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新製品発表 
住宅用太陽光発電との組合せでご家庭のエネルギー利用効率性を高める 

NEC 製クラウド型 HEMS・蓄電システムを発売 
クラウド型 HEMS 2013 年 8 月 発売予定 

家庭用蓄電システム 2013 年 11 月 発売予定 

 
サンテックパワージャパン株式会社（本社 東京都新宿区 社長 山本豊）は、住宅用太陽光発電システムと

の組合せでエネルギーを効率的に利用することができ、太陽光発電ライフをより豊かにするクラウド型 HEMS
と蓄電システムを発売します。両システムとも日本電気株式会社（NEC）の製品を採用し、NEC ブランドで弊

社住宅用太陽光発電システムのオプションとして販売します。 
 
クラウド型 HEMS では、太陽光発電システムの発電量や売電量・買電量に加え、ご家庭の電力使用状況も可視

化されます。電力消費量だけでなく電力消費量の電気代換算値や、部屋毎の電力消費量、エアコンや給湯器等機

器毎の電力消費量などの情報を、ご自宅でも外出先（※1）でもインターネットを経由してパソコンやタブレッ

ト端末、スマートフォンで確認することができます。本システムは電流センサーと電力測定装置、情報収集装置

の組合せで、ご家庭の分電盤や有線 LAN に接続して使用できるので、既築住宅にも簡単に導入することが可能

です。 
 
家庭用蓄電システムは、夜間の割安な電力や太陽光発電システムの余剰電力を充電し、朝夕などの必要時に放

電することで電気料金の節約とピークカットに貢献します。太陽光発電システムが売電しているときには放電し

ないので、売電単価は通常の太陽光発電余剰買取価格と変わりません。また、5.53kWh の大容量で、災害など

による停電時には非常用電源として約 10 時間（※2）必要な家電機器を利用できます。太陽光発電システムと一

緒にご利用いただくことで、災害時の安心と日常の便利さが増します。さらにサンテックパワージャパンが販売

する際には、1 年間の無償製品保証と 9 年間の延長保守サービスで合計 10 年間の保守サービスが NEC より提供

されます。 
 
※1 外出先から閲覧可能な情報は前日までの実績です。 
※2 おおよその目安として合計 460W（冷蔵庫、LED 照明、携帯電話充電、液晶 TV、ノート PC 等） 
 
 

＜本件のお問合せ先＞ 
 サンテックパワージャパン株式会社  
マーケティング本部 広報担当 三澤・北原 03-3342-3892 
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＜製品概要＞ 
 
1．クラウド型 HEMS と家庭用蓄電システムの構成 

 

(C)NEC Corporation 
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2．各機器の概要 
（1）クラウド型 HEMS（NEC 製） 

【主な仕様】 

① 電力測定装置 

電力測定

装置 

無線インターフェース周波数帯域 950MHz 帯(954.2～956.6MHz)※ 

CT ポートインターフェース 
CT ポート 1,2 主幹用 2 ポート（1 系統) 
CT ポート 3,4 PV 用 2 ポート（1 系統) 

CT ポート 5～12 分岐用 8 ポート(8 系統) 

動作保証環境 
温度 0℃～40℃ 

湿度 10～90%(ただし結露なきこと) 
屋内専用、高度 2000m 以下 

外形寸法 151(H)×43(D)×153(W) mm 

消費電力 1W(最大) 

重量 330g 

VCCI クラス B 

※ 順次 920MHz へ移行予定 
② 情報収集装置 

情報収集

装置 

LAN インターフェース IEEE802.3 100BSE-TX/10BASE-T 

動作保証環境 
温度 0℃～40℃ 

湿度 10～90%(ただし結露なきこと) 
屋内専用、高度 2000m 以下 

外形寸法 178(H)×172(D)×76(W) mm 

消費電力 3W(最大) 

重量 380g 

VCCI クラス B 

【外観】 
① 電力測定装置       ② 情報収集装置 

  (C)NEC Corporation 
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（2）家庭用蓄電システム「ESS-H-002006B」 
【主な仕様】 

型名 ESS-H-002006B 

出力 

蓄電容量 5.53kWh 
出力系統 2 系統 
定格電圧 単相 3 線 100V/200V 
電池種類 リチウムイオン蓄電池 

入力 
定格電圧 単相 3 線 100V/200V 
周波数 50Hz/60Hz 

充電時間 約 5 時間 

使用条件 
本体設置場所 

戸建住宅屋外 
*屋内設置、業務用使用不可 

運用温度 -10～+40℃ 
防水 IPX6 相当 

外形寸法 
980×310×1065mm（架台除く）

980×330×1200mm（架台含む）

重量 約 173kg（架台含む） 
メーカー希望小売価格  オープン価格 

【外観写真】 

(C)NEC Corporation 
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＜サンテックパワー・ホールディングス、及びサンテックパワージャパン株式会社について＞ 

 サンテックパワー社は 2001 年に中国無錫で設立され、2005 年にニューヨーク証券取引所に株式を公開しまし

た。2006 年に日本市場の開拓と BIPV（建材一体型太陽電池）のノウハウを共有するために、太陽光発電モジュ

ール製造販売で長年の実績を持つ株式会社 MSK を傘下に収め、2009 年 6 月にサンテックパワージャパン株式

会社として発足させました。2008 年末に太陽光発電セルとモジュールを合わせ１GW の生産能力を世界で初め

て達成、2010、2011 年度に太陽光発電モジュールの生産量※1・出荷量※2 で 2 年連続世界第 1 位となり、また

2011 年 10 月に累積設置量 5GW を世界で初めて達成しました。市場規模の大きいヨーロッパ各国、米国、アジ

ア中近東で高い評価を得ています。 
  
※ １ (独)PHOTON International 2011 年、2012 年 3 月号による 

※ ２ (英)IMS リサーチ 2011 年 4 月、2012 年 2 月による 

 


