力エネルギー学会
一般社団法人 日本風力発電協会
㈱NEWM
原田産業㈱
PWC JAPAN
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
 ㈱日立エンジニアリング・アンド・サービス
 ㈱日立産機システム
弘前大学 北日本新エネルギー研究所
FIBOX 日本
フジサンケイ ビジネスアイ
㈱FUJITAビジネス・パートナーズ
芙蓉海洋開発㈱（旧：日本海洋㈱）
ポエック㈱
北海道安平町
北海道白老町
三重大学 エネルギー環境工学研究室
三井造船㈱
南アフリカ共和国通産省 / 
在京南アフリカ共和国大使館
共同  三峰川電力㈱
共同  ㈱安川電機
山口大学 工学部 社会建設工学科
　水圏環境工学研究室
㈱大和
㈱ユニバンス
共同  横浜国立大学大学院 工学研究院
共同  NPO法人ワーカーズコープエコテック

第7回 再生可能エネルギー世界展示会 出展者一覧　外国出展者アルファベット順 / 国内出展者・団体五十音順
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来場者ならびに出展者アンケートの結果

太陽電池ユーザー 16.9%太陽電池メーカー 10.6%

一般消費者（その他） 22.2%

太陽電池製造装置・
材料関連 23.6%

新エネ関連 3.5%
電力エネルギー関連 3.9%

官公庁・地方自治体 1.3%
大学・国公立研究所 1.4%

金融・コンサルタント等 5.2%

半導体エレクトロ
ニクス関連 5.6%

システム周辺機器/BOS、
システム導入関連 5.9%

PV製品購入・導入のための
情報ならび資料収集 7.9%  

再生可能エネルギー全般の
動向調査 9.9%

PV新製品、新技術の
調査・発掘 16.9%  

PV研究開発動向、
市場動向、トレンドの調査 

17.3%

勉強、情報収集、
セミナー等への参加 

21.5%

製造装置・関連部材の
購入・検討（BtoB) 1.6%

新規参入、関連企業の
動向調査（PV業界） 2.3% 不明 5.7%

住宅（自宅）向ソーラーパネル・
システムの購入・検討(BtoC) 0.4%

太陽電池材料の購入・検討(BtoB) 1.1%

その他 1.3%  PV業界関係者との人脈作り、
ネットワーキング 2.6%  

自社製品の取引先を
見つける 3.0%  

PV製品購入・導入の
ための商談・相談 3.6%  

産業向ソーラーパネル・
システムの商談・検討
（BtoB) 4.9%

0 10 20 30 40 50

ハッピーアワー 0.2%
SEMIスタンダード関連プログラム 1.1%
Executive Forum 1.4%
再生可能エネルギー世界フェアVIPレセプション 1.4%

国際会議場開催のセミナー 4.2%
アカデミックギャラリー 5.3%
メインステージ 7.1%
再生可能エネルギー世界展示会 9.1%
再生可能エネルギー世界フェア2012基調講演 9.3%
システム / BOS / スマートネットワーク関連ゾーン 9.7%

その他関連製品 / 技術 / サービス / 自治体ゾーン 12.7%
出展者ステージ 15.2%
新素材太陽電池プラザ 16.7%

メガソーラープラザ 21.9%
各種施工関連ゾーン 26.5%

製造装置関連 / 部品・材料・施設関連 / 検査 / 測定機器ゾーン 27.1%

太陽電池 / 応用製品ゾーン 43.0%
期待を上回る 4.7%期待を下回る 4.6%

やや期待を
下回る 27.6% やや期待を

上回る 9.9%

期待通り 53.1%

来場者の業種

来場者の目的達成度

来場者の職種

主な来場目的

来場者が興味を持った企画（複数回答） 来場者の総合評価

期待以上 6.8%期待以下 24.6%

期待通り 68.5%

政策・公共政策 0.9%
品質保証・検査 0.8%

製造（プロセス・
装置・デザイン） 0.9%
製造管理 1.1%
教職員・学生 1.2%
環境・健康・安全 1.5%
製造および生産 1.6%

製品管理/技術 1.6%
購買・資材 1.9%
設備（サービス・
コントロール・保守） 2.5%

設計（ソフトウェア・システム・
試験・ハードウェア等） 3.7%

財務・経理 0.5%
人事管理 0.3%
組立・パッケージング技術 0.2%

その他 11.5%

研究・開発 11.3%
企業経営・管理職 20.2%

営業・マーケティング 38.3%
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購入 / 導入を決定する立場 18.3%

購入 / 導入に関係して助言できる立場 48.2%

関係ない 33.5%

来場者の製品等の購入 /導入についての立場

来場者ならびに出展者アンケートの結果

  新たなタイアップ先を開拓できた。

  購入意欲の高いお客様が多く来場されていたように感じた。

  想定以上に来場者が多かった。

  多くのお客様に興味を持っていただき、手にとって触れていただけたことが、こ
れまでにないタイプのアピールになり、とてもよかった。

  思った以上に来場者が多く、具体的な商談も多くできた。

  まだお会いしたことのない企業とお会いすることができた。

  具体的なコンタクトの契機となった。一歩踏み込んだ議論ができて有益だった。

  今回が2回目の出展だが、今年は昨年以上に多くの来場者がいて、大変満足
だった。次回も間違いなく出展する。

  同じ出展者同士での情報交換、商談が一気にでき大変よかった。普段電話
では話ができない営業の上席の方との話ができた。

出展者の声

  予想以上に活気があり、次世代を担う新しいエネルギーの販売や開発の成長
を感じることができるいい展示会だった。

  メインステージで行われたセミナーでは、さまざまなメーカーの話を聴くことができ
たので、大変勉強になった。

  パネルメーカー各社はこの展示会に合わせて新製品を発表しているので、会場
でタイムリーな情報が得られた。

  地元での最先端技術研究施設を知ることができた。Webでは得ることのでき
ない情報が入手できた。太陽光発電以外の風力・水力の知識を深めることが
できた。

  今回2回目ですが、メジャーメーカーよりもベンチャー的なメーカーから非常に貴
重な情報や参考になるアイデアがいただける。次回が楽しみです。

  ソーラーパネル各社の製品が一度に見られる、見比べることができるのは、ここ
以外にない。

  各社の製品を直接見ることができ、担当者と直接話ができたことがよかった。新
しい製品やサービスの情報を得ることができたこともよかった。

  太陽光のみならず再生可能エネルギーに関する情報を一度に得ることができ
た。また、各社の展示が充実していて、新製品や技術開発の情報も得ることが
できた。

  日本の太陽光発電事業が、世界が注目するマーケットであることを肌で感じるこ
とができた。

来場者の声

はい 83.3%いいえ 16.7%

他者にPVJapanへの来場を勧めるか

太陽光発電協会(JPEA)主催の
展示会だから 1.5%

再生可能エネルギー世界展示会と同時開催だから 0.8%
不明 3.1%

大手企業もしくは競合他社が出展しているから 0.8%

その他 4.6%グローバルな展示会だから 1.5%
展示会として大きくなる
期待しているから 2.3%
SEMI主催の
展示会だから 3.1%
優良な来場客が
多いから 6.1%

良い商談が
期待できるから 8.4%

新製品・新技術の
発表の場として相応しいから 13.7%

会社のPR・知名度向上に
適しているから 24.4%

太陽・光発電に特化する
専門展、業界展だから

 29.8%

出展者がPVJapanを選んだ理由
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PVJapan 2012は、太陽光発電関連のビジネスと技術を上流から下流までカバーする国内最重要イベントとして、メディアの注目を集めています。下記にま
とめましたように、業界技術者・専門家に向けた専門誌、業界紙はもちろんのこと、テレビや一般紙、経済誌、インターネットメディア等を通じて、一般向けに
広く報道されています。太陽光発電に対する更なる注目の高まりと、PVJapanの他にはない広範かつ充実した展示内容が、業界全体の広報として大きな
成果になっています。

CNインターボイス /   
JSTサイエンスニュース

Gichoビジネスコミュニケーションズ
PVeye
PVinsights
pvmagazine
TBSテレビ
朝日新聞社
アルム出版社
エクスナレッジ
エネルギージャーナル社
エネルギーフォーラム
エンジニアリング・ジャーナル社
オーム社
オプトロニクス社
化学工業日報社
家具週報社
ガスエネルギー新聞
ガスレビュー

家電流通研究センター
カロス出版
環境ビジネス
共同テレビジョン /   

web資源エネルギー庁
共同通信社
グリーンプロダクション
月刊ガソリンスタンド社
建通新聞社
財界にっぽん
産業資材新聞社
産業タイムズ社
産業新聞社
産業報道出版
産経新聞社
住宅産業新聞社
商工経済新聞社
祥伝社
信越放送株式会社

信濃毎日新聞社
新農林社
石油産業新聞社
全国石油商業組合連合会
ソーラージャーナル
千葉日報社
中日新聞社
デジタイズドインフォメーション
テレビ神奈川
テレビ東京
電化新聞社
電材流通新聞社
電子ジャーナル
電波新聞社
都市計画通信社
日刊建設産業新聞社
日刊建設通信新聞社
日刊工業新聞社
日刊電気通信社

日刊木材新聞社
日経BP社
日報ビジネス
日本屋根経済新聞社
日本経済新聞社
日本工業経済新聞社
日本物流新聞社
日本放送協会
日本流通産業新聞社
フジサンケイビジネスアイ
物流産業新聞社
フラクタル・デザイン
プラスチックス・エージ
ブルームバーグ
分散型発電情報センター
毎日放送
山口放送
理工出版社

メディア各社が「太陽光発電関連の国内最重要イベント」として注目

※ 同時開催の再生可能エネルギー世界展示会で受付したメディアは含まれていません。

会期：  2013年7月24日（水）～26日（金）    
 10:00–18:00（26日のみ17:00終了）

会場： 東京ビッグサイト

主催： 一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）

お申込み・お問合せ：  
PVJapan運営事務局 (株式会社日経ピーアール内）  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-10 笠原ビル7F  
TEL: 03-6812-8694  FAX: 03-6812-8649  
Email: pvj@nikkeipr.co.jp

PVJapan 2013開催概要

 取材メディア企業（アルファベット順から五十音順）
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