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1．目的 計装工事を実施する際の監理，設計，施工など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（ＡＪＩＩＳ－ＣＭ－02－88 など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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1

日 本 計 装 工 業 会 標 準  AJIIS 

計装工事設計（建築物編）B-21-2013 

 

目的及び適用範囲 本標準は建築物各設備の標準的計装システムの設計方法と各設備を総合的に運営管理す

る標準的計装システムの設計方法を示し，計測・制御システムの設計，計測・制御機器の仕様選定，施工設

計に適用する。 

1. 建築物計装の概要 計装の目的は，建築内または敷地内の環境に影響を与える各種要素を計測・制御し， 

環境を適切に維持管理，改善することにある。 

また，計装の対象は，建築内または敷地内に設置された設備・装置類(空気調和設備，給排水衛生・中水設備，

電力設備，照明設備，情報通信設備，防災設備，ビル管理システム)の諸設備である。計装技術には，装置類

の設備目的を具現化する計測器，制御器，操作器を計画し，選定して，装備する技術と設備の運転条件の

適化を図り，設備全体でのエネルギーの経済的な利用，快適性（知的生産性），維持管理の容易性及び機能等

のソフトウェアの技術がある。 

a) 空気調和設備 

空調機・熱源の計測制御，遠方監視制御， 適運転制御，他設備との連動制御，計量システム，空気源装

置等がある。 

b) 給排水衛生・中水設備 

給水設備，排水設備，給湯設備，中水設備の計測制御等がある。 

c) 電力設備 

各種計測器の設置・表示，計量システム，遠方監視制御，デマンド監視制御，力率改善制御，負荷配分制

御，発電機台数制御，停復電制御等がある。 

d) 照明設備 

遠方監視制御，自動点滅制御，自動調光システム，他設備との連動制御等がある。 

e) 情報通信設備 

1) ローカル・エリア・ネットワーク装置，無線電話，設備機器のテレコントロールシステム等の情報通

信設備 

2) 放送・電話交換機制御等がある。 

f) 防災設備 

警報設備，自動火災報知設備，防火設備，排煙設備，消火設備，他設備との連動制御等がある。 

g) 防犯設備 

侵入防止システム，侵入発見システム，他設備との連動制御等がある。  

h) ビル管理システム 

監視・制御，計測・記録・分析，群管理，設備診断，ビルマネジメントシステム等がある。 

 

2. 共通 

2.1 計装信号 

a) 電気信号方式 

電気信号は空気信号に比べて応答が速いので伝送遅れがなく，また，電子計算機の入力として直接使用で

きる利点がある。 

電気信号方式の長所と短所を以下に示す。 
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【長所】 

① 電算機を使用した計測制御に適する。 

② 伝送距離が長く信号伝達も速い。 

③ 演算機構が簡単につくれ精度が高い。 

④ 多点記録ができる。 

⑤ 計器の小型化が可能であり，集中管理に適する。そのため計器盤面数が少なくてすむ。 

⑥ 可動部少ないので長時間使用でき，性能は変わらない。 

【短所】 

① 停電時使用できず無停電電源装置を必要とする。 

② 信号レベルが，計器メーカにより異なる機種がある。 

③ 電磁的ノイズを受けやすい。 

④ 石油，化学工場のように可燃物を扱う工場では防爆構造にする必要がある。 

電気信号には熱電対のように電圧として測定できるもの，サーミスタ測温抵抗体のように電気抵抗の変化

として取り出すもの，また流量，圧力などを機械的に検出し，それを電気信号に変換して取り出すものな

どがある。 

信号は，DC4～20mA が国際的な統一信号に決められている。－般に使用されている信号の種類を計器別に

示すと表 2.1 の通りである。 

表 2.1 電気信号の種類 

検知器または伝送方式 信号の種類 備考 

圧力計，レベル計，流量計 DC4～20mA 
計器メーカにより DC0～10V

の場合もある 

温度計（熱電対） 

温度計（測温抵抗体） 

mV 

Ω 
 

デジタル計器，積算計，工業テレビ パルスまたは高調波  

ガス検知器，分析計 0～10mV  

温度，圧力，レベル等のスイッチ類 
無電圧接点 

(ON-OFF 信号) 

警報，電動機駆動の指令信号

などに使用される 

 

b) 空気信号方式 

空気信号には 20～100kPa の空気圧が用いられ，国際的に共通である。 

空気信号は，主に以下の箇所に使用されている。  

① 伝送器からの出力信号を調節計及び指示計に伝送  

② 調節計出力信号を空/空ポジショナに伝送  

空気信号方式の長所と短所を以下に示す。 

【長所】 

① 構造：電子式計器に比べ構造が簡単で，また検出方法が異なっても伝送機構などは基本的に共

通で共通部品が多く，保守が容易である。  

② 障害：電子式計器は外部の電気的要因により，ノイズ，誘導などの障害を受けやすいが，空気

信号は影響を受けることがない。 
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③ 防爆性：空気を使用するので防爆構造の必要がなく本質的に安全であり，危険ガスなどの発生

する所では空気式計器が適している。 

【短所】 

① 伝送遅れ：検出計器から受信計器までは銅管（外径 6ｍｍ ，内径 4ｍｍ ）を一般的に使用し，

検出側で空気圧が変化しても，受信側の圧力が変化するまでに時間がかかり伝送に遅れがある。 

② 故障：故障などの原因の 1 つに，使用する空気の状態が含まれる。従って，つねに乾燥した清

浄な空気が必要である。 

③ 空気源：停電などによりエアーコンプレッサが停止した場合，計器が作動しなくなる。電子式

計器はバッテリーなどでカバーすることが可能であるが，空気式計器では圧縮空気の貯槽が必

要である。 

④ 電算機との組合せ：電子式計器は電算機への入力が容易であるが，空気式計器の場合は空電変

換器などが必要となる。 

c) 光ファイバ通信システム 

伝送の高速大容量化，多重化，高信頼性化が要求される場合の伝送手段として光を利用した光ファイバ通

信システムがある。 

1) 光ファイバ通信システムの特徴 

① 低損失 ：10ｋｍ以上の無中継伝送が可能。 

② 広帯域 ：100MHz・ｋｍ～数 GHz・ｋｍの広帯域で高速，多重化伝送が可能。 

③ 無誘導性 ：電磁波による電磁誘導，静電誘導の障害がなく，電気雑音や雷の影響を受けるこ

とがないので接地電位の異常や爆発雰囲気下での使用が可能。 

④ 細径・軽量 ：同軸ケーブルに比べ，断面積比，重量比が 1/10 程度であるが，外的障害に対する

考慮が必要。 

伝送媒体の比較を表 2.2 に示す。 

表 2.2 伝送媒体の比較 

伝送媒体 長  所 短  所 

光ケーブル 

・高速データ通信ができる 

・電磁誘導・静電誘導の影響を受けない 

・損失が少ないため伝送距離が伸ばせ，軽量で

ある 

・分岐，結合が難しい 

・素材がガラス等のため破損

しやすい 

同軸ケーブル 

・対より線に比較して雑音に強く，伝送帯域も

広い 

・ベースバンド伝送，ブロードバンド伝送が可

能である 

 

ツイストペアケーブル

（対より線） 

・柔らかく配線が容易 

・統一コネクタ（代表的は 8 心の RJ-45）が有り、

製作が容易 

・伝送帯域が制限される 

・雑音の影響を受けやすい 
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2) 光ファイバ通信システムの構成  

光ファイバ通信システム構成の概要は図 2.1 の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 光ファイバ通信システムの概要 

 

d) 無線通信システム 

無線技術の発達により計装信号の分野に於いても無線方式が採用されるようになっている。 

無線通信方式の長所と短所を以下に示す。 

【長所】 

① 信号ケーブルが不要となる。 

② 障害物が無い限り場所の制約を受けない 。 

【短所】 

① セキュリティに弱い。 

② 周囲の環境によるが雑音に弱い。 

③ 有線信号に比較して通信速度が遅い。 

2.2 計装用電源 

a) 計装用電源の種類 

計装用電源は，各種の制御器具に供給される電源であるが，配電盤としては，JEM1460「配電盤・制御盤

の定格及び試験 」に以下のように規定されている。 

・直流：24，48，100，110，220［V］ 

・交流：24，（48），50，100，110，200，220，（400），（440），（5OO），（55O）［V］ 

（ ）内の値は極力使用しない。 

1) 電圧降下 

消費電力の大きな機器がある場合は，道中配線ケーブルの発熱量が許容できる範囲で高い電圧の方がよ

い。 

2) 交流・直流の選定 

直流は，無停電，誘導障害，突入電流による電圧降下の面ですぐれている。 

交流の利点は，任意の電圧・容量が比較的容易に得られる。 

b) 計装用電源の構成 

計装用電源は，各装置に対して共通に設置されるが，母線を適切に分割して異常時に他への影響を少なく

し，また点検，改造時の部分的停電等を考慮する必要がある。分割方法には用途分類によるものと，グル

ープ分類によるものがある。 

 

伝送路 
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・用途分類 ：表示電源，警報電源，制御電源，遮断器電源等 

・グループ分類 ：遮断器対応，電圧対応，バンク対応等 

いずれの場合も主保護，バックアップの電源が同時に喪失しないようにする等の考慮が必要である。 

計装用電源として，遮断器や電磁開閉器の動作に伴うサージの侵入を防止するため，サージ防止装置を設

置することもある。 

c) 計装用電源の配線 

配線を考えるうえで基本的な事項として，以下のものある。 

1) 電圧 

2) 電線 

3) 電路の絶縁と接地 

4) 電路の保護  

5) 特殊事項（塩害，電磁波等） 

計装用電源は，他の負荷と比較して，周波数や波形の質，極端な不平衡や電圧降下が問題になることが多

く，十分な検討が必要である。 

d) 配線設計（電圧降下） 

内線規定（JEAC 8001-2011）に於いて許容電圧降下についての規定があり以下にて配線設計を行う。（電

気事業者から低圧で電気の供給を受けている場合を除く） 

1) 低圧配線中の電圧降下は，幹線及び分岐回路において，それぞれ標準電圧の 2％以下とする。但し，電

気使用場所内の変圧器により供給される場合の幹線の電圧降下は，3％以下とすることができる。 

2) 供給変圧器の二次側端子から， 遠端の負荷に至る電線のこう長が，60ｍを超える場合の電圧降下は，

1)にかかわらず負荷電流により計算し，表 2.3 によることができる。 

表 2.3 こう長が 60ｍを超える場合の電圧降下 

こう長（ｍ） 電圧降下（％） 

120 以下 5 以下 

200 以下 6 以下 

200 超過 7 以下 

 

電圧降下の計算式（交流の場合） 

ｅ＝K1I（Rcosθr＋Xsinθr）L 

e ：電圧降下（V） 

K1 ：電線方式による係数（下表による） I：通電電流（A） 

R ：電線 1ｍあたりの交流導体抵抗（Ω/ｋm） L：電線のこう長（kｍ） 

X ：電線 1ｍあたりのリアクタンス（Ω/ｋm） cosθr：力率角 

 

配線方式 K1 備 考 

単相 2 線式 2 線間 

単相 3 線式 1 大地間 

三相 3 線式 3  線間 

三相 4 線式 1 大地間 
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直流または力率が 1 に近くリアクタンス分が問題にならない交流の場合には，表 2.4 を使用すること

ができる。 

表 2.4 電圧降下の簡略計算式 

配線方式 電圧降下 対象電圧降下 

単相 2 線式 ｅ=
Ａ1,000

IＬ35.6




 線間 

三相 3 線式 ｅ=
Ａ1,000
IＬ30.8




 線間 

単相 3 線式 

三相 4 線式 
ｅ’=

Ａ1,000

IＬ17.8




 大地間 

注 商用軟銅線の周囲温度 20℃にて算出，また，各相電流が平衡している場合 

ｅ：電圧降下（V）  ｅ’：中性線との間の電圧降下（V） 

L：電線のこう長（ｍ） I：負荷電流（A） 

A：使用電線の断面積（ｍｍ2） 

 

2.3 空気源装置  

a) 概要  

計装用空気源としては，清浄な空気を安定に供給することが要求される。 

清浄度としては 

1) 水分がないこと 機器，空気管路の 低周囲温度より露点温度が低いこと。一般に露点温度-17℃(大

気圧換算)以下 

2) 油分がないこと 不純油分：1ｐｐｍ以下 

3) 塵埃がないこと 微粒粉の粒径：10μｍ以下，微粒分の量：0.1ｍｇ/ｍ3 以下 

4) 安定化として 

① 脈動防止及び瞬時停電対策としての空気槽の設置 

② 空気圧縮機の故障対策として予備機の設置 

等があげられる。このためには，図 2.2 の例に示すシステム構成が必要である。 

 

図 2.2 システム構成図 
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b) 空気圧縮機の選定 

1) 選定要領 

ｲ) 空気圧縮機の容量は，空気式制御機器の空気消費量及び操作器の空気消費量を算出し，この値に対

して 1.5 倍または負荷率 50～70％程度を目安として選定する。 

ﾛ) 圧力オン-オフ方式による運転を行う場合は電動機保護のため，オフ時間が 3～5 分以上とれるよう

空気槽の容量と合わせて選定する。 

2) 選定時留意事項 

ｲ) アンローダ方式による運転の場合は負荷率を高く見込めるが，アンローダ制御機構の消耗等を考慮

し 70％程度にとどめるのが望ましい。 

ﾛ) 各メーカのカタログ上の吐出空気量は，吸込状態の温度基準が 20℃～30℃となっているので消費空

気量をｌ(ｎｏｒｍ)/ｍｉｎで算出した場合は温度補正をする必要がある。また JIS による吐出空気量の

保証値は±5％となっているので注意が必要である。 

ﾊ) 空冷式空気圧縮機の場合発熱量はモータ消費電力分であり，設置場所の換気が重要である。 

c) 空気槽の選定 

1) 選定要領 

ｲ) 空気槽の主目的は， 

① 空気圧縮機の負荷率(オン/オフ時間，ロード/アンロード)の調整 

② 故障，停電時等非常時の圧力保持（バックアップシステム作動までの圧力保持）である。 

ﾛ) 空気槽の容量は以下の計算式を用いる。 

Ｖ＝
)ＰＰ(

Ｐ)ＱＴＱ(

21

0211




 

Ｖ:空気槽の容量（ｍ3） 

Ｐ1：空気槽の 初の空気圧力（ｋＰａ) 

（一般には 490～690ｋＰａ） 

Ｐ2：空気放出後の空気槽内の低下した圧力（ｋＰａ） 

(一般には 400ｋＰａ) 

Ｑ1：装置の平常時の平均空気消費量（ｍ3(ｎｏｒｍ)/ｍｉｎ） 

Ｑ2：瞬時空気消費量（ｍ3(ｎｏｒｍ)） 

（瞬時に空気を消費する切替弁等の機器の空気消費量（ｍ3(ｎｏｒｍ)/回）の 2 倍とする） 

Ｔ1：Ｐ1よりＱ1だけ放出してＰ2になるまでの時間（ｍｉｎ) 

（一般的には 30 分とする） 

Ｐ0：大気圧 (ｋＰａ) 

d) 除湿機の選定 

1) 選定要領 

ｲ) 計装用空気源装置の除湿機としては，次の 2 種類から選定する。 

① 冷却式除湿機 冷凍機を用いて空気を冷却・除湿させるもので，連続運転で自動運転が容易で，

出口露点温度を一定に保持できること，運転動力費が吸着式に比して少ない等の特徴がある。

得られる出口露点温度は，-20℃(大気圧換算)程度である。 

② 吸着式除湿機 吸着剤として，シリカゲル，活性アルミナ，モレキュラーシーブス等を用い，

これを 2 個の塔に納め，1 塔を吸着(除湿)に使用中は，他の 1 塔は再生しつつ交互に運転する。
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冷却式除湿機に対し，再生に要する熱量(通常，電気ヒータを使用する)が大きいこと，吸着剤

の機能低下等の問題がある。得られる出口露点温度は，-40℃(大気圧換算)程度である。 

ﾛ) 除湿機の処理空気量は，設置する位置により異なる。 

① 空気圧縮機と空気槽の間に設置する場合 

図 2.3 に示すように空気圧縮機の定格吐出量に合わせる。但し，除湿機の空気入口温度は 40℃

以下とする。 

 

図 2.3 空気圧縮機と空気槽の間に設置する場合 

 

② 空気槽の二次側に設置する場合 

図 2.4 に示すように負荷側消費量に余裕率を加えた処理空気量で選定する。 

 

図 2.4 空気槽の二次側に設置する場合 

 

e) 他の機器の選定 

1) アフタークーラの選定 

ｲ) レシプロ型空気圧縮機等の吐出空気が高温の場合は，除湿機の空気入口温度条件の 40℃以下までア

フタークーラにて空気を冷却する。 

ﾛ) ベビコンにおいても動力の大きなものは，かなりの温度上昇があるのでアフタークーラの設置を検

討する必要がある。 

ﾊ) 7.5ｋｗ以上のオイルフリースクリュー空気圧縮機にはアフタークーラが内蔵されている。 

ﾆ) 7.5ｋｗ以上のレシプロ型空気圧縮機にはアフタークーラを設ける。 

2) フィルタの選定  

用途により，フィルタの種類や設置場所が異なる。フィルタの使用例を表 2.5 に示す。 

表 2.5 フィルタ使用例 

フィルタの種類 用途または設置場所 

スポンジフィルタ 除湿機の前処理用 

セラミックフィルタ 冷却式除湿機の前処理，吸着式除湿機の後処理用 

ジェットフィルタ 冷却式除湿機の後処理，吸着式除湿機の前処理用 

総合フィルタ 除湿機の前処理用 

 

3) 減圧弁の選定  

一般に空気圧縮機からの出口空気圧は，0.5～0.7MPa であり， 終的に個々の機器が指定する供給空

気圧は，0.14MPａ程度である。通常は，これを二段階に分けて減圧する。すなわち，第一段では 0.4MPa



                                            

                         

『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』 
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