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会社背景
OnRenewables (OｎR)は、再生可能エネルギー分野において実用的かつ費用対
効果の高い持続可能な方法を用いて継続的にグローバルな取り組みを通して貢献
していく使命の下、2017年6月にラファエル・ペリス及びホセ・カルロス・サンチェス
によって設立されました。私たちはこうした取り組みを通じて環境を維持し、持続し
ていくことで再生可能エネルギー分野において他社と差をつけることが可能と信じ
ています。 

OnRenewablesは、太陽光発電事業向けの
グローバルエンジニアリング及びプロジェク
ト管理会社です。弊社はあらゆる状況におい
てクライアント様にアドバイス及びサポート
させていただくことに重点を置いており、弊
社のクライアント様が課題に直面した際に
は、オーナシップ及び説明責任を担うことで
課題に対応していきます。 

弊社では、ユニークでグローバル規模で様々な分野の専門家と協力を通じて技術
面においてサポート体制を有しており、専門知識の深さや豊富な人材を活用するこ
とで他社が柔軟でダイナミックかつ費用対効果がそれほど期待できない複雑かつ
戦略的な案件をOnRでは実施することが可能です。 

プロジェクトの規模を問わずOnRは、あらゆるプロジェクトを新たな視点で検討を
行い、異なった角度から物事を考察することでお客様の積極的な取り組みをサポ
ート及び促進をさせて頂きます。創造的な取り組みをする上での積極的な取り組み
は、問題解決への考え方を与えてくれることがありますが、すぐには明確な形として
は現れません。しかしこうした考察や取り組みにより最善の改革策をもたらしてくれ
ることも多くあります。 

OnRenewablesは現在、世界中のクライアントにサービスを提供しており、バレン
シア（スペイン）、マルベージャ（スペイン）、東京（日本）のオフィスに拠点を置く15 
人と専門家とともに日々、業務に取り組んでいます。



チーム



5OnRenewables. チーム

OnRの設立する前は、ソネディックス・ジャパン株式会社で技術責
任者として国内企業にて全ての技術的案件担当してきました。ソネ
ディックスは、J.P.モルガン・アセット・マネージメントにより助言を
受けた投資家により設立され、稼働及び運営される容量500MWを
有する国際的な太陽光発電事業者です。ラファエルは全ての技術
的問題を担当し、プエルトリコでのプロジェクト実施においては、
地元のE.P.Cチームを管理し、その後日本にて プロジェクトを担当
する地域の技術部のプロジェクト設立と管理を実施していました。

太陽光発電 (PV) 産業におけるラファエルのキャリアは11年以上に
渡り、スペイン、イタリア、フランス、ドイツ、プエルトリコ、メキシコ、
日本といった様々な国でプロジェクトの開発、サイトおよびプロジェ
クトマネージャーからエンジニアリングおよび建設の主任に至るま
で幅広い役割を担ってきました。

ラファエルは自動車産業の産業エンジニアとしてのキャリアを開始
し、EPCチームの一員としてヨーロッパでドイツと米国の自動車メ
ーカーにて製造生産ラインに従事し、2006年にソーラー産業に移
りました。ラファエルは、フェニックス・ソーラー、AES社そしてGP 
Jouleなどの太陽光産業部門においても様々なプロジェクト管理及
び主導的なポジションにも従事してきました。

ラファエルは、スペインのバレンシア工科大学で電気電子学の (工
学) の 学士号をを取得し、太陽熱空気収集器の論文でドイツの
Hochshule Mittweida大学から学位を取得しています。

ラファエル・ぺリスは、オン・リニューウェブルス
の共同創立者であり、またマネージング・パート
ナーでもあります。主に、OnRの長期的戦略計画
、目標及び実行の責任を担っており日々の業務
において営業、お客様サポート及びプロジェク
ト管理の監督も担当しています。

rafael@onrenewables.es

+81 90 5440 1010

rafael_peris

ラファエル　ペリス 

共同創立者兼マネージングパー
トナー 
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OnRの設立前は、ホセ・カルロスは近年ソーラー業界で最大かつ最
も成功した独立系発電会社の1つである "Sonnedix" の太陽光発電
施設設計者として勤務していました。ホセ・カルロスは2013年12月
から2015年8月にSonnedix UK (ロンドン）に勤務し、2015年8月から
2017年6月までSonnedix  Japan（東京）に勤務し、エンジニアリング
部門をサポートしてきました。

これまで１７年にも渡って携わってきた技術的に複雑な土木技術
及び建設案件の経験により、土木、技術的設計、地形及び地質調査
並びに建設における専門知識に対して業界全体で評価を得てきま
した。また日本、イギリス、プエルトリコ、チリ、メキシコ、オランダ及
びスペインなどで太陽光発電施設、高速道路、架橋から空港、港湾
及び高級住宅地に至るまで様々な分野での主要プロジェクトの責
任の役割も担ってきました。

ホセ・カルロスは、スペイン、マルベージャのIES  Guadalpinによる
建設管理に関する優れた技術職業訓練証明書を取得しています。

OnRの共同設立者兼エンジニアリングパートナ
ーとして、ホセ・カルロスはエンジニアリング・
建設部門を主導しており下請業者やサプライ
ヤーとの関係も管理しています。各プロジェクト
の予算内で,  割り当てられた時間枠内に目標を
達成させるために創造的で革新的な解決案を
ご提供させていただくだけでなく、お客様の期
待を満たすことを保証する上でOnRで日々、業
務に従事しております。

ホセ・ カルロス・ サンチ
ェス 

共同創立者兼マネージングパート
ナー

 josecarlos@onrenewables.es

 +34 684 24 82 18

jctirado



ルイス・カーモナ 

主任製図製作者

過去6年間において、ルイスは新規住宅設計及び建設を中心に様
々なエンジニアリング及び設計会社にて製図設計者として業務に
従事してきました。

これまでの業務では、2016年12月から2017年6月までソネディック
ス・ジャパン株式会社のエンジニアリング部をサポートするため設
計者として業務に携わってきました。

ルイスは、スペインのセビリア大学の建築工学の学位を取得して
います。

ルイス・カーモナは、オン・リニューウェブルスの
製図製作者として主に担当しており, 太陽光発
電施設など様々な分野において技術的な製図
設計を担っています。

7OnRenewables. チーム
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専門的技術とは、弊社の専門的なサービスを提供する方法に関連
する能力、知識、能力見識、品質、姿勢及び協力の集大成であり、お
客様には最高のサービスだけでなく、プロジェクト全体においても
非常に優れた経験をご提供できるよう努めています。品質及び知
識が認められることは大切ですが弊社の組織全体に対する積極的
な見解もお客様に託すことも不可欠です。全ての分野における積
極的な姿勢、能力及び協力体制を実証することで弊社がお客様に
より選ばれ、別のお客様に弊社の業務をご紹介して頂く際に非常
にプラスとなり弊社の成長につながります。

誠実とは、難しい選択をする勇気を持ち、仕事にプライドを持ち、チ
ームに対して透明性かつ誠実であり、全ての人に対して敬意を示す
ことです。

明確さとは、社内及び外部のリソースの活用、矛盾やストレスの削
減、効率性の向上そして共に業務に従事できるよう能力を大幅に
向上させることです。

お客様及び弊社のチームに対する責任とは、責任を持ち業務を主
導し模範となるリーダシップを発揮し危機感を持ち業務を遂行す
ることです。

専門性 誠実さ

明確さ

責任

ミッション、
ビジョンと価値観
 ミッション
OnRenewables (sOnR)は、再生可能エネルギー分野において実用的かつ費用対効果の高い持続可能な方法を用いて継続的にグローバル
な取り組みを通して貢献することを目指しています。こうした取り組みを通して環境を維持し持続していきます。

ビジョン
私たちの目標は、太陽光発電部門のエンジニアリング及びプロジェクト管理サービスのグローバルリーダーとしてOnRenewablesを紹介する
ことです。私たちはクライアントの信頼にインスピレーションを受けています。



持続可能性

事業の責任を持続させることは、長期的な持
続可能性にとって大切な事です。会社の運営
及び戦略またはプロジェクトの立案、設計及
び提供に関する全決定には、社会への影響
をもたらし、持続可能性「企業の社会的責任（
CSR）」により、お客様及び弊社が業務を行う
地域社会にとって前向きかつ付加価値をも
たらすことが可能となります。

持続可能性へのOnRの取り組みは、私たちの
目標を達成するための創意工夫と独創的な
方法を使用することで環境改善の責任を担
うことを意味します。

10OnRenewables. 持続可能性

私たちは 
ユニークなグローバル規模で、多様な
分野の専門家とサポートできる技術を
兼ね備えています。



弊社は、再生可能エネルギー市場で利用可能な最先端な方法、技術及びソフトウェ
アを用いてお客様の問題解決に取り組んでいます。

3Dによる土木工事及びモジュール配置図分
析及び設計を行う、ソフトウェアから土工、排
水システム、架台、発電施設の運営及び発電
量並びに接続の必要要件に準拠するための
機器の寸法の調整に至るまで様々な方法を
用いて業務を行っています。

以下は、使用するツールの一部です。

AutoCAD Civil、PSS / E、ロボット構造解析、SAP 2000、PVSyst、Matlab / Simulink、
CivilStorm、PondPack、FlowMaster、バッテリサイジング解析、ネットワーク解析、
保護デバイス調整、DCシステム、ケーブルシステム、グラウンドグリッドシステム、ダ
イナミック＆トランジェントPSS / E、ロボット構造解析、SAP 2000、
PVSyst、Matlab /  Simulink、CivilStorm、PondPack、FlowMaster、PVアレイ/ ソーラ
ーパネル、ケーブル熱解析、電力監視とシミュレーション、スイッチングシーケンス
管理など。

エンジニアリン
グ手法と技術



時間通りに予算上、最高の品質で成果を上げることは、プロジェクト管理の中核です。

OnRのプロジェクト管理はプロアクティブな
取り組みに基づいています。手元にある業務
関連情報の保管、追跡、検索することで、遅延
やコスト超過を回避します。

私たちは事前に対応策を練る「フロントエンド」計画を立案し、後で計画立案せずとも
実行できる一連の行動を生み出します。

プロジェクトマ
ネージメントア
プローチ



営業拠点

東京

〒153-0042 東京都目黒
区青葉台1-30-9  702

バレンシア

OnRenewables, S.L.
18 Calle Ingenierio 
Manuel Maese
 (Ground floor)
46011 - バレンシア、スペイン

マルベヤ

OnRenewables, S.L.
5 Calle Juan de la Cierva
(Floor # 1, Office # 6)
29603 - マルベヤ、スペイン

13OnRenewables. 営業拠点 



一般業務
番
号. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

設計エンジニアリング   

製図及び地図作成

地形調査及びデータ処
理

土木及び排水設計

機械的設計

電気設計

モジュール及び施設の
配置図

送電線の設計

エネルギー出力評価

費用及び保守の最適な
設計

プロジェクトにより最高
収益を目指した最高品
質の設計

プロジェクト費用の予算
計画

系統連系要件の順守

発注者のエンジニアリ
ング

プロジェクト入札手続支
援

EPC及びRFP手続支援

入札比較、請負業者の分
類, 契約発注のための提
言

EPC契約用技術要件の
作成

EPC契約交渉支援

設計管理及び監視（EPC
下請業者による提出物
の検討、コメント及び承
認／却下）

品質、工場視察及び業者
の資格を含めた入手解
析及び選定

プロジェクトが予算内か
つ期日通りに期待する品
質を有する施工監視

試運転支援

パンチリストの作成、継
続調査及びその完工の
支援

プロジェクトの承諾に向
けた支援

保守監視及び監督

技術的コンサル 

注意喚起のメモ（事前デ
ューデリジェンス）

技術的デューデリジェン
ス

売電計画及び接続契約
の評価

市場分析

プロジェクト実現性調査

環境影響評価

現場調査及び評価報告
書

現場特有の太陽光リソ
ースの検討

固定価格買取政策及び
規制の検討

品質及び製造検査

評価及び設計の再促進

エネルギー貯蔵の統合

許認可及び事業支援

プロジェクト評価支援

プロジェクト開発支援

許認可管理

プロジェクト用地及び地
役権の確保

接続点及び売電契約の
確保

固定価格買取の確保

プロジェクト環境の承認
の入手

プロジェクトの施工及び
運営許認可の獲得

特定の必要に応じた需
要国における顧客によ
る運営の促進及び立ち
上げ

特定の必要に応じた需
要国におけるプロジェク
トの必要性の促進及び
立ち上げ

顧客のための現地の提
携相手先及び下請業者
の調査及びその選定

地元住民と顧客との調
整

EPC 管理

現場管理

下請業者の選定

現場での日々の調整及
び監督

プロジェクトマネージャ
ーと下請業者との調整

現場での設計及び品質
管理の検討及び実行

現場作業報告書の作成

プロジェクト管理

顧客、下請業者及びレン
ダー、プロジェクト事業
主 、地主、市町村及び電
力会社等を含むその他
利害関係者との調整

期限内での最高品質基
準かつプロジェクトの竣
工

問題の事前防止策及び
解決方法の策定

プロジェクトリスクの評
価及び最小化

プロジェクトの状況及び
進捗状況の報告書の作
成

現場試験 (別途見積り)

土質試験（例：ボーリン
、DPSH、）スウェーデン式
試験）

実験所での試料の検査

締固め試験

架台試験（引き抜き、水
平けん引試験）

架台の亜鉛メッキ及び
腐食試験

影の分析

I-V曲線の分析

電気絶縁ケーブル試験

実験所でのモジュール
検査

熱解析

市場調査及び現場管理
を目的としたドローンに
よる調査

その他

14OnRenewables. 一般業務



15OnRenewables. 設計方法

プロジェクト現場の境界の定義するために、全ての公図を入手し一つに統合
した公図を基にプロジェクトを実施していきます。統合済み公図

地形の実際の状態を確認するために、プロジェクト現場の境界において航空、
衛星データ又は現地での地形調査のいずれかを使用して、地形データを入手
します。

地形データ

パネル配置の使用可能なスペースを決めるため、法面の方向と傾斜を考慮し
、土木工事を限定的に行わず、実際の地形状態を分析します実際の地形分析

土工事を削減しつつ発電施設の能力と性能を最大に引き上げるために最終
的な地形を定義します。最終地形分析

切盛りの数値（㎥）を計算し、土工費の見積もりを提出します。切盛り計算

調整池、溝、マンホールなどの適切な排水システム要素を定義し、排水計算を
行います。排水システム

架台ごとのパネル、景観又はポートレート、傾斜角度、モノポール、バイポー
ルなど発電施設の容量と性能を最大化する最適な架台システム構成を策定
します。

架台システム

お客様のご要望、地形条件と日影の影響を考慮し、アレイ配置を実施します。アレイ分配

発電施設の能力と性能を最大限に引き出し、最適なモジュール配置図を策定
します。モジュール配置図

異なる土壌条件（より多くの勾配、異なる基礎、異なる方位角など）考慮し、特
別な架台システムを有する箇所を判断、設計していきます。異なる架台構成箇所

高性能太陽光発電施設の設計業
務の検討方法はどのように行われ
ますか？



16OnRenewables. 設計方法

レイアウト上の配列そのものに起因するほぼ実際の影損失を計算します。内部日影管理  (1)

レイアウト上のインバータステーションや住宅などの内部要素により、実際の
影損失を計算します。内部日影管理  (2)

外部の木や山といった遠い影の損失を計算します。外部日影管理

最終配置図で発電施設の性能と発電を計算します。性能と発電レポート

ストリング用ケーブル配線設定を行います。ストリング接続

インバーターと変圧器ステーションに適切な場所と最適な配線を決定します。インバーターと配線の配置

溝配置図と配線の長さを決定します。溝配置図

配置図で配線溝タイプを決定します。溝タイプ
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