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8大メリット

0201 アークテックソーラーBIPV·スマートルーフトップⅡ アークテックソーラーBIPV·スマートルーフトップⅡ

全国の環境保護のへの動きは拡大し続け、一方、資源消耗は膨大でエネルギーロスが高止まりし環境汚染が深刻とな

る中、企業に対する環境汚染排出対策要求は日々厳しくなっている。　　　　　　　

省エネ·排出ガス削減そして低炭素化の環境保護に関わるグリーン企業を発展させる為に、太陽光発電機能を有する

産業用建屋屋根は必然的な選択になっています。

太陽光発電により、そのクリーンエネルギーを使用した生産設備など企業のエネルギー消費構造を最適化し8大メリッ

トを享受することができます。

あなたの屋根は太陽光発電所に変わる

継続的な太陽光発電収益 屋根修理コストと時間の節約

屋根の寿命は10年から25年
に引き上げられます

屋根の保温断熱効果が大幅
に向上します

ピーク時負荷を削減し電力
消費価格の収益を増加します

ピーク時の電気圧力を緩和します
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低炭素環境保護企業は炭素
排出権を獲得できます
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グリーン建築は社会貢献
と関心を高めます
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BIPVシステムソリューション
産業用建屋屋根のモデルチェンジ·アップ
グレードを支援します

BIPV屋根のメリット

BIPV(Building Integrated PV、即ち建材一体型太陽光発電設備)とは太陽光発電製品を建築建材

に一体化させる技術であり、太陽光発電機能だけでなく建築の基本的機能要求を満たすことができ

ます。

従来の屋根を代替し、
発電した電力を自社で使用

屋根寿命を25年に延長可能

25+

低炭素グリーン建築企業の
市場認識獲得

政府は省エネ·排出ガス
削減を奨励

投資収益率が高く、
持続的収益獲得可能
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* *市場実績に基づいた試算

BIPVシステムのメリット

カラー鋼板の屋根に部品を敷設するBAPV据置型太陽光発電設備と比較して、BIPV建材一体型太陽光発電設

備は屋根の全体を覆うように設計されます

アレイ全体がより多くの容量を得る事により高圧電力となり、全体コストが削減できます

グリーン建築をリードし、従来型工場の屋根を完全代替できます

BIPV屋根：屋根全体に敷設され設備容量が大きく外観が綺麗

BAPV屋根：屋根の特定箇所に敷設され設備容量が小さく疎らな外観
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アイテム 

鋼構造工場下部構造

BAPV (10,000 m2 ） 

同じ

同じ

150,000 USD

150,000 USD

0.8-0.9MW

70,000 USD

BIPV (10,000 m2 ） 

同じ

1.1-1.5MW

70,000 USD

同じ

0

0

太陽光発電所の投資

カラー鋼板の屋根の建設費用

25年間の太陽光発電屋根のメンテナンス費用

25年間の屋根の大修理と交換費用 

屋根発電所の有効設置容量

10-15 年

×

×

アイテム カラー鋼板の屋根

建築用鋼構造荷重要求

外部荷重に耐える能力

前期投資

発電能力

耐用年数

後期メンテナンス

25 年

BIPVの屋根

√

$ $ $ $

√

10-15 年

BAPVの屋根

$ $ $ $ $ $ $

1Mw容量屋根の場合BAPVと比較してBIPVの設備容量は30%以上向上し、建設と維持コストは少なくとも300,000USD削減

できます。



アークテックソーラーBIPVソリューション

アークテックソーラーBIPVは、現行規格を遵守する建築物の防水・陥没・伸縮防止などの各種設計要求を満足

し、更に風雪高負荷及び採光通風が良好で、保温断熱に優れ、防振・防水性能にも優れており、施工後O&M等

維持管理簡素化などの多くの長所を備えています。

特許独自技術

屋根太陽光発電設備と排水導水板を組合
せた新規設計特許技術

太陽光発電モジュール用特殊ブラケ
ットと太陽電池システム特許

研究開発の優位性と技術的特徴

＜特許＞ 圧縮技術

＜特許＞　　

浸透防止導水システム

洗浄システム

点検システム

運転・維持システム 屋根耐圧力　0.8kN/m2

水密性気密性技術

保温・断熱・防火

台風レベル18まで許容 積雪負荷　5400Pa
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BIPVシステムの特徴

屋根棟木

天溝

カラー鋼板屋根

傾斜型通風回路
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1.モジュール仕様：フレーム付モジュール

2.横方向防水：U型防水溝

3.縦方向防水：W型導水溝

4.屋根の点検通路：I型部品及び屋根点検板

5.通風採光：全ての通風・採光ユニットに適合

システム全体を独自開発    複数の特許    業界標準構造



BIPV研究開発

太陽光発電業界BIPV標準の主な内容

1. 鋼骨屋根標準　　　　        2. BIPVシステム設計

3. 建築構造設　                     4. BIPVシステム設置　　　 　 

5. 電気システム設計　            6. アクセスシステム標準　　 　

7. 工事検収基                         8. システム運行維持基準　　　　　　　

9. 環境保護規範                     10.消防及び安全規範
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建築業界標準規格を満たす安全性能

「門式剛架軽量家屋鋼構造技術規範」GB 51022-2015及び中国国家標準と規格を準拠

屋根の雨漏り防止規格を達成

太陽光発電モジュールパネル排水をメインに、横縦方向の導水・溝排水を確保し屋根の雨水を効果的に誘導し屋根の

天溝に排出します

制振·伸縮防止性能を備えています

ブラケットの緩衝機能付固定方式は建屋振動を減少させ材料の熱膨張冷縮を防止：

太陽光発電モジュールの取付面に緩衝ベルトを設置しモジュール本体を充分保護する緩衝機能があります

採光や通風装置を効果的に組合せることができます

設置が容易で、太陽光発電装置のO&Mが簡略化

2015年；アークテックソーラーは「太陽光発電所固定架台業界標準」を主導して編集しました。

2017年；唯一の中国企業代表として「IEC追尾装置標準」を制定しました。

2018年；アークテックソーラーと同済大学連合は「太陽光発電業界BIPV標準」を共同編集しました。



屋根点検通路

傾斜型ビル換気システムと
採光維持管理

軒先排水溝

BIPVシステム設計

アレイ設計
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BIPVプロジェクト契約・施工プロセス

竣工検収

工事測量

設計案図面作成

現場工事 運行維持サービス

生産管理工事問合せ

見積試算

アークテックソーラーBIPV·スマートルーフトップⅡ アークテックソーラーBIPV·スマートルーフトップⅡ 1413



BIPVプロジェクト実績

Weimei　Ceramic（江西省）：40.9 MW

工事の住所：江西豊城市            施工の高さ：11メートルの屋根

屋根の特徴：施工難度高既存屋根撤去   屋根勾配＝18° 無採光　無通風

アークテックソーラー（常州）

11 MW 78,000 m2

屋根の面積 Risen（江蘇省）

2.1 MW 15,000m2

屋根の面積 メルセデスベンツ（北京）

1.2 MW 1000m2

屋根の面積 Marshal　Ceramic

6.4MW 42,000m2

屋根の面積 Jiaxing科学技術園

1.1 MW 8000m2

屋根の面積
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江蘇中信博新エネルギー科学技術株式会社（略称「中信博」、英語名：Arctech Solar、株式コード：688408）は2009

年に設立されました。本社は江蘇省昆山市に位置します。上海にマーケティングセンター、常州に生産製造工場があり

ます。2019年末までに従業員総数は約800人で、太陽光発電追尾架台・固定架台及びBIPVシステムの研究開発、設計、生産

と販売を主事業とし、世界をリードする太陽光発電追尾架台・固定架台及びBIPVシステムメーカーを提案するソリュー

ションサプライヤーです。2020年8月、アークテックソーラーは中国主要A株式市場の科創板へ上場しました。

創業後11年間の急速な発展を経て、現在は中国・日本・インド・アメリカ・スペイン・オーストラリア・アラブ首長国連邦・

メキシコ・チリ・ブラジル・ベトナムなど多くの国と地域に現地法人や市場サービスセンターを設立しました。2019年末

までに、アークテックソーラーの累計出荷量は24 GW近くに達し、世界24カ国市場で約900のプロジェクトを獲得し4

年連続で全世界追尾システムの出荷量上位5位にランクインしました。　　　　　　　　　　　　　

(データソース：IHS Markit / Wood Mackenzie)

中国•昆山本社

中国: 常州製造工場

アークテックソーラーについて

アメリカ: サクラメント

スペイン: マドリードメキシコ:メキシコシティ

インド: ニューデリー

中国: 上海マーケティングセンター

日本: 東京 オーストラリア:シドニー

アラブ首長国連邦: ドバイ ベトナム: ホーチミン
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• 中信博設立

• 太陽光発電用固定架台を研究開発
  と生産開始

• 追尾式架台の開発開始
• 海外市場に初め進出。

• 全自動ダブルバックアップ内蔵リ
  ンク式追尾システム架台を発売
• 日本、イギリス市場に進出
• 上海支社、日本子会社を設立

• インド市場に本格進出
• インドで大規模プロジェクトを数カ所受注

• 東南アジア市場に進出
• 追尾式架台の出荷量は世界第5位を獲得
• アジア太平洋地域で第1位にランクイン
  インド、アメリカで拠点を設立
• BIPVシステム開発開始

• Sky Smart追尾システム架台発売
• BIPVシステムを発売
• アフリカ、中東市場に進出。
• 固定架台の累計出荷量（追尾システム含む）
  が世界第1位にランクイン
• 追尾式架台の出荷量は世界第4位にランクイン

2009 2013 2015 2017

• SkySmartⅡ追尾システム架台を発売
• 国内単体最大のBIPVプロジェクトを受注
• 中東市場に進出
• オーストラリア、アラブ首長国連邦、ベトナム事務所を設立
• 追尾システム架台の出荷量は世界第4位
  アジア太平洋地域第1位にランクイン
• 中東及び北アフリカ市場の第3位にランクイン

2019

2018 20202012 2014 2016

発展の歴史

データソース：IHS Markit / Wood Mackenzie

アークテックソーラーBIPV·スマートルーフトップⅡ アークテックソーラーBIPV·スマートルーフトップⅡ 2019

• SkyLine追尾システム架台を発売
• BIPVシステム・Smart RooftopⅡの開発スタート
• オーストラリア、ラテンアメリカ、
  南欧等市場に進出
• スペイン事務所を設立
• 固定架台の累計出荷量（追尾システム含む）
  が世界第1位にランクイン
• 追尾システム架台が世界第4位、アジア太平洋
  地域第1位にランクイン

• アークテックソーラーが株式市場に上場
• BIPVシステム・Smart RooftopⅡを発売



アークテックソーラーの生産製造基地は江蘇省常州と安徽省蕪湖に位置しています。常州工場の総敷地面積は約

190,000平方メートルで、自社研究開発設計の生産ライン12本と環境標準に準拠する溶融亜鉛メッキ施工生産ラインを

有してます。アークテックソーラーは完全一体化した一貫生産製造能力とサプライチェーンシステムとの相乗効果により、

業界トップレベルの品質で製品を納品すること可能です。更にお客様の需要要求に対し迅速に対応することができます

世界をリードする太陽光発電追尾システム架台、固定架台及びBIPVシステムを提案するソリューションサプラ

イヤーとしてアークテックソーラーは長期的製品技術革新を継続維持し、更に高効率と信頼性の高い製品・

サービスを供給しながら太陽光発電所の発電収益向上に注力しています。2020年7月までに、アークテック

ソーラーの研究開発チームは100人を超え、獲得した技術特許は約160件に達しました。

研究開発と革新 生産能力

一体化した一貫生産ライン工場

160+ 特許

18+ 認証

アークテックソーラーBIPV·スマートルーフトップⅡ アークテックソーラーBIPV·スマートルーフトップⅡ 2221

主軸加工生産ライン全自動加工生産ライン

全自動レーザー切断機

ロボット溶接

部品自動化生産ライン


