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Ⅲ 電気設備編

１ 受変電・配電設備
1.1 配電盤
1.1.1 一般事項
配電盤とは、開閉機器、母線、内部接続、付属物などのほか監視制御に必要な器具からなる集合装置を
収納した金属箱で、高圧配電盤、低圧配電盤、コントロールセンタ、補助継電器盤、現場操作盤などの総
称をいう。
1.1.2 構造一般
1.機械的項目
(1)盤は金属製とし、収納機器の重量、作動による衝撃などに十分耐え、平常運転及び保守点検作業が容易
かつ安全にできる構造とする。
(2)環境のよい屋内に設置される配電盤は、JEM 1267「配電盤・制御盤の保護構造の種別」の保護等級 IP2X
とする。なお、ほこり、風雨、温度などの設置環境を考慮すべき場所に設置する場合は、別途、特記仕様
書に示された保護等級によるものとする。
(3)屋外に配電盤を設置する場合は、別途、特記仕様書に示された保護等級によるものとする。なお、JEM
1267「配電盤・制御盤の保護構造の種別」の保護等級の IP コードの補助文字 W を適用する。
(4)屋外又は結露の発生するおそれのある場所に設置する盤は、放熱カバー付スペースヒータ又はその他の
適当な結露防止措置を行う。なお、ヒータの回路には、不要な電力消費を抑制するためのサーモスタット
又はこれに代わるものと保護回路を設ける。
(5)扉は原則としてストッパー付とする。ストッパーは、保守点検に必要な開度を保持する。なお、屋外盤
のストッパーは、風などにより開いた扉が安易に閉まらないような構造とする。
(6)盤内機器を引出す構造の物については、機器の引出しに際してケーブルコネクタ、扉面に設けた各種継
電器などに触れない構造とする。
(7)扉には鍵を取付ける。
(8)配電盤には、底板を設け、必要な箇所は取外しができるものとする。また、列盤構成とする場合は、側
面板を設ける。
(9)外部配線のケーブル重量が直接端子台にかからない構造とする。
(10)盤の寸法は、承諾図書において決定する。
(11)盤の構造は、設置環境により盤機器に影響が及ばないものとする。
(12)自立型配電盤の設置に用いるチャンネルベース、基礎ボルト（アンカーボルト）は、付属品として納
入する。
(13)防護カバーは、内部が目視点検出来る構造とし、取っ手付きで取付けビスは、落下防止構造とする。
(14)発熱する機器を収納する盤の放熱は、原則として自然冷却方式とする。自然冷却で十分に放熱できな
い場合は、冷却ファン等を設ける。なお、屋外盤は冷却ファン等の開口部等から雨水が侵入しない構造
とする。
(15)吸気口にはフィルタ等を設け、ほこり等が盤内の機器に影響しない構造とする。フィルタは、盤の設
置環境及び盤内収納機器に応じて適切なフィルタを設置する。なお、フィルタは容易に取換えでき、水
洗い等で再使用が可能なものとする。
(16)ファンは、長期間無保守で安定した運転ができるものとし、ファンの故障による温度上昇が重大な故
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障を引き起こすおそれがある場合は、ファン本体の故障出力、漏電遮断器の設置、温度センサによる故
障検知等により、重大な故障を未然に回避する。
(17)屋外盤については、上記のほかに次のとおりとする。
ア．閉鎖形の箱体の上に屋根を設ける。屋根は、1/30 以上の後勾配とする。
イ．スイッチ等を正面扉に取付ける場合は、スイッチ等が雨やほこりなどで監視、操作などに影響を与え
ないものとする。また、取付けたスイッチ等から盤内に雨水やほこりなどの浸入がないようにする。
ウ．扉は、パッキン付とする。パッキンは長期の使用に耐えられるものとする。
エ．中扉は原則としてストッパー付とし、保守点検に必要な開度を保持できるものとする。なお、ストッ
パーは、風等により開いた扉が安易に閉まらないような構造とする。
オ．ハンドルは、腐食対策を施したものを使用する。
2.電気的項目
(1)盤内収納機器
配電盤に取付け、収納される機器の一般的な項目は次のとおりとする。
ア．盤内収納機器、盤表面取付器具、端子台などは、操作及び保守点検に支障のないように、合理的に配
置する。
イ．遮断器の遮断容量は、設計図書の記載値以上とし、短絡容量を検討のうえ選定する。
ウ．各負荷に使用する遮断器、開閉器、電磁接触器などは、十分な容量を有するものとし、配線用遮断器
及び漏電遮断器は、原則としてトリップ時の警報接点付とする。
エ．遮断器、保護継電器の選定は、関連する遮断器等と保護協調を図り、負荷の熱的、機械的耐量を考慮
して選定する。また、選定に際しては、必要に応じて事前に保護協調曲線を監督員に提出する。
オ．保護継電器は動作表示付のものを使用し、動作表示器は原則として手動復帰式とする。
カ．補助継電器は、プラグイン形又は集合基板形とする。
キ．過電流継電器等で誘導形を使用する場合は引出し形とする。なお、必要なものには瞬時要素を設ける。
ク．盤内に VT 及び CT が設置されている場合は、原則として、盤面に試験端子を設ける。
ケ．計器、表示器類で盤表面に取付ける場合は、埋込形とする。
コ．指示計器は、原則として広角度のものを使用し、一辺の長さは 80mm 又は 110mm とする。
サ．電力量計は、パルス発信器付のものを使用し、電力量の倍率は、原則として 10 の整数べき乗とする。
シ．表示灯は、原則として LED を使用し、視覚特性に適合するように器具を配置する。
ス．表示灯の回路は、電流容量を考慮のうえ、原則として系統別に保護、切り離しができる装置を設ける。
表示灯は、充電中も容易に取換えられる構造とする。
セ．変圧器及びコンデンサには、一次遮断器の入切状態を示す表示等を機側の見やすい位置に設置する。
盤に収納する場合は、原則として正面扉及び裏面扉の表面に設ける。
ソ．原則として、主要回路接続図を透明な板で構成されたケースに収め、盤内に収納する。
(2)主回路色別・盤内配線
ア．器具及び導体の配置
JEM 1134「配電盤・制御盤の交流の相及び直流の極性による器具及び導体の配置と色別」による。
イ．盤内配線太さ及び電線被覆の色別
JEM 1122「配電盤・制御盤の盤内低圧配線用電線」によるほか、次のとおりとする。
（ア）遮断器の一次側配線は、遮断器の容量に、二次側配線は負荷の容量に合わせるとともに、遮断電流
に十分耐える断面積を有するものを使用して配線する。
（イ）電子回路、通信回路用の盤内配線の太さは、製造者の標準とする。
（ウ）スペースヒータ等発熱部に使用する電線は、耐熱仕様電線とする。
（エ）盤内の制御線の太さは、1.25mm2 以上とする。ただし、電子回路、通信回路用の盤内配線の太さは、
製造者の標準とする。
ウ．配線方式
JEM 1132「配電盤・制御盤の配線方式」によるほか、次のとおりとする。
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（ア）配線の分岐は必ず端子部（器具付属の端子を含む｡）で行い、端子 1 箇所で 2 個までの取付けとす
る。
（イ）配線の端子部には、原則として圧着端子（丸端子）を使用する。
（ウ）盤内配線と外部又は盤相互間の接続は、原則として端子記号を記入した端子台にて行う。
（エ）配線の端子部分には配線記号を付すか、又は配線記号を付したマークバンドを取付ける。なお、マ
ークバンドは容易に脱落しない構造とする。
（オ）盤内動力配線及び制御母線は、被覆と圧着端子の間をビニルキャップで覆う。ただし、特殊電線の
場合は除く。
（カ）盤内のケーブル貫通部の穴は適切な大きさとし、通線後、余分な開口部は合成樹脂板などで閉鎖し、
すき間は、耐久性（絶縁性、難燃性など）のあるシーリングコンパウンドを充填する。
3.塗装及び銘板類
(1)塗装色
(2)銘板類

JEM 1135「配電盤・制御盤及びその取り付け器具の色彩」の色彩による。

ア．主銘板
（ア）盤の正面には銘板を設ける。盤の表面に出る銘板は原則として合成樹脂製とする。
（イ）銘板の色は、特記仕様書による。
イ．文字の規格は、次による。
JIS Z8903「機械彫刻用標準書体（常用漢字）
」
JIS Z8904「機械彫刻用標準書体（かたかな）
」
JIS Z8905「機械彫刻用標準書体（アラビア数字・ローマ字）
」
JIS Z8906「機械彫刻用標準書体（ひらがな)」
4.添付品
配電盤などで実装したランプ、ヒューズ、LED、フィルタ類は、添付品として納入する。数量について
は、特記仕様書による。
1.2 ガス絶縁開閉装置（70kV 級 GIS）
1.準拠規格
JEC 196「断路器」
JEC 217「酸化亜鉛形避雷器」
JEC 1201「計器用変成器」
JEC 2300「交流遮断器」
JEC 2350「ガス絶縁開閉装置」
JEM 1425「金属閉鎖型スイッチギヤ及びコントロールギヤ」
JIS C1731「計器用変成器」
2.主要定格事項
(1)定格電圧
84kV
(2)公称電圧
77kV
(3)定格周波数
60Hz
(4)定格電流
800A
(5)定格短時間電流
25kA
2秒
(6)絶縁階級
70 号（SF6 ガス封入）
(7)操作制御電源
DC 100V
AC 200V（スペースヒータ用）
3.定格ガス圧力
(1)DS、ES、BUS、PT、LA
定格 0.4MPa
警報 0.3MPa（at20℃）
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(2)GCB
定格 0.5MPa

警報 0.45MPa

鎖錠圧力 0.4MPa（at20℃）

4.構造
(1)構造一般
ア．導電部は、全て SF6 ガスを密封した接地電位の金属性容器に三相を一括した構造とし、これらを発送、
据付けの便宜を考慮して適当に分割したユニットベースに強固に取付け、そのユニットベースの適当な
位置に外部接地線の接続が容易にできる接地端子を設けること。
イ．容器は、ガスの漏えい及び吸湿に対して十分考慮されたものとすること。ガスの漏えいに対しては、
容器の溶接及び接続部のパッキン構造について十分な安全率を見込んだ設計構造とし、全数第 2 種圧力
容器検定済みのものとする。吸湿については、容器内の必要箇所に十分な安全率を見込んだ吸着剤を設
置すること。
ウ．導体及び外被の熱膨張、組立て誤差を吸収するために、必要な箇所に伸縮自在継手を設けること。
エ．外部との接続
（ア）受電線～ガス絶縁開閉装置

ケーブルとする。

（イ）変圧器～ガス絶縁開閉装置
直結とする。
オ．人体が直接触れるおそれのある部分は、十分安全な構造とすること。
カ．接地開閉器
機器点検に際して作業の安全性を確保するために、単線接続図に示す位置に短時間電流通過能力を有す
る接地開閉器を設けること。なお、接地開閉器の外部接地線を外せば、各相各々単独に容器接地電位から
絶縁される構造を有すること。
キ．監視制御部
装置内構成機器の制御配線は、
装置に付属する監視箱に一括して集約するものとする。
装置監視箱には、
装置内の開閉表示、故障表示を行う器具を備えるものとする。
ク．SF6 ガスの管理
GIS のガス点検、管理上必要な箇所で絶縁スペーサにより区分するものとする。適当なガス区分毎に温
度補償圧力スイッチを設け、ガス漏えいの際警報を出すものとする。ガス補充の必要な際は、ボンベを接
続しバルブを開閉することにより、通電状態のままで任意のガス区分内へガスを補充できるようにするこ
と。ガス圧力の測定には、適当なガス区分に共通の連成計を設けるものとする。
ケ．主回路
主回路導体は、所定の定格電流及び短時間電流に熱的、機械的に十分耐えるよう良質の導電材料を用い
ると共に、適当な間隔で絶縁スペーサにより支持する構造とすること。また、接続部は適当な位置にチュ
ーリップ形コンタクトを用いることにより、熱膨張、収縮等を吸収する構造とする。
コ．取引用変成器（VCT（PCT）
）との接続
電力会社から支給される VCT（PCT）をガス絶縁開閉装置に直結する構造とする。
サ．電力ケーブルとの取合い
ガス絶縁開閉装置のケーブル終端箱については電気事業連合会の変電関係標準№1「SF6 ガス絶縁開閉
装置取合部標準寸法」により設計、施工する。また、取合いについては電力会社と十分打ち合わせる。
シ．電圧検知器
非接触形の電圧検知器を設ける。
ス．制御配線
（ア）ユニット内構成機器の制御配線は、ユニットに付属する。ユニット制御箱（集中端子箱）に一括し
て集中すること。
（イ）配線色は、JEM 1425「金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ」に従って黄色（接地線は
緑）とすること。また、電線は 600V 耐熱ビニル絶縁電線とする。
（ウ）端子は、全て丸形裸圧着端子とすること。
セ．インターロック
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原則として、断路器は避雷器用のほかは、負荷電流が流れていない状態のみで開閉可能な電気的インタ
ーロックを設けること。接地開閉器は、商用電圧が印加されていない状態でのみ開閉可能なインターロッ
クを設けること。系統切替のインターロック等については、図面及び特記仕様書によるほか、当企業団と
の打ち合わせにより決定する。
ソ．ガス配管
配管材料は継目なし鋼管を用い、接続部はフランジ継手方式とする。なお、配管は安全、かつ見易い場
所に配管し、黄色の塗装を施すこと。
タ．足場、手すり
5.性能

操作、点検の安全性を考慮して、必要な箇所に足場、手すり等を設けること。

(1)温度上昇限度（周囲温度 40℃）
JEM 1425「金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ」による。
ア．母線及び接続導体
イ．接触部及び接続部
ウ．外被構造物

65℃
65℃

40℃

(2)短時間電流強度
装置全体に 2.(5)に記載の定格短時間電流を通じても、電気的、機械的、熱的に異常を生じないものとす
る。
(3)主回路の絶縁
主回路の絶縁においても 2.(6)に記載の絶縁性能を有すること。
(4)制御及び低圧回路の絶縁
商用周波電圧 2kV で 1 分間耐えるものとする。
6.付属装置及び付属品
(1)ガス監視装置

1式

(2)充電判定装置（引込み用）
(3)接地母線
1式
(4)端子箱
1式
(5)工具箱

1式

1式

(6)ガス補給装置
1式
(7)電動、手動操作機構用手動ハンドル
(8)SF6 ガスボンベ（減圧弁、台車付）
(9)基礎ベース、基礎ボルト
1式
(10)銘板
1式
(11)梯子
1式
(12)電話機（管理室との連絡）
(13)その他必要なもの

1式
1式

1式

1式

7.予備品
(1)表示灯、信号灯（現用数の 100%）
(2)ヒューズ（現用数の 100%）
(3)その他特記仕様書による。

1式
1式

1.3 気中絶縁開閉装置（66kV 級）
1.構造及び仕様
(1)図面及び特記仕様書に定める外壁を使用し、直射日光による温度上昇を防ぎ、かつ内部の結露現象を防
止する構造であること
(2)盤内は点検通路を設け、必要に応じて絶縁マットを敷き、巡視点検が安全、かつ容易に行える構造であ
ること。また、電気機器毎に接地された保護柵又は隔壁で区分し、充電中には室内に入れないようインタ
ーロック装置又は特殊工具により、取外し可能な出入口を設けること。
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(3)外力荷重

外力荷重に対しては、下記の外力に耐える構造とする。

ア．風速

60m/s（短期荷重）

イ．積雪
ウ．震度

30cm
0.3m/s2（水平震度）

(4)母線導体
母線導体、接続導体等は特記仕様書に定める場合を除き、銅、アルミ帯又は管を使用し、接続部分は接
触状態を良好に保ち温度上昇は銀めっき相互間 65deg、すずめっき相互間 45deg、銅めっき相互間 40deg
以内とする。また、遮断器等振動する機器との接続は、振動が他に伝わらないよう硬銅より線第 1 種（JIS
C3105「硬銅より線」
）及び平編銅線（JCS 1236「平編銅線」
）等を使用すること。
(5)接地線
ア．閉鎖配電盤内に接地母線を設け、主体毎に接地すること。
イ．避雷器接地母線は、他の接地線と共通にしてはならない。
ウ．接地母線は、すずめっきを施す。
(6)内部照明
ア．閉鎖配電盤内の照明は、蛍光灯及び投光器照明とし、灯具の配置は原則として、ランプの交換が受電
中にも容易にでき、かつ日常点検に支障ないようにすること。
イ．受電停止時の保守点検ができるように、白熱灯及びコンセントを主要機器付近に設けること。
ウ．非常灯の取付けについては、図面又は特記仕様書による。
(7)電気方式 図面及び特記仕様書による。
2.制御電源
(1)遮断器操作回路

DC100V

(2)遮断器制御回路
DC100V
(3)信号ランプ回路
DC100V
(4)警報回路
DC100V
(5)内部灯及びコンセント

AC100V 及び DC100V

(6)遠方操作回路 図面及び特記仕様書による。ただし、電源電圧は、下記の変動があっても配電盤の機能
上に支障があってはならない。
ア．直流
－15% ＋10%（遮断器操作回路を除く。
）
イ．交流
定格電圧の －15% ＋10%
3.制御方式
図面及び特記仕様書による。
4.母線色別
母線色別は次の表による。
表－Ⅲ.1.1 導体の配列色別
電気方式
三相 3 線式
三相 4 線式
単相 2 線式
単相 3 線式

左右、上下、遠近の場合
左右の場合左から
上下の場合上から
遠近の場合近い方から

赤
第1相
第1相
第1相
第1相

左右の場合右から
直流 2 線式
上下の場合上から
正極
遠近の場合近い方から
備考①左右、遠近の色別は正面から見た状態とする。
備考②分岐回路の色別は分岐前の色別とする。
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白
第2相
第2相
－
－

黒
接地側
中性相
接地側
中性相

青
第3相
第3相
第2相
第2相

－

－

負極

5.圧縮空気発生装置
図面及び特記仕様書に定めのあるものを除き、次の基準による。
(1)タンク容量
基準圧力にて、空気の補給を止め、遮断器の開閉が 2 回以上開閉出来る容量であること。
(2)同時操作率
表－Ⅲ.1.2 同時操作率
1～4
100

遮断器台数（台）
同時操作率（％）

5～9
67

(3)空気圧縮機の駆動方式

駆動方式は原則として交流 2 台式とする。

(4)空気圧縮機の定格容量

図面及び特記仕様書による。

10 以上
50

(5)操作圧力
ア．遮断器
定格操作圧力 1.5MPa
イ．圧縮空気発生装置
定格能力 3.0MPa
(6)配管
配管材料は、外径φ22、内径φ19 の継目無銅管 1 種を使用し、接続部は、原則としてパッキングレス
接続方式とする。
(7)空気漏えい量
空気漏えい限度値は、各タンク等の容量に対して下記による。
ア．圧縮空気発生装置
12 時間 3%以内
イ．空気系統配管

12 時間 3%以内

ウ．空気遮断器その他の機器

12 時間 3%以内（ただし、機器 1 台に対し。
）

6.数量及び取付け器具詳細
図面及び特記仕様書による。
7.付属装置及び付属品
(1)接地母線
1式
(2)母線支持がいし
1式
(3)盤内配線
1式
(4)端子盤
1式
(5)基礎ボルト
1式
(6)点検通路（フェンス、絶縁ゴムマット含む。
）
(7)出入口及び搬入口（鎖錠装置又は特殊工具付）
(8)内部照明灯（直流灯含む。
）
(9)検電器（引込み用）
1式

1式
1式

1式

(10)閉鎖盤外周さく
1式
(11)銘板
1式
(12)梯子
1式
(13)ランプ
取付数 100%（現地据付け試験完了後の数量とする。
）
(14)ヒューズ
取付数 100%（電力ヒューズも含む。
）
(15)その他特記仕様書に記載のとおりとする。
1.4 金属閉鎖形スイッチギヤ（36kV 級）
1.準拠規格
JEM 1425「金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ」
閉鎖配電盤の形は、特記仕様書に定めのあるものを除き下記による。
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(1)遮断器収納盤

MY 又は PY 形以上

(2)その他の機器収納盤

CX 形以上

2.主要定格事項
(1)形式
特記仕様書による。
(2)公称電圧
(3)定格電圧
(4)絶縁階級

22kV
23kV
20B 級

(5)定格電流
600A
(6)定格短時間電流
25kA
3.構造
(1)単位閉鎖形で単独盤又は 2 面以上の列盤構造とし、次表に示す厚さ以上の鋼板を用いて製作するものと
し、必要に応じ折り曲げ又はプレスリブ加工又は鋼材を持って補強し、組立てた状態において金属部は、
相互に電気的に連結していること。
表－Ⅲ.1.3 鋼板の厚さ
構成部
側面板
底板
屋根板
天井板
仕切板
とびら
しゃへい板（見通しのきく鉄製等）

鋼板の厚さ（mm）
2.3 以上
1.6 以上
2.3 以上
1.6 以上
1.6 以上
3.2 以上
0.8 以上

(2)収納機器は接地された金属板にて閉鎖し保守点検の容易なよう内部の機器配置について、十分留意して
製作する。
(3)屋外用の場合、天井は直射日光による盤内温度上昇を防ぐような適当な構造とすること。また、湿気を
防ぐため盤内にヒータを設け、各盤に入切スイッチを設ける。
(4)母線は銅又はアルミを使用し、塗装又はすずめっき等の防錆処理を行うこと。また、接続部は、銀接触
又はすず接触とする。
(5)充電部の空間絶縁距離は十分にとって規定の衝撃電圧に耐える。また、充電部は、永年にわたって絶縁
劣化を生じないような構造とする。
(6)盤内取付けの計器は、扉を開かずに監視できる。
(7)盤内に取付ける機器は、図面又は特記仕様書による。
(8)盤の寸法は、図面を参照し承諾図書において決定する。
(9)各盤内には、盤照明灯、照明灯用ドアスイッチ点検用コンセントを設ける。
(10)盤内には、補助継電器、端子、盤内配線及びその他必要なものを完備する。
(11)各盤面には、名称板、試験端子及びその他必要なものを完備する。
(12)ドアは、ハンドルを備え、その開閉を頻繁に行っても容易に破損するおそれのないものとし、施錠で
きる構造とする。
(13)蝶番は、ドアが片下りしないよう十分な強度を有し、ドアストッパー付とする。
(14)閉鎖配電盤には、底板を設け必要な箇所は取外しできる。
(15)配電盤の金属部分の接合は、十分な機械的強度を有する。
(16)収納された機器の温度が最高許容温度をこえないように、適当な通風孔を設けた構造で図面又は特記
仕様書で指定した構造とする。なお、壁に通風口を設けた場合は、吹込み側でフィルタ付とし、そのフ
Ⅲ－8

ィルタは掃除が容易にできる構造とする。また、吹出し側についてもできるだけじん埃の侵入しない構
造とする。
(17)制御回路
ア．制御回路に用いる電線は、原則として 1.25mm2 より線（JIS C3307「600V ビニル絶縁電線（IV）
」
又は JIS C3316「電気機器用ビニル絶縁電線」
）以上を使用し、かつ可動部の渡り線は、可とう性のあ
るものとする。
イ．配電盤の裏面配線は、束配線又はダクト配線方式のいずれかとし、同一の目的に使用する複数の配電
盤には、原則として同種の配線方式を適用する。
ウ．配線の固定部は、金属部分が配線を直接押圧しない構造とする。
エ．配線の端子部には、原則として圧着端子を使用し端子圧着部とリード導体露出部には絶縁被覆を被せ
る。
オ．裏面配線と外部又は盤相互間の接続は、端子記号を記入した端子台にて行う。
カ．配線の分岐は必ず端子部（器具付属の端子を含む。
）で行い、端子 1 箇所で 3 個以上締め付けない。
キ．配線の端子接続部分には配線記号を付すか、又は配線記号を付したマークバンドを取付ける。なお、
マークバンドは、容易に脱落しない構造とする。
ク．電線被覆の色別は下記のとおりとする。
（ア）一般：黄又は黒
（イ）接地線：緑
4.引込み及び引出し
(1)主回路の引込みは、特記仕様書に定めのあるものを除き、ケーブルとする。
(2)引出しは、バスダクト又はケーブルとする。
5.定格
図面及び特記仕様書による。
6.制御電源
1.3（気中絶縁開閉装置（66kV 級）
）の 2.による。
7.制御方式
図面及び特記仕様書による。
8.圧縮空気発生装置
1.3（気中絶縁開閉装置（66kV 級）
）の 5.による。
9.数量及び取付器具詳細
図面及び特記仕様書による。
10.付属装置
1.3（気中絶縁開閉装置（66kV 級）
）の 7.に準ずる。
1.5 金属閉鎖形スイッチギヤ
1.主要定格事項
(1)準拠規格
JEM 1225「高圧コンビネーションスタータ」
JEM 1425「金属閉鎖型スイッチギヤ及びコントロールギヤ」
JIS C4620「キュービクル式高圧受電設備」
(2)形式
特記仕様書に定めるものを除き、下記によるものとする。ただし、コンビネーションスイッチは JEM
1225 M4 とする。
ア．高圧引込み盤
CX 形以上
イ．受電盤、母線連絡盤、き電盤

PW 形以上
Ⅲ－9

PW 形以上

ウ．受電補助盤
エ．断路器盤

CX 形以上

オ．変圧器盤
CX 形以上
カ．コンデンサ盤
CX 形以上
(3)公称電圧
(4)定格電圧
(5)絶縁階級

図面及び特記仕様書による。
図面及び特記仕様書による。
図面及び特記仕様書による。

(6)定格電流、定格短時間電流
2.操作制御電源

図面及び特記仕様書による。

交流単相
100V
ただし、電源電圧に下記の変動があっても、機能上の支障があってはならない。
定格電圧の（－）10%～（＋）10%
3.構造
(1)鋼板の厚さ等は、1.4（金属閉鎖形スイッチギヤ（36kV 級）
）の 3.(1)に準ずる。
(2)導電部は下記によるものとする。
ア．主回路は負荷電流に対し十分な電流容量を有するとともに、遮断器の遮断電流に対し機械的強度及び
熱的強度を有するものとする。
イ．主回路の導体に裸の銅帯又は銅棒を用いる場合は、導電率 96%以上とし、これらに絶縁被覆又はラッ
カ塗装を施す。
ウ．変圧器、遮断器と導体との接続部には、可とう導体を使用する。
エ．接続部は、すべて銀接触又は同等以上の確実なものとする。
(3)充電部の空間絶縁距離は十分にとって、規定の衝撃電圧に耐えるものとし、また、充電部は長期にわた
って絶縁劣化を生じないような構造とする。
(4)盤内取付けの計器（温度計等）は、扉を開かずに監視できるものとする。
(5)盤内に取付ける機器は、図面又は特記仕様書による。
(6)盤の寸法は、図面を参考にし、承諾図書において決定する。
(7)各盤内にはコンセント、盤内灯及び直流電源（遮断器投入及び制御用）配線用遮断器を設け、1 次側は
列盤間を渡り配線とする。
(8)盤内には、補助継電器、端子、盤内配線及びその他必要なものを完備するものとする。
(9)各盤内には、名称板、試験端子及びその他必要なものを完備するものとする。
(10)配電盤の金属部分の接合は、十分な機械的強度を有するものとする。
(11)ドアはハンドルを備え、その開閉を頻繁に行っても容易に破損するおそれのないものとし、施錠でき
る構造とする。
(12)蝶番はドアが片下がりしないよう十分な強度を有し、ストッパー付とする。
(13)閉鎖配電盤には底板を設け、必要な箇所は取外しできるものとする。
(14)収納された機器の温度が最高許容温度を超えないように、適当な通風孔を設けるものとする。
(15)盤取付機器の保守作業については十分考慮されたものとすること。
(16)制御回路
ア．
制御回路に用いる電線は、
原則として 1.25mm2 以上のより線
（JIS C3307「600V ビニル絶縁電線
（IV）
」
又は JIS C3316「電気機器用ビニル絶縁電線」
）を使用し、かつ可動部の渡り配線は可とう性のあるも
のとする。ただし、電子回路等において電流容量、電圧降下等に支障がない場合は、これらを満足する
電線とすることができる。必要があれば遮へいを行うものとする。
イ．制御電源で 1.25mm2 より線を用いる回路は、15A 定格の配線用遮断器で保護し、15A 以内の回路電
流であっても外部の配線が広範囲となるものは、保守が容易になるように適当に分割し、各々上記の保
護を行うものとする。
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ウ．遮断器類は主回路より切り離した状態で、開閉動作及びシーケンスチェックができるものとする。そ
の他 1.4（金属閉鎖形スイッチギヤ（36kV 級）
）の 3.(17)イ．以降準用。
4.取付器具詳細
図面及び特記仕様書による。
5.付属装置
(1)接地母線
(2)端子台
(3)基礎ベース、基礎ボルト
(4)点検通路（フェンス、絶縁ゴムマットを含む。
）
(5)出入口及び搬入口（鎖錠装置付）
(6)内部照明灯（直流灯を含む。
）
(7)火災報知器（管理室に警報する。
）
(8)銘板
(9)外周さく

図面及び特記仕様書による。

(10)インターホン（管理室との連絡用）
(11)その他
特記仕様書による。
6.標準付属品
(1)表示灯、信号灯
取付数の 100%（ただし、LED は 20%）
(2)ヒューズ
取付数の 100%（電力ヒューズも含む。
）
(3)換気フィルタ
取付数の 100%
(4)その他特記仕様書による。
1.6 変圧器
1.6.1 一般事項
1.変圧器は、JEC 2200「変圧器」及び JEM 1118「変圧器の騒音レベル基準値」を準用するものとする。
2.電源周波数は特記仕様書による。
1.6.2 特別高圧変圧器
特別高圧変圧器は、JEC 2200「変圧器」を準用するほか、表－Ⅲ.1.4 のとおりとする。
表－Ⅲ.1.4 特別高圧変圧器
設置条件
形式及び冷却方式
相数
タップ切替
付属品

屋内用又は屋外用
屋内用又は屋外用
三相
無電圧タップ切替
JEM 1229「油入変圧器標準附属品」による。警報接点付温度計及び圧力
計、油面計を取付け、5MVA 未満については、内部故障検出装置を取付け
る

1.6.3 高圧変圧器
1.共通事項
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表－Ⅲ.1.5 高圧変圧器
相数
タップ切替
一次側電圧

試験電圧

中性点端子
試験電圧値
付属品

三相又は単相
無電圧タップ切替
(1)F3.375-R3.300-F3.225-F3.150-3.075kV
(2)F6.750-R6.600-F6.450-F6.300-6.150kV
雷インパルス耐電圧に耐える設計の変圧器巻線線路端子の試験電圧
雷インパルス耐電圧試験（公称電圧 3.3kV）
全波 45kV、裁断波 50kV
雷インパルス耐電圧試験（公称電圧 6.6kV）
全波 60kV、裁断波 65kV
短時間交流耐電圧試験（公称電圧 3.3kV）
16kV（実効値）
短時間交流耐電圧試験（公称電圧 6.6kV）
22kV（実効値）
全波雷インパルス耐電圧試験（公称電圧 3.3kV） 45kV
全波雷インパルス耐電圧試験（公称電圧 6.6kV） 60kV
短時間交流耐電圧試験（公称電圧 3.3kV）
16kV（実効値）
短時間交流耐電圧試験（公称電圧 6.6kV）
22kV（実効値）
標準付属品のほか、ダイヤル温度計（警報接点付）を取付ける

2.高圧油入変圧器（3kV 及び 6kV）
3kV 及び 6kV 級の高圧油入変圧器は、JIS C4304｢配電用 6kV 油入変圧器｣を適用する。
3.高圧モールド変圧器（3kV 及び 6kV）
3kV 及び 6kV 級の高圧モールド変圧器は、JIS C4306｢配電用 6kV モールド変圧器｣を適用する。
4.高効率高圧油入変圧器
2.（高圧油入変圧器（3kV 及び 6kV）
）及び JEM 1500｢特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器にお
ける基準エネルギー消費効率｣を適用する。
5.高効率高圧モールド変圧器
3.（高圧モールド変圧器（3kV 及び 6kV）
）及び JEM 1501｢特定エネルギー消費機器対応のモールド変
圧器における基準エネルギー消費効率｣を適用する。
1.7 高圧配電盤
高圧遮断器、断路器、高圧コンビネーションスタータなどを具備する高圧配電盤に関する項目は、1.1
（配電盤）によるほか、次のとおりとする。
1.7.1 一般事項
1.高圧閉鎖配電盤は、JIS C4620「キュービクル式高圧受電設備」及び JEM 1425「金属閉鎖形スイッチ
ギヤ及びコントロールギヤ」によるほか、表－Ⅲ.1.6 のとおりとする。
表－Ⅲ.1.6 スイッチギヤの形
遮断器､機器などの引出形機器を収納するもの
MW 形、MWG 形、PW 形、PWG 形
断路器、取引電力用変流器（VCT）などの固定形機器を収納するもの CX 形

2.高圧盤の保護継電器は、原則として複合静止型継電器とし、遮断器などの操作、電流値や状態の表示、
各種保護継電器、監視盤などへの信号伝送、トランスデューサなどの機能を持つものとする。
3.遮断器は、引出し位置では遠方での操作は不可とする。
4.絶縁階級は、原則として定格電圧に応じて表－Ⅲ.1.7 のとおりとする。
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表－Ⅲ.1.7 絶縁階級
高圧配電盤
高圧コンビネーションスタータ

6 号 A、3 号 A
6 号 B、3 号 B

1.7.2 構造
1.盤板厚
収納機器の重量、動作による衝撃等を考慮し設計製作する。
表－Ⅲ.1.8 鋼板の厚さ
構成部

鋼板の厚さ（屋内外共）
（mm）
扉板
2.3 以上
天井（屋根）板
2.3 以上
底板
2.3 以上
側面板
2.3 以上
仕切板
1.6 以上
注①機械的強度を必要とする構成部は、適切な補強又は 3.2mm 以上の板厚とする。
注②仕切板は、配電盤内に隔壁として使用するものをいう。
注③表－Ⅲ.1.8 はステンレス鋼板に適用しない。
2.保護等級
(1)環境のよい屋内に設置される配電盤は、JEM 1267「配電盤・制御盤の保護構造の種別」の保護等級 IP2X
とする。なお、ほこり、風雨、温度などの設置環境を考慮すべき場所に設置する場合は、別途、特記仕様
書に示された保護等級によるものとする。
(2)屋外に配電盤を設置する場合は、別途、特記仕様書に示された保護等級によるものとする。なお、JEM
1267「配電盤・制御盤の保護構造の種別」の保護等級の IP コードの補助文字Ｗを適用する。
1.7.3 断路器及び遮断器
1.断路器
(1)準拠規格
JEC 2310「断路器」
JIS C4606「屋内用高圧断路器」
(2)形式
図面及び特記仕様書による。
(3)定格電圧
図面及び特記仕様書による。
(4)定格電流
図面及び特記仕様書による。
(5)定格短時間電流
図面及び特記仕様書による。
(6)操作方式
図面及び特記仕様書による。
(7)絶縁階級
図面及び特記仕様書による。
(8)付属装置
ア．銘板
1式
イ．手動操作機
1式
ウ．その他特記仕様書による。
(9)断路器誤操作防止装置
ア．空気圧力操作及び電動操作方式の断路器は、遮断器と電気的にインターロックすること。
イ．フック棒操作方式の断路器（ピラーディスコンを含む。以下この項同じ。
）又は遮断器とインターロッ
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クされていない手動リンク操作方式又はハンドル手動操作方式の断路器を設置する場合は、次の誤操作
防止装置を設けること。ただし、断路器の操作場所に近接して、設置した遮断器の開閉状態を、電気的、
機械的に確認できる場合又は負荷電流を通じない断路器には設けない。遮断器の開閉状態を電気的又は
機械的に表示する装置を設ける。
「遮断器開以外は断路器の操作を禁止する」旨の注意銘板を取付ける。
(10)フック棒
JIS C4510「断路器操作用フック棒」による。
2.遮断器（ガス、真空、磁気、油入、空気）
(1)準拠規格
JEC 181「交流遮断器」
JIS C4603「高圧交流遮断器」
(2)形式
図面及び特記仕様書による。
(3)定格電圧
図面及び特記仕様書による。
(4)定格電流
図面及び特記仕様書による。
(5)定格遮断電流
図面及び特記仕様書による。
(6)定格遮断時間

5 サイクル以下

(7)絶縁階級
図面及び特記仕様書による。
(8)標準動作責務
A 号 O－（1 分）－CO－（3 分）－CO
(9)制御電圧

DC100V

(10)操作方式
特記仕様書による。
(11)付属装置
ア．銘板
1式
イ．開閉表示器

1式

ウ．補助スイッチ
1式
エ．手動引外装置
1式
オ．動作計数計
1式
カ．接地端子

1式

キ．その他特記仕様書による。
3.気中遮断器
(1)準拠規格
JEC 160「気中遮断器」
(2)形式
自動連結形（引外し式自動連結形）
(3)極数
図面及び特記仕様書による。
(4)定格電圧
(5)定格電流

図面及び特記仕様書による。
図面及び特記仕様書による。

(6)操作方式

電動バネ又はソレノイド操作

(7)操作電圧
DC100V
(8)定格遮断電流
図面及び特記仕様書による。
(9)定格投入電流
図面及び特記仕様書による。
(10)付属装置
ア．銘板
1式
イ．開閉表示器
1式
ウ．動作計数計
1式
エ．補助スイッチ
1式
オ．接地端子
1式
カ．その他特記仕様書による。
4.配線用遮断器
(1)準拠規格
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JIS C8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置－第 2-1 部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断
器）
」
(2)短絡容量は、設置場所に対して十分なる遮断容量を有するものであること。
(3)過負荷電流に対しては、必要なる限時特性を有するとともに、短絡電流に対して速やかに遮断すること
ができるものであること。
(4)主回路への装着は、堅固に固定し必要に応じ補助接点及び自動遮断警報点を付属すること。
(5)定格電圧
図面及び特記仕様書による。
(6)定格電流
図面及び特記仕様書による。
(7)付属装置（銘板、その他）
特記仕様書による。
1.7.4 避雷器
1.避雷器（特高用）
(1)準拠規格
JEC 217「酸化亜鉛形避雷器」
(2)形式

図面及び特記仕様書による。

(3)定格電圧（許容端子電圧）
図面及び特記仕様書による。
(4)特別動作責務静電容量
25μF 以上
(5)付属装置
ア．放電電流測定装置
1式
イ．放電計数器（警報接点付）
ウ．銘板
1式
エ．主回路端子及び接地端子

1式
1式

オ．その他特記仕様書による。
2.避雷器（高圧用）
(1)準拠規格
JEC 203「避雷器」
JEC 217「酸化亜鉛形避雷器」
JIS C4608「高圧避雷器（屋内用）
」
(2)形式
図面及び特記仕様書による。
(3)定格電圧（許容端子電圧）
図面及び特記仕様書による。
(4)公称放電電流
図面及び特記仕様書による。
(5)付属装置
ア．銘板
1式
イ．接地端子

1式

ウ．主回路端子
1式
エ．その他特記仕様書による。
1.7.5 計器用変成器
1.計器用変圧器
(1)準拠規格
JEC 1201「計器用変成器」
JIS C1731「計器用変成器」
(2)形式
屋内用モールド、屋外用油入密封形（高圧用にあっては、ブチルゴム若しくはそれと同等以上）
(3)定格電圧
図面及び特記仕様書による。
(4)相数
図面及び特記仕様書による。
(5)定格負担
図面及び特記仕様書による。
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(6)階級

1.0 級（JIS）
、1P 級（JEC）

(7)付属装置
ア．一次保護ヒューズ
イ．銘板
1式

1式

ウ．その他特記仕様書による。
2.接地型計器用変圧器
(1)準拠規格
JEC 1201「計器用変成器」
JIS C1731「計器用変成器」
(2)形式
屋内用モールド型（高圧用にあっては、ブチルゴム若しくはそれと同等以上）
(3)定格電圧
1 次 6,600V 又は 3,300V
2 次 110V
3 次 190/3V 又は 110/3V
(4)相数
三相
(5)定格負担
図面及び特記仕様書による。
(6)階級

2 次 1.0 級（JIS）
、1P 級（JEC） 3 次 5G 級

(7)絶縁階級
(8)付属装置
ア．銘板

6 号 A、3 号 A
1式

イ．1 次保護ヒューズ
1式
ウ．その他特記仕様書による。
3.コンデンサ形計器用変圧器
(1)準拠規格

JEC 1201「計器用変成器」

(2)形式
屋内用、屋外用
(3)定格電圧
2.(3)に準ずる。
(4)相数
三相
(5)静電容量

0.001μF×3

(6)階級
図面及び特記仕様書による。
(7)付属装置
ア．銘板
1式
イ．1 次保護ヒューズ
1式
ウ．その他特記仕様書による。
4.変流器（特高用）
(1)準拠規格
JEC 1201「計器用変成器」
JIS C1731「計器用変成器」
(2)形式
屋外用油入密封形単相又はブッシング貫通形単相
(3)最高電圧
図面及び特記仕様書による。
(4)定格電流
図面及び特記仕様書による。
(5)絶縁階級
図面及び特記仕様書による。
(6)定格負担
40VA
(7)階級
1.0 級（JIS）
、1P 級（JEC）
(8)過電流強度
当該回路の短絡電流に対して、機械的及び熱的に十分耐えうる値以上とする。
(9)付属装置
ア．銘板
1式
イ．線路端子及び接地端子
1式
ウ．その他特記仕様書による。
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5.変流器（高圧用、低圧用）
(1)準拠規格
JEC 1201「計器用変成器」
JIS C1731「計器用変成器」
(2)形式
屋内用モールド型（高圧用にあっては、ブチルゴム若しくはそれと同等以上）
(3)最高電圧
図面及び特記仕様書による。
(4)定格電流
図面及び特記仕様書による。
(5)定格負担
40VA 以上（ブッシング形 CT、低圧用は必要容量とする。
）
(6)階級
1.0 級（JIS）
、1P 級（JEC）
(7)過電流強度
(8)付属装置

当該回路の短絡電流に対して機械的及び熱的に十分耐えうる値以上とする。

ア．銘板
1式
イ．その他特記仕様書による。
6.零相変流器
(1)準拠規格
JEC 1201「計器用変成器」
JIS C4601「高圧受電用地絡継電装置」
(2)形式
屋内用モールド形（ケーブル貫通形、分割形又は一次導体付）
(3)零相変流器
200：1.5mA
(4)定格負担
10Ω 以上
(5)階級

5G 級

(6)定格電圧
特記仕様書による。
(7)付属装置
ア．銘板
1式
イ．その他特記仕様書による。
1.7.6 電力用コンデンサ
1.高圧進相コンデンサ
(1)準拠規格
JIS C4902「高圧及び特別高圧進相用コンデンサ並びに附属機器」
(2)形式
屋内密封式単器形又は集合形とする。
(3)定格電圧
6.6kV 又は 3.3kV
(4)相数
三相
(5)定格容量
(6)絶縁階級
(7)保護装置

図面及び特記仕様書による。
6 号 A、3 号 A
内部短絡保護は電力ヒューズで行うこと。原則として内部圧力異常検出スイッチを有する
ものであること。

(8)付属装置
ア．銘板
1式
イ．放電装置
1式
ウ．接地端子
1式
エ．つり耳
1式
オ．その他特記仕様書による。
2.低圧進相コンデンサ
(1)準拠規格
JIS C4901「低圧進相コンデンサ（屋内用）
」
(2)形式
単器形又は集合形
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(3)定格電圧
(4)相数

100V、200V 及び 400V

三相

(5)定格容量
(6)付属装置

図面及び特記仕様書による。

ア．銘板
1式
イ．放電抵抗器
1式
ウ．その他特記仕様書による。
3.直列リアクトル
(1)準拠規格
JIS C4902-2「高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに付属機器－第 2 部：直列リアクト
(2)形式

ル」
屋内用油入自冷式又は屋内乾式

(3)回路電圧
6.6kV 又は 3.3kV
(4)容量
原則として一群のコンデンサ容量の 6%とする。
(5)絶縁階級

油入自冷式は 6 号 A、3 号 A 又は乾式 6 号 B、3B 号

(6)付属装置
ア．銘板
1式
イ．その他特記仕様書による。
1.7.7 電気計器
1.指示計器
(1)準拠規格
JIS C1102「直動式指示電気計器」
JIS C1103「配電盤用指示電気計器」
(2)形式
埋込形 110mm 角広角度
ただし、コントロールセンタ用は配電盤用角形とする。
(3)定格電圧

150V、300V（電圧回路）

(4)定格電流
5A、1A（電流回路）
ア．交流電圧計
公称電圧の 150%まで
イ．交流電流計
変流器一次定格値を原則とし、
指示したものについては、
定格赤指針又は赤目盛等を付けるものとする。
ただし､延長目盛を必要とする場合は延長目盛部分の目盛画線を赤とする。
ウ．電力計
計器用変圧器変成比×変流器変成比とする。
エ．無効電力計
電力計に準ずる。
オ．力率計

目盛は 0～1～0 又は 0.5～1～0.5 とし遅相の場合を右振れとする。

カ．周波数計
指針形とし、階級は 1 級とする。
キ．周波数計、位相計、力率計及び無効電力計を除く指示計器の階級は 1.5 級とする。
ク．位相計、力率計及び無効電力計の許容差は位相角において±5%（90°電気角において）とする。
2.計器面
(1)表面はじんあいの付着し難いものとし、光線の反射防止を考慮した形状とする。
(2)文字板の数字は 4 桁をこえてはならない。
3.付属装置
(1)予備目盛板（二重定格変流器用のみ。
）
(2)外付抵抗箱
(3)その他必要なもの。
4.電力量計
(1)準拠規格
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JIS C1211「電力量計（単独計器）
」
JIS C1216「電力量計」
JIS C1263「無効電力量計」
(2)形式
角形、埋込取付配電盤用
(3)定格電圧
(4)定格電流
(5)計量装置

110V
5A
現字形 5 桁（原則として、未検定とする。
）

(6)乗率
回路の変成比に適合すること。
(7)付属装置
ア．発信装置
イ．乗率変換装置（パルス変換装置等）
ウ．その他特記仕様書による。
1.7.8 継電器
1.保護継電器
引出形、埋込取付、裏面配線接続を原則とする。
(1)電流継電器
ア．準拠規格
JIS C4601「高圧受電用地絡継電装置」
JIS C4602「高圧受電用過電流継電器」
JEC 2500「電力用保護継電器」
JEC 2510「過電流継電器」
イ．形式
静止形又は誘導形反限時特性
引出形（静止形は固定形とすることができる。
）

動作表示器付

ウ．相数
単相
エ．定格電流
5A
(2)電圧継電器
ア．準拠規格
JEC 2500「電力用保護継電器」
JEC 2511「電圧継電器」
イ．静止形又は誘導形
引出形（静止形は固定形とすることができる。
）

動作表示器付

ウ．相数
単相
エ．定格電圧
110V 又は 190V
(3)電力継電器（電流～電圧の 2 要素で動作するもの。
）
ア．準拠規格
JEC 2500「電力用保護継電器」
JEC 2512「地絡方向継電器」
イ．形式
静止形又は誘導形反限時特性
引出形（静止形は固定形とすることができる。
）
動作表示器付
ウ．定格電圧
110V
(4)過電流検出器
ア．形式
静止形
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イ．適用電圧

200V／100V

ウ．定格電流

5A

2.補助継電器
プラグイン形とし、準拠規格 JIS C4540「電磁式エレメンタリリレー－第 1 部：一般要求事項」による
ほか前項に準ずる。ただし、高負荷用、タイマー、ラッチリレー等特殊な継電器は除く。
1.7.9 付属器具
1.制御用スイッチ
(1)制御用スイッチは、ねん回形及びボタン形とし、取っ手の形状及び操作の規定は、JEM 1137「配電盤・
制御盤用回転形制御スイッチのハンドルの形状」
、JIS C8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置－第 5 部：
制御回路機器及び開閉素子－第 1 節：電気機械式制御回路機器」を原則とする。なお、基本的事項は JIS
C0447「マンマシンインタフェース（MMI）操作の基準」による。
(2)ねん回形スイッチの可動接点は、耐磨耗性、耐アーク性のある導電率良好な金属を使用し、接触圧力に
経年変化を生じない他力接触式（スプリングは耐錆性）のものとする。重要な回路に使用するものは、二
段操作方式又は取っ手引抜き形のものを用いること。ボタン形の場合は、保安上必要と思われるものにつ
いては、透明なカバーを容易に破損しないよう保持機構を付して取付けるものとする。
2.表示灯、信号灯
(1)表示灯及び信号灯は、JIS C7516「表示用電球」
（ネオン管は除く）に適合するものとする。ただし、
弱電流回路又は LED 等の半導体素子を使用するものはこの限りでない。
(2)ランプの交換は、原則として正面から容易に交換できる構造とし一灯表示式のものについては、ランプ
チェックスイッチ回路を設けること。
(3)グローブの形式は、丸形又は角形とし、変色し難い合成樹脂製又はガラス製とすること。
3.表示器
(1)ランプ照光式故障表示器
表面は、アクリル樹脂又はガラス板を使用し、保護継電器等の動作の表示記号又は文字の字体は、丸ゴ
シック体で彫刻又は写真印刷等とし、文字板の後から照光表示すること。
(2)ターゲット式故障表示器
故障時にターゲットをもって表示するものとし、動作コイル表示板、復帰子及び押しボタン等により構
成する。
4.試験用端子
(1)高圧計器用変圧器及び変流器の二次回路に設けるものとし、その回路名を記入した銘板を付ける。なお、
特記仕様書に記載のない限り引出形試験用端子とする。
(2)引出形試験用端子
接続プラグの着脱操作を行うことにより、外部回路との接合分離が簡単に全端子一括して行えるものと
し、試験用プラグを付属させる。
(3)締付形試験用端子
変流器二次回路用は 2 重形、計器用変圧器二次回路用は 1 重形とし、2 重形のものには短絡片を付属さ
せる。
5.端子台
(1)プラスチック成形品又はこれと同等以上の性能を有するものとし、各端子間には隔壁を設けることを原
則とする。なお、制御用端子台は全端子数の 10%以上の空端子を設ける。
(2)端子盤には、着脱可能な難燃性透明カバーを設けること。
6.ヒューズ
JIS C8314「筒形ヒューズ」
JIS C8319「配線用ねじ込みヒューズ及び栓形ヒューズ」
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JIS C6575「ミニチュアヒューズ」
JEM 1293「低圧限流ヒューズ通則」による。
低圧用筒形ヒューズには、原則として難燃性透明カバーを設ける。
1.8 低圧配電盤
交流 600V 以下の電路に接続される低圧遮断器、配線用遮断器などを収納した低圧配電盤については、
JEM 1265「低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ」によるほか、次のとおりとする。
1.8.1 一般事項
低圧配電盤は、原則として C 形とし、低圧遮断器を収納する盤は、原則として F 形とする。なお、この
項に規定がない事項は、1.1（配電盤）を参照する。
1.8.2 構造
1.盤板厚
収納機器の重量、動作による衝撃等を考慮し、設計製作する。
表－Ⅲ.1.9 鋼板の厚さ

（mm）

小型壁掛盤等
屋外
屋内
扉板
2.3 以上
2.3 以上
1.6 以上
天井（屋根）板
2.3 以上
2.3 以上
1.6 以上
側面板
2.3 以上
2.3 以上
1.6 以上
注①機械的強度を必要とする構成部は、適切な補強又は 3.2mm 以上の板厚とする。
注②ケーブル貫通部は、防水、防湿、防虫、防食のために耐久性（絶縁性、難燃性など）のあるシーリン
構成部

低圧配電盤（屋内外共）

グコンパウンドを充填する。
注③表－Ⅲ.1.9 はステンレス鋼板に適用しない。
2.保護等級
1.7.2（構造）の 2.を参照する。
3.保護
気中遮断器及び配線用遮断器は、全容量遮断方式とし、その引外し方式は選択遮断方式とする。
4.主要機器
主要機器は、次のとおりとする。
(1)配線用遮断器
適用規格 JIS C8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置－第 2-1 部：回路遮断器（配線用遮断器及びその
他の遮断器）
」
(2)気中遮断器
適用規格 JEC 160「気中遮断器」
(3)電磁開閉器
適用規格 JEM 1038「電磁接触器」
(4)低圧進相コンデンサ
適用規格 JIS C4901「低圧進相コンデンサ（屋内用）
」
(5)絶縁監視装置
低圧電路の漏れ電流のうちから対地絶縁抵抗に起因する電流成分で監視する方式とする。
適用規格 JIS C8374「漏電継電器」

２ 自家発電設備
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2.1 一般事項
本設備機器は、常用電源停電時に上水道施設の運転を継続するため、所要電力を確保するもので、始動
性がよく所定の電圧確立後、直ちに負荷を投入しても支障のないものであること。また、寒冷地並びに豪
雪地に設置する場合は、円滑な始動ができるよう補機類に必要な付帯機器を設けること。なお、本設備機
器は、日本内燃力発電設備協会認定品を使用するものとする。
2.2 発電機
1.準拠規格
JIS C4034-l「回転電気機械－第 1 部：定格及び特性」
JIS C4034-5「回転電気機械－第 5 部：外被構造による保護法式の分類」
JIS C4034-6「回転電気機械－第 6 部：冷却方式による分類」
JEC 2130「同期機」
JEC 2131「ガスタービン駆動同期発電機」
JEM 1354「エンジン駆動陸用同期発電機」
2.一般仕様
良質な材料で構成し、堅牢にして信頼性に富み、保守点検、修理が容易な構造であるものとする。
3.構造及び分類
(1)外被の形
開放形
(2)保護方式
保護形、防滴保護形
(3)冷却方式

空気冷却方式

(4)回転子
回転界磁形
(5)界磁の形状
突極形、円筒形
(6)励磁方式
自励式、ブラシレス式
4.定格
(1)定格出力
図面及び特記仕様書による。
(2)定格電圧
図面及び特記仕様書による。
(3)周波数
図面及び特記仕様書による。
(4)相数及び線数
三相 3 線式
(5)力率
0.8（遅れ）
(6)定格の種類
連続定格
(7)回転速度
図面及び特記仕様書による。
(8)絶縁の種類

電機子、界磁巻線共に低圧 E 種以上、高圧 B 種以上

5.特性
(1)瞬時電圧変動率
定格周波数で定格電流の 100%（力率 0.4 以下）に相当する負荷を突然加えた場合、瞬時電圧変動率は
30%以下とし、2 秒以内に最終の定常電圧の－3%以内に復帰すること。
(2)過速度耐力
無負荷、無励磁で定格回転数の 120%の速度で 2 分間運転しても機械的に異常のないこと。
(3)波形くるい率
無負荷、定格電圧、定格周波数における波形は正弦波に近いものとし、波形くるい率は 10%以下とする。
(4)効率
規約効率で表し、JEM 1354「エンジン駆動陸用同期発電機」による。
(5)過負荷耐力
定格周波数、定格力率、定格出力の 110%で 30 分間運転しても実用上支障のないこと。
(6)付属装置及び付属品
製造者の標準一式とする。
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2.3 ガスタービン発電設備
2.3.1 一般事項
ガスタービン発電設備とは、浄水施設、送・配水施設などの動力、保安、予備、防災などの電源を確保
するために、ガスタービンによって駆動される発電機により発電する電源設備をいう。
1.システム構成
ガスタービン発電設備は、ガスタービン機関、ガスタービン機関により駆動する発電機、始動などの制
御・操作・運転状況の把握などを行うための盤類、燃料を保管・移送するための燃料設備、給排気設備、
消音設備、換気設備などにより構成される。
2.仕様
(1)日本内燃力発電設備協会の認定証票付とする。
(2)運転方式
(3) 設置条件

自動始動方式とし、自動・手動切替が行えるものとする。

ア．周囲温度は、室内温度とし、最低 5℃、最高 40℃とする。
イ．周囲湿度は 85%以下とする。
(4)構造はパッケージ形とする。
(5)始動時間は、電圧確立まで 40 秒以内とする。
(6)停電及び復電時の自動制御を行う場合は、特記仕様書による。
(7)予備品及び付属品は、製造者の標準品とする。
2.3.2 原動機及び発電機
1.原動機（ガスタービン）は、次のとおりとする。
(1)構造は、単純開放サイクルガスタービン又はこれに準ずるものとし、機側又は配電盤で手動運転・停止
などの操作が行えるものとする。
(2)運転音はパッケージ周囲 1 m で、90dB（A 特性）以下とし、それ以上の場合は特記仕様書に記載した
値とする。
(3)計測装置は、製造者の標準とする。
(4)始動方式は、電気式又は空気式とする。
(5)使用する燃料は、特記仕様書（例：灯油、軽油、A 重油など）による。
(6)冷却方式は、原則として自己空冷型とする。
2.発電機は、次のとおりとする。
(1)適用規格
ア．JIS C4034-1「回転電気機械－第 1 部：定格及び特性」
イ．JIS C4034-5「回転電気機械－第 5 部：外被構造による保護方式の分類」
ウ．JIS C4034-6「回転電気機械－第 6 部：冷却方式による分類」
エ．JEC 2100「回転電気機械一般」
オ．JEC 2130「同期機」
カ．JEC 2131「ガスタービン駆動同期発電機」
キ．JEM l354「エンジン駆動陸用同期発電機」
(2)形式は、同期発電機とする。
(3)励磁方式は、ブラシレス方式とする。
(4)保護方式は、JIS C4034-1「回転電気機械－第 1 部：定格及び特性｣、JIS C4034-5「回転電気機械－第
5 部：外被構造による保護方式の分類｣、JIS C4034-6「回転電気機械－第 6 部：冷却方式による分類」の
保護形（IP20）又は保護防滴形（IP22S）とする。
(5)耐熱クラスは、低圧においては耐熱クラス E 以上、高圧においては耐熱クラス B 以上とする。
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2.3.3 配電盤構成仕様
1.構成（機能分類）と主要機器
主回路機器（遮断器、変流器など。
）
、監視計器、保護継電器、励磁装置、原動機制御回路、故障表示回
路、補機制御回路で構成される。
(1)構成（機能上の分類）
ア．主遮断器、計器用変成器、母線などの主回路機器を収納する。
イ．自動制御に必要な機器類を収納する。
ウ．原動機の運転に必要な補機類の制御機器を収納する。
(2)主要構成機器
ア．主遮断器
イ．計器用変成器
ウ．母線
エ．自動電圧調整器
オ．励磁装置
カ．計器類（トランスデューサ含む｡）
キ．操作・切替スイッチ
ク．保護継電器（過電流継電器、地絡継電器、不足電圧継電器、過電圧継電器など。
）
ケ．補助継電器
コ．各種開閉器（配線用遮断器、電磁接触器）
サ．試験用端子
シ．その他
主回路機器（遮断器、変流器など。
）
、監視計器、保護継電器、励磁装置、原動機制御回路、故障表示回
路、補機制御回路で構成される。
2.構造
(1)配電盤の仕様は、1.1（配電盤）を参照する。
(2)配電盤の形式は、自立閉鎖形とする。
2.3.4 始動装置及び停止装置
1.始動方式を電気式とした場合は、始動用直流盤は原動機の始動用電源を収納し、仕様は次のとおりとす
る。
(1)日本電池工業会及び日本内燃力発電設備協会の証票付とする。
(2)始動用直流盤の仕様は、1.1（配電盤）を参照する。
(3)始動用直流盤の形式は、自立閉鎖形とする。
(4)充電方式は、入力電源が復帰したときに自動的に回復充電を行うものとする。
(5)充電器は、自動定電圧機能付、自己通風式又は強制通風式の連続定格とする。
(6)整流方式は、スイッチング方式（PWM 方式等を含む｡）又はサイリスタ制御方式とする。
(7)充電器容量は、蓄電池を 24 時間以内に充電できるものとする。
(8)蓄電池は、制御弁式据置鉛蓄電池とし、原動機と発電機を直結した状態で停止から定格回転速度に達す
る動作を繰り返し 5 回以上行えるものとする。
(9)蓄電池の最低使用温度は 5℃とする。
(10)期待寿命は、3.1.5（蓄電池）の 5.を参照する。
2.始動方式を空気式とした場合は、装備の標準仕様は次のとおりとする。
(1)エアタービン式
ア．空気槽 2 本（容量は特記仕様書による｡）
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イ．空気始動弁
ウ．圧力指示計
エ．空気圧縮機（容量は特記仕様書による｡）
オ．空気配管一式
(2)エアモータ式
ア．空気槽 2 本（容量は特記仕様書による｡）
イ．空気始動弁
ウ．圧力指示計
エ．空気圧縮機（容量は特記仕様書による｡）
オ．エアモータ
カ．空気配管一式
3.停止方式
機関の停止方式は次による。
(1)燃料遮断式とする。
(2)原動機停止指令時、再始動に備え、無負荷運転が行えるものとする。
4.その他
機器本体に取付ける非常用スイッチは、製造者の設計仕様によるものとする。
2.3.5 燃料設備
1.燃料小出槽は、次のとおりとする。
(1)有効容量は、特記仕様書による。
(2)材質は、鋼板製又はステンレス製とする。
(3)次のものを装備する。
ア．油面検出装置（フロートスイッチ等は、防爆構造とする｡）
イ．油面計
ウ．通気管（内径 20mm 以上）又は通気口
エ．点検口及び蓋
オ．金属製はしご
カ．各種必要な配管接続口
キ．緊急遮断弁は、特記仕様書による。
ク．非常用の手動ポンプは、ウイングポンプとする。
ケ．防油堤
2.主燃料槽は、次のとおりとする。
(1)原則として鋼板製の貯油槽とし、容量は特記仕様書による。
(2)「危険物の規制に関する政令」
（昭和 34 年 9 月 26 日政令 306 号）に定めるところにより、厚さ 3.2mm
以上の鋼板で気密に造るとともに、70kPa 以上、10 分間行う水圧試験において、漏れ又は変形しないも
のとする。
(3)タンクの被覆は、
「危険物の規制に関する政令」
（昭和 34 年 9 月 26 日政令 306 号）に定められたもの
とする。
(4)次のものを装備する。
ア．注油口及び注油管
イ．吸油逆止弁及び吸油管
ウ．計量口（計量尺を付ける｡）
エ．漏えい検査管（検査管口及び点検用蓋を付ける｡）
オ．油槽蓋
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カ．通気金物
キ．遠隔油量指示計装置
ク．油面検出装置
ケ．各種必要な配管接続口及び取付座
コ．保護筒、固定バンドその他必要な付属品
3.給油ボックスは、次による。
(1)材質は、ステンレス製とする。
(2)給油ボックスには、次による遠隔油量指示計装置を設置する。
ア．油量指示計器、満油警報ブザー、満油警報表示灯、電源表示灯、ブザー停止スイッチ及び外部端子を
設ける。
イ．検出部は、電気抵抗に変換するものとする。
ウ．安全防爆構造とする。
(3)給油ボックス内又は注油口付近に、タンクローリ用接地端子及び燃料種別表示を設ける。
4.燃料移送ポンプ及び返油ポンプは、次のとおりとする。
(1)うず流ポンプ又は歯車ポンプ等とし、油漏れのない構造とする。
(2)ポンプの制御は、油面検出装置により自動的に運転及び停止を行うものとする。
(3)ポンプ吐出量は、1 台のポンプにより燃料小出槽を 30 分程度で満たせる容量とする。
2.3.6 潤滑油装置
潤滑油装置は、特記仕様書による連続運転可能時間に対して必要な容量の潤滑油溜めなどを設けるか、
自動補給装置を付属する。確保できる時間は特記仕様書による。潤滑油装置は次による。
1.潤滑油量を検視できる検油棒を設ける。
2.潤滑油系の配管には、ろ過器及び空冷式の冷却器を設ける。なお、水冷式の冷却器の場合は特記仕様書
による。
3.プライミングを必要とする原動機は原動機に適合する次のいずれかの方法とする。
(1)定期的プライミング
(2)始動に先立つプライミング
2.3.7 給排気設備
給排気設備は、発電機運転時に燃料系空気の給排気及びパッケージ内の換気を行うもので、次による。
1.原動機及び発電機連続運転時の発熱に対して十分な耐熱性、遮断性を有し、更に騒音を規制値以下に消
音する能力を有するものとする。
2.装置の構成は、給気用、排気用、換気用の消音器及びダクト、パッケージ専用ダクト、ファン、ダンパ
などとする。
3.消音器は、拡張式、共鳴式、吸音式又はこれらの組合せ式とする。
4.排気消音器には、必要に応じてドレン抜き配管用の接続口を設ける。
2.3.8 燃料及び潤滑油
1.燃料油
(1)燃料油の種別
燃料の種別は、表－Ⅲ.2.1 による。

Ⅲ－26

表－Ⅲ.2.1 燃料油の種類
燃料
灯油
軽油
重油

摘要
JIS K2203「灯油」
（1 号、2 号)
JIS K2204「軽油」
（1 号、2 号、3 号又は特 3 号）
JIS K2205「重油」
（1 種（A 種）1 号又は 2 号）

(2)燃料油フィルタの清掃及び取替えは、必要に応じて実施できるものとする。
2.潤滑油
(1)潤滑油は、製造者の推奨する油脂を使用する。
(2)潤滑油フィルタの清掃及び取替えは、必要に応じて実施できるものとする。
2.4 ディーゼル発電設備
2.4.1 一般事項
ディーゼル発電設備は、浄水場、ポンプ場などの動力、保安、予備、防災などの電源を確保するために、
ディーゼル機関によって駆動される発電機により発電する電源設備をいう。
1.システム構成
ディーゼル発電設備は、ディーゼル機関によって駆動する発電機、始動などの制御・操作・運転状況の
把握などを行うための盤類、燃料を保管・移送するための燃料設備、冷却装置、給排気設備、消音設備、
換気設備などにより構成される。
2.仕様
(1)日本内燃力発電設備協会の認定証票付とする。
(2)運転方式
自動始動方式とし、自動・手動切替が行えるものとする。
(3)設置条件
ア．周囲温度は、室内温度とし、最低 5℃、最高 40℃とする。
イ．周囲湿度は、85%以下とする。
(4)構造は、オープン式又はパッケージ式とする。
(5)始動時間は、電圧確立まで 40 秒以内とする。
(6)停電及び復電時の自動制御を行う場合は、特記仕様書による。
(7)予備品及び付属品は、製造者の標準品とする。
2.4.2 原動機及び発電機
1.原動機は次による。
(1)適用規格
JIS B8009-1「往復動内燃機関駆動発電装置－第 1 部：用途、定格及び性能」
JIS B8009-2「往復動内燃機関駆動発電装置－第 2 部：機関」
JIS B8009-5「往復動内燃機関駆動発電装置－第 5 部：発電装置」
JIS B8009-6「往復動内燃機関駆動発電装置－第 6 部：試験方法」
JIS B8009-7「往復動内燃機関駆動発電装置－第 7 部：仕様書及び設計のための技術情報」
JIS B8009-12「往復動内燃機関駆動発電装置－第 12 部：非常用発電装置」
(2)ディーゼル機関は製造者の標準とする。
(3)計測装置は、製造者の標準とする。
(4)始動方式は、電気式又は空気式とする。
(5)使用する燃料は、原則として灯油、軽油、重油とする。
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(6)冷却方式は、水冷式又はラジエータ式とする。
2.発電機
2.3.2（原動機及び発電機）の 2.を参照する。
2.4.3 配電盤構成仕様
1.自家発自動盤は、自家発電設備の本体設備、燃料設備、換気設備などの補機の電源、操作、制御回路な
どを収納し、仕様は次のとおりとする。
(1)自家発自動盤の仕様は、1.1（配電盤）を参照する。
(2)自家発自動盤の形式は、自立閉鎖形とする。
(3)運転方法は、外部信号により運転停止が可能とする。
(4)原則として次の主要機器を装備する。
ア．遮断器
イ．励磁装置
ウ．自動電圧装置
エ．過電流継電器
オ．各種電磁接触器
カ．各種補助継電器
キ．各種計器（トランスデューサ含む｡）
ク．各種操作開閉器
2.4.4 始動装置及び停止装置
2.3.4（始動装置及び停止装置）を参照する。
2.4.5 燃料設備
2.3.5（燃料設備）を参照する。
2.4.6 潤滑油装置及び冷却装置
1.潤滑油装置
2.3.6（潤滑油装置）を参照する。
2.冷却装置
(1)ラジエータ冷却方式
原動機のラジエータには水面計又は検水コックを設ける。ただし、給水口より冷却水位を点検できる場
合には省略することができる。
(2)冷却水ポンプ
水槽の冷却水を使用する場合の冷却水吸い上げ能力や、冷却塔を使用する場合の循環能力を満たすもの
とし、製造者の標準とする。
(3)原動機内の水は、排水できる構造とする。
2.4.7 給排気設備
2.3.7（給排気設備）を参照する。
2.4.8 燃料及び潤滑油等
2.3.8（燃料及び潤滑油）を参照する。
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３ 無停電電源設備
3.1 直流電源設備
3.1.1 適用範囲
電気、計装設備等の連続した電源電力を確保する必要がある機器に対して、公称電圧 DC100V 又は
DC24V を給電する直流電源設備に適用する。
3.1.2 システム構成
1.システム構成
図－Ⅲ.3.1 にシステム構成の例を示す。

図－Ⅲ.3.1 直流電源設備システム構成の参考例
2.盤構成
原則として、定格電流 20A 以下で定格容量 100Ah 以下の 100V 系及び 24V 系は、整流装置、蓄電池及
び付帯装置を一体とした蓄電池組込形とする。これによらない場合は、製造者の標準とする。
3.1.3 適用規格
1.一般事項
防災電源（消防法による非常電源、建築基準法による予備電源）となる直流電源装置（整流装置及び蓄
電池）は、蓄電池設備認定委員会の認定証票が貼付されたものとする。
2.整流装置
JIS C4402「浮動充電用サイリスタ整流装置」を参照する。また、他の半導体素子等を用いた整流装置
は、この規格に準じる。
3.蓄電池
JIS C8704-2「据置鉛蓄電池－一般的要求事項及び試験方法－第 2 部：制御弁式」による。
3.1.4 整流装置
整流装置は、表－Ⅲ.3.1 による。
表－Ⅲ.3.1 整流装置
項目
整流方式
定格入出力
入力力率
最大垂下電流
充電方式

内容
サイリスタ制御方式
スイッチング方式（PWM 方式等を含む｡）
JIS C4402「浮動充電用サイリスタ整流装置」による
60%以上
90%以上
定格電流の 120%以内 定格電流の 110%以内
入力電源復帰後は、回復充電を行う。回復充電終了後は、浮動充電に
移行する
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備考

3.1.5 蓄電池
1.蓄電池種別
制御弁式据置鉛蓄電池又はアルカリ蓄電池とする。
2.蓄電池標準セル数
(1)DC100V 系：54 セル
(2)DC24V 系：12 セル
3.最低使用温度
(1)5℃（主として屋外又は寒冷地の屋内）
(2)15℃（主として電気室等の屋内）
4.警報装置
温度上昇の検出部を DC100V 系は 2 セル、DC24V 系は 1 セルに設ける。
5.期待寿命
期待寿命は、寿命末期において定格容量の 80%が確保できるものとし、表－Ⅲ.3.2 による。
表－Ⅲ.3.2 期待寿命
種類

期待寿命
標準型
7 年（0.1C10A 放電時、25℃）
長寿命型
13 年（0.1C10A 放電時、25℃）
C10：Ah で表した 10 時間率定格容量の数値
6.銘板
点検時に製造年月日及び製造番号が容易に確認できるものとする。
3.1.6 付属装置
1.負荷電圧補償装置
(1)負荷電圧補償装置の電流容量は、特記仕様書による。
(2)補償する電圧範囲は、定格出力電圧の±10%以内とする。
2.直流地絡検出器
直流出力部は、直流地絡検出器を設ける。
3.1.7 構造等
1.遠方監視用アナログ信号変換器及び端子を設ける。信号変換器の信号出力は、原則として DC4mA～
20mA とする。
2.外部信号接点は、無電圧接点とする。
3.器具番号表示は、製造者の標準とする。
4.配線用遮断器などは、その付近に回路名称を示すものを設ける。
5.直流電源盤の形式は、自立閉鎖形とし、盤板厚は、製造者の標準とする。
6.蓄電池の破損を防ぐため蓄電池は、支持枠間に緩衝材を設ける。
7.蓄電池の架台は、耐震性を考慮するものとし、鋼製とする。
8.蓄電池を内蔵する部分は、蓄電池に適合した耐薬液塗装を施す。
9.本節で規定しない事項のうち、盤構造、盤内に設置する機器、配線などの仕様は、1.1（配電盤）を適用
する。
10.通信機器等に影響を与えないように高調波雑音対策を施す。
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3.2 交流無停電電源装置
3.2.1 適用範囲
変換装置、蓄電池及びスイッチを組合せることによって、交流入力電源の停電時に、計算機等負荷電力
の連続性を確保するために設置する無停電電源装置（UPS）に適用する。
3.2.2 インバータ
1.準拠規格
JEC 2440「自励半導体電力変換装置」
2.一般仕様
(1)盤の構造及び仕様は、1.4（金属閉鎖形スイッチギヤ（36kV 級）
）の 3.に準ずること。
(2)出力基準電圧±3%以内の任意の電圧に設定ができること。
(3)全負荷から無負荷までの一定負荷において、出力電圧の変動は出力基準電圧の±3%以内であること。
(4)定格の負荷 20%急変又は定格負荷において、入力電圧の急変（±10%）に対して過渡変動率は±10%
以内で整定時間は 0.5 秒以内であること。
(5)交流側出力電流が約 125%以上となった場合は、負荷を遮断すること。
(6)下記の状態となった場合は、自動停止するとともに負荷を商用側に自動的に切替、事故復旧後簡単な操
作により再び運転可能の状態に戻ることができること。
ア．インバータの異常時
イ．直流側入力の異常時
3.定格
(1)定格出力
図面及び特記仕様書による。
(2)出力周波数
入出力の全変化に対して周波数変動幅は±2Hz 以内
(3)出力電圧波形ひずみ率
10%以下
(4)総合効率

力率 90%、定格入出時の 70%以上

(5)絶縁抵抗
3MΩ 以上
(6)絶縁耐力
正弦波実効電圧 2kV を 1 分間加えて異常を生じないこと（主回路－大地間とする。
）
。
(7)過負荷耐力
定格負荷の 120%を加え 1 分間以上耐えること。
(8)騒音
機器から 1m 離れた点で 75dB 以下
4.その他詳細は、図面及び特記仕様書による。
3.2.3 常時インバータ給電方式
通常運転状態では、交流電力を直流電力に変換する半導体電力変換装置（順変換装置）からの電力で、
負荷電力の連続性がインバータによって維持される方式である。定格容量は、3kVA から 100kVA までの
給電とする。
1.システム構成
図－Ⅲ.3.2 にシステム構成の例を示す。
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図－Ⅲ.3.2 常時インバータ給電方式システム構成の参考例
2.冗長の有無
単機運転方式
3.同期
商用同期運転方式
4.切替スイッチ
切替スイッチは半導体スイッチ又はハイブリッドスイッチとし、装置の故障によるインバータ電源から
商用電源への切替は、自動により無瞬断で行う。また、手動においても切替はできるものとする。なお、
スイッチの定義は、次のとおりである。
(1)スイッチの定義
ア．切替スイッチとは、一つの電源から他の電源へ回路を切替たり、開閉するために用いる電力スイッチ
である。
イ．半導体スイッチとは、制御可能な半導体素子で開閉するために用いる電力スイッチである。
ウ．機械スイッチとは、手動又は自動操作によって開閉される機械接触子を持つ電力スイッチである。
エ．ハイブリッドスイッチとは、半導体スイッチ及び機械スイッチの組合せによって構成された電力スイ
ッチである。
オ．保守バイパススイッチとは、保守の間、保守範囲をバイパスして負荷電流を通電することによって、
安全及び負荷電力の連続性を確保するために設ける電力スイッチである。
5.バイパス回路
(1)バイパス回路（インバータ過負荷時自動待避）及び保守バイパス切替回路付。
(2)バイパス変圧器により、バイパス交流入力電源と負荷側電源とを電気的に分離する。
(3)バイパス交流入力が単相 200V 又は単相 400V の指定がある場合は、UPS 本体の出力電圧と同じバイパ
ス変圧器（乾式）を設ける。
(4)バイパス変圧器の出力容量は、UPS 本体の出力容量と同等以上とする。
(5)保守バイパス切替回路
保守の間、保守範囲をバイパスして負荷電流を通電することにより安全及び負荷電力の連続性を確保す
る。
ア．保守バイパス切替操作は、手動により行えるものとする。
イ．誤操作防止措置として鍵又はメカニカルインターロックを設け、保守バイパススイッチの近くに操作
方法等を明示する。
6.盤構造
盤構造は製造者の標準とする。ただし、次の機能を満たす構造とする。バイパス変圧器、保守バイパス
回路及び負荷回路等を収容し、負荷を停電させることなく蓄電池等を安全に交換及び保守ができる構造と
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する。
7.性能
(1)定格エネルギー（停電）保持時間
(2)定格入力

特記仕様書による。

ア．定格交流入力
（ア）三相 3 線式 200V±10% 規定周波数±5%
（イ）三相 3 線式 400V±10% 規定周波数±5%
イ．定格バイパス入力
（ア）単相 2 線式 100V±10% 規定周波数±5%
（イ）単相 2 線式 200V±10% 規定周波数±5%
（ウ）単相 2 線式 400V±10% 規定周波数±5%
(3)定格出力（インバータ運転時）
単相 2 線式 100V±2% 規定周波数±0.1%
(4)出力電圧の波形歪率
5%以下（100%整流負荷において）
(5)定格負荷力率（停電補償時間基準）

遅れ方向 0.8（負荷力率範囲：遅れ方向 0.7 から 1.0）

(6)出力電圧過渡変動
±10%以内（負荷 0%と 100%の間の急変時）
(7)定格負荷時の UPS 効率
80%以上
(8)出力電圧の定常特性及び過渡特性
JEC 2433「無停電電源システム」の出力電圧過渡変動特性クラス 1 を満足する。
3.2.4 常時商用給電方式
通常運転状態では商用電源から負荷へ電力が供給され、電源の電圧又は周波数が負荷の許容範囲から外
れた場合は、蓄電池運転状態となりインバータで負荷電力の連続性を維持するための方式である。定格容
量は、15kVA から 75kVA までの給電とする。
1.システム構成
図－Ⅲ.3.3 にシステム構成の例を示す。

図－Ⅲ.3.3 常時商用給電方式システム構成の参考例
2.冗長の有無
単機運転方式
3.同期
商用同期運転方式
4.切替スイッチ
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切替スイッチは半導体スイッチとし、停電時の交流入力との切離しは自動により無瞬断で行う。
(1)スイッチの定義
ア．切替スイッチとは、一つの電源から他の電源へ回路を切替たり、開閉するために用いる電力スイッチ
である。
イ．半導体（電力）スイッチとは、制御可能な半導体素子で開閉するために用いる電力スイッチである。
ウ．機械スイッチとは、手動又は自動操作によって開閉される機械接触子をもつ電力スイッチである。
エ．保守バイパススイッチとは、保守の間、保守範囲をバイパスして負荷電流を通電することによって、
安全及び負荷電力の連続性を確保するために設ける電力スイッチである。
5.バイパス回路
自動バイパス回路（双方向インバータ故障時又は過負荷時自動投入）及び保守バイパス回路付とする。
(1)自動バイパススイッチ
自動バイパススイッチは、機械式電磁接触器で、双方向インバータ故障時又は過負荷時に自動投入がで
きる。
(2)保守バイパス切替回路
保守の間、保守範囲をバイパスして負荷電流を通電することにより安全及び負荷電力の連続性を確保す
る。
ア．保守バイパス切替操作は、手動により行えるものとする。
イ．誤操作防止措置として鍵又はメカニカルインターロックを設け、保守バイパススイッチの近くに操作
方法等を明示する。
6.盤構造
盤構造は製造者の標準とし、次の機能を満たすものとする。自動バイパス回路、保守バイパス回路、相
変換変圧器及び負荷回路を収容し、負荷を停電させることなく双方向インバータや蓄電池等を安全に交換
及び保守ができる構造とする。
7.性能
(1)定格エネルギー（停電）保持時間

特記仕様書による。

(2)定格入力
ア．三相 3 線式 200V±10% 規定周波数±5%
イ．三相 3 線式 400V±10% 規定周波数±5%
(3)定格出力（蓄電池運転時のインバータ定格出力）
三相 3 線式 200V±2% 規定周波数±0.1%
(4)出力電圧の波形歪（ひずみ）率
5%以下（100%整流負荷において）
(5)定格負荷力率（停電補償時間基準）
遅れ方向 0.8（負荷力率範囲：遅れ方向 0.7 から 1.0）
(6)出力電圧過渡変動
±10%以内（負荷 0%と 100%の間の急変時）
(7)定格負荷時の UPS 効率

95%以上（常時商用運転時）
、90%以上（蓄電池運転時）

(8)出力電圧の定常特性及び過渡特性
JEC 2433「無停電電源システム」の出力電圧過渡変動特性クラス 2 を満足する。
8.負荷設備に合わせたシステム構成とする。
(1)負荷が単相 100V 又は単相 200-100V の場合
ア．入力が三相 400V の場合には、装置入力側に変圧器を設置し、三相 200V に変換する。
イ．装置出力側に相変換変圧器を設け、三相 200V を単相 100V 又は単相三線 200-100V に変換し、負荷
へ電源供給するとともに、入力電源と負荷側電源とを電気的に分離する。
(2)負荷が三相 200V の場合
ア．装置入力側に変圧器を設置し、入力電源と負荷側電源とを電気的に分離する。
イ．装置出力側には相変換変圧器を設けず、三相 3 線式 200V で負荷へ電源供給する。
(3)装置入力側に設置する変圧器は、充電容量等を考慮した必要容量とする。
(4)相変換変圧器は、UPS 本体の出力容量と同等以上とする。
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3.2.5 適用規格
常時インバータ給電方式及び常時商用給電方式に適用する。
1.一般事項
火災予防条例で定める蓄電池設備の場合は、条例キュービクル適合品票「
（社）電池工業会」付とする。
ただし、消防法に定められた負荷がある場合は、蓄電池設備認定委員会「
（社）日本電気協会」の形式認定
品とし、認定証票付とする。
2.無停電電源装置（UPS）
(1)JEC 2433「無停電電源システム」による。
(2)JEM-TR185「汎用半導体交流無停電電源装置（汎用 UPS）のユーザーズガイドライン」による。
3.整流装置
JIS C4402「浮動充電用サイリスタ整流装置」による。また、他の半導体素子等を用いた整流装置は、
この規格に準じる。
4.蓄電池
JIS C8704-2「据置鉛蓄電池－一般的要求事項及び試験方法－第 2 部：制御弁式」による。
3.2.6 機器仕様
常時インバータ給電方式及び常時商用給電方式に適用する。
1.整流装置及びインバータ
(1)通信機器等への影響を与えないように高調波雑音対策を施す。
(2)回復充電時間は、24 時間以内とする。
(3)充電方式
入力電源復帰後は、回復充電を行う。回復充電終了後は、浮動充電に移行する。
2.蓄電池
(1)蓄電池種別
制御弁式据置鉛蓄電池又はアルカリ蓄電池とする。
(2)最低使用温度
ア．5℃（主として屋外又は寒冷地の屋内）
イ．15℃（主として電気室等の屋内）
(3)警報装置
温度上昇を検出する装置を設ける。
(4)期待寿命
期待寿命は、寿命末期において定格容量の 80%が確保できるものとし、表－Ⅲ.3.3 による。
表－Ⅲ.3.3 期待寿命
種類
期待寿命
標準型
7 年（0.1C10A 放電時、25℃）
長寿命型
13 年（0.1C10A 放電時、25℃）
C10：Ah で表した 10 時間率定格容量の数値
(5)銘板

点検時に製造年月日及び製造番号が容易に確認できること。

3.2.7 構造等
1.遠方監視用アナログ信号変換器及び端子を設ける。信号変換器の信号出力は、原則として DC4mA～
20mA とする。
2.外部信号接点は、無電圧接点とする。
3.器具番号表示は、製造者の標準とする。
4.配線用遮断器等は、その付近に回路名称を示すものを設ける。
5.交流無停電電源盤の形式は、自立閉鎖形とし、盤板厚は、製造者の標準とする。
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6.蓄電池の破損を防ぐため蓄電池は、支持枠間に緩衝材を設ける。
7.蓄電池の架台は、耐震性を考慮するものとし、鋼製とする。
8.蓄電池を内蔵する部分は、蓄電池に適合した耐薬液塗装を施す。
9.本節で規定のない事項のうち、盤構造、盤内に設置する機器、配線などの仕様は、1.1（配電盤）を参照
する。

４ 運転操作設備
4.1 高圧コンビネーションスタータ
1.準拠規格
JEM 1225「高圧コンビネーションスタータ」 M4
2.一般事項
電圧 6kV 又は 3kV の電路に接続し、変圧器、コンデンサ、電動機その他の機器の制御、保護、監視等
を行い、高圧交流電磁接触器と限流ヒューズを組合せた監視制御器具が具備しているものであること。
3.機能
高圧コンビネーションスタータの主回路器具の引出構造、インターロック回路の機能は、電力ヒューズ
と高圧交流電磁接触器を同一架台に組み、その回路は自動連結式の断路部により、制御回路は挿入形接続
栓（手動でも可）による引出形として収納し、架台の引出し又は挿入操作上必要なインターロックを設け
たもの。
4.主要機器
(1)高圧交流電磁接触器
JEM 1167「高圧交流電磁接触器」に適合し、下記による。
ア．定格電圧
6.6kV 3.3kV
イ．開閉容量
特記仕様書による。
ウ．開閉頻度

2 号・ラッチ式は 3 号

エ．寿命
2 種・ラッチ式は 4 種
オ．使用の種類
連続
(2) 断路器
JIS C4606「屋内用高圧断路器」
、JEC 196「断路器」に適合し、下記による。
ア．定格電圧
7.2kV 3.6kV
イ．絶縁階級
6号A 3号A
(3)電力ヒューズ
JIS C4604「高圧限流ヒューズ｣、JEC 2330「電力ヒューズ」に適合し、下記による。
ア．定格電圧
7.2kV 3.6kV
イ．種別

限流型

ウ．絶縁階級
6号A 3号A
5.付属品
ア．主開閉装置引出台車
1式
イ．チャンネルベース
1式
ウ．基礎ボルト
1式
エ．吊りボルト
1式
オ．フック棒
1式
カ．ゴムマット（特記仕様書による。
）
キ．標準付属品（工具等）
1式

1式

ク．パワーヒューズ
取付数の 100%
ケ．ランプ
取付数の 100%（ただし、LED は 20%）
コ．ヒューズ
取付数の 100%
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サ．グローブ

取付数の 100%

4.2 コントロールセンタ（多段積閉鎖配電盤）
1.準拠規格
JEM 1195「コントロールセンタ」
2.一般事項
(1)交流 600V 以下の電路に接続する電動機や抵抗負荷等の開閉及び保護を目的とし、それらの主回路開閉
器及び監視、制御機器等が単位回路ごとにまとめた単位装置を、閉鎖した金属外箱に集合的に組込まれた
ものとする。
(2)単位装置は、使用用途により電動機用単位装置及び電源用単位装置とする。
3.形式
図面又は特記仕様書に明記ない場合は、屋内片面形又は両面形を使用するものとする。
4.構造
(1)外部接続について、原則として負荷接続及び制御接続の端子台を一括集合した端子室を設け、単位装置
との接続は盤内配線とし、外部の引込み、引出しは端子室で行う方式とする。ただし、制御接続をコネク
タ等で接続する場合は、この限りではない。
(2)単位回路（ユニット）の短絡保護は、原則として遮断器を設けるものとする。また、特記仕様書で指定
する場合は、ヒューズと遮断器の組合せか若しくはヒューズのみを設けることができる。
(3)単位回路区分ごとに装置を収納し、単位装置は互換性をもち、容易に引出しうる連結構造となっている
こと。
(4)単位回路の扉表面から、遮断器又は開閉器が操作でき、単位装置の扉は閉路状態では開けない機械的イ
ンターロックを設けること。
(5)扉表面から原則として継電器を復帰できる操作部を設けること。
(6)前後面単位装置に取付ける扉の支持金物は、内蝶番とし、扉部の支持は自重及び監視制御用品を含め、
かつ外部からの衝撃、開閉にも十分耐えるような強固な支持構造とする。
(7)材質
金属外箱は鋼板を使用し、主要構造材料は収納機器の重量、作動による衝撃等に十分耐える強度を有す
ること。なお、板厚は原則として下記による。
表－Ⅲ.4.1 鋼板の厚さ
構成部
側面板
底板
天井板
とびら
仕切板

鋼板の厚さ（mm）
2.3 以上
1.6 以上
1.6 以上
1.6 以上
1.6 以上

(8)母線
ア．母線及び接続導体は、原則として銅又はアルミを使用し、規定条件で定格電流及び定格短時間電流を
流しても十分な容量、強度を有すること。
イ．母線は主幹母線、分岐母線、接地母線とし、母線の絶縁保護を必要とする場合（特記仕様書等で指示
する。
）は、特定接続部分を除いて絶縁チューブを被覆させるか、透明な絶縁カバーを有効に用い保護す
ること。
(9)配線
コントロールセンタに使用する絶縁電線は原則として次による。
ア．主回路
3.5mm2 以上
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イ．制御回路

1.25mm2 以上

ウ．電子回路、通信用継電器回路のような場合又ははんだ付けあるいはラッピング等の特殊接続を必要と
する場合で電流容量、電圧降下等に支障がない場合は、上記によらないことができる。
(10)接地
ア．金属外箱は、接地母線と電気的に接続する。
イ．その他の非充電部分の金属部分は、機械的及び電気的に金属外箱と接続すること。
ウ．引出単位装置の外板は、接地母線に電気的に接続されており、本体搬出時に容易に取外しができる構
造とする。
エ．固定形機器の接地、固定される機器の外被は、接地母線に電気的に接続されていること。
オ．接地母線は、すずめっきを施したものとする。
(11)銘板
ア．単位装置ごとに扉前面には、段数番号、列番号、設備名称等を記入した記号銘板を取付けること。
イ．グループ単位ごとに盤用途名称板を取付け、名称の寸法、記入文字は JEM 1265「低圧金属閉鎖形ス
イッチギヤ及びコントロールギヤ」に準ずる。
(12)定格
図面及び特記仕様書による。
(13)主要機器
コントロールセンタの主要機器は下記による。
ア．MCCB（配線用遮断器）
（ア）適合規格
JIS C8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置－第 2-1 部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断
器）
」
JIS C8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置－第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触
器及びモータスタータ」
（イ）定格
電圧、電流、極数は図面及び特記仕様書による。
（ウ）投入操作
手動操作とし特記仕様書で指示する場合は電動操作
（エ）引外し方法

電気的引外し

（オ）付属接点
必要に応じ補助接点、信号接点を付属させる。
イ．電磁接触器
（ア）適合規格
JIS C8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置－第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触
器及びモータスタータ」
JEM 1038「交流電磁接触器」
（イ）定格
図面及び特記仕様書による。
（ウ）電圧

図面及び特記仕様書による。

（エ）定格容量
図面及び特記仕様書による。
（オ）開閉容量
AC 級
（カ）開閉頻度
1号
（キ）寿命
1種
ウ．保護継電器
（ア）適合規格
JIS C8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置－第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触
器及びモータスタータ」
（イ）種類
過電流（必要により欠相保護付）
エ．制御変圧器
単相 2 線 400、200/100V H 種 （3kVA 以下 A 種も可）
オ．その他
その他については、1.7.5（計器用変成器）
、1.7.6（電力用コンデンサ）
、1.7.9（付属器具）に準ずるも
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のとする。
(14)付属品
ア．基礎チャンネルベース
イ．基礎ボルト
1式
ウ．吊りボルト
1式
エ．標準付属品（工具等）
オ．踏み台
1式

1式

1式

カ．ランプ
取付数の 100%（ただし LED は 20%）
キ．ヒューズ
取付数の 100%
ク．グローブ

取付数の 10%

4.3 補助継電器盤
1.本盤は、自立閉鎖形で 4.2（コントロールセンタ（多段積閉鎖配電盤）
）の 4.(7)に示す厚さ以上の鋼板を
用いて製作すること。ただし、とびらは 2.3mm 以上とし、金属部分の接合は、十分な機械的強度を有す
るものとする。また、とびらはハンドルを備えてストッパー付とする。
2.収納機器は、保守点検が容易にできる配置であること。
3.盤の寸法は、承諾図書において決定するが、コントロールセンタと列盤のものはそれに合わせること。
4.各盤には、名称板、端子盤内照明及びその他必要なものを完備すること。
5.床板を原則として設け、必要な箇所は取外しできること。
6.その他必要事項は、1.7.8（継電器）の 2.及び 4.2（コントロールセンタ（多段積閉鎖配電盤）
）を準用す
るほか、図面及び特記仕様書による。
7.予備品として、補助継電器を取付け数の 5%（最低 1 個）付属する。
4.4 現場操作盤
1.形式
壁掛形、スタンド形又は自立形とし、図面又は特記仕様書にて指示する。
2.構造
(1)前面とびら又は背面とびら付きとし、外被は次表の鋼板を使用し堅固な構造とする。なお、自立盤につ
いては低圧盤に準ずる。ただし、ステンレスの場合は、内部パネルは鋼板 2.3mm 以上とする。それ以外
は板厚 2mm 以上のステンレス板とするほか図面又は特記仕様書による。
表－Ⅲ.4.2 鋼板の厚さ
鋼板の厚さ
屋外
屋内
側面板
2.3（2.0 以上）
2.3 以上
底板
1.6（1.5 以上）
1.6 以上
とびら
2.3（2.0 以上）
2.3 以上
屋根板
2.3（2.0 以上）
2.3 以上
内部パネル
2.3（2.0 以上）
支柱
3.2（3.0 以上）
3.2 以上
支柱基礎ベース
6.0（5.0 以上）
6.0 以上
注①（
） はステンレスとする。
構成部

（mm）
備考
必要に応じ補強

鋼管使用可
スタンド形のみ

(2)盤にはドアパッキンを設け、とびらにはストッパーを、扉取っ手にはキーを設けることを原則とし、蝶
番はうら蝶番を使用すること。ただし、ストッパーは屋外盤に限る。
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(3)支持用スタンドは、鋼管又は適当な鋼板製の支持物とし、上部のきょう体を支持するものに十分な強度
を有すること、又は外部配線が直接端子台にケーブルの重量がかからない構造とする。
(4)盤は、とびらの部分を除き折曲げ、又は溶接による密閉構造とすること。
(5)盤面に運転状況を表す集合表示灯を設けたものの内、一灯点灯方式のものは、ランプチェックスイッチ
回路を設けること。
(6)沈砂池、管廊等周囲環境の悪い場所に設置する場合は、防じん、防湿等考慮した構造とすること。
(7)屋外形は、防雨構造とし直射日光による内部温度及び湿度による不都合を生じない構造（通風孔等）と
すること。
(8)屋外形の扉の取っ手塗装は塩ビコーティング（5Y7/1）又はポリウレタンクリアラッカー仕上げ、又は
同等以上の仕上げか、ステンレス取っ手とする。ただし、ステンレン製の盤は、ステンレス取っ手を原則
とする。
(9)屋外、地下階、管廊等に設置するものは、盤内にヒータを設け盤毎にスイッチを取付けること。
3.制御方式
図面及び特記仕様書による。
4.付属品
(1)基礎ボルト
(2)ランプ

1式

取付数の 100%（ただし LED は 20%）

(3)ヒューズ

取付数の 100%

５ 計装設備
5.1 共通事項
水道施設の計装設備とは、取水、導水、浄水、送水及び配水などの各施設の状態を把握するために、流
量、水位、圧力、水質などを測定する装置又は機器をいう。
1.材質
接液部材質は､使用するプロセスの特性を踏まえた上で選定する｡特に薬液との接液部の材質は「Ⅱ機械
設備編 6（薬品注入設備）
」を参照し、耐食性について十分に考慮する。また、池内や槽内及び薬液注入設
備に設置するものは、腐食性ガスへの耐性を十分考慮する。
2.電源電圧
特記仕様書による（特記仕様書に定めがない場合は、AC100V 又は DC24V とする｡）
。
3.出力信号
アナログ出力信号は、DC4mA～20mA 又は DC1V～5V とする。パルス出力信号、状態出力信号及び警
報出力信号は、無電圧接点（半導体方式を含む｡）とする。
4.取付方法は、パネル、パイプ、ラック、フランジ又は鋼製架台に取付ける。
5.保護等級
流量計、レベル計、圧力計、水質計器などは、使用環境について十分に考慮し、機器が設置される環境
下で測定精度が低下することがなく、正常に動作するよう保護構造（保護等級）を維持する。また、
「Ⅰ共
通編 5.1.1（一般事項）3.(1)」に該当し、同項ア．からカ．の使用環境下に設置する場合には特に注意し、
回路の破壊、絶縁低下などによる故障を起こすことがなく、機器の信頼性を有すること。
6.その他
(1)伝送器類の配線方式は、パルス出力信号及び警報出力信号を除き原則として 2 線式とする。
(2)機器とケーブルの接続部は、湿気等が浸透しないように密閉する。
(3)設置環境は、周囲温度－10℃から＋40℃まで、周囲湿度 85%RH 以下とする。その他の環境に設置す
る場合は、特記仕様書による。
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(4)原則として現場指示計付とする。現場指示計の目盛単位は、測定単位の実目盛を基本とする。
(5)出力信号の振動を制動させる必要がある計測器は、ダンピング機能を有すものとする。
(6)雷サージ等の影響の可能性がある場合には、SPD（アレスタ）を設ける。
(7)計装設備の接液部は、鉛レスとする。また、配水系で使用される計器の接液部は、内分泌撹乱化学物質
の溶出が無い材質を使用する。
(8)原則として、復電後測定を再開する際には、初期設定した値が消えることがなく再設定する必要がない
機能を有する。
(9)原則として、変換器箱扉内等に管種、ライニング材質、管材厚、校正諸元・初期設定などを記録したシ
ートを納める。変換器箱に収納できない場合は、別途記録を提出する。
(10)測定単位（表示単位）は、表－Ⅲ.5.1 による。
表－Ⅲ.5.1 測定単位
項目

単位

流量
水位・液位
圧力

m3/h、L/min、
（m3/s）

水頭又は圧力ヘッド

m

アルカリ度
温度
色度
濁度
残留塩素
ｐＨ
電気伝導率

mg/L
℃
度
度
mg/L

備考
（ ）内の適用は特記仕様書による

m
MPa
ポンプの運用に関するもの及び配水本管テレメータ､
給水栓自動水質計器の水圧監視に適用する

｢上水試験方法（2011 年版）
」
（日本水道協会）による
無単位

μS/cm

(11)配管材料及び塗装は「Ⅰ共通編」及び「Ⅱ機械設備編」を参照する。詳細は特記仕様書による。
(12)適用する主な規格等は、次による。
JIS C1805-1「プロセス計測制御機器－性能評価の一般的方法及び手順－第 1 部：一般的考察」
JIS C1805-2「プロセス計測制御機器－性能評価の一般的方法及び手順－第 2 部：基準状態における試
験」
JIS C1805-3「プロセス計測制御機器－性能評価の一般的方法及び手順－第 3 部：影響量の効果に関す
る試験」
JIS C1805-4「プロセス計測制御機器－性能評価の一般的方法及び手順－第 4 部：評価報告書の内容」
JIS B0155「工業プロセス計測制御用語及び定義」
JIS C1002「電子測定器用語」
JIS Z8103「計測用語」
JIS Z8115「信頼性用語」
JIS Z8116「自動制御用語－一般」
JIS C0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）
」
JIS K0101「工業用水試験方法」
JIS K0211「分析化学用語（基礎部門）
」
JIS K0213「分析化学用語（電気化学部門）
」
JIS K0215「分析化学用語（分析機器部門）
」
上水試験方法・解説 2011 年版（日本水道協会）
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5.2 流量計
5.2.1 電磁式流量計
電磁式流量計とは、磁界内を液体が移動するとその速度に応じた起電力が発生することにより、流量を
検出する方式で、検出器、変換器、接液リングなどの付属品で構成される流量計である。
1.一般仕様
(1)測定流体
原水、浄水過程における水、浄水、薬液などとする。
(2)機器構成
(3)付属品

分離形又は一体形

専用ケーブル（分離形の場合）
、検出器据付用脚、接液リング、ボルト･ナット、ガスケットなどの製造
者が標準とする付属品
(4)配管接続
フランジ接続方式、ウエハ接続方式など
(5)形状及び寸法
製造者の標準とする。ただし、設計図書で指定する場所に設置する場合は、前後の配管と同じ材質の短
管、伸縮管などを必要に応じて用意する。
(6)総合精度（検出器･変換器組合せによる。
）
ア．口径 500mm 未満
（ア）流速 0.3～1m/s 未満
±1.5%（FS）
（イ）流速 1m/s 以上
±0.5%（FS）
イ．口径 500mm 以上
（ア）流速 0.3～1m/s 未満

±1.5%（FS）

（イ）流速 1m/s 以上
±1.0%（FS）
2.検出器
(1)測定流速範囲
設計図書による。
(2)流体温度範囲
ア．原水、浄水過程における水、浄水など
0℃～＋40℃
イ．薬液等
特記仕様書による。
(3)材質
ア．電極
（ア）原水、浄水過程における水、浄水など
SUS316L 又は同等品
（イ）薬液等
「Ⅱ機械設備編」を参照する。詳細は特記仕様書による。
イ．接液リング
（ア）原水、浄水過程における水、浄水など

SUS316L 又は同等品

（イ）薬液等
「Ⅱ機械設備編」を参照する。詳細は特記仕様書による。
ウ．ライニング
（ア）原水
軟質天然ゴム・PFA
（イ）浄水過程における水、浄水など
ポリウレタンゴム又はクロロプレンゴム
（ウ）薬液等
「Ⅱ機械設備編」を参照する。詳細は特記仕様書による。
(4)保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
(5)その他
ア．配管材料及び塗装は「Ⅰ共通編」又は「Ⅱ機械設備編」を参照する。詳細は特記仕様書による。
イ．配水本管用に設置する場合のフランジ規格は「土木一般仕様書」
（阪神水道企業団）を適用する。
ウ．必要に応じて大口径流量計は、維持管理用のはしご等を設置する。
エ．設置場所を考慮した十分な強度を持った支持金具を設ける。
オ．フランジ接合部分には、検出器と測定流体とを同電位にし、ライニング保護を兼ねた接液リングを取
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付ける。
3.変換器
(1)出力仕様は、アナログ出力、積算パルス信号、接点出力とする。
(2)測定レンジ切替は自動とする。なお、保守点検の際には、手動による切替も可能である。
(3)流水方向測定は、自動可逆（必要に応じ、逆流で閉の接点信号を有する｡）とする。
(4)保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
5.2.2 超音波式流量計
超音波式流量計とは、管路の外周部に送・受信部を設け、送信側から流体の流れに超音波を放射し、受
信部までの到達時間が流速に比例することを利用して、流量測定を行う方式で、検出器、変換器、専用ケ
ーブルなどの付属品で構成される流量計である。
1.一般仕様
(1)測定流体
ア．種類

原水、浄水過程における水、浄水など

イ．流体温度
(2)測定管材質
(3)測定範囲

0～40℃
鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、PVC、SUS
特記仕様書による。

(4)検出器から変換器間までの距離
300m 以内
(5)その他
ア．付属品は、検出器取付ワイヤーなど製造者の標準とする。
イ．検出器から変換器までの専用ケーブルなどの配線に必要な結合箱は、設計図書による。
(6)総合精度（検出器・変換器組合せ）
ア．口径 1,000mm 未満
流速 1m/s 以上
±1.5%（FS）
イ．口径 1,000mm 以上
流速 1m/s 以上
±1.0%（FS）
2.検出器
(1)材質は、製造者の標準とする。
(2)付属品は、製造者の標準とする。
(3)保護等級は、5.1（共通事項）の 5.を参照する。
(4)ワイヤーロープ、締付金具等の材質は、SUS304 又は同等品とする。
3.変換器
(1)保護等級は、5.1（共通事項）の 5.を参照する。
(2)出力仕様は、アナログ出力、積算パルス出力、接点出力とする。
(3)測定レンジ切替は自動とする。なお、保守点検の際には、手動による切替も可能とする。
(4)流水方向測定は、自動可逆（必要に応じ、逆流で閉の接点信号を有する。
）とする。
5.2.3 差圧式流量計
差圧式流量計は、流量の 2 乗に比例した差圧を発生させる絞り機構と、この差圧を電気信号に変換する
差圧伝送部から構成される。差圧式流量計の仕様は、次のとおりとする。
1.一般仕様
(1)測定流体
浄水過程における水、浄水などとする。
(2)測定範囲
2.絞り機構
(1)絞り形式

特記仕様書による。
ベンチュリー・エッジ又は四分円の同心オリフィスは、特記仕様書による。
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(2)取出し方式

ペナータップ、コーナータップ、1D-2/1D フランジタップとする。

(3)材質
ア．プレート
SUS304、SUS316
イ．フランジ及び管材
SS400、SUS304、SUS316
(4)取付方式
フランジ取付
(5)その他
ドレンホール、ガスホール（25.40A 以上の絞り径）を付加する。
3.バルブマニホールド
(1)材質
SUS304、SUS316
(2)取付方式
パイプ支持取付又は差圧伝送器直接取付
(3)付属品
ストップ弁及びドレン弁
4.差圧伝送器
(1)形式
(2)材質

静電容量式又は半導体式とする。

ア．ダイヤフラム

SUS316、SUS316L

イ．接液部
SUS316
(3)精度
±0.5%（FS）以内
(4)取付方式
(5)その他

支持パイプ取付及び壁取付
オプション（出力電流計、ダイヤフラムシール、サスプレッション）は特記仕様書による。

5.2.4 パーシャルフリューム流量計
1.材質
FRP 又は SUS304、SUS316 等、特記仕様書で指定する。
2.その他
設置条件、測定対象条件（流量、温度、流体名）
、オプション（スケール・レベル測定用ウェル）
、レベ
ル測定方式は特記仕様書で指定する。
3.精度
±5%（総合）
5.2.5 パーマポーラスフリューム流量計
1.材質
SUS304 等
2.その他
設置条件、測定対象条件（流量、温度、流体名）
、レベル測定方式は特記仕様書で指定する。
3.精度
±5%
5.2.6 せき式流量計
1.準拠規格
JIS B7554「電磁流量計」
2.形式
60°三角せき、90゜三角せき、四角せき、全幅せきは特記仕様書で指定する。
3.材質
SUS316
4.その他
設置条件、測定対象条件（流量、温度、流体名）
、レベル測定方式は特記仕様書で指定する。
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5.精度
±5%（総合）
5.2.7 容積式流量計
1.形式
オーバル式、ルーツ式、ロータリピストン式
2.材質
BC、FC、SUS304 等特記仕様書で指定する。
3.精度
±1.0%
4.取付方式
フランジ取付（JIS 10K）
5.付属品
専用変換器（ただし、必要な場合）
6.その他
測定対象条件（流量、温度、流体名）は、特記仕様書で指定する。
5.2.8 開渠式（開水路用）流量計
開渠式（開水路用）流量計とは、流量計、レベル計で計測した信号を、演算器を用い演算することによ
り、開渠や暗渠の自由水面を持つ流路、即ち開水路の流量測定を行う方式で、検出器、変換器、専用ケー
ブルなどの付属品で構成される流量計である。
1.一般仕様
(1) 5.2.1 電磁式流量計、5.2.2 超音波式流量計、5.4.2 超音波式レベル計、5.4.3 投込式レベル計を参照する。
(2)その他
詳細は特記仕様書による。
5.3 伝送器
5.3.1 圧力、差圧伝送器
圧力伝送器とは、液体、気体などの圧力測定に使用され、圧力値を DC4～20mA 等の出力信号に変換す
る機能をもつ計測用機器である。
1.検出方式は、静電容量式又は半導体式とする。
2.接液部材質
(1)一般用

SUS316 又は同等品

(2)薬液用
「Ⅱ機械設備編」を参照する。詳細は特記仕様書による。
3.測定精度は、±0.5%（FS）以内とする。
4.保護等級は、5.1（共通事項）の 5.を参照する。
5.付属品等
(1)現場指示計（%目盛又は実測目盛）
(2)高低圧均圧弁は、設計図書による。
6.流量測定用として差圧伝送器を使用する場合には、開平演算器に低入力をカットする機能を設ける。ま
た、低入力をカットする比率は可変できるものとする。
5.4 レベル計
5.4.1 フロート式レベル計
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フロート式レベル計とは、JIS B7560「液位測定用自動レベル計」のフロートスプリングバランス式レ
ベル計をいう。フロート式レベル計は、JIS B7560 によるほか次による。
1.機器構成
レベル計本体、測定ワイヤー、フロート（浮子）
、ウエイト、取付器具、防波管（設計図書による｡）な
ど。
2.材質
(1)フロート

SUS316 又は同等品

(2)ワイヤー
(3)ウエイト

SUS304 又は同等品
SUS304 又は同等品

3.測定精度
±1.0%（FS）以内
4.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
5.4.2 超音波式レベル計
超音波式レベル計とは、JIS B0155「工業プロセス計測制御用語及び定義」による。主に液体のレベル
（液位）測定に使用され、レベルを出力信号に変換する機能をもつ計測用機器である。
1.機器構成
送受波器（センサ）
、変換器、取付器具、専用ケーブル（センサと変換器間）など
2.測定精度
±1.0%（FS）以内（静水面）
3.保護等級
センサ及び変換器の保護等級は、5.1（共通事項）の 5.を参照する。
5.4.3 投込式レベル計
投込式レベル計とは、チェーン又はロープによって検出器を液中に吊下げ、測定液の底部又は基準とす
る位置の液内に直接設置し、液圧を検出することにより液位を測定して出力信号に変換する機能をもつ計
測用機器である。
1.機器構成
検出器、電源・変換器、中継箱、重錘、ケーブル、検出器取付金具など
2.測定精度
±0.5%（FS）以内
3.付属品は、製造者の標準とする。その他の防波管、設置用ポールなどは、設計図書による。
4.中継箱の保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
5.4.4 気泡式レベル計
気泡式レベル計とは、液中に挿入した気泡管の先端から常に一定流量の空気等の気体を放出することに
より、気泡管先端にかかる圧力に相当する気体の背圧を測定してレベルを出力信号に変換する機能をもつ
計測用機器である。
1.機器構成
伝送器、エアーパージセット、気泡管など
2.エアーパージセット
減圧弁、ストレーナ、切替弁（ブロー付）
、流量計、圧力計、取付架台など
3.材質
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(1)フランジ
(2)気泡管

SUS316 又は同等品
SUS316 又は同等品

4.測定精度
±1.0%（FS）以内
5.測定液比重範囲
1.0～2.0 程度
6.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
5.4.5 差圧式レベル計
差圧式レベル計とは、水中任意の点における静水圧がその点から水面までの距離、密度及び重力加速度
の積に比例することを利用して水面までのレベルを出力信号に変換する機能を持つ計測用機器である。
1.材質
(1)接液部

SUS316

(2)ダイヤフラム、ダイヤフラムシール
2.測定精度

SUS316L

±0.2%（FS）以内
3.取付方式
フランジ取付
4.その他
測定範囲、測定対象条件（温度、液体名）
、テフロン膜突き出し形などは、特記仕様書による。
5.4.6 静電容量式レベル計
静電容量式レベル計とは、槽内の液体、粉体のレベル変化が槽内に設けられた電極と槽間の静電容量の
変化と比例することを利用して、レベルを出力信号に変換する機能を持つ計測用機器である。
1.材質
SUS304、SUS316 又は SUS304＋テフロン･ポリエチレン被覆
2.取付方式
フランジ取付
JIS 10K 25A 50A JIS 5K 25A 50A
ただし、オイルシールの場合 200A
3.付属品
変換器
4.その他
範囲、測定対象条件（温度、液体名）
、オイルシールは特記仕様書で指定する。
5.4.7 電極式レベルスイッチ
1.出力
1C 接点/本
2.材質
SUS316、チタン、ハステロイＣ等特記仕様書で指定する。
3.付属品
専用リレーBOX
4.その他
動作点、測定対象条件（温度、液体名）は、特記仕様書で指定する。
電極径
浄水、処理水用 φ5mm
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汚水、汚泥用は、し渣及びスカム等が付着しないような考慮をしたものとする。
5.4.8 ピストン式レベルスイッチ
1.出力信号
接点出力
2.材質
感知板
SUS304、SUS316
3.取付方式
フランジ取付
4.その他
測定対象条件（粉体名、温度）は特記仕様書で指定する。
5.4.9 羽車式レベルスイッチ
1.出力信号
接点出力
2.材質
感知板

SUS304、SUS316

3.取付方式
フランジ取付
4.その他
測定対象条件（粉体名）は特記仕様書で指定する。
5.4.10 音叉式レベルスイッチ
1.出力信号
接点出力
2.材質
音叉式
SUS304、SUS316
3.取付方式
フランジ取付又はネジ込み取付
4.その他
測定対象条件（粉体名）は特記仕様書で指定する。
5.4.11 光電式界面スイッチ（汚泥界面検出用）
1.出力信号
接点出力
2.材質
(1)支持管
PVC
(2)検出部
アクリル樹脂、ガラス
3.付属品
アンプユニット
4.その他
設置条件（設置場所、レベル）は特記仕様書で指定する。
5.4.12 超音波減衰式界面スイッチ（汚泥界面検出用）
1.出力信号
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接点出力
2.材質
センサ部
3.付属品

SUS316

アンプユニット
4.その他
設置条件（設置場所、レベル）は特記仕様書で指定する。
5.5 圧力測定
5.5.1 圧力伝送器
5.3.1（圧力、差圧伝送器）を参照する。
5.6 温度測定
5.6.1 測温抵抗体
1.抵抗値
100Ω（at 0℃）
2.材質
(1)抵抗素子
白金（Pt）
(2)保護管

SUS304、SUS316

3.構造
防塵、防湿、防水は特記仕様書で指定する。
4.取付方式
フランジ取付又はネジ取付
5.その他
測定対象条件（液体名、測定温度範囲）保護管寸法は、特記仕様書で指定する。
6.温度変換器
(1)入力信号
測温抵抗体入力
(2)精度
±0.5%
(3)取付方式
図面及び特記仕様書による。
(4)その他
温度範囲は、特記仕様書で指定する。
5.7 開度測定
5.7.1R/I 変換器
1.入力
抵抗入力
2.精度
±0.5%
3.取付方式
図面及び特記仕様書による。
4.その他
入力信号値、センサ抵抗の容量は、特記仕様書で指定する。
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5.8 水質計器
5.8.1 アルカリ度計
1.測定方式
中和滴定法
2.測定試料
原水、浄水過程における水、浄水など
3.測定範囲
0～100mg/L 以内
4.測定精度
(1)繰返し性誤差
(2)直線性誤差
5.出力信号

±2.0%（FS）以内
±5.0%（FS）以内

DC4～20mA
6.接点入出力
7.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
8.機能
自動洗浄機能、一定周期連続測定機能など
9.付属品
(1)現場指示計
(2)機器接続配管類（製造者の標準）
(3)架台
(4)製造者が標準とする付属品
(5)砂ろ過装置（原水用の場合）
ア．ろ過能力
製造者の標準
イ．自動洗浄機能付
10.試薬タンク
(1)材質
ポリエチレン
(2)容量
100L 程度
(3)付属品

手動撹拌機、レベルゲージ

5.8.2 濁度計
1.測定方式
散乱光測定方式、表面散乱光測定方式、透過光測定方式、積分球式測定方式、積分球式透過光・散乱光
比較測定方式、透過光・散乱光比較測定方式、レーザー方式
2.測定試料
原水、浄水過程における水、浄水など
3.測定範囲
(1)原水用
0～2,000 度程度
単レンジ又は 2 レンジ自動切替
(2)浄水用
ア．0～3 度程度
イ．0～0.2 度、0～2 度程度（低濁度計レンジ切替の場合）
ウ．0.0000～2.0000 度程度（レーザー方式による場合）
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4.測定精度
(1)低濁度計の場合（0～1 度程度）
ア．繰返し性誤差
±3.0%（FS）以内
イ．直線性誤差
±3.0%（FS）以内
(2)低濁度計の場合以外
ア．繰返し性誤差
±2.0%（FS）以内
イ．直線性誤差
±3.0%（FS）以内（1,000 度以下）
±5.0%（FS）以内（1,000 度を超え 2,000 度まで）
5.校正用標準粒子
給水栓水質測定に用いる濁度計校正用標準粒子は、ポリスチレン系とする。
6.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
7.付属品（共通）
(1)現場指示計
(2)機器接続配管類
(3)製造者が標準とする付属品
8.付属品（原水用）
自動洗浄装置
5.8.3 精密濁度計（微粒子カウンタ）
1.測定方式
前方散乱光微粒子カウント方式、側方散乱光微粒子カウント方式、干渉縞微粒子カウント方式
2.測定試料
特記仕様書による。
3.測定範囲
(1)濁度の場合
0.0000～2.0000 度
(2)微粒子個数濃度
0～105 個/ml 程度（粒径により異なる｡）
4.測定精度
(1)濁度の場合
ア．繰返し性誤差
±5.0%（FS）以内
イ．直線性誤差
±5.0%（FS）以内
(2)微粒子個数濃度の場合
ア．繰返し性誤差

±5.0%（FS）以内

イ．直線性誤差
±5.0%（FS）以内
5.出力信号
特記仕様書による（特記仕様書に定めがない場合は DC4～20mA とする｡）
。
6.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
7.付属品
(1)現場指示計
(2)機器接続配管類
(3)製造者が標準とする付属品
5.8.4 残留塩素計
1.測定方式
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ポーラログラフ法（JIS K0111「ポーラログラフ分析のための通則」
）
、DPD 指示薬と緩衝液による DPD
比色法
2.測定試料
(1)有試薬
(2)無試薬
(3)DPD
3.測定精度

原水、浄水過程における水、浄水など
浄水
浄水

(1)繰返し性誤差
ア．有試薬
±2.0%（FS）以内
イ．無試薬
ウ．DPD

±2.0%（FS）以内
±5.0％（FS）以内

(2)直線性誤差
ア．有試薬
±3.0%（FS）以内
イ．無試薬

±5.0%（FS）以内

(3)ドリフト
ア．有試薬

ゼロ点誤差 ±1%/月以内
スパン誤差 ±5%/月以内

イ．無試薬

ゼロ点誤差 ±1%/月以内
スパン誤差 ±10%/月以内

4.出力信号
特記仕様書による（特記仕様書に定めがない場合は DC4～20mA とする｡）
。
5.接点入出力
6.測定範囲
(1)有試薬
0～10mg/L（単レンジ）
(2)無試薬

0～3mg/L

(3)DPD
0～5mg/L
7.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
8.付属品
(1)現場指示計（有試薬の場合）
(2)機器接続配管類（製造者の標準）
(3)自動洗浄装置
(4)砂ろ過装置（特記仕様書による）
ア．ろ過能力
製造者の標準
イ．自動洗浄機能付
(5)製造者が標準とする付属品
9.試薬タンク
(1)材質
ポリエチレン
(2)容量
100L 程度
(3)付属品
手動撹拌機、レベルゲージ、架台
5.8.5ｐＨ計
1.測定方式
ガラス電極法
2.測定試料
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原水、浄水過程における水、浄水など
3.測定精度
(1)直線性誤差
±0.5（pH）以内
(2)繰返し性誤差
±0.2（pH）以内
4.出力信号
特記仕様書による（特記仕様書に定めがない場合は DC4～20mA とする｡）
。
5.接点出力
6.測定範囲
pH1～pH10
7.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
8.付属品（共通）
(1)現場指示計
(2)機器接続配管類
(3)製造者が標準とする付属品
9.付属品（原水用）
自動洗浄装置
5.8.6 電気伝導率計
1.測定方式
交流電極法（2 電極又は 4 電極）
、電磁誘導方式
2.測定試料
原水、浄水過程における水、浄水など
3.測定精度
(1)直線性誤差

±2%（FS）以内

(2)繰返し性誤差
±2%（FS）以内
4.測定範囲
0～500μS/cm
5.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
6.付属品
(1)現場指示計
(2)機器接続配管類
(3)製造者が標準とする付属品
5.8.7 色度計
1.測定方式
透過光測定法、吸光光度法
水道法（上水試験法）準拠
2.測定試料
浄水過程における水、浄水など
3.測定範囲
浄水用 0～10 度
4.測定精度
繰返し性誤差
±5.0%（FS）以内
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5.出力信号
特記仕様書による（特記仕様書に定めがない場合は DC4～20mA とする。
）
。
6.接点出力
7.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
8.付属品
(1)現場指示計
(2)機器接続配管類（製造者の標準）
(3)自動洗浄装置
(4)製造者が標準とする付属品
5.8.8 水温計
1.測定方式
測温抵抗体方式
抵抗素子性能：JIS C1604「測温抵抗体」準拠
公称抵抗：100Ω
2.測定対象
原水、浄水過程における水、浄水など
3.測定精度
誤差
±0.5%（FS）以内
4.測定範囲
0～100℃（JIS 低温用）
5.保護等級
5.1（共通事項）の 5.を参照する。
6.付属品
保護管
5.9 汚泥濃度計
5.9.1 超音波式汚泥濃度計
超音波式汚泥濃度計とは、汚泥管路に対向して送受信子を配置し、送信子から受信子に向けて超音波を
発射すると溶液中の汚泥によって超音波が散乱され受信信号が濃度に応じて減衰することを利用している。
1.測定範囲
特記仕様書による。
2.再現性
±4.0%（FS）以内
3.材質
(1)超音波振動子
SUS304、SUS316
(2)管本体
FC200 又は SUS316
4.取付方式
フランジ取付
5.その他
測定対象、口径、消泡装置付の要否は特記仕様書による。
5.9.2 マイクロ波式汚泥濃度計
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マイクロ波式汚泥濃度計とは、汚泥中のマイクロ波の伝搬速度が汚泥濃度の違いにより異なり、それに
ともなって受信波の位相が変化することを利用している。
1.測定範囲
特記仕様書による。
2.再現性
±2%（FS）
3.構成
検出器、変換器、標準付属品
4.材質
管本体
SCS14S（SUS316 相当）
5.取付方式
フランジ取付
6.その他
測定対象、口径は特記仕様書による。
5.9.3 光式汚泥濃度計
光式汚泥濃度計とは、測定液中に照射した光が液中の懸濁物質により散乱・吸収されて強度が変化する
ことを利用している。
1.測定範囲
特記仕様書による。
2.再現性
4.0%（FS）
3.材質
(1)検出部本体
(2)管本体

SUS304、SUS316

FC20、SUS304

4.取付方式
フランジ取付
5.その他
測定対象、口径は特記仕様書による。
5.10 溶存酸素計（DO）
1.形式
ガルバニックセル方式（校正セット付）
2.測定範囲
図面及び特記仕様書による。
3.再現性
5.0％以内
4.付属品
アンプユニット
5.その他
設置条件は、特記仕様書で指定する。
5.11 混合浮遊物質濃度計（MLSS）
1.形式
光電反射式・超音波減衰式又は光透過式
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2.測定範囲
3,000 又は 5,000mg/㍑
3.再現性
6.0%以内
4.付属品
アンプユニット
5.その他
設置条件は、特記仕様書で指定する。
5.12UV 計
1.形式
紫外吸光光度方式
2.測定範囲
0～1.0
3.再現性
2.0%以内
4.付属品
アンプユニット
5.その他
設置条件は、特記仕様書による。
5.13 その他事項
1.検出部は長時間の安定性と耐用性にあるものとし、日常の保守点検に手数のかかるものであってはなら
ない。このため接液部及び摩擦部材質には特に留意し、汚れやすい光透過ガラス面、電極等は超音波洗浄
装置等の取付けを原則とする。
2.被測定液中の気泡、けん濁物質が測定値や検出部の安定性に影響を与えるおそれのあるものは脱泡槽、
ろ過器等を取付ける。また、これら自体の洗浄、排水が容易に行えるものとする。
3.各検出部は長時間使用しなくても、その機能を維持できるものとする。また、その対策を容易に行える
ものとする。
4.検出部の各部品は取扱中に破損しない堅固なものとする。
5.原則として変換器類は検出部門に収容し、出力信号は直接検出部より DC4～20mA で取出せるものとす
る。
6.標準液により校正作業等は容易に行えるものとする。
5.14 表示計器
1.指示計
(1)形式
可動コイル式又は自動平衡式・電子式
(2)形状
縦形、横形、広角度形、リボン形、バーグラフ形
(3)精度
±1.5%
(4)取付方式
パネル取付
2.指示警報計
(1)形式
可動コイル式又は自動平衡式・電子式
(2)形状
縦形、横形、リボン形
(3)精度
±1.5%
(4)警報機能
上下限
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3.記録計
(1)大型記録計
ア．型式
イ．精度

自動平衡式
±0.5%

ウ．入力信号
DC1～5V、DC4～20mA
エ．記録方式
ペン式又は打点式
オ．チャート速度
25、50、100mm/h、mm/min
カ．チャート幅
全幅 200mm 記録幅 180mm
キ．チャート
帯状折りたたみ式
2.5 秒以下
4.2 秒

ク．応答時間
ケ．打点間隔

コ．取付方式
パネル取付
サ．その他
警報機構及び調節機能の必要なもの及び入力点数は特記仕様書による。
(2)小型記録計
ア．型式
イ．精度

自動平衡式
±0.5%

ウ．入力信号

DC 1～5V、DC 4～20mA

エ．記録方式
ペン式又は打点式
オ．チャート速度
20、40、80mm/h、mm/min
カ．チャート幅
全幅 100mm（ペン式）
キ．チャート

帯状折りたたみ式

ク．応答時間
ケ．打点間隔
コ．取付方式

2.5 秒以下（60Hz）
4.2 秒
パネル取付

サ．その他

警報機構及び調節機能の必要なもの及び入力点数は特記仕様書による。

4.積算計
(1)形式
比例積算、開平積算
(2)精度
ア．±0.5%（比例入力 10%～100%、開平入力 20～100%）
イ．±1.5%（比例入力 1%～10%、開平入力 10～20%）
(3)積算表示
(4)取付方式
(5)その他

6 桁現字式、手動リセット付
パネル取付
パルス出力機能及び表示係数値は、特記仕様書で指定する。

5.15 調節計器及び演算計器
1.指示調節計
(1)精度
ア．指示精度
±1.0%
イ．設定精度
±1.0%
(2)設定方式
手動、自動（アナログ又はデジタル信号）
(3)調節操作
P、PI 又は PID（積分コンデンサ過充電防止装置付）
(4)取付方式
パネル取付
(5)その他
記入目盛、オプション（出力アイソレート偏差警報）は、特記仕様書で指定する。
2.比率設定器
(1)演算精度
±1.0%
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(2)取付方式
(3)その他

パネル取付
記入目盛、オプション（バイアス設定、A/M 切替）は、特記仕様書で指定する。

3.警報設定器
(1)警報機能

上下限

(2)精度
±3.0%
(3)取付方式
ラック取付又は壁取付（パネル）
4.加減算器、乗除算器
(1)精度
±1.0%（比率 1 の場合）
(2)取付方式
ラック取付又は壁取付（パネル）
(3)その他
入力点数、演算式は、特記仕様書で指定する。
5.信号選択器
(1)精度
±0.5%
(2)選択方式
最小値又は最大値
(3)取付方式

ラック取付又は壁取付（パネル）

(4)その他
入力点数 2 点以上とする。
6.手動操作器
(1)精度

±1.0%

(2)取付方式
パネル取付
(3)機能
自動、手動切替機構付
7.プログラム設定器
(1)精度

指示精度設定 ±1.0%

(2)取付方式
パネル取付
(3)その他
プログラム、タイムチャート、記入目盛は、特記仕様書で指定する。
8.電圧発生器
(1)入力信号

DC 又は AC

(2)精度
±0.5%
(3)取付方式
ラック取付又は壁取付（パネル）
(4)その他
入力信号、許容入力抵抗値は、特記仕様書で指示する。
9.ワンループデジタルコントローラ
(1)使用条件
使用温度 0℃～40℃ 湿度 20%～90%RH
(2)電源方式
(3)記憶素子
(4)出力

DC 24V±10% AC 100V±10%
IC メモリー（停電保護付）

50/60Hz

アナログ形又はパルス形

(5)制御機能
ア．PID 調節
カスケード比率演算
イ．開平演算
リミッター
ウ．警報機能を有する。
(6)プログラム選択
側面スイッチ又は外部プログラミング装置
(7)精度
ア．指示精度
±1.0%
イ．設定精度
±1.0%
(8)表示部
ア．設定量（SV）
イ．測定量（PV）
ウ．操作量（MV）

セグメントバーグラフ又は指針形
セグメントバーグラフ又は指針形
セグメントバーグラフ又は指針形
Ⅲ－58

(9)モード切替
ア．ローカル／リモート切替付
イ．自動、手動切替機構付
(10)特殊機能
特記仕様書による。
(11)その他
(12)付属品

自己診断機能を有するものとする。
標準付属品、並びに特記仕様書による。

5.16 操作部
1.電々ポジショナ
(1)設定信号
(2)取付方式

DC4～20mA、DC1～5V 又はスライド抵抗
ラック取付又は壁取付（パネル）

(3)その他
スライド抵抗値（帰還信号が抵抗値の場合）は、特記仕様書で指示する。
2.電空ポジショナ
(1)精度

±1.0%

(2)給気圧
0.14MPa 又は 0.24MPa
(3)取付方式
バルブヨーク取付
(4)付属品

エアーセット

(5)その他
ストローク調節範囲は、特記仕様書で指示する。
3.電空変換器
(1)精度
±1.0%
(2)給気圧

0.14MPa 又は 0.24MPa

(3)取付方式
壁取付又はパイプ取付
(4)付属品
エアーセット
5.17 補助機器
1.アレスタ
(1)形式
電源用、信号用
2.DC 電源装置
(1)出力電圧
DC24V±10%
(2)電源
AC100V
(3)特性
垂下特性
(4)電流容量
必要消費電流の 120%以上とする。
(5)取付方式

ラック取付又は壁取付（パネル）

(6)その他
オプション（低電圧警報及びバッテリバックアップ）は特記仕様書で指示する。
3.ディストリビュータ
(1)入力信号
DC4～20mA
(2)出力信号
DC1～5V、DC4～20mA
(3)精度
±0.1%
(4)取付方式
ラック取付又は壁取付（パネル）
4.リミッタ
(1)精度
±2.0%
(2)機能
上下限独立に設定可能とする
(3)制限範囲
0～100%
(4)取付方式
ラック取付又は壁取付（パネル）
5.アイソレータ
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(1)精度

±0.25%

(2)取付方式

ラック取付又は壁取付（パネル）

6.ブースタ
(1)精度
±0.25%
(2)許容負荷抵抗
750Ω
(3)取付方式
ラック取付又は壁取付（パネル）
7.安全保持器（セーフティバリヤ）
(1)防爆規格
(2)防爆定格

i3nG5（本質安全防爆）
AC 又は DC250V

8.トランスデューサ
(1)入力信号
交流電圧、電流電力、位相角、周波数
(2)出力信号
DC1～5V、DC4～20mA、DC0～1mA
(3)精度
±1.0%
(4)取付方式

ラック取付又は壁取付（パネル）

5.18 計装空気源設備
1.対象装置
本設備の対象装置は、計装設備並びに空気作動式操作器の駆動源として用いるものである。
2.必要空気量
必要空気量は、浄水場が最終規模になった場合を想定し、その 120%以上の容量を満足するものとする。
3.吐出圧力
空気源設備の出口で 0.5MPa 以上 0.7MPa 以下の圧力範囲内とする。
4.機器構成
空気源設備の機器構成は、下記によるが、記載していないものでも、機能上必要なものは、空気源設備
に含めるものとする。
(1)空気圧縮機（オイルフリー形、アンローダ式又は圧力開閉式・電動機付）
2台
(2)アフタークーラ兼ドレンセパレータ
1式
(3)空気槽
1基
ア．容量：圧縮機が停止した状態で、100%負荷を 10 分間、圧力 0.2MPa 以上で供給可能な容量とする。
イ．付属品：下限接点出力付圧力指示計、安全弁、ドレン弁
(4)騒音は 75dB 以下とし、必要に応じてサイレンサ又は防音カバーを設けるものとする。
(5)付属品
1式

６ 情報処理設備
6.1 一般事項
1.概要
(1)本設備は浄水場・ポンプ場に設置して各系統の流量、圧力、液位、水質、薬品注入量、電力関係諸量の
計測信号及び機器の状態信号を受け、計測値、印字記録、故障表示記録、液晶表示及び特定機器の運転制
御を行うものである。なお、取水、導、送、配水に属する計測データを遠方監視装置を介してデータ処理
を行う場合及び技術計算用として用いる場合は特記仕様書による。
(2)浄水場・ポンプ場は極めて高い公共性を有しているため、本設備は長時間の連続運転に耐え、信頼性の
高いものでなければならない。また、水処理プラントの拡張、システム変更等に対して柔軟に対応できる
ものとする。
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6.2 中央処理装置
1.回路素子
全て固定素子とする。
2.記憶容量
図面及び特記仕様書による。
3.演算方式
図面及び特記仕様書による。
4.演算時間
図面及び特記仕様書による。
5.語長
図面及び特記仕様書による。
6.命令数
図面及び特記仕様書による。
7.その他
図面及び特記仕様書による。
6.3 補助記憶装置
1.磁気ディスク
(1)記憶容量
図面及び特記仕様書による。
(2)平均アクセスタイム

40msec 程度

2.光ディスク装置
(1)記憶容量
図面及び特記仕様書による。
(2)平均アクセスタイム
図面及び特記仕様書による。
6.4 入出力装置
1.システムコントロール
(1)液晶コンソール
ア．表示部
図面及び特記仕様書による。
イ．表示文字数、種類
図面及び特記仕様書による。
(2)コンソールタイプライタ
印字速度
140 字程度
その他図面及び特記仕様書による。
2.シリアルプリンタ
(1)シリアルプリンタ
印字速度
140 字程度
その他図面及び特記仕様書による。
(2)漢字シリアルプリンタ
印字速度
ANK 150 字/秒程度
漢字 60 字/秒程度
その他図面及び特記仕様書による。
3.ラインプリンタ
(1)ラインプリンタ
印字速度
200～800 行/秒程度
その他図面及び特記仕様書による。
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(2)漢字ラインプリンタ
100 行/分程度

印字速度

その他図面及び特記仕様書による。
4.カード読取装置
読取速度
400～800 枚/分程度
その他図面及び特記仕様書による。
5.カラーディスプレイ装置
(1)表示部
(2)表示色

図面及び特記仕様書による。
特記仕様書による。

(3)表示文字数、種類
特記仕様書による。
(4)オプション機能
特記仕様書による。
6.カラーハードコピー装置
図面及び特記仕様書による。
7.XY プロッタ
図面及び特記仕様書による。
8.音声通報装置
図面及び特記仕様書による。
6.5 プロセス入出力装置
1.中央処理装置とプロセス及びプロセス制御、監視用機器の間の情報処理を円滑に行うものである。下記
の各々の入出力点数は特記仕様書による。入出力点数は余裕のあるものとし、将来拡張変更に対応できる
ものとする。
(1)アナログ入出力（絶縁形とする。
）
(2)デジタル入出力
(3)ステイタス入出力
(4)パルス入出力
(5)その他
6.6 変換装置
1.電力関係データの計測信号をプロセス入出力装置への接続に適した信号に変換するものである。
2.変換器共通仕様
(1)形式
入出力絶縁形
(2)出力

DC4～20mA 又は DC1～5V

(3)精度
±1.0%
(4)電源
特記仕様書による。
(5)付属品
標準付属品
(6)その他
変換器の故障及び保守作業が電力側へ影響を与えないものとする。
3.交流電流変換器
入力
AC0～5A
4.交流電圧変換器
入力
AC0～150V、300V
5.電力変換器
入力
AC110V、5A
6.無効電力変換器
入力
AC110V、5A
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7.位相角変換器
(1)入力

AC110V、5A

(2)位相角
LEAD60 ﾟ～0 ﾟ～LAG60 ﾟ
8.力率変換器
(1)入力
AC110V、5A
(2)位相角
LEAD0.5～1～LAG0.5
9.周波数変換器
(1)入力
AC110V
(2)周波数
55～65Hz
10.電圧位相角変換器
(1)位相角
LEAD60 ﾟ～0 ﾟ～LAG60 ﾟ
(2)電圧
110/3/110V
11.デマンド変換器
(1)入力

DC4～20mA

(2)出力
DC4～20mA
12.温度変換器（測温抵抗体）
(1)入力

0～100℃

(2)出力

DC4～20mA

6.7 オペレーターズコンソール
本操作卓上にカラー液晶ディスプレイ装置、操作用押しボタンスイッチ、特記仕様書によるデジタルア
ナログ計器等を配置し、本システム全体をオペレータにより管理するものである。マンマシンインタフェ
ースとして十分な機能を有するほか、外面の優美なものでなければならない。
1.液晶ディスプレイ装置
図面及び特記仕様書による。
2.画面
図面及び特記仕様書による。
3.表示方式
特記仕様書による。
4.防塵構造
有
5.外形
コンソールデスク形
6.8 電源装置
図面及び特記仕様書による。
6.9 中継端子盤
図面及び特記仕様書による。
6.10 付属品
図面及び特記仕様書による。
6.11 ソフトウェア
1.構成
Ⅲ－63

本装置のソフトウェアの構成には次のとおりとする。
(1)基本ソフトウェア（オペレーションシステム）
本ソフトウェアはユーザプログラムを最も効率よく動かし、
制御系を円滑に動作させるためのものとし、
下記の機能を有するものとする。
ア．高度なシステム管理
イ．拡張性に富む入出力管理
ウ．幅広い通信管理
エ．標準化されたソフトウェアインタフェース
オ．操作性に富むシステム管理
(2)アプリケーションソフトウェア
下記以外の詳細なソフトウェアは特記仕様書による。
ア．日誌、日報、月報の作成
（ア）定時印字
1 時間毎に定時刻にプロセス値及び 1 時間毎の積算値を印字作表する。瞬時値入力で無意味な変動し
ているものについては、中央処理装置でスムージング処理を行う。
（イ）日報印字
1 日の積算値、最大値、最小値、平均値、その他の計算値を指定した時刻に印字する。
（ウ）月報印字

毎月 1 回必要データを計算印字する。

（エ）任意印字

任意の時刻にオペレータの要求により印字を開始する。印字の形式は定時印字と同様
にする。
（オ）データの訂正とストア
オペレーターズコンソール及びシステムタイプライタより日報、月報の印字とデータの訂正ができる
ものとする。全データは 2 ヶ月間ストアし、オペレータの要求により即時呼出、印字ができる。また、
特に指定するデータについては、更に長期の特記仕様書で指示する期間データをストアし、即時呼出表
示、印字ができるものとする。ストア中のデータの大量訂正がプログラムで行えるものとする。
イ．異常印字及び表示
プラント機器が故障した場合又はプロセス値が異常値になった場合は、自動的にカラー液晶ディスプレ
イ装置は、その状態を表示すると共にアナウンスメントタイプライタに印字する。
ウ．操作記録印字及び表示
オペレーターズコンソールから定数、係数等を変更した場合又はプラント機器が状態変化した場合は自
動的にアナウンスメントタイプライタに印字し、カラー液晶ディスプレイ装置に表示する。
エ．監視、警報
計算機システム状態を監視し、異常を検出した場合には警報を発し、異常記録メッセージをアナウンス
メントタイプライタに印字し、カラー液晶ディスプレイ装置に表示する。
オ．プラント総合監視制御
一定秒間隔で入力信号のスキャニングを行い全体の状態監視を行うほか、各現場のマイクロコントロー
ラ、その他の制御装置に目標値、係数等の変更指令を出し、同時にカラー液晶ディスプレイ装置に表示す
るほか、指定する項目については、オペレータに操作指令、操作要領を表示する。
カ．統計、解析
各種データを収集し、将来プラントのより高度な制御を行うために統計、解析を行う。
キ．トレンド
オペレーターズコンソールより、指定した項目のトレンドをカラー液晶ディスプレイ装置に表示する。
ク．表示
カラー液晶ディスプレイ装置に水処理系統、薬注系統、電力系統のフローチャート、スケルトン等をあ
らかじめ設定した監視区域に分割しオペレーターズコンソールの選択で、その一画面を呼出し、表示を行
うものとする。尚系統の必要箇所には設備の状態を色別表示し、異常の箇所をフリッカーさせる。また、
異常時に指定するものについて、測定量の表示及びオペレータに操作指令、操作要領の表示を行う。関連
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する各データ計測量のリスト表示を行う。カラー液晶ディスプレイ装置が 2 台以上いる場合は各々、独立
した操作、表示が行え、また、その表示内容はハードコピーをとることができるものとする。
ケ．その他

図面及び特記仕様書による。

７ 監視制御設備
7.1 一般事項
監視制御設備とは、浄水施設、送・配水施設などの機器や設備の運転状態、故障状況、水処理行程の各
種計測量などの情報を整理統合し、運転に必要なデータを確実に把握できる監視性を重視した機器（ソフ
トウェア等を含む｡）により構成されたシステムをいう。各種のプラント制御に加え、水道施設を安定かつ
効率的に運転するため、各装置間や施設内外との信号伝送を可能とし、また、将来のシステム統合に向け
て異なる製造者問の通信仕様の標準化を図る。また、システム全体としてフェイルセーフ、冗長性及び危
険分散を考慮し構築する。監視制御の対象は、受変電設備制御（自家用発電設備を含む｡）
、ポンプ設備制
御、水運用プログラムの実行制御のほか、浄水場等は原水・沈澱池設備制御、薬品注入制御、浄水処理制
御及びろ過設備制御、給配水施設などについては配水池水位又は流量制御である。なお、小規模な施設等
の監視制御設備の仕様は、特記仕様書による。
1.監視制御設備の構成
監視制御設備は、原則として監視操作装置、制御装置、データベース制御装置、現場制御装置、LAN（制
御 LAN、情報 LAN）などにより構成される。なお、表示装置（大型スクリーン装置、グラフィック監視
盤など）は、特記仕様書による。
2.システム基本構造
(1)盤の構造
ア．原則として、自立閉鎖形とする。制御装置類及びラック計器等は、維持管理性を考慮し、電源、盤内
機器、装置を系統的に構成配置して収納し、操作性、誤操作防止を図るとともに、将来の増設及び保守
管理を安全かつ容易に行うことができるように製作する。また、一部の機器の故障が全体に波及しない
構成とする。
イ．設置場所は、原則として監視室又は制御盤室とし、室内の環境条件が整備された場所に設置する。盤
の保護等級は、IP2X 以上とする。ただし、吸気口にはフィルタを取付け、盤内に粉塵を吸い込まない
構造とする。なお、屋外設置又は設置環境に考慮すべき条件のある場合は、特記仕様書による。
ウ．自立閉鎖盤の板厚は製造者の標準とする。
エ．収納する機器は、耐震性を考慮し、機器に損傷を与えないように固定する。
オ．自立閉鎖盤の塗装は、表－Ⅲ.7.1 のとおりとする。なお、屋外設置又は設置環境に考慮すべき条件の
ある場合は、特記仕様書による。

表－Ⅲ.7.1 塗装
適用区分
屋内

塗装の種類
ポリウレタン樹脂系又はメラミン樹脂系

カ．盤の構造は、収納されている電子制御機器が、内部蓄熱により影響を受けないものとし、また、維持
管理性についても考慮した機器配置とする。
キ．盤内冷却用にファンを設置した場合は、連続運転が可能な構造とし、故障時には、警報を発報する。
また、盤内の機器類を停止することなく容易にファンの取替えができる構造とし、ファンにはファンガ
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ード等を取付ける。
ク．原則として（社）電子情報技術産業協会規格 JEITA IT-1004「産業用情報処理・制御機器設置環境基
準」の設定環境基準 Class B に対応したものを使用する。なお、同基準によらない場合は、これと同等
以上のものとする。
(2)システムの電源
ア．監視制御システムを構成する制御装置の電源は、原則として AC100V 又は DC100V とする。
イ．バックアップ用電源は、メモリーの内容を失うことなく取替え又は回復ができるものとする。なお、
メモリーのバックアップを電池で行う場合は、電池電圧低下のアラームを設ける。
(3)電子制御機器
ア．電子制御機器は、電気的外乱（電磁誘導、電磁波、雷、静電気、接地電位差など）の影響を受けない
ように対策を行う。
イ．監視制御装置、データベース装置などには、必要に応じて、電源回路、通信回路、接地系に SPD（ア
レスタ）などを設け、雷保護対策を行う。
(4)監視操作信号
入出力信号は原則として、次のものとする。
ア．アナログ信号
DC4～20mA、DC1～5V の統一信号
イ．接点信号

無電圧接点

ウ．パルス信号
エ．データ伝送
3.監視制御設備のシステム基本機能
(1)監視制御設備の制御システムは階層化を図り、上位制御装置の故障においても下位装置に波及せず、負
荷設備が停止しない構成とする。
(2)監視制御設備の制御システムは、連続運転に対応したものとする。
(3)監視制御設備は、停電復旧後の自動立ち上げ機能を有するものとする。
(4)システムの冗長化
ア．冗長化構成とする機器は、一方が停止した場合に制御に影響がないように、他方が自動的にバックア
ップする。また、冗長化を図る場合は、装置の点検及び改造を行う場合に備え、維持管理性を考慮した
システムとし、制御に影響を与えないものとする。なお、バックアップした機器が、制御を開始した場
合には、制御中の装置が分かるように監視操作端末、盤面などに表示する。
イ．管理するデータは、相互にデータ照合・確認を行いデータの不整合を防止する機能を有する。
(5)自己診断機能
監視制御設備の制御システムを構成する各装置が必要な自己診断機能を有する。
(6)操作権管理機能
操作可能な監視操作装置を認識及び管理する。複数の監視操作場所に同一の操作を行える監視操作装置
がある場合には、操作権を得ていない監視操作装置からの操作指令、設定値の入力を受け付けない（実行
しない。
）
。なお、操作権の管理は、制御装置、データベース制御装置又は双方で行う。7.2（監視制御設備
機器及び機能仕様）の 2.及び 3.を参照する。
(7)監視操作装置サーバー機能
監視操作装置に対し、監視制御に必要なプラントデータ等を送受信する。制御装置、データベース制御
装置又は双方で行う。7.2（監視制御設備機器及び機能仕様）の 2.及び 3.を参照する。
(8)制御 LAN の伝送方式は、信頼性を考慮して冗長化を図ることを原則とする。なお、冗長化の方法につ
いては、特記仕様書による。
(9)プロセスデータの代替値
工事及び保守点検（計装点検）等において工業計器が停止する場合には、停止期間中に任意のプロセス
データを代替値として入力し、監視制御設備の制御システムに反映させるとともに、演算や帳票出力等に
も対応させる。
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(10)システム内部の時計機能は、電波等により時間の自動補正が行えるものとする。
(11)システム内でカレンダー機能が必要な場合は、新規の祭日等を設定可能なものとする。
7.2 監視制御設備構成機器及び機能仕様
監視制御設備は次の装置により構成される。
1.監視操作装置
各種監視・操作画面を表示し、画面を確認しながら JIS キーボード、マウス等により機器操作を行うヒ
ューマンインターフェース方式とする。監視操作装置は、原則として工業用パソコン（キーボード、マウ
ス等を含む｡）
、監視操作モニタにより構成されるものとする。設置する監視操作装置及び印字装置の台数
は、特記仕様書で指定する。監視操作装置を複数台設置した場合は、監視操作装置 1 組の故障、点検等に
より停止した際に、他の監視操作装置は影響を受けず、必要な機能がすべて発揮できるものとする。
(1)一般仕様
ア．形式
デスクトップ型
イ．電源

定格 AC100V（規定周波数）

ウ．耐久性
24 時間連続稼動対応型
エ．動作環境
温度 5℃から 40℃まで
湿度 20%RH から 80%RH まで
オ．接地
C 種専用接地
カ．その他
転倒・転落防止器具付
(2)基幹部構成
ア．電源装置

AC100V±10%、規定周波数±5%

イ．中央処理装置
製造者の標準
ウ．記億装置
製造者の標準
エ．操作入力装置
JIS キーボード、マウス等
オ．監視操作モニタ（ディスプレイ）
（ア）監視操作モニタは、液晶ディスプレイを標準とする。ただし、大型監視スクリーンを設置する場合
は、仕様を特記仕様書で定める。
（イ）監視モニタの画面寸法は、特記仕様書による。また、解像度は 1280×1024 以上とし、表示色は 256
色以上とする。
カ．伝送装置
特記仕様書による。
キ．外部記憶装置
ク．印字装置
（ア）形式

特記仕様書による。

カラーレーザープリンタ

（イ）用紙
A3、A4
（ウ）解像度
製造者の標準
（エ）印刷速度
製造者の標準
（オ）付属品
専用台、転倒・転落防止器具
（カ）通信方式
LAN 接続によるネットワーク対応
（キ）転倒・転落防止器具付
(3)機能
ア．プラント監視・操作機能
イ．インターフェース機能
データベース制御装置、印字装置などと通信する。
ウ．自己診断機能
エ．警報発報機能
オ．外部出力機能

施設、設備の重故障、軽故障の発生時に警報を発報するものとする。
外部に警報を出力する場合は、特記仕様書による。
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2.制御装置（共通制御装置／プロセス制御装置）
制御装置は、浄水場、送・配水施設などのプラント施設内の複数の処理機能、設備区分に対して、総括
的に管理し、自動、連動制御、台数制御などを行う。
(1) 一般仕様
ア．電源
定格 AC100V（規定周波数）は DC100V
イ．動作環境
温度 0℃から 55℃まで
湿度 30%RH から 90%RH まで
ウ．接地
C 種専用接地
(2)基幹部構成
ア．電源装置
イ．中央処理装置
ウ．記憶装置
エ．伝送装置

製造者の標準

製造者の標準
製造者の標準

オ．入出力モジュール
（ア）アナログ入出力
（イ）デジタル入出力
（ウ）パルス入出力
(3)機能
ア．演算制御機能
イ．シーケンス制御機能
ウ．プログラム実行機能
エ．インターフェース機能
各操作装置、各制御装置、現場制御装置、テレメータなどの通信装置と通信する機能。
オ．入出力処理機能
カ．自己管理機能
（ア）自己診断機能
（イ）復電リスタート機能
（ウ）自動時刻合わせ機能
（エ）カレンダー機能
キ．記憶機能
ク．冗長化機能
（ア）制御装置は、原則として冗長化を行う。
（イ）冗長化構成とする機器は、一方が停止した場合に他方が自動的にバックアップするなどし、停止に
よる影響を受けることなく施設の監視操作、自動運転等を維持する。ただし、装置の点検、改造を行
う場合は、運用に支障がなく現場監視操作が行えるものとする。
（ウ）制御装置で管理しているデータについては、相互にデータ照合・確認を行いデータの不整合を防止
する機能を有する。
ケ．管理機能
次の機能により設備機器を管理する。
（ア）機器動作管理
瞬時データにより、機器の運転、停止、全開、全閉、操作モードなどの状態変化を監視操作装置、デ
ータベース制御装置、他の制御装置等に出力する。
（イ）故障管理・制御異常管理
プロセス故障、システム故障を検知し、監視操作端末画面に自動表示し、故障を出力する。また、PID
制御、シーケンス制御等について、正常な処理が行えない場合に異常情報を出力する。
（ウ）計装機器異常管理
Ⅲ－68

瞬時データ処理から、水位レベルの上上限、上限、下限、下下限などの計測信号の異常情報を出力す
る。
3.データベース制御装置
データベース制御装置は、施設の指針、運転故障履歴、プロセスデータなどの各データを処理・格納す
るデータベース機能及びインターフェース機能を備えた装置とする。蓄積するデータ記憶容量は、監視制
御システムに見合った容量とする。また、データベース制御装置の機能は、安全性、操作性、処理能力（処
理速度）を考慮し、施設規模に応じて分散させてもよい。なお、詳細については特記仕様書による。
(1)一般仕様
ア．電源
定格 AC100V（規定周波数）又は DC100V
イ．動作環境

温度 5℃から 40℃まで
湿度 20%RH から 80%RH まで

ウ．接地
C 種専用接地
(2)基幹部構成
ア．電源装置
イ．中央処理装置
製造者の標準
ウ．記憶装置
製造者の標準
エ．伝送装置

製造者の標準

(3)機能
ア．データベース機能
各機器の状態、故障及び計測信号のデータなどを取込み、入出力処理、運転故障・履歴ファイルの作成、
データ管理及び蓄積を行う。また、監視操作装置からの機能要求により、帳票データ、履歴データ、トレ
ンドデータなどを監視操作装置に出力する。なお、蓄積するデータ容量は特記仕様書による。
（ア）プロセスデータ入力処理
アナログ、パルス、運転状態、故障、運転モードなどの信号を制御装
置から取込み（定周期、割込）
、データベースに格納する。
（イ）瞬時データ処理

アナログ、パルス信号は、瞬時に収集する。

（ウ）分データ処理
（エ）時データ処理
（オ）日データ処理

瞬時データを分データに加工して、データベースに格納する。
分データを積算し、毎正時に時データに加工して、データベースに格納する。
時データを合計、平均、最大、最小などのデータに加工して、日データとしてデ
ータベースに格納する。
（カ）月データ処理
日データを合計、平均、最大、最小などのデータに加工し、月データとしてデー
タベースに格納する。
（キ）運転時間処理
ポンプ等の主要機器は、運転時間を積算し、時データとしてデータベースに格納
する。
（ク）故障・状態データは、日時分、設備区分などのデータを付けてデータベースに格納する。
イ．インターフェース機能
各操作装置、各制御装置、周辺機器、水運用システム（｢5.通信装置」参照）などと通信する機能。なお、
監視制御設備が他の設備と通信する場合には、プロトコル変換を行うものとする。
ウ．帳票管理
浄水場、送・配水施設などのデータに対し、次の帳票処理を行う。
（ア）帳票作成
データベースで蓄積されたデータを編集、加工し、日報及び月報として帳票出力する。各種帳票出力
は、任意印字とする。なお、日報には時間単位のデータを、月報には日単位のデータを記載する。
（イ）帳票出力
帳票をプリンタにより出力できるものとする。帳票用紙は、日本工業規格 A3 又は A4 横型を基本と
する。また、帳票データは、電子データ形式でも出力できるものとする（データ形式の例：Excel、CSV）
。
（ウ）帳票データ操作
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帳票内容確認及び訂正のため、帳票確認・操作画面を設ける。この画面において、欠測データの加筆
や誤データの修正及び天候・気温データの入力を行える。
エ．自己管理機能
（ア）自己診断機能
（イ）復電リスタート機能
（ウ）自動時刻合わせ機能
（エ）カレンダー機能
4.現場制御装置（シーケンス制御装置／ポンプ制御装置）
現場制御装置は、浄水施設、送・配水施設などの各機器の自動、連動制御を行う。現場機器や現場盤の
信号（運転状態、故障、計測など）を集約し、(2)の制御装置（以下「制御装置」という。
）へ信号を出力
するとともに、制御装置からの信号（操作）を現場機器や現場盤に出力する。シーケンス制御は、送・配
水ポンプについては原則号機ごとに 1 台、水処理機器（原水・沈澱池設備制御、薬品注入設備制御、ろ過
設備制御など）については、弁類、処理水量、薬品注入など一連の処理フローにより関連する機器複数に
対して 1 台を基本とする。なお、詳細については特記仕様書による。
(1)一般仕様
ア．電源
定格 AC100V（規定周波数）又は DC100V
イ．動作環境

温度 0℃から 55℃まで

湿度 30%RH から 90%RH まで
ウ．接地
C 種専用接地
(2)基幹部構成
ア．電源装置
イ．中央処理装置
製造者の標準
ウ．記憶装置
製造者の標準
エ．伝送装置
製造者の標準
オ．入出力モジュール
（ア）アナログ入出力
（イ）デジタル入出力
（ウ）パルス入出力
(3)機能
ア．演算処理機能
イ．シーケンス制御機能
ポンプ 1 台あたりの速度制御や連動運転、水処理フロー一連の制御など、あらかじめ定めた順序や論理
に従って制御の各段階を逐次進める。
ウ．インターフェース機能
制御装置、現場盤と通信する機能
エ．入出力処理機能（接点入出力含む｡）
オ．自己管理機能
（ア）自己診断機能
（イ）復電リスタート機能
5.通信装置
通信装置とは、施設内外の通信、監視制御設備の機器間の通信、テレメータによる施設外との通信等を
行うための装置をいう。信号の入出力部は電気的に絶縁し、制御部を保護する。なお、通信に伴う処理を
制御装置、データベース制御装置等の持つ機能で代替できる場合には装置を省略することができる。ただ
し、異なる製造者の通信設備の場合には、通信故障の波及防止として、通信における分界のための対策措
置を講じる。
(1)施設内外の通信、監視制御設備の機器間の通信
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ア．情報 LAN
主に、監視操作装置、データベース制御装置、印字装置などの周辺装置間において、監視操作情報等の
通信経路に利用される LAN
イ．制御 LAN
主に制御装置、データベース制御装置、現場制御装置間の通信を行い、機器・装置の制御に利用される
LAN。制御 LAN は、原則として冗長化を行う。
ウ．データ伝送方式
（ア）ループ型
（イ）バス型（バス型は、冗長化が可能であるものとする｡）
エ．構成
LAN は、将来の増設が容易にできる構造とする。
オ．通信プロトコル
製造者の標準とする。
カ．通信回線
ルータ等を使用して施設外との通信を行う場合には、信頼のおける通信事業者の公衆回線（専用回線、
無線回線）又は自営線とし、通信速度、形態は特記仕様書による。また、断線による通信障害が制御等に
影響を与える場合には、必要に応じて回線を冗長化する。
6.遠方監視制御装置
(1)一般事項
監視制御所（以下「親局」という。
）と監視所（以下「傍受局」という。
）
、被監視制御所（以下「子局」
という。
）間で計測データ、状態信号の伝送、制御信号の伝送を行うものである。
(2)準拠規格
ア．JEM 1318「遠方監視制御装置標準仕様書」
JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」
JEM 1352「遠方監視制御装置のインターフェース」
JIS C6007「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具」
JIS X5203「システム間の通信及び情報交換－ハイレベルデータリンク制御（HDLC）手順」
イ．電気学会通信専門委員会制定
サイクリック・デジタル情報伝送装置仕様基準（電気学会技術報告第 91 号以下「仕様基準」という。
）
(3)使用条件
ア．周囲温度
0～40℃
イ．湿度
30～90%
(4)電源方式
電源方式は下記の 3 方式とし特記仕様書により指定する。
ア．AC200/100V±10% 50Hz 又は 60Hz
イ．DC110V（90～140V）
ウ．DC24V±10%
（直流電源は非接地とする。
）
(5)使用素子
ア．主回路：IC、MAI、LSI
イ．その他：トランジスタ、ワイヤースプリングリレー、水銀リレー等
(6)伝送路
監視制御所（以下「親局」という。
）と被監視制御所（以下「子局」という。
）間を結ぶ伝送路は次のい
ずれかとし、特記仕様書により指定する。
ア．無線
イ．私設専用回路（有線）
ウ．NTT 用回線
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エ．その他（光モデム通信その他）
(7)絶縁抵抗、絶縁耐力
JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」による。
JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」による。

ア．絶縁抵抗
イ．絶縁耐力

(8)構造
ア．外形寸法
図面及び特記仕様書による
（ア）実装方法
プリント基板プラグイン方式
（イ）外線接続
イ．材質等
(9)総合仕様

入出力信号は架上又は架下端子板
電源線及び接地線は架下端子板

4.2（コントロールセンタ（多段積閉鎖配電盤）
）の 4.(7)を準用する。

ア．機能（伝送要素）計測、表示、パネル量及び制御
（ア）対向方式
図面及び特記仕様書による。
（イ）伝送方式
a.計測量
b.表示量
c.パルス量

下記を標準とする。

アナログ
デジタル

特記仕様書による。
特記仕様書による。

デジタル

特記仕様書による。

d.制御量
デジタル
特記仕様書による。
（ウ）符号構成
JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」18 による。
（エ）伝送方式
常時デジタルサイクリック伝送、ポーリングデジタル伝送
（オ）伝送フォーマット
同期方式、サイクル、フレーム構成及びワード構成は仕様標準に準ずる。ただし、制御ワードのフォー
マットは、これによらないことが出来る。
（カ）符号検討方式
a.制御
総数チェック、パリティチェック、定マーク、反転連送又は返送照合チェック又は CRC チェックのう
ち 2 方式以上の併合チェックとする。
b.表示、計測
総数チェック、パリティチェック及び反転連送照合チェック又は CRC チェックのうち 2 方式以上の併
合チェックとする。
（キ）選択制御方式
（ク）符号伝送速度

JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」 8 による。
JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」 20 による。

（ケ）信号伝送
変調方式、標準周波数配列、周波数偏移幅、入出力インピーダンス、接続条件、送受信レベル、通信路
S/M 総合歪、送信レベル変動、回線検出は JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」 21 による。
（コ）伝送時間
JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」 17 による。
（サ）表示・警報方式
JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」 11 による。
イ．受渡し条件
（ア）親局側
a.制御入力接点信号
JEM 1352「遠方監視制御装置のインターフェース」による。
b.アナログ出力信号
電圧出力 DC1～5V
（負荷インピーダンス 5kΩ 以上）
電流出力 DC4～20mA
c.表示・パルス出力信号
JEM 1352「遠方監視制御装置のインターフェース」による。
（イ）子局側
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a.制御出力接点信号

JEM 1352「遠方監視制御装置のインターフェース」による。

b.アナログ入力信号
工業計測量
電圧入力 DC1～5V、負荷抵抗 500kΩ
電流入力 DC4～20mA、負荷抵抗 250Ω
電力計測量
電圧入力 DC1～5V
電流入力 DC4～20mA
c.表示入力信号
JEM 1352「遠方監視制御装置のインターフェース」による。
d.パルス入力信号
JEM 1352「遠方監視制御装置のインターフェース」による。
e.デジタル入力信号
BCD 6 桁又は 3 桁
f.渋滞及び回路断表示
制御渋滞･表示渋滞及び回路断表示は、JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」 13 に準ずる。
（ウ）
アナログ信号のスケール設定は親局側で行い、
傍受局は親局を中継して受信することを原則とする。
（エ）積算量については、子局側で計測器により接点パルスで入力されるものは、子局側で停電その他の
影響を受けぬよう積算し、デジタル化して伝送すること。桁数は 6 桁とする。
（オ）点検、試験機能

仕様基準 5.5 による。

（カ）追加機能
図面及び特記仕様書により下記の機能を追加可能とする。
優先処理
スーパーコミュテーション
サブコミュテーション
打合せ電話回線
1:N 対向方式又は特記仕様書による。
その他
なお、用語の定義は仕様基準 3 に準拠する。
(10)予備品及び付属品
JEM 1337「集中制御用遠方監視制御装置」 29 に準拠する。予備基板は特記仕様書による。
7.3 監視操作画面仕様及び操作方式
監視操作画面の構成は、視認性、操作性を考慮し、分かりやすいものとする。また、長時間の監視作業
においても、操作上負担のかからない画面構成及び配色とする。
7.3.1 監視操作画面仕様
画面上における文字等の配色は、画面の背面色に対して読みやすく見やすいものとする。画面の配色、
文字、グラフィック図などは、監督員と協議の上で承諾を得る。なお、製作した画面は、必ずしも確認用
のカラー印刷物と同じものにならない場合があるので、製作した画面上で確認し、監督員から指示があっ
た場合には協議のうえ、画面の背面色、文字などの配色、グラフィック図などを見やすいものに変更する。
それ以外については、特記仕様書によるものとし、監督員の指示による。
1.監視操作画面の種類
(1)監視用グラフィック画面項目
ア．メニュー
イ．電気設備（特別高圧設備・高圧設備・低圧設備・自家発設備・特殊電源設備）
ウ．ポンプ設備（主ポンプ・補機設備等・Q-H 設定・配管図）
エ．配水系統図（配水施設概要・幹線系統・配水池（所）
・送水ポンプ場・各主要弁設備）
オ．浄水処理系統図（浄水処理概要・薬注系統・浄水処理系統・排水処理系統・補機類・各弁設備・薬品
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貯蔵）
カ．水運用指針（ポンプ運転計画・配水池引入計画・水位（貯水量）計画）
（当日・翌日等）
キ．その他設備（監視制御システム・警備設備・デマンド監視・給排気設備など）
(2)プラント管理画面項目
ア．トレンド表示画面
イ．制御定数設定画面
（ア）プロセス制御定数入力
（イ）機器制御データ入力
（ウ）模擬入力
（エ）警報設定画面
ウ．操作履歴画面
（ア）操作及び動作履歴画面
（イ）故障・警報履歴画面
(3)表示項目
ア．機器の動作表示・状態表示
イ．計測値表示
ウ．故障信号表示
エ．警報・故障メッセージ表示
2.操作支援機能
(1)監視操作支援
ア．警報・故障検索機能
イ．トレンドデータ画面編集機能（スパン変更、項目の追加など）
ウ．アラーム発報機能
エ．誤操作警告・操作拒否機能
オ．機器運転時間管理機能（主ポンプ設備、自家発電設備など）
カ．メンテナンス表示・操作禁止設定機能（札掛け）
キ．ガイダンスを表示する機能
(2)帳票・画面印刷設定支援
ア．画面印刷
イ．帳票作成
（ア）日報、月報、年報
（イ）過去分選択データ
ウ．帳票修正、欠損データの入力

訂正及び欠損したデータを任意に入力可能とする。

エ．印刷時間設定
オ．印刷背景色変換
印刷時に、監視モニタの背景色とは別に無色で印刷すること、又は指定色を反転して印刷することが可
能である。
カ．データファイル CSV、Excel 等形式対応
データファイルの読み込み、保存を汎用ソフト（CSV、Excel など）の形式で可能とする。
3.状態シンボル表示仕様
機器等のシンボルは、原則として JIS 等の規格に準じ、規格に取り扱われていない場合は、監督員の指
示に従いシンプルなものを選択する。
(1)受変電設備
ア．原則として、受変電設備の機器は JIS によるものとする。
イ．受変電設備のシンボルの周囲に「中央／現場｣、
「自動／手動｣、｢鎖錠／解錠」などの状態表示を行う。
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ウ．配色
（ア）閉路・・・赤色
（イ）開路・・・緑色
なお、受変電設備の単線結線及び発電設備グラフィック画面の詳細については、表－Ⅲ7.2～表－Ⅲ7.4
を参照とし、監督員の指示により決定する。
(2)ポンプ設備
ア．ポンプ設備のシンボルの周囲に「中央／現場｣、
「自動／手動｣、
「始動準備完了｣、
「回転数又は定格回
転数に対する回転数（%）｣、
「電動機電流」などの状態表示を行う。なお、ポンプ単体及びポンプ全体
（送配水系統が同一）グラフィック画面の詳細については、表－Ⅲ.7.2～表－Ⅲ.7.4 を参照し、監督員
の指示により決定する。
イ．配色
（ア）運転・・・赤色
（イ）停止・・・緑色
(3)弁類
ア．弁類のシンボルの周囲に「中央／現場｣、
「自動／手動｣、
「弁の開度」などの状態表示を行う。
イ．主要な手動弁のシンボルは、設定画面等から画面表示用に「全開」及び「全閉」の状態の設定ができ
るようにする。
ウ．配色
（ア）全開、寸開・・・赤色
ただし、寸開状態について他の色を表示することができる場合は、寸開はマゼンタ色とする。
（イ）全閉・・・緑色
(4)原水・・・青色
浄水・・・水色
(5)薬品設備及び注入配管
ア．塩素、次亜塩素酸ナトリウム・・・黄色
イ．PAC・・・緑色
ウ．水酸化ナトリウム・・・桃色
(6)空気源設備・・・白色
(7)活性炭設備・・・灰色
(8)オゾン設備・・・紫色
(9)硫酸設備・・・橙色
(10)排泥・汚泥・・・茶色
(11)配水池水位、薬品貯蔵タンク等の液位の上限及び下限用に、シンボルを表示する。
(12)流量方向

正逆方向があるものについては、方向を表示する。

(13)共通事項
ア．稼動中の機器表示
ポンプの始動中、停止中や弁の開閉動作中の機器シンボルは、点滅（原則として始動中及び開動作中は
赤色、停止中及び閉動作中は緑色）とするか、又は動作中のシンボルの近傍に「始動中」
、
「停止中｣、
「開
動作中｣、
「閉動作中」などの表示を行う。
イ．故障
故障時の機器のシンボルは、故障を認識しやすいものとする。
ウ．操作可能・不可能機器の判別
シンボルや設定値（SV）表示は、操作可能／不可能を判別できるものとする。
エ．状態表示の判別
操作場所の選択状態や条件成立は、操作性、視覚性を考慮し認識しやすいものとする。
オ．アラームメッセージは、発生した時間、施設名、設備名、故障名称などを表示し、警報復帰の有無が
確認できるものとする。
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カ．関係画面への展開
監視操作の操作性及び円滑化を図るため、関係する画面の呼び出しを効率的に行えるようにする。
7.3.2 監視操作画面操作方式
1.監視操作装置の操作権
操作権を取得した監視操作場所の監視操作装置（以下この項目において「監視装置」という｡）が優先的
に操作できる方式とする。監視装置の設置場所が複数かつ同一の監視操作が可能な場合は次による。
(1)監視装置に操作場所が切替られる機能を設け、操作場所単位で他の監視操作場所から操作権を取得する。
操作権がない監視装置は、画面展開などを除き、機器に対する操作や制御にかかわる設定（ポンプ回転数、
バルブ開度、薬品注入率など）は行えないものとする。
(2)切替操作は、原則どの監視装置からも行えるものとする。ただし、操作権の切替を行った場合は、操作
した監視装置の設置場所がわかるように、運転履歴等に記録を表示、保存する。
2.警報等
(1)プラントの重故障と軽故障は、警報音又は音声メッセージで識別できるようにする。
(2)故障復帰は、原則として故障の復帰を確認できる現場操作盤等で行い連動して自動復帰する。なお、状
態改善により故障復帰するものについては、現場での復帰によらず自動的に故障表示を復帰させる。
(3)常時監視が行われていない浄水施設、送・配水施設等では、警報音をタイマー等により自動的に停止で
きるものとする。なお、設定時間については監督員との協議による。
3.制御及び切替スイッチ
(1)共通
状態及び動作
内容
現場にある機器について、自動又は手動による当該機器の操作信号が発せられる
中央
場所が中央管理室に選択されている状態。機器仕様、使用状況によっては「遠方」
と読み替えてもよい
機器の操作信号が発せられる場所が現場操作盤等に選択されている状態。機器仕
現場
様、使用状況によっては「機側」と読み替えてもよい
中央管理室以外の場所で多数の機器を一括、集合して監視操作を行う場合に「現
現場監視
場監視」として選択モードを設ける
単独
機器又は装置を他との関連を持たせず個別に動作させること
連動
関連する機器を条件の下に一連に動作させること
自動
ある条件が成立したことを検知しながら機器又は装置が所定の動作を行うこと
手動
人が介入する方法によって、機器の操作を個々に行わせること
運転（動作）
機器又は装置を始動し動作させること
運転（状態）
機器又は装置が所定の動作をしていること。また、その状態
停止（動作）
機器又は装置を運転状態から停止状態にすること
停止（状態）
機器又は装置が停止していること。また、その状態
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(2)遮断器類
状態及び動作
開（動作）
開（状態）
閉（動作）
閉（状態）
鎖錠（動作）
鎖錠（状態）
解錠
(3)ポンプ設備
状態及び動作
準備完了
運転（動作）
始動中
運転（状態）
停止（動作）
停止中
停止（状態）
増速
減速
非常停止
(4)弁類
状態及び動作
開（動作）
開動作中
開（状態）
閉（動作）
閉動作中
全閉（状態）
(5)発電機設備
状態及び動作
発電
買電
準備完了
電圧確立
運転（動作）
始動中
運転（状態）
停止（動作）
停止中
停止（状態）
非常停止

内容
受変電、配電設備における遮断器類を開路（切）とすること。装置本体の機械的
表示に文字を使用する場合は、開は“切”と表示
受変電、配電設備における遮断器類が開路（切）となっている状態。装置本体の
機械的表示に文字を使用する場合は、開は“切”と表示
受変電、配電設備における遮断器類を閉路（入）とすること。装置本体の機械的
表示に文字を使用する場合は、閉は“入”と表示
受変電、配電設備における遮断器類が開路（入）となっている状態。装置本体の
機械的表示に文字を使用する場合は“入”と表示
遮断器類の開閉（操作）機能をロックすること
遮断器類の開閉（操作）機能がロックされた状態
遮断器類の鎖錠状態を解除すること
内容
始動条件が成立している状態
機器又は装置を始動し動作させること
機器又は装置が停止状態から運転状態に入るまでの過程
機器又は装置が所定の動作をしていること。また、その状態
機器又は装置を運転状態から停止状態にすること
機器又は装置が運転状態から停止状態に入るまでの過程
機器又は装置が停止していること。また、その状態
機器の回転速度を上げること。機器仕様、使用状況によっては「昇速」と読み替
えてもよい
機器の回転速度を下げること。機器仕様、使用状況によっては「降速」と読み替
えてもよい
非常の場合に迅速かつ安全に機器又は装置を停止させること。機械駆動部への電
源供給を即時に直接遮断する停止機能を備える
内容
弁類を開方向に動作させること
弁類が開方向に動作していること。また、その状態
弁類が全開若しくは中間開度で開いている状態
弁類を閉方向に動作させること
弁類が閉方向に動作していること。また、その状態
弁類が全閉となっている状態
内容
自家用発電機設備により発電した電力で設備運用すること
電力会社から電力供給（受電）により設備運用すること
始動条件が成立している状態
発電機が所定の電圧に達し電源供給が可能であること
機器又は装置を始動し動作させること
機器又は装置が停止状態から運転状態に入るまでの過程
機器又は装置が所定の動作をしていること。また、その状態
機器又は装置を運転状態から停止状態にすること
機器又は装置が運転状態から停止状態に入るまでの過程
機器又は装置が停止していること。また、その状態
非常の場合に迅速かつ安全に機器又は装置を停止させること。機械駆動部を即時
に停止させる機能を備える
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7.4 運転制御の基本機能
浄水施設、送・配水施設などにおいて、プラントを自動運転する場合の基本的機能は、次のとおりとす
る。
1.受配電設備
受電設備の停電切替及び無停電切替については電力会社と十分に協議する。
(1)特別高圧受電設備及び高圧受電設備で 2 回線受電（常用、予備）を行っている場合は、常用回線受電時
の停電において、自動的に常用回線から予備回線受電に切替るものとする。
(2)電力会社から受電できない場合には、全停電と同時に自家用発電設備が自動的に始動し、必要な負荷に
給電が行えるものとする。
(3)受変電、配電設備に使用される開閉装置の保守点検作業（電力会社からの要請を含む｡）において、安
全確保のため監視操作画面から受電用断路器の開閉（操作）機能をロック（鎖錠）できるものとする。
(4)受電の無停電切替は、監視操作画面からインターロックを解除し、解除後は切替操作を行えるものとす
る。
(5)進相用コンデンサの自動力率調整を行う場合は、原則として無効電力を計測し、進相用コンデンサの台
数制御を行う。
(6)使用電力量により時限終了後の電力を予測し、デマンド目標値を超えるおそれがある場合は、警報を出
力する。
2.主ポンプ設備
(1)ポンプの運転制御は圧力制御、流量制御、水位制御とする。また、プロセス制御装置／共通制御装置か
らの回転数目標値で制御を行う。
(2)主ポンプが重故障により停止した場合は、予備機を自動的に始動させ自動運転を継続させるものとする。
(3)ポンプ制御装置が故障した場合は、故障直前の運転状態を継続するものとする。
(4)主ポンプを複数台運転する場合は、原則として揃速運転を行う。
(5)主ポンプの台数制御は、各ポンプの特性及び運転時間を考慮して効率的な号機選定を行う。また、原則
として、ポンプの配電系統が偏らないような台数制御の号機選定を行うものとする。
(6)手動モードが選択されている主ポンプは、台数制御の対象としない。
3.ろ過設備（代表的な制御方式である流量制御形の場合）
(1)ろ過流量制御
ア．流量制御は、流出弁や流量調節弁の使用、堰流量調節方式などにより、ろ過流量制御を行い、設定さ
れた流量が確保されるよう制御する。
イ．1 池あたりのろ過流量設定値は「全ろ過流量／稼働池数」とする。ただし、池を個別に指定してろ過
流量を設定した場合は、指定した池とその設定流量を優先とするほか、池の稼働を休止設定とした場合
は、稼働池数から除くものとする。
(2)損失水頭監視
各池の損失水頭を表示して監視することにより、ろ過池ろ層の閉塞状況を管理する。
(3)洗浄制御
ア．洗浄は、ポンプ及び各弁が一連の手順に従い連動制御する（ろ過池洗浄シーケンス制御）
。なお、連動
制御対象は、流入弁、流出弁、排水扉、表洗弁、逆洗弁、表洗ポンプ、逆洗ポンプとする。
イ．洗浄開始指令は、タイマーによる自動指令、損失水頭による自動指令及び操作員の判断による手動指
令とする。
ウ．洗浄時間（表洗・逆洗）
、流量（表洗・逆洗）は任意に設定ができる。
エ．洗浄工程における制御内容
ろ過池洗浄工程では次の制御を行う。
（ア）スローダウン
段階的に洗浄水量を減らすため逆洗ポンプ、逆洗弁を制御し流量調節を行う。
（イ）スロースタート
洗浄終了後、ろ過流量を所定水量まで段階的に増やすため、流量調節を行う。
(4)状況監視
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ア．池ごとに弁類等の開閉状態を表示する。
イ．各池の水位監視をフロートレススイッチ等により行い「ろ過可能水位｣、
「ろ過停止水位」などを表示
する。
ウ．各弁類の開閉状態と水位状態の組合せ関係が、ろ過工程・洗浄工程であらかじめ想定されたパターン
と異なる場合は警報を出力し、当該池を全体の自動制御対象から外す。
表－Ⅲ.7.2 受配電設備監視操作画面（参考）
条件
遮断器
断路器
VCT
シンボル及びグラ 避雷器
フィック
EVT
変圧器
コンデンサ
母線
表示

状態

電流

アナログ表示
電圧

操作
その他

周波数
力率
電力
遮断器等
断路器

項目
本体
本体
本体
本体
本体
本体
本体
本体
操作場所
入（閉路）／切（開路）
コンデンサ自動／手動
受電電流（各相）
主変圧器一次
主変圧器一次
母線連絡
高圧変圧器（動力及び照明）一次
高圧変圧器（動力及び照明）二次
受電電圧
主変圧器一次
主変圧器二次
母線連絡
高圧変圧器（動力及び照明）一次
高圧変圧器（動力及び照明）二次
受電周波数
受電力率
受電電力
開閉スイッチ
断路器鎖錠／解錠
操作ガイダンス
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画面
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

備考

表－Ⅲ.7.3 自家発電設備監視操作画面（参考）
条件
自家発電
シンボル及びグラ
遮断器
フィック
切替器

状態
表示
アナログ

スイッチ
その他

操作

項目
本体
本体
本体
操作場所
買電／自家発
始動準備完了
始動中／停止中
電圧確立
電圧
電流
周波数
力率
電力
運転／停止（選択）
非常停止
自家発始動・停止 自動／手動
遮断器投入・引外し 自動／手動
ガイダンス（商用一買電切替）

画面
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

備考

表－Ⅲ.7.4 ポンプ設備監視操作画面（参考）
条件
ポンプ
ポンプ
シ ン ボ ル 周辺配管
及 び グ ラ 電動機
フィック 吐出弁
速度
制御装置
表示

状態
ポンプ

ア ナ ロ グ 電動機
表示
吐出弁
本管
スイッチ 操作

設定入力 制御用

項目
本体（運転状態赤色と停止状態緑色表示）
配管図（吸込配管／吐出配管）
ポンプ冷却水配管図（冷却水通水／断水）
本体
吐出弁（赤色と緑色表示）
本体
補機本体及び配管等
操作場所
始動準備完了
始動中／停止中
軸受温度
電動機回転数及び定格に対する%表示（原則は並記）
巻線温度
電動機電流
電動機電力
吐出弁開度
圧力（吐出及び吸込）
、流量
運転／停止（選択）
非常停止
手動／自動
表示復帰
電動機回転数（原則は定格に対する%表示）
圧力、流量、水位等
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機器単体 設備全体
画面
画面
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

7.5 シーケンスコントローラ
1.本盤は自立閉鎖形で 4.2（コントロールセンタ（多段積閉鎖配電盤）
）の 4.(7)に示す厚さ以上の鋼板を用
いて製作すること。ただし、とびらと側板は 2.0mm 以上とし、金属部分の接合は、十分な機械的強度を
有するものとする。
2.とびらは原則として前後面開閉式とし、収納機器は、保守点検が容易に出来るものとする。
3.盤は屋内設置とし、標準環境条件は下記による。ただし、標準環境条件によりがたい場合は別に定める
特記仕様書による。
標準環境条件 温度 0～40℃ 湿度 20～85%RH
4.盤の寸法は、承諾図書において決定するが他の盤と列盤になる場合はそれに合わせる。
5.盤面には名称板、端子及びその他必要なものを完備する。
6.電源
AC100V±10% 50/60Hz を原則とし、特殊な場合は特記仕様書による。
7.総合仕様
(1)記憶素子

IC 又はコア

(2)プログラム記憶容量
特記仕様書による。
(3)プログラム言語
シーケンス言語
(4)自己診断機能を有すること。
(5)入力点数及び仕様
(6)出力点数及び仕様
(7)その他必要な機能

特記仕様書による。
特記仕様書による。
特記仕様書による。

8.制御内容と範囲
特記仕様書による。
9.付属品
標準付属品及び特記仕様書による。
7.6 マイクロコントローラ盤
1.一般事項
7.5（シーケンスコントローラ）に準ずる。
2.総合仕様
(1)記憶素子
IC メモリー又はコア
(2)プログラム記憶容量
特記仕様書による。
(3)プログラム言語
POL 言語
(4)自己診断機能を有すること。
(5)入力点数及び仕様
特記仕様書による。
(6)出力点数及び仕様
特記仕様書による。
(7)その他必要な機能
特記仕様書による。
3.本体の構成は原則として次のとおりとする。
(1)演算制御ユニット
(2)制御メモリユニット
(3)入出力ユニット
(4)入出力インターフェースユニット
(5)デジタルスキャナユニット
(6)インターフェース補助箱
(7)A/D 変換器
(8)D/A 変換器
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(9)デジタル設定器
(10)電源ユニットその他
4.プログラム内容
電源設備、ポンプ設備のシーケンス制御、計装制御、情報処理、演算制御、その他制御内容と範囲は特
記仕様書による。
5.上位の制御用計算機及び遠隔制御装置のオンライン接続が可能なものとする。
6.将来のシステム増設又は変更に対して柔軟に対応できるものとする。
7.プログラミング及びプログラム変更は容易にできるものとする。
8.マイクロコントローラの故障時及び保守作業時においても対象設備の最低レベルの自動運動が可能なも
のとする。
9.付属装置及び付属品
(1)オペレーターズパネル
(2)プログラミングパネル
(3)変換装置

特記仕様書による。
特記仕様書による。

6.6（変換装置）に準ずる。

(4)中継端子盤

図面及び特記仕様書による。

7.7 計装盤
1.型式
原則として屋内垂直自立形とする。
2.構造
(1)パネル面の配置は、計測系統別に分けて配置する。
(2)パネル面に計器を取付けても、ひずみが生じないよう十分補強するほか、計器は必要に応じ受台で支え
振動等により支障のない構造とする。
(3)計器類の取付け、取外しが容易にできるよう、また、機器の配置・端子台の位置等保守点検に便利な構
造とする。
(4)将来取付ける計器用穴は、カバープレート等で体裁よくふさいでおく。
3.その他詳細は、図面及び特記仕様書による。
7.8 工業用テレビ
1.適用範囲
本装置はポンプ場、浄水場の運転状態監視及び場内監視に使用するものについて規定する。
2.機器仕様
(1)一般仕様
ア．伝送距離
特記仕様書による。
イ．動作方式
瞬時映像方式
(2)テレビカメラ
ア．被写体照度
10～10,000lx
イ．走査方式
ランダムインターレース又は 2:1 インターレース
ウ．水平解像力
450 本以上（固定素子 250 本）
エ．自動感度調整
1:1,000 以上
オ．周囲温度
－10～＋45℃
カ．湿度
30～90%
キ．電源
AC100V±10% 50Hz 又は 60Hz
ク．付属品（1 台分に付き）
（ア）カメラ化粧蓋
1個
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（イ）ヒューズ

100%

（ウ）電源コード、同軸コード及びコネクタ

1式

（エ）その他特記仕様書による。
(3)受像機
ア．液晶ディスプレイ寸法
図面又は特記仕様書による。
イ．周囲温度
0℃～＋40℃
ウ．電源
AC100V±1.0%
50Hz 又は 60Hz
エ．付属品
（ア）ヒューズ

100%

（イ）パイロットランプ
100%
（ウ）同軸コネクタ
1式
（エ）ハロゲンランプ（必要に応じて）
（オ）その他特記仕様書による。
(4)テレビカメラ旋回装置

500W

本装置は遠隔装置により水平垂直方向に旋回動作させるものである。

ア．型式
図面及び特記仕様書による。
イ．搭載荷重
図面及び特記仕様書による。
ウ．旋回角度

水平角度 300 度以上 垂直角度 60 度以上

(5)屋内用カメラ保護ケース
架台取付け形で防塵防湿構造とする。
(6)屋外用カメラ保護ケース
ア．架台取付け形で必要に応じて露点防止装置及び換気ファン付とし、防塵防湿構造で直射日光、風雨か
らの影響を受けない全天候形とする。また、遠方操作ワイパークリーナ及び遮光フード付とする。
イ．その他特記仕様書に定める付属品を装備するものとする。
(7)固定レンズ及びズームレンズ
図面及び特記仕様書による。
(8)操作器及び切替機
図面及び特記仕様書による。
(9)テレビカメラ取付台
監視に十分な高さとし、その頂部にテレビカメラを据付けるものである。 震度 0.3m/s2、風速 6m/s に
対して十分な強度を有するものとし、設置にあたり必要に応じて、カメラレンズへの太陽光線入射防止装
置を有するものとする。
3.設備場所及び台数
図面及び特記仕様書による。

８ 三相誘導電動機
8.1 一般事項
1.適用範囲
本仕様は低圧及び高圧三相誘導電動機の製作にあたって適用するものである。
2.準拠規格
JEC 2137「誘導機」
JIS C4210「一般用低圧三相かご形誘導電動機」
JIS C8371「漏電遮断器」
JEM 1188「電動機定格出力の標準」
JEM 1380「高圧（3kV 級）三相かご形誘導電動機（一般用 F 種）の寸法」
JEM 1381「高圧（3kV 級）三相かご形誘導電動機（一般用 F 種）の特性及び騒音レベル」
JEM 1400「一般用低圧三相かご形誘導電動機の寸法」
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8.2 構造及び仕様
1.固定子
(1)固定子枠は鋳鉄製又は溶接鋼板製で振動に対し、十分耐え得る剛性を有するものとし、鉄心は優秀な薄
鋼板を積層して製作するものとする。
(2)巻線は容易に絶縁劣化をきたさぬよう入念に製作する。
2.回転子
(1)軸は機械構造用炭素鋼、製造用炭素鋼等の優秀な材料を使用し、使用条件に合致した強度を有するもの
とする。
(2)巻線は、容易に絶縁低下をきたさぬよう入念に製作する。
3.軸受
(1)すべり軸受又はころがり軸受とし、回転子重量や予想される振動に対し、十分耐え得る強度を有するも
のとする。
(2)オイル潤滑の場合は、油槽に油面計を設け外部からの監視を容易なら閉めると共に容易に注油を出来る
構造であるものとし、グリース潤滑の場合は容易にグリース注入の出来る構造とする。なお、小径のベア
リングについては、グリースを封入した密封ベアリングを使用することが出来るものとする。なお、軸電
流を発生するおそれのある場合には、有効な軸電流防止装置を設ける。
4.端子箱
口出線の保護をすると共に電源ケーブルとの接続が容易に出来る大きさとし、箱内には接地端子を設け
る。
8.3 定格
1.下記項目の仕様は図面及び特記仕様書による。
(1)用途
(2)形式
(3)定格出力
(4)定格
指定のない場合は連続とする。
(5)定格電圧
(6)効率
特記がなければ標準とする。
(7)力率
特記がなければ標準とする。
(8)極数
(9)回転数

回転制御を行うものはその範囲

(10)回転方向
(11)絶縁種別
低圧では E 種、高圧では F 種のいずれかを指定する。
(12)始動方式
(13)周囲環境
(14)外被形式
(15)冷却方式
(16)軸受方式
(17)負荷との連結方式
(18)据付方式
(19)負荷 GD2
ファン、フロアのように大きい場合のみ指定する。
(20)始動頻度
(21)始動トルク
かご形 100%と巻線形の場合は指定なし。
(22)振動階級及び騒音（JEC 2137「誘導機」
）
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(23)端子方向
(24)短絡装置
(25)サイレンサ
(26)スペースヒータ
(27)軸受温度計 ダイヤル式警報接点付とする。
(28)刷子及び短絡接触部の温度警報
(29)巻線温度計
2.静止セルビウス装置等で回転制御を行うものは、負荷と結合して二次短絡運転を行った場合にも過負荷
とならないものとする。
3.銘板
電動機には、JEC 2137「誘導機」による名称銘板に他に分解、組立て、保守等に必要な補助銘板を取
付けるものとする。回転制御を行うものについて、回転制御を行った場合と行わない（二次短絡運転）で
運転する場合の各々最高回転時の最大出力を銘板に記載する。
4.始動抵抗器
JEM 1023「始動抵抗器の定格」
、図面及び特記仕様書による。原則として温度警報を取付ける。
5.制御抵抗器
JEM 1022「制御抵抗器の定格」
、図面及び特記仕様書による。
6.付属品、予備品
特記仕様書による。
8.4 回転制御装置
1.静止セルビウス装置
(1)巻線形誘導電動機の速度制御用の装置で順変換器、直流リアクトル逆変換器、変圧器等により構成され
る。
(2)一般仕様
ア．収納盤の構造及び仕様は、1.5（金属閉鎖形スイッチギヤ）の 3.に準ずる。ただし、側板その他必要と
する部分はガラリとすることができる。
イ．指示計器は、1.7.7（電気計器）を準用する。
(3)定格
ア．適用電動機定格
図面及び特記仕様書による。
イ．供給電源
（ア）電源電圧

図面及び特記仕様書による。

（イ）電源電圧変動許容範囲

±10%以内

（ウ）電源周波数
50Hz 又は 60Hz
（エ）周波数変動許容範囲
＋1～－2Hz 以内
ウ．速度制御範囲
図面及び特記仕様書による。
エ．過負荷耐量
130%以上、1 分間
オ．瞬停保護を有するものとする。
(4)その他詳細は、図面及び特記仕様書による。
2.インバータ制御装置
(1)かご形誘導電動機の速度制御用の装置で、整流器、インバータ制御装置等により構成される。
(2)一般仕様
ア．収納盤の構造及び仕様は、1.5（金属閉鎖形スイッチギヤ）の 3.に準ずる。ただし、側板、その他必要
とする部分はガラリとすることができる。
イ．指示計器は、1.7.7（電気計器）を準用する。
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(3)定格
ア．入力
（ア）定格電圧
図面及び特記仕様書による。
（イ）電圧変動許容範囲
定格電圧の±10%以内
（ウ）電源周波数
50Hz 又は 60Hz
（エ）周波数変動許容範囲
定格周波数の±5%
イ．出力
（ア）適用電動機出力
図面及び特記仕様書による。
（イ）定格電圧
図面及び特記仕様書による。
（ウ）周波数範囲
（エ）周波数精度

図面及び特記仕様書による。
定格周波数の±0.5%以内

ウ．速度制御範囲

（25℃±10℃）
図面及び特記仕様書による。

エ．過電流定格

120%以上、1 分間又は 150%以上、30 秒間

オ．変換器効率
95%以上
カ．停電保護を有するものとする。
(4)その他詳細は、図面及び特記仕様書による。

９ 太陽光発電設備
9.1 一般事項
太陽光発電システムとは、太陽からの日射を受けると直流電力を発生し、並列する商業電源の電圧、周
波数、位相と同期した交流電力に変換し対象とする負荷設備に電力を供給する。また、余剰電力が生じた
場合には、当該電力を電力会社側電力系統に供給することができる設備も考慮する。
9.2 システム概要
システム構成は、太陽電池モジュール、太陽電池用架台、接続箱、パワーコンディショナ、連携保護装
置及びデータ収集装置により構成される。
1.太陽電池モジュール
(1)モジュールはパワーコンディショナの定格入力電圧を基準に選定する。
(2)モジュールの選定については、高出力・高効率のものを選定する。
(3)モジュールを組合せるパワーコンディショナの発電条件を考慮し、適正な配列選定を行う。JIS C8918
「結晶系太陽電池モジュール」によるほか、次の JIS 規格を参照する。
ア．JIS C8990「地上設置の結晶シリコン太陽電池（PV）モジュール－設計適格性確認及び形式認証のた
めの要求事項」
イ．JIS C8991「地上設置の薄膜太陽電池（PV）モジュール－設計適格性確認試験及び形式認証のための
要求事項」
ウ．JIS C8917「結晶系太陽電池モジュールの環境試験方法及び耐久性試験方法」
2.架台
(1)設置場所（屋根、配水池、沈澱池覆蓋など）の条件及び環境により適切な設置角度、設置方法とする。
(2)関係法規に基づき必要な強度を有する。
(3)設置環境に見合う耐候性を有する。
(4)防火基準、風致地区、その他の条令及び基準風速、積雪量などを確認する。
(5)浄水処理設備に近接して設置する場合は、浄水処理に悪影響を及ぼさないよう適切な材料を使用する。
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3.接続箱
(1)配線用しゃ断器、避雷素子、逆流防止ダイオードなどを内蔵する。
(2)配線用しゃ断器トリップ等故障信号出力端子を設置し、外部に出力できるものとする。
4.パワーコンディショナ
(1)出力電圧
特記仕様書による。
(2)電力変換効率
特記仕様書による。
(3)出力基本波力率
特記仕様書による。
(4)系統連系方式
5.連系保護装置

特記仕様書による。

(1)商用電源系統保護協調と整合をとり、系統異常による連系しゃ断を行う。
(2)保護継電器は「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」による。
6.データ収集装置
次の信号等の外部入出力のデータを収集し外部に出力・表示する。
(1)インバータ出力電圧
(2)インバータ出力電流
(3)インバータ出力電力
(4)太陽電池出力電圧
(5)太陽電池出力電流
(6)太陽電池出力電力
(7)パワーコンディショナ運転・故障表示
(8)発電電力積算
7.その他機器
(1)日射計
(2)気温計
(3)表示装置
9.3 運転方式
インバータは、以下のとおり全自動運転を行うものとする。
1.太陽電池の動作特性を監視し、設定値に達するとインバータを自動的に起動する。
2.太陽電池の出力を監視し、設定値以下になると自動的に運転を停止する。
3.交流系統に事故が発生した場合やインバータ故障時は、速やかに商用系統との連系接続を解列し確実に
停止する。
4.商用系統の事故の場合は、商用系統が復旧すれば確認時間後自動的に再投入して運転を再開する。

１０ 小水力発電設備
10.1 一般事項
1.この節では、配水池等の入水残圧を有効活用するために設置する小水力発電設備について規定する。
2.発電機の構造及び性能は、特記仕様書に示す設計条件、仕様に対し十分な機能を有し、耐久性、安全性、
操作性及び保守管理を考慮したものとする。また、次の要件を満たすものでなければならない。
(1)設計図書で示した条件の使用範囲で、需要水量変動に対し、円滑にかつ効率よく追従が可能である。
(2)振動や騒音が少なく円滑に運転できること。
(3)高頻度、長時間の連続運転に耐えるもので、耐摩耗性及び耐食性に優れていること。
(4)水車発電機故障時はバイパス管路を運転し、水道施設の運転に影響を与えないこと。また、水撃現象（ウ
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ォーターハンマ）対策等についても考慮すること。
10.2 適用規格
1.日本工業規格（JIS）
2.電気学会電気規格調査会標準規格（JEC）
3.日本電機工業会標準規格（JEM）
4.日本電線工業会規格（JCS）
5.電気技術規定（JEAC）
6.系統連携規程（JEAC 9701）
7.日本配電盤工業会規格（JSIA）
8.発電用水力設備に関する技術基準
9.電気設備技術基準
10.公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編、建築工事編）
（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
11.その他関係法令規則・規格等
10.3 機器仕様
1.水車発電機
(1)数量
特記仕様書による。
(2)使用条件
特記仕様書による。
(3)発電機型式
特記仕様書による。
(4)発電機出力

特記仕様書による。

(5)水車回転速度
特記仕様書による。
(6)水車型式
特記仕様書による。
(7)接続規格
特記仕様書による。
(8)材質

特記仕様書による。

(9)軸受潤滑方式
水道管路に設置するため水質に影響を与えないこと。
(10)塗装仕様
特記仕様書による。
(11)外形寸法
特記仕様書による。
(12)騒音
敷地境界で規制値以下とする。
(13)付属品
特記仕様書による。
2.電動弁
「Ⅰ共通編」を参照する。詳細は特記仕様書による。
3.高圧閉鎖配電盤
1.7（高圧配電盤）を参照する。詳細は特記仕様書による。
4.高圧交流気中負荷開閉器（PAS）
1.7（高圧配電盤）を参照する。詳細は特記仕様書による。
5.圧閉鎖配電盤
1.8（低圧配電盤）を参照する。詳細は特記仕様書による。
6.発電機監視制御盤
(1)制御対象
特記仕様書による。
(2)始動方式
特記仕様書による。
(3)保護方式
特記仕様書による。
(4)系統連携
特記仕様書による。
(5)発電機の停止条件
特記仕様書による。
(6)発電機停止時のバイパス管路運転
特記仕様書による。
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(7)制御モード

特記仕様書による。
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