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１．目的 計装工事を実施する際の監理，設計，施工等の業務の標準的な方法を提供する。これらの標準を

採用することによって顧客に信頼される計装設備を供給することを期すものである。 

２．計装工事 本標準における“計装工事”はプラントに関しては“ＡＪＩＩＳ－Ｐ－11－20＊＊  計装工事の範

囲（プラント編）”に，建築物に関しては“ＡＪＩＩＳ－Ｂ－11－20＊＊ 計装工事の範囲（建築物編）”に規

定するものとする。 

３．構成 本標準は共通編，プラント編及び建築物編よりなる。プラント編は主として工場，研究所等の計

装工事に適用する標準であり，建築物編は工場以外の主として建築物の計装工事に適用する標準である。共

通編は両者に共通して適用する標準である。標準の全体構成と個別の標準の位置付け，概略内容は巻末の日

本計装工業会標準体系表に示す。なお，従来使用されてきた旧要領（ＡＪＩＩ－ＣＭ－02－88 等の番号の付いた

もの）の内容は本標準の体系内に吸収される。 

４．総合名称 日本計装工業会標準 Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｊａｐａｎ Ｉｎｓｔrｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒiｅｓ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ  

（略号 AJIIS  呼び方：エイジス） 

５．番号の読み方 日本語標準名の他，整理のための番号を付する。番号の意味を下に例示する。 

例 ＡＪＩＩＳ-Ｐ-62-2000 

 制定又は改正年（西暦） 

 各編の一連番号 

 Ｃ：共通編，Ｐ：プラント編，Ｂ：建築物編 

 総合名称の略号 
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日 本 計 装 工 業 会 標 準  AJIIS 

計装工事試験・検査及び試運転調整（建築物編）B-61-2002 

 

目的 本標準は，建築物の計装工事における施工試験・検査及び計装設備の試運転の標準的な方法を提供す

ることを目的とする。 

 

1. 一般事項 試験・検査は配線，配管，据付工事完了後の外観，機能，単独試運転調整，総合試運転調整

からなり，各試験・検査にて機能，性能が設計図書の条件を満足していることを確認する。 

ここでは「試験」とは施工の特性を確認することをいい，「検査」とは試験の結果を判断基準と比較して合

否を判定することをいう。 

 

2. 施工の試験・検査 工事施工項目のうち一般的な試験・検査項目を以下に示す。 

1) 中央監視盤，制御盤据付 

2) 機器類の据付 

3) 空気源装置据付 

4) 配線 

5) 空気配管 

6) 導圧配管 

2.1 中央監視盤，制御盤の据付 中央監視盤，制御盤の据付が計装工事図面通りであるかの検査を実施する。

この検査は盤据付時と工事完了時の両方で行う。 

主な検査項目 

1) チャンネルベースの所定の位置への据付 

2) 中央監視盤，制御盤のチャンネルベースへの固定 

3) 盤の水平度，鉛直度 

4) 中央監視盤，制御盤の保守スペース 

5) 中央監視盤，制御盤の耐震処置 

6) 外観の異常（塗装状態，変形，傷等）の有無 

7) 盤内機器の破損の有無 

8) 中央監視盤，制御盤の接地 

2.2 機器類の据付 機器類が計装工事図面通りに設置され，機能的にも満足しているかの検査を実施する。

この検査は工事施工中及び工事完成時に行う。 

a) 弱電機器類の据付 

主な検査事項 

1) 機器類の据付状態と保守スペース 

2) 機器類の内外部の埃，汚れ 

3) 機器類の損傷，塗装の剥離等 

4) 規格に適合した機器類の使用 

5) 機器類への防水，防湿処理の確認 

6) 専用電源が必要な機器類への専用回路の確保，容量の確認 

7) 接地が必要な機器類の接地 
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b) 制御機器の取付 現場取付の制御機器には防災・防犯用検知器，温度計，湿度計，流量計，圧力計，制

御弁，コントロールダンパ，圧力伝送器，各種変換器等がある。 

現場制御機器の取付では次の項目を検査する。 

主な検査項目 

1) 設置位置の確認（高温，高湿，腐蝕，塵埃が多い等の場所でないこと） 

2) 温・湿度計の取付場所（吹出口からの気流，隙間風，日射等を直接受けない場所） 

3) 振動を避けた位置への設置 

4) 機器類の損傷，塗装剥離の有無 

5) 機器類の据付及び取付状態 

6) 機器の取付，取外しの保守スペース 

7) 操作作業等のための通路 

8) 接地を必要とする機器類の接地 

c) 空気源装置の据付 空気源装置の据付状態が図面通りであるかの検査を実施する。この検査は装置据付

時と工事完了時に行う。 

主な検査項目 

1) 空気源装置の各機器の所定位置への据付 

2) アンカーボルトの適正使用 

3) 外観の異常（塗装状態，変形，傷等） 

4) 点検，保守スペース 

5) 据付場所の換気（空気給排気口） 

6) 防音対策，防振対策 

7) 接地の有無 

2.3 配線 配線工事がケーブルラック，電線管も含めて図面，要領書通りに施工されていることを検査する。

この検査は配線工事完了時に行う。 

2.3.1 外観，仕様検査 図面，仕様書等に従って，主に目視検査を工事工程内で行う。 

主な検査項目 

1) 使用材料，配線方法が図面通りの施工 

2) ケーブルラック，電線管の支持方法，サポート間隔 

3) 管端部の電線の保護 

4) 電線管の曲げ箇所数，曲げ半径 

5) コンクリート打設前の埋設配管の適切な支持及び固定 

6) 隠ぺい部のプルボックス等の天井点検口との位置 

7) ケーブルラック，電線管等の耐震処置 

8) 配線，電線管の壁，床等の貫通部の防火区画貫通処置 

9) ふ設ルートの環境（温度，湿度等）を考慮した施工 

 10) 接地の有無 

2.3.2 導通試験 回路の誤接続，断線，接触不良のないことを試験する。 

配線の導通試験の手順は以下の通りである。 

a) 試験準備 

1) 試験器具はテスタ，ブザー等を用意し，確認用に有線式携帯電話器又はトランシーバを準備する。（図
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2.3.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1 配線導通試験 

2) 試験機器及び関連回路に電圧が印加されていないことを確認する。 

3) 制御盤端子と現場機器側端子を接続部から取外す。この際，圧着端子の圧着状態を確認しておく。 

b) 試験 

1) 制御盤端子から外した 1 対の被試験回路の心線に測定器（ブザー又はテスタ）を接続し，対応する現

場機器側端子の心線を外して短絡及び開放を数回繰返し行い，ブザーの鳴動又はテスタの指針の振れ

により導通を確認する（図 2.3.1）。 

・テスタは抵抗測定回路を使用する。 

・配線長が長くなると，電圧降下の関係でブザーが鳴らないことがある。また，補償導線については

抵抗が大きいため注意する。 

2) 導通の確認と同時に端子台，機器の端子番号，色別，ケーブル番号，心線マーカ番号等が図面通りで

あることを確認する。 

3) 試験完了後，配線を元の端子に接続する。但し，引続いて次の絶縁抵抗試験にかかる場合は，外した

ままとする。 

2.3.3 絶縁抵抗試験 導通試験完了後の動力回路及び指定された弱電回路用配線の絶縁抵抗試験の手順は

以下の通りである。 

a) 試験準備 

1) 試験器具は試験対象により印加電圧 100Ｖから 500Ｖ ＤＣ定格の絶縁抵抗計（メガー）を用意し，連絡

用として有線式携帯電話器又はトランシーバを準備する。 

2) 絶縁抵抗試験は，天候に左右されるので測定時の天候を記録する。 

3) 被試験回路及び関連回路に電圧が印加されていないことを確認する。 

4) メガーからの過大な電圧が印加されると損傷を受ける機器類は，被試験回路を機器類から取外した状

態で試験する。（図 2.3.2 を参照のこと。試験完了後は必ず取外した配線を元の位置に再接続しておく） 

5) 制御盤端子と現場機器の端子を接続部から取外す。ただし，配線途中に中継端子箱がある場合，この
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端子配線は接続したままとする。 

6) 完全に接地されたアース線を準備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.2 配線絶縁抵抗試験 

b) 試験 

1) 図 2.3.2 配線絶縁抵抗試験のように，メガーで以下の各配線間の絶縁抵抗を測定する。 

この際，大地側は完全に接地されていることを確認する。 

端子①と②：導線－導線間 

端子①と④，②と④：導線と大地間 

端子①と③，②と③：導線とシールド間（シールドケーブルのみ） 

端子③と④：シールドと大地間（シールドケーブルのみ） 

2) 絶縁抵抗の基準は表 2.3.1 による。絶縁抵抗値がこの表による基準値以上あった場合は合格とする。

但し，別に指定があれば，それに従う。 

表 2.3.1 絶縁抵抗の基準 

電路の使用電圧の区分 絶縁抵抗値（ＭΩ） 

300Ｖ以下 

対地電圧（接地式電路においては電線と大地との間の電

圧，非接地式電路においては電線間の電圧をいう）が，

150Ｖ以下の場合 

0.1 以上 

その他の場合 0.2 以上 

300Ｖを超えるもの 0.4 以上 

 

3) 試験完了後，測定導線を端子台に接続する場合は測定導線を一度接地端子に接触させて残留電荷を除

いてから接続する。 

新設工事の場合は，絶縁抵抗値がそれぞれ 5ＭΩ（国土交通省電気設備工事共通仕様書による）以上

であること。 

ただし，機器により指定がある場合はそれに従う。 
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2.4 空気配管 

2.4.1 供給空気配管 

a) 外観，仕様検査 工事図，仕様書等に従って，主に次の目視検査を行う。 

1) 材料は，指定された規格，寸法及び材質のもの 

2) 配管ルート，配管方法等の工事図面通りの施工 

3) 主要な配管部に水等が溜まる曲がり（ポケット）部分の有無 

4) 機器部分での配管の接続状態 

5) 配管支持状態 

b) ブロー試験 

1) 空気配管のブロー ブローを行うに当り，各機器への接続部を必ず切り離し，エアヘッダの元弁ごと，

系統ごとに行い，配管の詰まりや接続誤りのないことを確認する。 

エアブローは十分に行う。砂，油，塵埃，切り粉等が出るため，吹き出し口よりこれらが出なくな

るまでよくブローする必要がある。 

2) 耐圧試験 ブロー試験後，耐圧試験を行う。試験は設計圧力の 1.1 倍（又は最高 700ｋＰａまで）の空気

圧をかけて溶接部，接続部や弁本体からの漏洩がないことを確認し，このまま 5 分間放置して圧力指

示が下がらなければ合格とする。 

3) 気密試験 耐圧試験完了後に，気密試験を行う。試験は設計圧力の 1.1 倍（又は最高 700ｋＰａまで）の

空気圧を 2 時間かけて圧力降下が 5％以下ならば合格とする。また，同時に供給空気配管の継手等の接

続部に石鹸水をかけて漏れがなければ合格である。 

注：試験圧力は，国土交通省大臣官房官技術調査課監修 機械設備工事共通仕様書等にも記述がある

ので客先関係者の指定があるときは参照のこと。 

2.4.2 信号空気配管 

a) 外観，仕様検査 計装工事図面，仕様書等に従って，主に次の目視検査を行う。 

1) 材料は指定された規格，寸法及び材質のもの 

2) 配管ルート，配管方法等の工事図面通りの施工 

3) 銅管の破損，潰れの有無 

4) 被覆銅管の場合，継手部で銅管被覆の切り取りすぎ，剥ぎ取り時の傷が銅管にないこと 

5) 空気信号管の機器への接続状態 

b) ブロー，導通検査 信号配管を現場側の機器接続口から外し，制御盤より計装空気によるブローを行う。

吹き出し口より異物が出なければ，導通確認を行う。 

c) 気密試験  

1) 導通が確認できたら，機器側端末に仕切りをして気密試験に入る。試験圧力は 100ｋＰａ又は設計圧力と

する。検査器の圧力指示計を見ながら計装空気を試験圧力まで昇圧し，100ｋＰａに達したら止弁を閉じ

て圧力を封入し，3～5 分間放置して検査器の指針が下がらなければ合格である。 

2) 指針が下がる場合は，接続部に石鹸水等をかけて漏れ箇所を調べ補修の上，再度検査する。 

3) 試験に合格したら検査器を外し，正規に接続して検査は終了する。 

2.5 導圧配管 機器データシート及び承諾図等を準備し，これに基づき試験を実施する。なお，詳細につい

ては，(社)日本計装工業会標準「計装工事施工 導圧配管（建築物編）」（ＡＪＩＩＳ－Ｂ－33）を参照されたい。 

試験は，耐圧試験後に気密試験を実施する方法又は耐圧試験と気密試験を同時に実施する方法のいずれか

とする。 



                                            

                         

『これ以降は非公開となっております。ご覧になりたい方はご購入をお願

い致します』 



日本計装工業会　技術委員会

日本計装工業会標準体系表

計装工事の範囲
（AJIIS-B-11-2014)

計装工事の範囲,業務フロー，他部門と
の関係を説明したもの。又，関係する法
規，資格類を工事種別に一覧表を加えた
もの

ＡＪＩＩＳ
日本計装工業会　標準

計装工事施工監理
（AJIIS-B-41-2002)

計装工事全般の施工監理を示したもの

5
見積

計装工事積算
（AJIIS-B-51-2002)

計装工事の積算要領を示したもの

3
施工

計装工事施工　導圧配管
（AJIIS-B-33-2002)

7
保全

計装設備保全
（AJIIS-B-71-2002)

設備の保全,計装設備も含んだ計器保全
診断要領を示したもの

6
検査調整

4
監理

計装設備（工事）保全
（AJIIS-P-71-2008)

計装工事試験検査及び試運転調整
（AJIIS-B-61-2002)

計装導圧配管工事の施工要領を示した
もの

計装工事施工　据付
（AJIIS-B-34-2002)

計装機器の据付工事の施工要領を示し
たもの

計装工事施工　光システム
（AJIIS-B-36-2002)

計装に関する光システムと工事の施工要
領を示したもの

計装工事の試験検査要領，工事用資材
の受入検査及び計装ループ試験,試運
転を示したもの

計装工事施工　配線
（AJIIS-B-31-2014)

計装配線工事の施工要領を示したもの

計装工事設計
（AJIIS-B-21-2013)

計装工事設計要領とそれに関する図記
号，計算式等を示したもの

計装工事施工　空気配管
（AJIIS-B-32-2002)

計装空気配管工事の施工要領を示した
もの

計装工事図面作成
(AJIIS-B-22-2002)

計装工事図面の作成要領及び部品図,
参考図を示したものに計装工事標準図を
加えたもの

B
建築物編

計装工事試運転準備
（AJIIS-P-62-2001)

計装ループ試験及び試運転準備の要領
を示したもの

6
検査調整

3
施工

4
監理

計装工事施工監理
（AJIIS-P-41-2001)

計装工事全般の施工監理を示したもの

7
保全

5
見積

計装工事積算
（AJIIS-P-51-2002)

計装工事の積算要領を示したもの

計装工事試験・検査
（AJIIS-P-61-2002)

計装工事の試験検査要領及び工事用資
材の受入検査要領を示したもの

プラントに設置された計装設備（工事）の
点検保全作業を示したもの

P
プラント編

2
設計計画

計装工事施工　配線
（AJIIS-P-31-2013)

計装配線工事の施工要領を示したもの

計装工事施工 光システム
（AJIIS-P-36-2001)

計装に関する光システムと工事の施工要
領を示したもの

計装工事施工　空気配管
（AJIIS-P-32-2015)

計装空気配管工事の施工要領を示した
もの

計装工事施工　導圧配管
（AJIIS-P-33-2015)

計装導圧配管工事の施工要領を示した
もの

計装工事設計
（AJIIS-P-21-2012)

計装工事設計要領とそれに関する図記
号,計算式等を示したもの

計装工事標準図
（AJIIS-P-23-2001)

計装工事部品及び施工要領図（ティピカ
ル）を集めたもの

計装工事図面作成の要領を示したもの
（プロセス計装制御技術協会編
"計装工事図面の作成指針”に準ずる）

計装工事図面の作成指針
IPC-CRJ-61-97

計装工事施工　据付
（AJIIS-P-34-2001)

計装機器の据付工事の施工要領を示し
たもの

2
設計計画

計装工事の設計から施工，検査・試験ま
でを計装工事標準仕様書として纏めたも
の

計装工事標準仕様書
（AJIIS-B-01-2012)

C
共通

1
一般

計装工事用計量単位
（AJIIS-C-01-2000)

計量法に基づく計装工事に関わる計量
単位を規定したもの

1
一般

0
計装工事仕様

計装工事の範囲
（AJIIS-P-11-2013)

計装工事の範囲，業務フロー，他部門と
の関係を説明したもの。又，関係する法
規,資格類を工事種別に一覧表を加えた
もの
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