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第2章 各設備共通仕様 
第1節 歩廊・階段・点検床等 

プラントの運転及び保全のため、機器等の周囲に歩廊、階段、点検床、点検台等を設け、

これらの設置については、以下のとおりとする。 

歩廊・階段・点検床及び通路 

構造  グレーチングまたはエキスパンドメタル 

   必要に応じてチェッカープレート使用 

幅 

① 主要部  1,200mm以上 

② その他  800mm以上 

階段傾斜角  主要通路は 45°以下 

手摺 

構造  鋼管溶接構造（φ=［  ］mm以上） 

高さ   

① 階段部  900mm以上 

② その他  1,100mm以上 

特記事項 

階段の高さが4mを超える場合は、原則として4m以内ごとに踊り場を設けるこ

と。 

はしごの使用はできる限り避けること。 

主要通路については原則として行き止まりを設けないこと（2方向避難の確保）。 

階段の傾斜角、蹴上げ、踏み面等の寸法は極力統一すること。 

手摺りの中間横さんは2段以上とすること。 

手摺りの支柱間隔は 1,100mmとすること。 

歩廊にはトープレートを設置すること。 

プラント内の建築所掌と機械所掌の手摺・階段等の仕様は、機械所掌の仕様に原則

として統一すること。 
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第2節 防熱、保温 
炉本体、ボイラ、高温配管等、人が触れ火傷する恐れのあるもの及び集じん器、風

道、煙道等低温腐食を生じる恐れのあるものについては、必ず防熱施工、保温施

工し、夏季において機器の表面温度を室温＋40℃以下（80℃を上限とする）とす

ること。ただし、防熱目的で非常時のみ高温となるものについては別途協議とす

る。 

保温材は目的に適合するものとし、原則として外装材は、炉本体、集じん器等の機

器は鋼板製、風道、煙道、配管等はカラー鉄板またはステンレス鋼板、アルミガ

ラスクロスとする。蒸気系はケイ酸カルシウムまたはロックウール、水、空気、

排ガス系はグラスウールまたはロックウールとすること。 

ダクト・コンベヤ等の上面に作業員が乗るおそれがある場所は、外装板の変形を防

止するため、保温材を強度のあるケイ酸カルシウムボード等とすること。 
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第3節 配管 
勾配、保温、火傷防止、防露、防錆、防振、凍結防止、ドレンアタック防止、エア

抜き等を考慮して計画し、つまりが生じやすい流体用の管には掃除が容易なよう

に考慮すること。また、管・ダクト等の必要箇所にはバイパスを設けること。 

汚水系統の配管材質は、管（内面）の腐食等に対して、硬質塩化ビニル管等適切な

材質を選択すること。 

管材料は以下の表を参考として、使用目的に応じた最適なものとすること。 

管材料選定表（参考） 
規格 名称 材質記号 適用流体名 備 考

JIS G3454 圧縮配管用 
炭素鋼鋼管 

STPG370S 
SCH40 

高圧蒸気系統 
高圧ボイラ給水系統 
ボイラ薬液注入系統 
高圧復水系統

圧力980kPa以上の中・高
圧配管に使用する。 

JIS G3454 圧力配管用 
炭素鋼鋼管 

STPG370S 
STS 
SCH80

高圧油系統 圧力4.9 13.7MPaの高
圧配管に使用する。 

JIS G3455 高圧配管用 
炭素鋼鋼管

STPG370S 
SCH140

高圧油系統 圧力20.6MPa以下の高圧
配管に使用する。

JOHS 102 油圧配管用 
精密炭素鋼鋼管

OST-2 高圧油系統 圧力34.3MPa以下の高圧
配管に使用する。

JIS G3452 配管用炭素鋼 
鋼管 

SGP-E 
SGP-B 

低圧蒸気系統 
低圧復水系統 
雑用空気系統 
燃料油系統 
排水・汚水系統

圧力980kPa未満の一般
配管に使用する。 

JIS G3459 配管用ステンレ 
ス鋼鋼管

SUS304TP-A 温水系統 
純水系統

JIS G3457 配管用アーク 
溶接炭素鋼鋼管

STPY 400 低圧蒸気系統 
排気系統

圧力980kPa未満の大口
径配管に使用する。

JIS G3452 配管用炭素鋼 
鋼管 

SGP， 
SGP-ZN 

工業用水系統 
冷却水系統 
計装用空気系統 

圧力980kPa未満の一般
配管で亜鉛メッキ施工の
必要なものに使用する。 

JIS K6741 硬質塩化ビニル 
管 

HIVP 
VP 
VU

酸・アルカリ薬液系統 
水道用上水系統 

圧力980kPa未満の左記
系統の配管に使用する。 

－ 樹脂ライニング 
鋼管 

SGP＋樹脂ラ
イニング 
SGP-VA,VB、 
SGP-PA,PB

酸・アルカリ薬液系統 
上水設備 

使用流体に適したライニ
ングを使用する（ゴム・
ポリエチレン・塩化ビニ
ル等）。

JIS G3442 水道用亜鉛 
メッキ鋼管 

SGPW 排水系統 静水頭100m以下の水道
で主として給水に用い
る。



2-4 

第4節 塗装 
塗装は、耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮するとともに、配管の塗装については、

各流体別に色分けし、流体表示と流れ方向を明記すること。 

配管塗装のうち、法規等で全塗装が規定されているもの以外は識別リボン方式とす

ること。 

第5節 機器構成 
主要な機器の運転操作は、切換方式により中央制御室から遠隔操作と現場操作が可

能な方式とすること。 

振動・騒音・低周波音の発生する機器には、防振・防音・低周波音対策に十分配慮

すること。 

粉じんが発生する箇所には適切な防じん対策（集じん装置や散水装置の設置等）を

講じ、作業環境の保全に配慮すること。 

臭気が発生する箇所には負圧管理や密閉化等の適切な臭気対策を講じること。 

可燃性ガスの発生する恐れがある箇所には防爆対策を十分に行うとともに、爆発に

対しては、自動消火設備を設け爆風を逃がせるよう配慮し、二次災害を防止する

こと。 

コンベヤ等を採用する場合、機側には緊急停止装置（引き綱式等）等安全対策を講

じること。 

第6節 寒冷地対策 
主要な機器は屋内に設けること。 

配管・弁・ポンプ等の運転休止時の凍結防止は原則として水抜き処置によるが、運

転時に凍結の恐れのあるものは、保温またはヒータ等の加温設備を設けること。 

計装用空気配管の凍結防止対策のため、計装用空気は除湿すること。 

蒸気コンデンサの凍結防止対策及び過冷却防止対策を講じること。 

屋外設置の電気機器、盤類の凍結防止、雪の吹込防止対策を講じること。 

凍結の恐れのある配管や薬品貯槽には、ヒータ等の凍結防止対策を講じること。 
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第7節 地震対策 
建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、次の点を考慮

したものとすること。 

指定数量以上の灯油、軽油、重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納すること。 

灯油、軽油等のタンク（貯蔵タンク、サービスタンク）には必要な容量の防液堤を

設けること。また、タンクからの移送配管は地震等により、配管とタンクとの結

合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイントを必ず設置すること。 

塩酸、苛性ソーダ、アンモニア水等薬品タンクの設置については薬品種別毎に必要

な容量の防液堤を設けること。 

『火力発電所の耐震設計規程 JEAC 3605-2009（一般社団法人 日本電気協会：平

成 21年発行）』、『建築設備耐震設計・施工指針2014 年度版（一般財団法人 日

本建築センター：平成26 年発行）』に準じた設計・施工を行うこと。 

電源あるいは計装用空気源が断たれたときは、各バルブ・ダンパ等の動作方向はプ

ロセスの安全サイドに働くようにすること。 

二次災害を防止するため、速やかに処理工程を安全・確実に停止できるよう、中央

操作室に緊急停止ボタンを設けること。 

感振器を設置し、250 ガルを感知したときは安全に停止するシステムを計画するこ

と。また、安全管理上、250ガル以下で停止が必要な機器については個別に設定

すること。 

装置・盤類の転倒防止、ボルト引抜防止等を図ること。
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第8節 その他 
点検・清掃等 

点検・補修・取替・清掃を容易・安全・衛生的に行えるように計画するとともに、十

分な高さ及び広さのメンテナンススペースを確保すること。 

点検・補修・取替等が必要な箇所は、作業員が目視にて装置等の状況を確認できるよ

うにすること。 

灰、ダスト、汚泥等がたまり、運転、管理上支障をきたす箇所は清掃可能とすること。 

油漏れの可能性がある箇所に油受けを設けること。 

交換部品重量が 100kgを超える機器の上部には、吊フック、ホイスト及びホイスト

レールを設置すること。 

必要な箇所にマシンハッチ、電動ホイストを設けること。 

マシンハッチの開口寸法は、吊上物が容易に通過できること。 

マシンハッチの開口部には、抜き差し式の手すりを設けるなど、安全対策を講じるこ

と。 

必要な箇所に点検口・マンホールを設けること。点検口・マンホールは点検・清掃を

容易に行える十分な大きさとすること。 

定期的な点検・清掃・補修・取替が必要な箇所には照明設備を設けるとともに、原

則としてはしごや脚立を使用しないで管理が可能な計画とすること。 

配線管、配管は通路、作業動線等を交差しないこと（床上配管等は避けること）。 

ダクトにおいて、ダンパの前後のいずれかにダンパ点検用蓋を設置すること。 

安全対策 

危険箇所には、安全標識を JISZ9101 により設けること。 

消防法、労働安全衛生法、電気事業法等による安全標識、掲示板及び薬品の取扱に関

する要領を明記した掲示板等を設置すること。 

1m以上の高低差のある場所は安全柵を設けること。 

はしごを計画する場合は、必要に応じて、背かごを計画すること。 

突起部分については、日常作業時に危険のないよう配慮すること。 

防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対しては、自動消火設備、爆風逃がし口等の

完備により爆風を完全に処理できるよう十分配慮し、二次災害を防止すること。 

火災対策を十分考慮すること。 

機械の歯車・チェーン・ベルト等には、巻き込み事故等の防止のため、安全カバーや

囲い等の安全対策を施すこと。 

薬品貯蔵室等には、薬品による被害が生じた場合の対策としての洗浄装置（洗眼器や

手洗器等）を設けること。 
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防液堤・防油堤の容量は薬品や燃料等の貯留容量以上とすること。また、適切な材

質を選定すること。 

水槽・貯槽・タンク・バンカ等にはレベル計及び上下限警報装置を設けるとともに、

上下限警報を中央制御室に表示すること。 

高所における点検箇所には転落防止に留意し、必ず歩廊を設置すること。 

緊急停止ボタンは原則として統一すること。 

搬送設備 

搬送物、搬送量、傾斜角等を考慮し、最適な形式・仕様とすること。 

原則として、コンベヤには点検用の歩廊を設けること。 

コンベヤは、下流側機器とのインターロックを計画すること。 

コンベヤのテール部に搬送物がたまりにくい構造とすること。また、たまったものは

安全かつ容易に取り出し可能とすること。 

作業員が寄りつく可能性があるコンベヤの機側には緊急停止装置（引き綱式等）を設

けること。また、緊急停止装置の作動時には、上流側の装置が連動して停止するシス

テムとすること。 

コンベヤは、搬送物の搬送に支障がない形式及び傾斜角とすること。また、ごみの飛

散及びこぼれ落ちが生じない構造とすること。 

戻り側の持ち帰り物を極力少なくすること。 

詰まり・かみ込み等が少なく、異物取り除き作業が容易なこと。

かみ込み等の可能性がある場合は、正転、逆転が可能とすること。 

コンベヤは、搬送物の有無に関わらず異音等が発生しない構造とすること。 

送風機 

吸気スクリーンを設けること。 

風量、風圧には余裕のある計画とすること。また、軸受部に温度計を設け、ケーシン

グにドレン抜きを設けること。 

点検・清掃を容易に行うことができるよう、点検口を設けること。 

原則として専用の室内に設置し、点検・補修に支障がないスペースを確保すること。 

ポンプ類 

空転防止装置を設けること。 

流量計、圧力計等の日常の点検等に必要な付属品を設けること。 

接液部は腐食を考慮した材質とすること。 

使用する液体及び設置場所の環境に応じた材質（耐食性、耐薬品性等）とすること。
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その他 

材質については、本要求水準書に記載しているものと同等以上の品質であることを条

件に代替提案を可とする。その場合、代替提案を行う理由を明記すること。 

実績のある機器を採用するものとし、新技術については実験データ等を市へ提出し承

諾を受けること。 

機器部品はできる限り汎用性のあるものとし、交換が容易なこと。 

気象条件及び立地条件に十分配慮すること。 

敷地内の配管布設にあたっては、地盤沈下、腐食等について対策を講じること。 

ポンプ、電動機及び電気計装機器類は、極力メーカーを統一すること。 

作動油、潤滑油、グリース等はメーカーを可能な限り統一し、給油が容易なこと。 

省エネルギー効果が高い機器、電動機（プレミアム効率電動機、インバータ他）、変

圧器（超高効率等）及び照明（LED、高効率照明具他）等を使用すること。 

煙道のサイズや曲がり等、適正な構造を選定することにより排ガスの流速を抑え通風

抵抗の低減化を図ること。 

ろ過式集じん設備の通ガス速度の適正化や効果的な逆洗操作等により、通風抵抗の

低減化を図ること。 

道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを4m（消防との協議）以上

とすること。 

停電対策として、設備の異常過熱等の発生及びデータ処理等計装制御に支障が生じ

ないように配慮すること。 

災害時等においても1週間程度運転することができるよう計画すること。 

近年発生するゲリラ豪雨に配慮すること。 


