
屋根面 勾配 設置枚数 容量

合計 26 9.23

315°

1.5寸 標準施工 30cm 32m/s
サンロック
GripⅡ　ラッ
クレス

金属縦葺 Ⅲ・Ⅳ
作成日

作成者

物件番号 R3160X239200824001 プラン番号 1
2020/8/24
柳生

屋根材種類 勾配 施工レベル 積雪条件 風速条件 施工方法 面粗度区分

■注意事項
　・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、
　　および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、
　　施工マニュアルに従って施工して下さい。

　・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
　　実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
　　和瓦53A：235㎜、和瓦53B：225㎜、平板瓦（C、D型）:280㎜、S瓦：260㎜、セメント瓦：345㎜、スレート：182㎜
　　アスファルトシングル：143㎜、金属横葺：182㎜

・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。
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物件名 9.23 ㎾システム 都道府県 大津

1
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3

認定容量

2

3 HQJP-KA55-3
4 KTN-CBD4C

滋賀県 日射量観測地点
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1

m

大津市 一里山8期1号地（モデルハウス）  様邸 N19-0001-11-02-2　 割付図・系統図

設置高さ 8



屋根面 屋根材種類 勾配 施工レベル 施工方法■注意事項
　・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、
　　および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、
　　施工マニュアルに従って施工して下さい。

　・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
　　実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
　　和瓦53A：235㎜、和瓦53B：225㎜、平板瓦（C、D型）:280㎜、S瓦：260㎜、セメント瓦：345㎜、スレート：182㎜
　　アスファルトシングル：143㎜、金属横葺：182㎜

・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根材種類 勾配

32m/s
サンロック
GripⅡ　ラッ
クレス

Ⅲ・Ⅳ

積雪条件 風速条件 施工方法 面粗度区分施工レベル

315°

物件番号

2020/8/24 認定容量作成日
金属縦葺 1.5寸 標準施工 30cm

作成者

R3160X239200824001 プラン番号 1

4

南東1 金属縦葺 1.5寸 標準施工 サンロックGripⅡ　ラックレス
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㎾システム 都道府県 滋賀県
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No 部材名 数量

1 ESG2E32A 16

大津市 一里山8期1号地（モデルハウス）  様邸 N19-0001-11-02-2　 架台図物件名 9.230
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柳生 設置高さ

日射量観測地点



西暦

材質 板厚 材質 板厚

・巻ハゼの場合 ・両丸ハゼの場合

A. mm A. mm

B. mm B. mm

ハゼピッチ mm C. mm

ハゼピッチ mm

・片丸ハゼの場合 ・角ハゼの場合

・嵌合式立平の場合

A. mm

B. mm

C. mm

ハゼピッチ mm

A. mm A. mm

B. mm B. mm

C. mm C. mm

ハゼピッチ mm ハゼピッチ mm

備考

寸勾配

【サンロックGripⅡ】現地調査シート Ver.1.2
物件名 調査日 年 月

HQJT17099B

屋根図面

設置住所 屋根勾配

□ハゼ式折板（両丸、片丸、角）

□屋根伏図

調査担当者名（会社名）

TEL / FAX

E-mail

□短計図 □立面図

※裏面の設置基準、施工マニュアルを必ず参照し、詳細条件や施工方法を確認してください。

cm

備考

□金属縦葺（巻ハゼ、嵌合式立平）

※建物の躯体強度については設置に耐えられる強度があるかご確認の上、設置を行ってください。

※銅板製の屋根材には設置できません。

日

屋根種類選択

地表面粗度区分 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 基準風速 m/s 垂直積雪量

屋根材メーカー 屋根材製品名



・屋根の条件 ・モジュール別積雪、風速設置基準について

1400 × 1030 × 32 / 1400 × 700 × 32 のモジュール 設置高さ13m以下の場合

1740 × 1030 × 32 のモジュール 設置高さ13m以下の場合

注）設置高さ10m以下の場合は、風速設置基準が変わります。詳細は施工マニュアルを確認してください。

・ハゼピッチによる設計条件

・共通施工条件

【サンロックGripⅡ】 設置基準について（1740・1400用） HQJT17099B

※施工マニュアルを必ず参照し、施工方法や条件について確認してください。



1

配信元：ハンファ Q セルズジャパン株式会社 PV システム事業部 format-ver.2(R20170818mkk）

大阪ガス株式会社様向け情報連絡シート

件名 「電気設備の技術基準の解釈」一部改訂
『住宅用』太陽光発電システム設計基準変更対応の件

文書番号

HQJSP18140

区分 技術基準変更 部門 システム開発部 技術開発課 日付 2018.10.24

この度、経済産業省より「電気設備の技術基準の解釈」の一部改訂がなされ、公布・施行されました。
本改訂に伴い、太陽光発電システム設計基準を変更する必要がございますので、その対応について     
以下の通りご案内させて頂きます。

１． 適用
本改訂案内は、『住宅用』太陽光発電システムに適用します。（野立て、陸屋根は除く）

２． 適用規格
改訂<前> ： JIS C 8955（2004） 「太陽電池アレイの支持物設計標準」
改訂<後> ： JIS C 8955（2017） 「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」

３． 改正ポイント ～ 詳細は、JIS C 8955（2017）をご参照下さい。

（１） 地表面粗度区分の定義変更



2

配信元：ハンファ Q セルズジャパン株式会社 PV システム事業部 format-ver.2(R20170818mkk）

大阪ガス株式会社様向け情報連絡シート

件名 「電気設備の技術基準の解釈」一部改訂
『住宅用』太陽光発電システム設計基準変更対応の件

文書番号

HQJSP18140

（２）設置基準の変更
① 屋根端（棟、軒、ケラバ）と太陽電池アレイの離隔距離

改訂<前> ： 200 mm 以上
改訂<後> ： 300 mm 以上

② 基準風速、垂直積雪量、屋根勾配との相関
添付資料【暫定版新 JIS 対応資料】をご参照下さい。

４． スケジュール
本改訂に伴い、一部架台システムにおいて太陽電池固定金具の仕様変更が必要となります。
また、販売支援サイト「Q.CAST」への反映が必要になるため、以下二段階を経て導入を考えております。
ご利用頂く皆様にはおかれましては、ご不便をお掛けすることとなり誠に申し訳ございませんが、ご理解  
ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

適用時期 概要 補足

STEP 
1

2018 年
12 月初旬

・仕様変更部材適用
・離隔 300mm「Q.CAST」反映
・設置基準「Q.CAST」一部反映

システム積算業務において一部
マニュアルでの対応が必要となり
ます。

STEP 
2

2019 年 3 月
（※見込み）

・「Q.CAST」全面反映
※適用時期が確定次第、改めてご案内

させて頂きます。

システム積算業務を全て自動
積算対応となります。

５． 添付資料
添付資料１：【暫定版新 JIS 対応資料】
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105-0004 2-12-17 I-N 8
TEL 03-6268-8544 FAX 03-6268-8566 URL http://www.jpea.gr.jp 
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