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日 本 計 装 工 業 会 標 準  AJIIS 

計装工事設計(プラント編)P-21-2012 

 

目的及び適用範囲 この標準は主として工場，研究所等のプラントの計装工事設計に関する基本計画，詳細

設計，作図のための図記号，書類の様式，施工材料の選定方法，施工方法等について規定する。 

 

1. 計装工事設計の基本計画 計装工事設計は装置の基本設計に基づいて 1つの部門として進められるもので

あり，他部門と関連して行わなければならない。また，最近のプラント建設は，短納期が要求されることも

あり，計装工事設計も早い段階からプロジェクトに参画するケースが多くなってきている。通常は基本設計

にて行う作業であるが，計装工事設計者として参画する場合がある。 

1.1 前準備 計装工事設計の個別詳細設計に入る前に，プラント全体に及ぼす影響の大きな点については，

早い段階から計画のためのインフォメーション資料を作成して，プロジェクト部門等と調整しておく必要が

ある。具体的には下記のようなインフォメーション資料が必要となる。 

1.1.1 計装ケーブルメインルート P&ID，装置・機器配置図，計器データシート等より，ケーブル本数，ケ

ーブルサイズ，予備スペースを考慮してダクト，ピット等のサイズを選定する。この段階では計器位置が確

定していないこともあり概略となる場合があるが，配管ラック上にふ設するケース，ピットにてふ設するケ

ースともに，他部門への影響が大きいため，充分検討してインフォメーション資料を作成する必要がある。 

1.1.2 計器室への引込み方式の検討及び開口サイズ プラントの立地条件，計器室の位置，他の機器・配管

ラック等の位置関係等を考慮して引込み方式を決定する。その入線方法に従い入口のシール方法，並びに開

口サイズを決定する。 

1.1.3 計器室内機器への入線方法 最近のプラントではフリーアクセス構造にする場合が多いが，ピット形

式，床開口形式(上下の階からケーブル入線)等の構造を検討して決定する。 

1.1.4 関連部門との取り合い方法 配管側との取り合い方法，その他，他部門との取り合い方法・位置等の

基本的なことについて決定する。パッケージ品，ユニット品，および計装空気配管の取り合いについても決

定する。 

1.1.5 官庁申請用資料の作成 ガス検知器配置図面，高圧ガス申請用図書その他官庁申請用の図書の作成，

発行を行う。 

 

2. 計装工事設計の計画  

2.1 一般事項 計装工事設計の計画については，以下の点を考慮する。 

・計装工事設計の全体工程(資材納期を考慮する) 

・計装工事設計に関連する図書の受領予定 

・インフォメーション図書の発行予定 

・提出図書の客先からの返却予定 

・設計ボリュームと期間を考慮した，人員計画および業務分担 

2.2 基本確認事項 計装工事設計は，以下の基本事項を確認する。 

・計装工事内容・範囲 

・図書様式，図面書式，記号等 

・各種工事図面への反映内容 

・設計条件，施工方法・資材仕様等 
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・資材納期，計装工事時期を考慮した計画 

・特殊設計内容の有無 

・３Ｄ設計の有無 

・設計ツールの有無 

・フィールドバス，無線計装等の有無 

・特殊計装品について(分析計その他) 

・パッケージ品の取合い・仕様・内容等 

・適用規格･法規等 

・プラントの特殊性，立地条件，顧客仕様その他の諸条件 

2.3 他部門の基本計画内容の確認 計装工事設計を進めるうえで他部門との取り合いが重要である。他部門

の基本計画の確認及び計装工事設計範囲を明確にして計装工事設計の計画を行う必要がある。 

2.4 計装工事設計仕様書 

上記 2.1～2.3 の確認の結果として，計装工事設計仕様書を作成する。 

計装工事設計仕様書の例を添付資料-1(13 ページ～31 ページ)に示す。 

 

3. 計装工事の設計 前準備がある程度進んだ段階から詳細に工事設計を進めるのが一般的であり，現地工事

の時期も考慮して計画する必要がある。計装工事設計にて作成する図書と関連する図書を表 3.1 に示す。 

なお，「顧客要求仕様書（計装工事）」及び「計装工事設計仕様書」は全ての設計図書に関連するため本表か

ら省略している。 

「顧客要求仕様書（計装工事）」には，下記の事項が記述されている。 

・設計範囲 

・計装工事設計に関する一般事項(JOB 概要，納期，その他) 

・工事方法，方式 

・設計範囲 

・工事使用材料に関する仕様 

・他工事との取合い 

・その他 
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               表 3.1 設計図書関連図 (1/2) 

 

※表中の項目番号は，文中の項目番号を示す。 

 

 

 

 

項目番号 図書名 項目番号 必要図書 項目番号 補足図書

3.1 主作成図書

3.1.1 計器室内機器配置図 3.5.4 制御システム機器及び計装盤図

3.5.7 計器室建築図

3.1.2 計装ケーブルダクト布設図 3.5.5 装置・機器配置図 3.5.17 危険区域（防爆エリア）図

3.5.6 ストラクチャー及び建屋図

3.5.8 パイプラック図

3.5.11 配管図

3.1.3 計器配置図 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.5.5 装置・機器配置図 3.5.17 危険区域（防爆エリア）図

3.5.14 機器図 3.5.9 装置基礎配置図

3.5.11 配管図 3.5.10 ピット，トレンチ配置図

3.1.4 計装主ケーブル径路図 3.5.2 計器データシート 3.5.4 制御システム機器及び計装盤図面

3.5.5 装置・機器配置図 3.5.15 パッケージベンダ図

3.5.11 配管図 3.5.17 危険区域（防爆エリア）図

3.1.2 計装ケーブルダクト布設図 3.5.9 装置基礎配置図

3.5.14 機器図 3.5.10 ピット，トレンチ配置図

3.1.5 計装配線図 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.5.5 装置・機器配置図 3.5.15 パッケージベンダ図

3.5.11 配管図 3.5.17 危険区域（防爆エリア）図

3.1.3 計器配置図 3.5.9 装置基礎配置図

3.5.3 計器ベンダ図 3.5.10 ピット，トレンチ配置図

3.1.6 計装空気配管図（供給空気） 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.5.5 装置・機器配置図 3.5.15 パッケージベンダ図

3.5.11 配管図

3.1.3 計器配置図

3.5.3 計器ベンダ図

3.1.7 計装空気配管図（信号空気） 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.5.5 装置・機器配置図 3.5.15 パッケージベンダ図

3.5.11 配管図

3.1.3 計器配置図

3.5.3 計器ベンダ図

3.1.8 計器室内配管・配線図 3.5.4 制御システム機器及び計装盤図 3.5.7 計器室建築図

3.1.1 計器室内機器配置図

3.1.9 計器導圧配管要領図 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.5.5 装置・機器配置図 3.5.3 計器ベンダ図

3.5.11 配管図 3.5.14 機器図

3.5.12 配管材料仕様書

3.1.3 計器配置図

3.1.10 計器トレース配管要領図 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.5.5 装置・機器配置図 3.5.3 計器ベンダ図

3.5.11 配管図

3.5.12 配管材料仕様書

3.1.9 計器導圧配管要領図

3.1.11 分析計配管要領図 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.5.5 装置・機器配置図

3.5.11 配管図

3.5.12 配管材料仕様書

3.5.3 計器ベンダ図

3.1.12 計装配線配管接続表 3.5.2 計器データシート 3.1.4 計装主ケーブル径路図

3.5.3 計器ベンダ図

3.5.4 制御システム機器及び計装盤図面

3.5.15 パッケージベンダ図

3.2.1 計装ループ図
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               表 3.1 設計図書関連図 (2/2) 

 

※表中の項目番号は，文中の項目番号を表す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目番号 図書名 項目番号 必要図書 項目番号 参考図書

3.2 補助作成図書

3.2.1 計装ループ図 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.5.3 計器ベンダ図

3.5.4 制御システム機器及び計装盤図

3.5.15 パッケージベンダ図

3.2.2 計装工事施工要領書及び要領図 3.5 各種図書

3.2.3 計装工事資材製作図 3.2.2 計装工事施工要領書及び要領図 3.5 各種図書

3.2.4 計装工事試験及び検査要領書 3.2.2 計装工事施工要領書及び要領図 3.5 各種図書

3.3 その他作成図書

3.3.1 計装空気配管系統図 3.5.2 計器データシート 3.5.1 P&ID

3.1.3 計器配置図 3.5.3 計器ベンダ図

3.5.5 装置・機器配置図 3.5.13 UFD

3.5.11 配管図

3.1.6 計装空気配管図（供給空気）

3.1.7 計装空気配管図（信号空気）

3.3.2 計装ユーティリティ配管図 3.5.2 計器データシート 3.1.10 計器トレース配管要領図

3.5.5 計器配置図

3.5.5 装置・機器配置図

3.5.11 配管図

3.3.3 計装電源・接地系統図 3.5.3 計器ベンダ図

3.5.4 制御システム機器及び計装盤図面

3.3.4 計装工事設計・施工工程表 3.5.16 全体工程表 3.5 各種図書（図書リスト）

3.3.5 計装工事材料表 3.2.2 計装工事施工要領書及び要領図

3.5 各種図書

3.4 インフォメーション図面

3.4.1 土木・建築関係 3.5 各種図書

3.4.2 配管関係 3.5 各種図書 　

3.4.3 保温・保冷，塗装関係 3.5 各種図書

3.4.4 制御システム設計関係 3.1.12 計装配線配管接続表

3.4.5 パッケージベンダ関係 3.2.2 計装工事施工要領書及び要領図
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3.1 主作成図書 作成に関連する図書及び図面に反映すべき基本事項について，以下の様な点を考慮して設

計を行う。なお，下記のリストは一般的に作成される図書であり，その工事の規模や特殊性等で図書を統合

したり，省いたりすることがある。また，名称についても一般的に使用されているものである。 

3.1.1 計器室内機器配置図 (Layout of Equipment in Comtrol Room)  例図-1 

a) 作成に関連する図書 

・計器室建築図（計器室の大きさ，構造等） 

・制御システム機器及び計装盤図（面数，サイズ，アクセス方向等） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・制御システム機器及び計装盤の位置，寸法，アクセス方向等 

・建築範囲のうちで計装工事との取合いのある部分についての詳細設計図 

・将来用機器の位置，面数表示 

・設置方法詳細設計 

・制御システム機器及び計装盤架台の設計(必要な場合) 

・搬入経路，方法についても確認しておく(図面には表記しないが，機器サイズと搬入口サイズの関係，

搬入の順序等) 

・メンテナンススペース 

3.1.2 計装ケーブルダクト布設図 (Layout of Instrument Cable Duct)  例図-2 

a) 作成に関連する図書 

・装置・機器配置図，ストラクチャー及び建屋図，パイプラック図，配管図（ルートの確認，配管等他部

門設計物との干渉） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・ルート，サイズ，寸法，高さ 

・分岐部分等の特殊部分の詳細設計 

3.1.3 計器配置図 (Plot Plan of Field Instrument)  例図-3 

a) 作成に関連する図書 

・装置・機器配置図，機器図，配管図，計器データシート（計器タイプ） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・標準とする図記号による表記 

・取付け位置(高さ)，TAG No. 

3.1.4 計装用主ケーブル径路図 (Layout of Instrument Main Cable)  例図-4 

a) 作成に関連する図書 

・装置・機器配置図，機器図，配管図，計器データシート（計器タイプ） 

・計装ケーブルダクト配置図（ケーブルルート） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・ケーブル仕様(種類・芯数・サイズ)，ケーブル番号 

・JB 及び計器の位置 

・ケーブルの行き先(起点・終点) 
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3.1.5 計装配線図 (Layout of Instrument Wiring (Signal，Power，Temperature))  例図-5，6 

a) 作成に関連する図書 

・計器配置図，計器データシート（配線の必要な計器類の抽出） 

・装置・機器配置図，配管図（計器位置，配線ルートの確認） 

・計器ベンダ図（配線仕様，本数，サイズ等の確認） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・標準とする図記号による表記 

・TAG No.及び計器位置 

・JB の位置及び配線ルート 

・ケーブル仕様(種類・芯数・サイズ)，ケーブル番号 

・電線管仕様(種類・サイズ) 

3.1.6 計装空気配管図(供給空気) (Layout of Instrument Air Piping (Supply Air))  例図-7 

a) 作成に関連する図書 

・計器配置図，計器データシート（計装供給空気の必要な計器類の抽出） 

・装置・機器配置図，配管図（計器位置，配管ルートの確認） 

・計器ベンダ図（配管仕様，本数，サイズ等の確認） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・標準とする図記号による表記 

・TAG No.及び計器位置 

・機器，配管側との取合場所及びサイズ 

・配管ルート 

・配管仕様(種類，サイズ) 

3.1.7 計装空気配管図(信号空気) (Layout of Instrument Air Piping (SignalAir))  例図-8 

a) 作成に関連する図書 

・計器配置図，計器データシート（計装信号空気の必要な計器類の抽出） 

・装置・機器配置図，配管図（計器位置，配管ルートの確認） 

・計器ベンダ図（配管仕様，本数，サイズ等の確認） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・標準とする図記号による表記 

・TAG No.及び計器位置 

・BH，PJB の位置及び配管ルート 

・配管仕様(種類，サイズ) 

3.1.8 計器室内空気配管・配線図 (Layout of Instrument Wiring & Air Piping in Control Room)  例図-9 

a) 作成に関連する図書 

・制御システム機器及び計装盤図面（面数，サイズ，アクセス方向，接続端子情報等） 

・計器室内計装機器配置図（位置，配管配線ルートの確認） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・制御システム機器及び計装盤の位置 

・配管配線ルート 

・ケーブル仕様(種類，芯数，サイズ)，ケーブル番号 
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・配管仕様(種類，サイズ) 

3.1.9 計器導圧配管要領図 (Instrument Pressure Piping Hook up)  例図-10 

a) 作成に関連する図書 

・装置・機器配置図，配管図，計器データシート(計器タイプ，プロセスデータ) 

・配管材料仕様書（配管及び継手類の仕様） 

・計器配置図 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・標準とする図記号による表記 

・機器配管側との取合い(位置，取合方法，サイズ等) 

・材料部品の仕様(種類，サイズ)，数量 

・配管の勾配 

3.1.10 計器トレース配管要領図 (Instrument Tracing Hook up)  例図-11 

a) 作成に関連する図書 

・装置・機器配置図，配管図，計器データシート(計器タイプ，トレースの要否) 

・配管材料仕様書（配管及び継手類の仕様） 

・導圧配管要領図 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・図面表記方法に従った表記 

・機器及び配管側(供給，ドレン)との取合い(位置，取合方法，サイズ等) 

・材料部品の仕様(種類，サイズ)，数量 

3.1.11 分析計配管要領図 (Analyzer Piping Hook up)  例図-12 

a) 作成に関連する図書 

・装置・機器配置図，配管図，計器データシート(計器タイプ，プロセスデータ) 

・配管材料仕様書（配管及び継手類の仕様） 

・計器ベンダ図（サンプリング方法，分析計との取合い確認） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・標準とする図記号による表記 

・機器配管側との取合い(位置，取合方法，サイズ等) 

・材料部品の仕様(種類，サイズ)，数量 

3.1.12 計装配線接続表 (Instrument Wiring Connection List)  例図-13 

a) 作成に関連する図書 

・制御システム機器及び計装盤図面，計装ループ図（ケーブル本数，接続先，点数の確認） 

・計器データシート（計器タイプ，配線仕様，本数，サイズ，接続先の確認） 

・計器ベンダ図（ケーブル本数，接続先，点数の確認） 

・パッケージベンダ図（ケーブル本数，接続先，点数の確認） 

b) 図面に反映すべき基本事項 

・TAG No. ，盤名称，JB 番号 

・ケーブル仕様(種類，芯数，サイズ)，ケーブル番号 

・接続端子番号 

＊図面サンプルとして例図-1～例図 13 を 32 ページ～44 ページに示す。 
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3.2 補助作成図書 補助的に作成する図面を以下に示す。 

3.2.1 計装ループ図 (Instrument Loop Diagram) 

3.2.2 計装工事施工要領書及び要領図 (Installation Procedure and Typical Drawing for Instrument Installation)  

3.2.3 計装工事資材製作図 (Fabrication Drawing for Instrument Installation Material) 

3.2.4 計装工事試験及び検査要領書 (Inspection and Test Procedure for Instrument Installation) 

3.3 その他作成図書 必要に応じて作成する，その他の図面を以下に示す。 

3.3.1 計装空気配管系統図 (Instrument Air Piping Diagram) 

3.3.2 計装ユーティリティ配管図 (Layout of Instrument Utility Piping) 

3.3.3 計装電源･接地系統図 (Instrument Power Supply and Grounding Diagram) 

3.3.4 計装工事設計・施工工程表 (Schedule for Instrument Installation Design and Construction Work) 

3.3.5 計装工事材料表 (Material List for Instrument Installation) 

3.4 インフォメーション図書 一般的には次の様なインフォメーション図書があり，他部門へ必要に応じて

インフォメーションする。 

3.4.1 土木・建築関係 

・計器スタンション用基礎，現場盤・分析計盤用基礎等のローディングデータ作成 

・計器室内盤取付架台図作成 

・計器室ケーブル引込口の検討，インフォメーション図作成 

・架構へ据付ける重量物用取付けけサポートの検討，インフォメーション図作成 

・ケーブルダクトサポート(自立型を含む)の検討，インフォメーション図作成 

・メンテナンスステージの要，不要の検討，インフォメーション図作成 

・ケーブルダクトローディングデータ作成 

・ケーブルピット箱抜きインフォメーション図作成(埋設電線管用) 

・鉄骨耐火被覆部インサートプレートインフォメーション図作成 

・電気室内ケーブルラックサポートインフォメーション図作成 

・各建屋壁及び床ケーブル(ダクト，ラック含む)貫通穴インフォメーション図作成 

3.4.2 配管関係 

・スチームトレース対象計器リスト及び配置インフォメーション図作成 

・ヘッダ取り合い及びドレン回収ラインインフォメーション図作成 

・空気配管分岐弁数，配置のインフォメーション図作成 

・ユーティリティ配管(主として分析計用)関係のインフォメーション図作成 

3.4.3 保温・保冷，塗装関係 他グループに施工依頼する保温・塗装等のインフォメーション(仕様，数量等)

は施工計画前にインフォメーションする。 

・計器保温の点数，仕様のインフォメーション作成 

・塗装対象面積等のインフォメーション作成 

3.4.4 制御システム設計関係 計器盤メーカに JB 端子割付表等を計器盤製作前にインフォームする。 

・端子割付(現場計器の JB 割付)のインフォメーション作成 

・ループ図現場側端子番号の確認及びインフォメーション作成 

3.4.5 パッケージベンダ関係 取り合い点の情報をインフォメーションする。 

3.5 計装工事設計に関連する図書 計装工事設計を計画するにあたっては以下の様な図書が必要になるため，

あらかじめ各部門に対して，発行予定を確認して計画を立てる必要がある。また，各部門からの設計用図書
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については，設計計画を開始するうえで発行されていない図書もあるが，P&ID(Piping and Instrument Flow 

Diagram)，計器データシート(Instrument Data Sheet)，装置配置図(General Plot Plan)は最低限必要となる。 

3.5.1 P&ID (Piping and Instrument Flow Diagram) 

計装システムのベ−スとなる資料であり，下記の情報がかかれている。 

【計装情報】 

・計器の種類(流量計，液面計等)，概略位置 

・TAG No.，機能(コントロール，アラーム等) 

・計器及び調節弁等の型式 

・表示，制御部の設置場所(現場，計器室) 

・信号種別(アナログ/デジタル，空気) 

・ループ(コントロールループ，カスケードループ等) 

・フェイルポジション 

・各ノズル，弁等のサイズ 

【機器・配管情報】 

・装置番号(ユニット No./シリアル No.) 

・配管呼び径-流体名-配管ライン番号-配管クラス-保温/保冷 

・役務範囲，法規適用範囲 

3.5.2 計器データシート (Instrument Data Sheet) 

・TAG No. 

・計器種別 

・サービス名称 

・呼び径(インライン計器の場合) 

・接続仕様(サイズ，形状，圧力レイティング) 

・材質(本体，要部) 

・信号種別(入力，出力) 

・ユーティリティ(電源，空気源等) 

・レンジ/目盛(検出端の場合) 

・プロセスデータ 

・設計圧力，温度 

・適用法規，規格 

3.5.3 計器ベンダ図 (Instrument Vender Drawing) 

・計器据付，配線配管接続要領データの収集及び最終確認 

3.5.4 制御システム機器及び計装盤図 (Control System & Panel Drawing) 

・承認図受領前時点での制御システムの取付け方法や信号の予備情報収集 

・計器室内工事設計 

・計器室内盤配置図の必要データ収集(盤サイズ，ベース取付け穴寸法，メンテナンススペース等) 

・外部端子配列図発行前の現場ケーブル多芯化検討(各盤収納計器確認) 

・ケーブル多芯化(組合せ)資料及び配線接続表の各ワイヤ接続端子番号の記入資料 

・安全設計用資料 

・制御用シーケンス回路（信号取合い方法等の情報収集） 
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3.5.5 装置・機器配置図 (General Plot Plan) 

・計装工事レイアウト図面のベ−ス 

・本資料を基に工事図面の下図を作成するのが一般的 

3.5.6 ストラクチャー及び建屋図 (Structure and Building Drawing) 

・ストラクチャー，建屋周りの工事設計 

・計装用配線，配管(ダクトラック含む)用の壁，床への貫通孔の検討，確認 

・計装用インサートプレートの位置検討，確認 

・計器室内構造(ケーブルピット，床等)の情報収集 

3.5.7 計器室建築図 (Control Room Architectural Chart) 

・計器室内盤配置図の必要データ収集 

・計器室内工事設計 

3.5.8 パイプラック図 (Pipe Rack Drawing) 

・パイプラック周り工事設計 

・ケーブルダクト，ラックのパイプラック周りのルート検討 

・パイプラック周り計器，現場盤，JB 等の据付位置検討 

3.5.9 装置基礎配置図 (Layout of Foundation for Equipment and Vessel) 

・装置基礎との干渉チェック 

・他部門基礎と計装品(計器，現場盤，JB 等)用基礎との干渉チェック 

・計装配線配管埋設工事のルート検討 

・接地極位置検討，選定 

3.5.10 ピット，トレンチ配置図 (Layout of Pit and Trench) 

・ピット，トレンチと計装品(計器，現場盤，JB 等)及び計装配線配管との干渉チェック 

・計装配線配管埋設工事のルート検討 

3.5.11 配管図 (Piping Drawing) 

・ダクト，ラックの経路の検討及び計装用配管(電線管，空気配管，蒸気配管等)のルート選定 

・計装工事図(施工図)のベ−ス 

・本図により現場計器に関する検出点位置，操作端位置等の情報を得て計器据付配置を決める 

・JB，現場盤等の据付位置の検討 

・配管部門との取合点の検討，確認 

・各機器メンテナンスエリアの確認 

・その他 

3.5.12 配管材料仕様書 (Specification for Piping Materials) 

・計装工事に使用する配管(電線管類は除く)の仕様を決めるベ−ス 

・導圧配管，空気配管，蒸気配管等のパイプ，継手，バルブの配管ラインスぺック毎に指定される 

・別途，計装用配管スぺックを検討する場合も本資料がベ−スとなる 

3.5.13 UFD (Utility Flow Diagram) 

・計装工事に使用する配管(電線管類は除く)の仕様を決めるベ−ス 

3.5.14 機器図 (Drawing for Equipment) 

・装置周りの工事設計 

・装置に取り付ける計装品のデータ収集(検出点の方向，高さ，サイズ等) 
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・装置周りのステージ，階段，梯子位置 

3.5.15 パッケージベンダ図 (Package Vender Drawing) 

・ユニットベンダ，パッケージベンダに関する情報収集 

・各ベンダとの取合い(配線，配管，etc)方法，取合点等の確認 

3.5.16 全体工程表 (Master Schedule) 

・計装工事設計に必要な他部門からの発行図書予定の確認 

・インフォメーション図書の発行予定の確認 

・工事工程からの資材手配・納期等を考慮した，計装工事設計工程の確認 

3.5.17 危険区域（防爆エリア）図 (Hazardous Area Classification) 

・計装ケーブルの防爆区画シールの要否 

・配線材料の選定 

4. 工事種別／部門別 調整確認項目 各工事における取り合い・工事範囲は，次の工事種別及び部門毎に確

認する。 

a) 据付工事 

1) 土木，建築部門 

・計器，分析計及び現場盤等の据付位置 

・計器室のレイアウト，照明・貫通口・搬入口の位置，フリーアクセスフロア，ケーブルピット 

・計装機器用建屋の位置，サイズ，仕様 

・建屋内サポート用埋め込み金物の位置，仕様 

・換気，空調設備の位置 

2) 装置機器部門 

・計器検出ノズル等の位置，サイズ，方向 

・保守，点検，操作用の架台，ステージ，梯子 

・サポートの位置，サイズ 

・パッケージ機器に関する取り合い，位置，仕様 

3) 配管部門 

・ 計装機器の取付け 

・ 計器検出ノズル等の位置，サイズ，方向 

4) 電気部門 

・計器室の照明・コンセントの位置，仕様 

・計器，分析計及び現場盤等の照明の位置，仕様 

b) 導圧配管工事 

1) プロセス機器部門 

・計器検出ノズル等の位置，サイズ，方向 

・保守，点検，操作用の架台，ステージ，梯子 

・サポートの位置，サイズ 

・パッケージ機器配管の仕様 

2) 配管部門 

・各計器でのプロセス配管との工事範囲，位置，サイズ，仕様 

・トレース配管，位置，サイズ，仕様 
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・サンプリング，ユーティリティ，ドレン，ベント等の位置，サイズ，仕様 

c) 計装空気配管工事 

1) 装置機器部門 

・サポートの位置，寸法，個数，方向 

・パッケージ機器配管の仕様 

2) 配管部門 

・主管取り合いノズルの位置，サイズ 

d) 計装配線工事 

1) 土木，建築部門 

・ケーブルピットのルート，寸法，仕様 

・ケーブルダクト，ケーブルトレイのルート，寸法，重量 

2) 装置機器部門 

・サポートの位置，寸法，個数，方向 

・パッケージ機器配管の仕様 

3) 配管部門 

・配管との干渉 

4) 電気部門 

・電力配線と計装配線経路の区分 

・計装接地の範囲，位置，仕様 

・計装／電気取合盤(電源・信号等)の位置，仕様 

・計装接地の範囲，位置，仕様 

・計器用照明，コンセント，エアコン等との取り合い，位置，方法，仕様 

e) 保温・保冷工事  

1) 保温・保冷部門 

・機器及び配管側との取り合い，位置，サイズ，仕様 

・計装機器，導圧配管の仕様 

f) 塗装工事  

1) 塗装部門 

・計装品の塗装仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

                         

『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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