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設備計画の基本方針

農学系地区基本設計における基本方針を決定するにあたり、新キャンパスマスター
プランにおける整備方針との対比を以下のとおり行った。

（１）段階的整備と将来の変化に対応可能な計画 ・農学系地区への主要エネルギーの供給ルートは共同溝経由と
　主要エネルギーの供給ルートとして共同溝を整備し、電力 　する。（ガスを除く） 電気設備
・情報通信・給水・ガス等のライフラインの基盤強化を図る ・段階的整備を考慮した供給計画及び共同溝計画を行う。
とともに、段階的整備と将来の変化に柔軟に対応して増設、 ・構内配電において重要な施設に対して２回線にて配電を行う。 5.2-1 電力設備
更新が可能な計画とする。 ・将来の負荷増加に対して機器増設スペースを確保する。

（２）センター・オブ・エクセレンスに相応しい情報通信基盤 ・多様なニーズに対応するための高速ネットワークの構築を行
 　　 の整備 　う。 5.2-3 セキュリティ設備
　新キャンパスでは、研究・教育の拠点として、情報通信技 ・IDカード、パスカードなどの活用による安全なネットワーク
術の進展に柔軟に対応できる基盤整備を図り、地域と世界へ 　の構築を行う。 5.2-4 中央監視設備
向け学術情報を発信し、また受信するための高度情報ネット ・情報通信技術の急激な変化が考えられるため、随時見直しを
ワークを構築する。 　行えるシステムとする。 5.2-5 通信設備
　各種情報サービスの安全で効率的な提供を行うためには、
情報通信のセキュリティーの確保が必要不可欠であり、この 5.2-6 総合情報伝達システム
ため高度なネットワーク・セキュリティー技術を導入する。

（３）施設管理の一元化とキャンパス・セキュリティ・システ ・エネルギーセンターにて施設・設備の総合監視・防災監視
      ム導入 　並びに施設のマネジメントを行い、施設管理の一元化を図る。
　新キャンパスでは、情報通信技術を基盤とするファシリ ・総合監視設備と各施設内監視設備の機能分担を行う。
ティ・マネジメント・システム、施設・設備の総合監視およ ・建物用途や部屋用途、利用者、利用時間帯等を考慮したセ
び防災監視等の施設管理を一元化する。 　キュリティーゾーン・レベルの設定を行い、それに応じた
　また、総合的な安全性確保のため、キャンパス・セキュリ 　学内共通ＩＣカード（ＭＩＩＤ）等のセキュリティーシス 機械設備
ティ・システムを導入する。 　テムを導入することにより、総合的な安全性を確保する。

5.3-1 空調システム・熱源システム

（４）信頼性・安全性の高いエネルギー・システムの整備 ・電力、水、ガス供給の信頼性・安全性の向上を図る。 5.3-2 換気設備
　新キャンパスでは、エネルギー供給の信頼性・安全性の向 ・複数のエネルギー（電気、ガス）を使用し、環境性、経済性
上とライフ・サイクル・コストの最適化を図るため、多様な 　の最適化を図る。 5.3-3 給水設備
エネルギー・システムを導入する。 ・設備費のみでなく、運転費・維持管理を含めて経済的なシス
（エネルギーベストミックス） 　テムを導入する。 5.3-4 排水設備
　また、自然・新エネルギーの利用やパッシブ・システムの ・太陽光発電、自然採光など自然エネルギーの活用を行う。
採用等、環境に配慮したシステムを整備する。 ・パッシブ・システムを活用する。 5.3-5 ガス設備

（５）環境との共生 ・省資源、省エネルギー化を図る。 5.3-6 消火設備
　環境にやさしいサステナブル・キャンパスを形成するとい ・燃料電池排熱利用による、エネルギーの有効活用を検討する。
うコンセプトのもとに、省エネルギー・省資源技術の採用、 ・水循環システムの構築のため、再生水処理施設を使用する。 5.3-7 環境負荷低減計画
自然エネルギーの有効利用、リサイクルのための回収システ ・トップランナー変圧器を採用する。
ムの確立、廃棄物の適正処理、エコ・マテリアルの使用及び
水循環システムの構築等の環境配慮型の各施策の実施により
環境負荷物質の排出削減を図る。
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5.2-2 新エネルギー・省エネルギー

5.2-7 防災設備

新キャンパスマスタープランにおける整備方針 農学系地区基本設計における基本方針 農学系地区基本設計　計画説明書
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 電気設備 － 電力設備 （受変電設備）

（１）設計概要 （３）地区計画

・建物の配置及び設置計画年度を考慮した受変電設備計画とする。 　エネルギーセンター高圧分岐盤室より、共同溝を利用して本計画建物へ高圧にて

・将来計画を考慮し、拡張性や信頼性が高く、機器等の更新が容易な計画とする。 電力供給を行う。

・省エネルギー・環境保護に寄与するシステム計画とする。 　その他附属建物は建物配置及び設置計画年度を考慮した配電計画とする。

・維持管理が容易な計画とし、省力化並びにライフサイクルコストの低減を図る。

（２）棟別計画 表5.2.1　建物別受電方式

サブ電気室の考え方

　本計画建物は施設規模・重要度・配置計画等を考慮すると、相当量の電力が必要

と考えられるため、サブ電気室を設置する。

受電方式

　本計画建物の受電方式は高圧6.6kV2回線（本線・予備線）とし、消防法・建築基

準法等の法的負荷や給排水機器・情報機器等の重要な管理用負荷、並びに重要実験

研究負荷への安定性及び信頼性の高い電力供給システムを計画する。

　受電設備を必要としない施設については、最寄りのサブ電気室より低圧にて電力

供給を行うものとする。

その他

・本計画建物内の受変電設備はメンテナンス等による停電時に重要機器への電力

  供給の停止を最低限にするために２分割にしたシステム構成を検討する。

・各サブ電気室の予備スペースは、原則として高圧盤・低圧盤各1面程度見込む

  計画とし、建物ごとに将来の増築・増設を考慮したスペース検討を行う。

・力率調整は、低圧側で行う計画とし、定常的な遅れ対策として各サブ電気室に

  高圧コンデンサの設置を検討する。 ※１　研究教育棟サブ電気室より低圧引込を行う。

※２　研究教育棟サブ電気室より低圧引込を原則とするが、配置・建物規模等によって

 　　　　はエネルギーセンターからの電力供給を検討する。
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 電気設備 － 電力設備 （受変電設備）

5-3　

図 5.2.1　電力供給系統図 図 5.2.2　電力供給ルート
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 電気設備 － 電力設備 （自家発電設備）  電気設備 － 新エネルギー・省エネルギー

（１）計画概要 （１）計画概要

　消防法および建築基準法上非常電源を必要とする建物、または重要機器等を設置す 　太陽光発電、風力発電、バイオマスなどの各種自然エネルギー・新エネルギーの

る建物には、ウエストゾーン内エネルギーセンターに設置される構内全体負荷供給用 導入による環境配慮・省エネルギー化を図る。

の防災用発電機より電力供給を行う。

（２）新エネルギー

（２）棟別計画 　太陽光発電や風力発電は、自然エネルギーを利用し環境負荷物質を排出しないク

　エネルギーセンターに防災用発電機が設置されていることから、原則として農学 リーンエネルギーであり、電力供給補助として導入を検討する。

系地区への個別非常用発電機の設置は行わない計画とするが、必要に応じて設置を

検討する。 太陽光発電

・農学系地区においては、建物配置計画・設置場所の用途に応じて最新技術の太陽

　電池の導入を検討する。

・太陽電池にはビル屋上・敷地外構設置型や建築構成建材一体型などがあるため、

　農学系地区では10kW単位のモジュールを基本に設置場所（条件）に適したタイプ

　を検討する。

・太陽光発電の連系システムは、低圧での系統連系システム（逆潮流無し）とする。

風力発電

・風力発電（風レンズ風車）の導入を検討する。

・風力発電の連系システムは、低圧での系統連系システム（逆潮流無し）とする。

バイオマスエネルギー

・バイオマスを利用したエネルギーシステムの導入を検討する。

（３）省エネルギー

　CO2排出量削減を目的とした様々な省エネルギー手法及び機器を検討し導入する。

（5-5参照）

　　　　　図 5.2.3　非常電源供給ルート
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非常電源ルート

サブ電気室

凡例
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 電気設備－新エネルギー・省エネルギー
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■照明器具（トイレ・廊下など）

・高効率照明器具

　　　　→消費電力の低減

・ＬＥＤ器具

　　　　→長寿命ランプ

・汎用器具

　　　　→メンテナンスの省力化

・ランプ種類の統一

　　　　→ランプストックの低減

■受変電設備

・トップランナー変圧器

　　　→電力損失の低減

・コンデンサ

　　　→力率改善

・最適幹線ルート

　　　→電力損失の低減

■その他

　・電力計測の細分化

　　　→電力の過剰消費の抑制

　・待機電力のカット

　　　→不要電力の削減

　・新素材、エコ材料の採用

　　　→製造時CO2の削減

■照明制御（各諸室・廊下など）

　・初期照度補正器具

　　　　→ランプの長寿命

・昼光センサー

　　　　→適正照度への調光

・人感センサー

　　　　→不要点灯の防止

・照明点滅の集中監視

　　　　→不要点灯の防止、省力化

■省エネルギー機器及びシステムの採用検討を行う。

　 九州大学農学系地区基本設計　計画説明書 ５．設備計画
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 電気設備－セキュリティ設備

（１）計画概要 （３）地区計画

・事故防止や防犯・防災に配慮した安心安全で快適なキャンパスを実現する 　農学系地区における各エリアごとにセキュリティゾーン・レベル設定を行い、

　ために、最適なセキュリティシステムを導入する。 監視カメラ・非常電話・非常押釦などによる各設定レベルに適したセキュリティ

・建物や部屋の用途、利用時間帯などを考慮した適切なセキュリティゾーン・ システムを検討する。

　レベルの設定を行い、それに応じたセキュリティシステム計画とする。 　監視カメラの映像は単独のネットワークとし（防犯ネットワーク）、ウエスト

・イニシャルコストだけでなく、ランニングコスト及び維持管理を含めた経 ゾーン内エネルギーセンターでモニター監視が可能な計画とする。

　済的なシステム計画とする。

セキュリティゾーン設定

（２）棟別計画 　農学系地区での建物外部におけるセキュリティゾーンは次のように考えられる。

　建物ごとにセキュリティゾーン・レベル設定を行い、建物用途・重要度を考 ・敷地入口

慮し、電気錠（学内共通ＩＣカードＭＩＩＤ）・監視カメラ・機械警備センサ ・駐車場・駐輪場

ーなどによる各設定レベルに適したセキュリティシステムを計画する。 ・構内全体

セキュリティゾーン設定

　セキュリティゾーンは次のように考えられる。 セキュリティシステム

・外部からの建物出入口　　　　　　・一般諸室 　各セキュリティゾーンに必要と考えられるシステムおよび機能を表5.2.3に記載

・特に重要な諸室　　　　　　　　　・外部から進入が可能な部分 する。

・高額機器の設置場所

セキュリティシステム 表5.2.3　セキュリティゾーン別システム・機器表（農学系地区構内）

　各セキュリティゾーンに必要と考えられるシステムおよび機能案を表5.2.2

に記載する。

表5.2.2　セキュリティゾーン別システム・機能表（建物内）

高額機器付近における不審者のチェック
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非常押釦

監視カメラ

非常用電話

不法侵入の警戒監視、早期発見

構内全体
警備員駐在場所や巡回警備員の携帯端末等
への異常通報

カードリーダー・テンキー等による入退室管理等

不法侵入の警戒監視、早期発見

侵入可能な部分における人の動き、不審者のチェック

（入室許可者の識別）

（通常管理者がモニター監視）

機　　能

建物出入口付近における人の動き、不審者のチェック

カードリーダーによる時間外の入退館管理

個別識別装置、カードリーダーによる入退室管理

特に重要な諸室

外部から進入が
可能な部分

高額機器の設置場所

個人識別装置（指紋照合など）

監視カメラ

機械警備センサー

監視カメラ

機械警備センサー

電気錠（学内共通ICカードMIID）

（監視カメラ）

一般諸室

監視カメラ駐車場・駐輪場 駐車場・駐輪場における不審者のチェックセキュリティゾーン

外部からの建物出入口

導入システム

監視カメラ
電気錠（学内共通ICカードMIID）

電気錠等（個別対応）

（入館許可者の識別）

セキュリティゾーン 導入システム 機　　能

敷地入口 敷地入口付近における不審者のチェック監視カメラ

　 九州大学農学系地区基本設計　計画説明書 ５．設備計画
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 電気設備－中央監視設備

（１）計画概要 　また、監視設備の基幹通信方式は、市場性・汎用性が高く、マルチベンダー性が

・電気・空調・衛生・防災設備を適確かつ効率的に管理するため、中央監視 ある通信方式とする。ローカル制御系は、LONWORKS 機器及び PLC （シーケンサー

　設備及び入出力端末設備を設置し、諸設備の自動制御並びに運転状態や異 等） を使用し、通信方式は同様の理由により LONWORKS・OPCリンク等とする。

　常等の監視を総合的に行う計画とする。

・建物の配置及び設置計画年度を考慮した監視設備計画とする。 （３）地区計画

・施設、設備管理データの蓄積と計画的な施設管理への活用を行い、キャン 中央監視設備設置基準

　パスマネージメントを効果的に補助するものとする。 　中央監視設備は農学系地区の研究教育棟（農学系）中央監視室に設置する。

・建物や電気・機械設備の保全と使用エネルギーの一元管理を行い、省力化

　や総合監視設備のファシリティマネージメントへの展開が可能なものとする。 中央監視装置機能概要

　中央監視設備は、棟別計画と同様に研究教育棟（農学系）内の各種システムに接

（２）棟別計画 続して、監視・制御を一括して行うほか、農学系地区内の各監視装置と接続して、

監視設備設置基準 農学系地区全体の施設管理、エネルギー管理の役割を担う。

　監視設備は、建物の施設規模・配置計画及び管理体制の有無を考慮し、必要 　また、マネージメントシステムは、エネルギーセンターを核とする総合監視設備

に応じて設置する。さらにＷｅｂ監視機能を有するものとし、監視装置を設置 を経由し、キャンパス全体のファシリティマネージメントに展開する機能を有する。

しない施設については、最寄りの建物の監視装置において監視・制御を行う計 　附属棟等との連携については、管理体制等を考慮して検討する。

画とする。 ・監視制御機能 （建物監視制御機能）

　棟別計画に同じ

監視設備機能概要 ・エネルギー管理

監視制御機能 　棟別計画で計測した各サブ電気室単位での受電電力量や建物毎の給水・ガス量等

　監視設備は棟別に設置する設備システムと接続し、施設運用の連携を図る。 　を収集し、Ｗｅｂ にて管理する。

（機能） ・マネージメントシステム （Ｗｅｂ機能にて）

　　　　・各種発停制御　　　　　　　　　　　・状態表示、故障表示 　ＢＭＳ （農学系地区全体の建物管理システム）

　　　　・計測・計量・記録 　ＢＥＭＳ （農学系地区全体の建物エネルギー管理システム）

（監視対象設備） ・キャンパス施設予約システム

　　　　・受変電設備　　　　　　　　　　　　・熱源設備 　別途キャンパス施設予約システムとそれを支援する中央監視システムとの連携

　　　　・電灯設備（共用部分）　　　　　　　・空調設備 　により、学部内共用施設や実験施設機器等の連動制御を行うこととする。

　　　　・検針設備　　　　　　　　　　　　　・給排水設備

　　　　・防災設備（設備代表）　　　　　　　・消火設備（設備代表） 中央監視設備のネットワーク

　　　　・セキュリティ設備（設備代表）　　　・昇降機設備（設備代表） 　中央監視設備は図 5.2.4 に示すように、上位に総合監視設備、下位に監視設備

エネルギー管理 が接続される。下位の監視設備との通信方式は市場性・汎用性が高く、マルチベン

　監視設備は各サブ電気室単位での受電電力量を計測する。また、各室につい ダー性があるものとする。また、総合監視設備と下位監視設備の間の通信は、

ても、電力量・給水量・ガス使用量等の計量を検討する。さらに、Ｗｅｂ管理 ＳＱＬデータベースを使用し、相互にポイントデータの交換を行い、下位監視設

機能を有するものとする。 備は、上位監視設備系ネットワークを経由して総合監視設備を接続する。

　さらに、中央監視設備の基幹を学内のネットワークに連携することで、キャンパ

監視機器及び通信方式 ス施設予約システムの施設予約やエネルギー使用量等のデータを管理できるものと

　監視設備機器のハードウェアー・ソフトウェアーは、Ｗｅｂ機能を有した市 する。

場性、汎用性のあるマルチベンダー、オープンシステムとする。
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 電気設備－中央監視設備

図5.2.4　中央監視系統図 図5.2.5　設備監視ネットワーク
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総合監視設備

（発停制御、状態・故障表示、計測）
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総合情報ネットワーク
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総合監視

設備監視ネットワーク

中央監視設備

農学系研究教育

エネルギーセンター

生活支援サービス施設

工学系地区

理学系地区



 電気設備－通信設備（電話設備・テレビ共聴設備）

（１）計画概要

・将来性を考慮し、信頼性の高い安全で効率的な計画とする。

・利用者ニーズの多様化を考慮した計画とする。

・進化するネットワークにも 柔軟に対応できる計画とする。

・テレビ共聴については、光ケーブルにてスター状に配信する。

（２）棟別計画

・電話機端末は構内ＰＨＳ及び固定電話機を設置する。

・電話交換機及び課金装置はキャンパス全体で一元管理を行う。

・テレビ共聴については、各建物に光ケーブルを引込み、光ノード（変換器）

　を設置して増幅し、施設内に配信する。

・将来的にはＩＰ電話の導入が考えられるため、ＩＰ電話への対応が可能な

　計画とする。

（３）地区計画

・電話交換機はキャンパス全体を対象として、エネルギーセンターに設置さ

　れているため、農学系地区への設置は行わない。

・電話交換システムの概念を図5.2.7に記載する。

・テレビ共聴については、研究教育棟より各建物に光ケーブルにてスター状

　に配信する。テレビ共聴系統を図5.2.8に示す。　
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図5.2.7　電話交換システム概念図

図5.2.8　テレビ共聴系統図図5.2.6　電話インフラルート

センターゾーン

ＩＰ網（将来） 

PHS BS 
ｱﾅﾛｸﾞ内線

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ内線

管理課金装置 
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総合エネルギーセンター
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専用線

 
電話交換機
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構内電話ルート（幹線）

電話交換機
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光成端箱・光受信機・光送信箱

テレビ共聴ルート（幹線）

光成端箱・光受信機

テレビ共聴ルート

IDF

光分配装置

光送信機

光受信機

光成端箱

受像機
光ケーブル

光コード

同軸ケーブル

ヘッドエンド装置

E/

O/E

S

 

農学系地区ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 

研究教育棟 食堂 

  

 

     E/O E/O

O/E

O/EＳ Ｓ Ｓ Ｓ 

その他
附属建物
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生活支援サービス施設

工学系地区

理学系地区

エネルギーセンター



 電気設備－総合情報伝達システム

（１）計画概要

・社会環境、生活様式の変化や大学改革に対応した「いつでも、どこでも、

　必要なだけ、正確な」情報メディアを利用できるよう、先端的な通信ネッ

　トワーク環境を整備する。

　また、情報通信技術の急激な変化が予想されるため、随時見直しを行う。

・学内機密の漏洩、不正アクセス等の対策を目的とした情報セキュリティ

　システムを検討する。

・ネットワーク障害対策及び高速性を考慮し、スター型接続を基本形態とす

　る。

・光ファイバの利用は学術系、学内事務系、共用系（地域連携等）の３系統

　で行う。

・次世代を視野に入れ、IPv6といった新たなインターネット方式にも対応で

　きるように、高性能・高信頼のキャンパスネットワークを構築する。

・認証とポリシー選択機能を持った全学的な無線ネットワークを整備する。

（２）棟別計画

・各建物の施設・部屋用途に応じて電子掲示板、遠隔講義・会議システムな

　どの導入検討を行う。

・情報端末の設置計画に応じて、建物内各所に高機能なイーサネットスイッ

　チを設置する。

・情報端末の利用環境の自由度と安全性を高める個人認証システムの導入検

　討を行う。

・情報ネットワークのセキュリティを確保するため、総合認証システムに基

　づいたアクセス情報の重要度に応じられる全学共通ＩＤによるアクセス権

　の認証システムを導入検討する。

（３）地区計画

・情報基盤研究開発センターを中心にしたスター形のネットワークを構築す

　る。総合情報伝達システムイメージを図5.2.10に示す。
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図5.2.9　総合情報伝達システムインフラルート

図5.2.10　総合情報伝達システムイメージ図

コアスイッチ

総合情報ネットワーク（幹線）

ビルスイッチ

凡例

コアスイッチ

情報コンセント
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研究教育棟

▼B１Ｆ
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▼３Ｆ

▼４Ｆ

情報コンセント

情報コンセント

フロアスイッチ

フロアスイッチ

フロアスイッチ

▼８Ｆ

・
・
・

情報基盤研究
開発センター

情報コンセント

フロアスイッチビルスイッチ

生活支援サービス施設

ウエストゾーン農学系地区

情報コンセント

フロアスイッチビルスイッチ

その他附属建物

ビルスイッチ

フロアスイッチ
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生活支援サービス施設

工学系地区

理学系地区

エネルギーセンター

伊都図書館



 電気設備－防災設備

（１）計画概要 （３）地区計画

・建築基準法、消防法などに準拠し、必要となる防災設備を設置する。 自動火災報知設備

・防災監視はウエストゾーン内エネルギーセンターの総合監視室でキャン 　キャンパス内の集中監視により、各建物の防災監視場所は無人とし、省力化

　パス全体を集中監視し、一元管理による省力化を図る。 を図る。

・建物ごとに完結したシステムとし、保守点検の容易な設備計画とする。 　研究教育棟（農学系）に農学系地区の主受信機を設置し、各建物の受信機と

スター状に接続する。

（２）棟別計画 　自動火災報知設備のシステム系統を図5.2.11に記載する。

・各建物の施設規模・用途などにより、必要となる防災設備を設置する。

・消防法、建築基準法により設置する防災設備を表5.2.4に記載する。 非常放送設備

　非常放送設備は建物単位で完結するシステムとするが、研究教育棟（農学系）

表5.2.4　消防法・建築基準法による防災設備 より農学系地区全体への遠隔放送が行える計画とする。

非常放送設備のシステム系統図を図5.2.12に記載する。

※詳細については、諸官庁と再度協議を行う。

　防災設備の中で主要な設備である自動火災報知設備と非常放送設備の基本

計画は以下のとおりとする。

自動火災報知設備

　消防法に準拠し、自動火災報知設備が必要な施設には受信機を設置し、建

物単位で完結するシステム計画とする。

　また、設置計画年度及び各建物ごとに将来の増築・増設を考慮したシステ

ム検討を行う。

非常放送設備

　消防法に準拠し、非常放送設備が必要な施設には防災アンプを設置し、建

物単位で完結するシステム計画とする。

　また、消防法上、非常放送設備の設置義務がない施設においても、業務放

送が必要な建物には非常放送設備（業務放送兼用）を設置する。
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煙感知器連動設備ガス漏れ火災警報設備

非常用の照明装置

赤色標識灯

非常放送設備

誘導灯・誘導標識

消防法による防災設備 建築基準法による防災設備

自動火災報知設備 防火戸自動閉鎖設備

避雷設備

解錠装置
（避難経路になる屋外出口）
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 電気設備－防災設備
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図5.2.11　自動火災報知設備システム系統図

図5.2.12　非常放送設備システム系統図

図5.2.13　自動火災報知・非常放送設備ルート
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　 5.3-1  機械設備－空調システム・熱源システム

（１）計画概要 【個別空調方式】

・ 建物用途や利用形態に適した空調システムとする。 経済性、環境性などから、主に下記２ケースの比較検討を行う。　

・ 快適・効率的な省エネルギー型空調システムとする。 使用条件は使用時間が随時又は定時間外対応が必要な室。冷媒長による効率維持が

・ 運転・制御・保守管理が容易でローコストなシステムとする。 可能な室とする。

・ 環境負荷物質の少ないクリーンエネルギーの利用を行い、機器等のフロン対策を検討する。

表5.3-2　個別熱源比較書　

（２）空調システム・熱源システム

・ 空調方式はセントラル空調方式、個別空調方式、特殊空調方式の各空調方式がある。

・ セントラル空調方式は、使用時間帯が規則的な講義室、一部諸室が想定されるが利用形態に

より空調方式を選択する。

・ 個別方式は、研究室・諸室など個別運転が必要となる室での使用が想定される。

・ 特殊空調方式は、使用室の特殊性に応じて設置する。

【セントラル空調方式】　

経済性、環境性などから、主に下記の3ケースの比較検討を行う。　

使用条件は、使用時間が昼間のみの建物とし、空調負荷性状が特殊でない建物とする。

表5.3-1　中央熱源比較書　

比較

 ケース１（GHP）はケース２（EHP）に比べ、経済性で優位であり、環境面では

 ほぼ同等のレベルである。

 

結果

ケース１（ガス式ヒートポンプパッケージ（GHP））を選定する。

【特殊空調方式】

使用室の特殊性に応じて方式を検討する。ランニングコストが通常の室より著しく

大きいため、空調性能のみならず、ランニングコストへの影響を考慮する。

比較

ケース１（ガス非蓄熱式熱源）はケース２（電気非蓄熱式熱源）ケース３（電気蓄熱式熱源）

に比べ光熱費、設備面で優位である。また環境面でケース１は、ケース３より優位であるが、

ケース２とはほぼ同等のレベルである。

結果

ケース１（ガス式非蓄熱式熱源）を選定する。

　　九州大学農学系地区基本設計　計画説明書 ５．設備計画　　
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ケース１･･･ガス式ヒートポンプ（GHP） ケース２･･･電気式空冷ヒートポンプ（EHP）

ケース１･･ガス非蓄熱式熱源　 ケース２･･電気非蓄熱式熱源　 ケース3･･電気蓄熱式熱源　

OAHU：外調機

ガスエンジン屋外機

冷媒配管

屋内機

OAHU：外調機
（エアハンドリングユニット）

HPC

氷蓄熱槽

FC

蓄熱槽

OAHU

屋外機

冷媒配管

屋内機

OAHU：外調機

CT：冷却塔

Ｒ：吸収冷温水機

FC：ファンコイルユニット

FC

OAHU

HPC：空冷ヒートポンプチラー



　 5.3-1  機械設備－空調システム・熱源システム

（３）空調方式の選択 【省エネルギー】

施設用途や利用形態に適した空調方式を選択する。 ・ 部分負荷運転に対応できる熱源機器の分割運転、及びポンプの可変運転制御に

よる運転効率の向上を図る。

・ 冷温水の送水温度差を大きくとることで、搬送動力の削減を図る。

・ 空調機械室は、各階の空調箇所の近くに配置することで、配管・ダクトの搬送

動力の低減化を図る。

・使用時間が一定で規則正しい施設 【将来計画】

・室内負荷が一般的で冷房期と暖房 　A：セントラル空調方式 ・ 将来のエネルギー供給計画は、将来において、容易に対応が可能なように、熱

　期がはっきりしている施設 源機器の更新スペース、機器搬入ルート確保等、当初計画時に配慮する。

・中間期、冬季に冷房が必要な施設 　B：個別空調方式　

・単独熱源を必要とする施設

（室内温湿度、空気清浄度等） 　C：特殊空調方式

・バイオハザードを要求される施設

表5.3-3　農学系における空調方式の分類

大学院（学府) 学部

　研究室 B B

B

　ゼミ室 Ｂ

B B

B B

　講義室 A

　講義室（大規模） A

C C

　　　A：セントラル空調方式  B：個別空調方式 C：特殊空調方式　

　　　EHP：電気式空冷HP方式　GHP：ガス式HP方式 AHU：単一空調機　

　 　 FC：ファンコイルユニット　HEX：全熱交換器　

OAHU：外気処理空調機（中央又は個別熱源）
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AHU

用途

EHP OAHU

　実験室（化学系） GHP HEX又はOAHU

　特殊室(恒温恒湿室)

AHU組込HEX

OAHUAHU

　HEX

　HEX

　HEX　実験室（物理系）

　実験研究室 GHP

GHP

GHP

空調方式区分

GHP

熱源区分

室内空調方式

　HEX

外気処理方式

空調方式

・特殊な室内条件が必要な施設

・使用時間が不規則で特定できない施設

空調方式の選定条件



　 5.3-1  機械設備－空調システム・熱源システム
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図5.3-１　　空調方式イメージ図



　 5.3-2  機械設備－換気設備

（１）換気設備 【ドラフトチャンバー換気】

・ 部屋の利用形態に応じた換気設備を設ける。 ・ DCの排気ダクトは、DCが扱う溶剤の種類により系統分けを行う。

・ 室内空気の浄化のために、酸素の供給、熱及び湿気の排除、有害ガス及び燃焼ガスの排除 ・ DCの設置台数が多いエリアについては、中央給気、中央排気方式によりドラフト制

などを行ない、室内環境を維持していく。 御システムの変風量方式とし、省エネ化を図る。

・ 換気方式は、居室､熱源機械室及び火を使用する室などは原則、機械換気方式とする。 ・ DCの設置台数が少ないエリアや分散設置されているものについては、使用勝手やダ

・ 換気量は、室の換気目的、使用状況を考慮する。関連法規の規制に従い換気量を決定する。 クトの収まりにより単独給気、単独排気とする。

（関連法規の例として”建築物における衛生的環境保全に関する法律”(通称：ビル管法)

シックハウス法、労働安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則、特定科学物質等障害予防規則 【ドラフトチャンバーの給排気方式】

を遵守する） ・変風量方式を採用することで、送風機の動力を削減することが可能なシステムとす

・ 換気方式は対象とするエリアの目的に応じ、単独換気システム又は空調システムに含まれ る。

たシステムか検討する。 ・実験室ラボ系はDCの設置台数が多いため、中央集中排気方式として系統分けを行う。

・ 居室換気では、全熱交換機による排熱回収等省エネルギー対策を検討する。 ・ DCの使用溶剤を基に、最も多い有機系とそれ以外の酸・アルカリ系に分ける。

・ 換気設備を設ける場合の標準的な１人当りの必要換気量は以下の通りとする。

  　  教室 17 （m3/人） 表5.3-5　ドラフトチャンバーの系統区分

　　  一般的な居室（事務室、教官室など 20 （m3/人） 系統

　　  ビル管理法適用建物の居室 30 （m3/人） ・学生実習実験室に使用するDCのため、同時使用率が100％を想定し、

　別系統とする。

（２）実験換気方式 ・同時使用率ピーク100％時もあるが､ランニングコストの低減のため

・ 実験室におけ換気回数は以下の通りとする。(文部科学省:機械設備工事設計資料を参考） 　変風量方式とする。

　　  実験室（物理系）の換気回数 5 （回/h） ・学生実験室使用のため、時間はある程度限定される。

　  　実験室（化学系）の換気回数 8 （回/h） ・外気供給は室内側DCと吹出口の位置に注意してフィルターを通過し

・ 実験室の換気は、臭気や有害ガスが発生する室は負圧とし、他室へ流れないようにする。 　た外気を供給する。

・ 有害ガス等の排気は、原則として排気フードやドラフトチャンバー（以下ＤＣとする）、

有機系2

区分内容

有機系1

卓上フード、換気口付き実験台などによる局所排気設備によることとする。 ・有機系ー1以外をこの系統にまとめる。

・ 下表（例）の有害物質に対し使用者の安全を確保し、実験環境を満足するため、DCは前面 ・DCの同時使用率を考慮して変風量方式とする。

風速を考慮して設置する。またこれによる法規上の判断からスクラバー（ＳＣ）の設置を ・研究室の使用時間は２４時間で同時使用率が低い。

計画する。 ・外気供給は室内側DCと吹出口の位置に注意してフィルターを通過し

　た外気を供給する。

表5.3-4　特定化学物質等を含有する排気等の処理の例

・酸・アルカリ系統は使用台数が少なく位置が離れている。

ジクロルベンジジン、アルファーナフチルアミン、塩素化ビフェニル、オルトートリジン

ジアニシジン、ベリリウム、アクリルアミド、石綿、オーラミン、オルトーフタロジニトリル

カドミウム、クロム酸、五酸化バナジウム、コールタール、三酸化砒素 ・主に研究室に設置するウォークインドラフトがある場合は、使用目

シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、重クロム酸、水銀、マンガン他 　的が危険物の保管用であり風量は最小風量とする。

 排ガス処理 弗化水素、硫化水素、硫酸ジメチル、アクロレイン ・排気処理装置は設けず、直接排気とする。

アルキル水銀化合物、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム

ベンタクロルフェノール、塩化水素、硝酸、硫酸、硫化ナトリウム

アルキル水銀化合物
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有機系2

酸・アル
カリ系

その他

 除じん

 残さい物処理

用後処理 対象物質

 排液処理



　 5.3-3  機械設備－給水設備

（１）計画概要

・ 給水は、上水と実験用再生水、トイレ用再生水の３種類とする。

・ 上水は、給水センターからの圧送配管(東側と北側の共同構内)より分岐し引き込む。

・ 再生水（実験用、トイレ用）は、給水センターからの圧送配管(東側と北側の共同構内）

より、分岐し引き込む。

・ キャンバス全体の給水はループ方式をとり、安定給水を図る。

（２）給水区分

・ 上水及び再生水の基本的な区分は下記による。

上水･･･飲用水・飲用水以外の雑用、消防用水、散水、空調補給水（加湿）

実験用再生水･･･実験用水、空調補給水（冷却塔）

トイレ用再生水･･･便所洗浄水

（なお、再生水は散水等には使用できない）

・ 給水センターからの送水は下記の３系統に分類される。

上水（市水）

実験用再生水（実験用水、空調補給水） （５）給水の安定供給について

トイレ用再生水（便所洗浄水） 農学系地区への給水の安定性の確保

・幹線給水管のループ化

（３）上水給水方式、再生水給水方式について 　幹線給水管のメインルートは共同溝内とし、建物ピットを利用してループ化していくことが考えら

・ 上水・トイレ再生水の給水方式は、地下機械室からの圧送方式とする。 　れる。またループ化により、断水することなく分岐工事を行うことが可能となり安定供給を図る。

・ 実験用水の給水方式は、西ウィングの屋上に高置水槽を配置する重力給水方式とする。

・ 上水・トイレ水の給水方式の選定にあたっては、以下の点に配慮した計画とする。

圧送方式の有効性

設備設置スペースの有効利用が可能である。

給水方式の安定性

圧送方式とすることで、高架水槽方式に比し、保守・管理が簡易となる。

・ 実験用水の給水方式の選定にあたっては、以下の点に配慮した計画とする。

建物の高低差の有効利用

建物の高さを利用することによって、高置水槽からの給水範囲を大きく確保することが可能となる。

システムの単純さと給水装置としての安定性

揚水ポンプと高置水槽との組み合わせ、並びに機器の信頼性、複数台設置など、バックアップ体

制により安全性を図る。

給水圧及び給水量の安定性

瞬時に大量の給水を必要とする実験施設群において、水圧変動を嫌う実験施設には適している。

・ カフェへの上水及びトイレ用再生水の送水を行う。
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図5.3-3　幹線給水管のループ化

図5.3-2　高架水槽配置イメージ

都市計画 道路（学園通線）

市水（水道事業者管）

下水（西部水処理センター）

給水センター

幹線給水管 ( 共同溝)

幹線 給水管 ( 建物 床下ピット 内等 )

計画建物

（再生水は散水には利用できない）



 　5.3-4  機械設備－排水設備 　 5.3-5  機械設備－ガス設備

（１）計画概要 （１）計画概要

・ 排水系統は汚水系排水、生活系雑排水、実験系排水、雨水排水とする。 ・ 都市ガス（13A）低圧ガス主管を北面中圧ガス主管から整圧器（ガバナー）を介

・ 実験系排水は建物又は建物でPHをモニタリング後、生活雑排水と合流して再利用を行う。 し、低圧にて引き込む。

・ 汚水排水は、公共下水道へ放流する。 ・ ガス管は、安全性、経済性を考慮し、土中埋設とする。

・ 雨水排水は、浸透桝、浸透トレンチ等を設置することにより地下水への浸透を図る。 ・ 実験棟北側にガバナー室を設ける。

（2）ガス供給箇所

・ ガスの種別と供給施設等は、以下を想定する。

飲用水 低圧･･･GHP、空調中央熱源、実験用ガス

洗面給水

トイレ洗浄水 公共下水道

空調用補給水

空調排水 再生水処理施設

実験用水 モニター

実験用冷却水

排ガス処理装置 廃液貯留槽

散水・修景用水

湧水排水

凡例

記号

雨水排水 調整池 河川
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図5.3-5　ガス供給ルート図図5.3-4　給排水フロー図

名称

 整圧器（ガバナー）

 整圧器からの供給対象建物群

汚水

雑排水 余剰排水

再生水（実験用水他）

再生水（トイレ洗浄水）

上水

実験排水

Ｇ
(再生水は散水等に使用できない)



　 5.3-6  機械設備－消火設備

（１）計画概要 （3）配置計画

・ 消火設備は、消防法施行令・同施行規則及び火災予防条例等に基づき設置する。 屋外部分の配置計画を次図に示す。

・ 屋内消火栓、屋外消火栓、スプリンクラー設備の水源及び加圧送水装置は、農学系研究 消防用水の配置上の要件

教育棟内に配置する計画とする。  ・対象建物の各部分から防火水槽40ｔ（消火栓併設型）までの水平距離は300ｍ以下と

・ 消火設備の監視は、設置建物とエネルギーセンターの総合監視室で行う。 する。

・ 消防法に適合し非常時に有効に機能するとともに、保守点検の容易な設備とする。  ・消防ポンプ車が2ｍ以内に接近することができる位置を原則とするが、接近できない

場合及び吸管投入孔が設置できない場合は採水口を設ける。

（2）消火設備の種類と法規制  ・緑地エリアに設置する。

・ 建築計画や規模・用途により種々の消火設備が必要になる。（表5-3-6）  ・危険物倉庫は幹線道路北側に、高圧ガスボンベ庫は東ウィング側に近隣間隔確保の

上、計画する。

表5.3-6　消防法による消火設備

関係法令

屋内消火栓 施行令１１ 延床面積≧2,100㎡（耐火）

屋外消火設備 施行令１9 耐火（1階+2階）≧9,000㎡

スプリンクラー設備 施行令１２ 11階以上の建物　設置は11階以上

市条例 31ｍをお超える建物　設置は31ｍを超える部分

地下１階、無窓階

不活性ガス消火設備 施行令１6 ボイラー室等≧200㎡

通信機器室≧500㎡

消防用水 施行令27 ①敷地面積≧20,000㎡かつ耐火（1階２階）≧15,000㎡

②建築物の高さ＞31ｍ且つ地階を除く延床≧25,000㎡

③敷地面積≧20,000㎡かつ、①②の建物は除き、建築物

相互の外壁中心間の水平距離　１階≦３m、2階≦5m

かつ耐火（1階+2階）≦15,000㎡で除した商の和が≧1

連結送水管 施行令29 地階を除く階数≧7階

地階を除く階数≧5階且つ延面積≧6,000㎡

連結散水 施行令28の2 地階≧700㎡

代替スプリンクラー消火設備

消防水利 法20 福岡市開発指導要綱19条の第２項

・ 電気室・ボイラー室を含む設備室などの不活性ガス消火設備のガス種は、人体の安全性 凡例

よりイナージェンガス又は窒素ガスとする。 記号

・ ガス種の選定については、ガスの汎用性・コスト面等を比較して決定することとするが、

選定順位は窒素ガス、イナージェンガスの順とする。
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図5.3-6　消防用水配置図

消火設備名称 内容

名称

防火水槽（半径300ｍ）消火栓併設型〈新設〉

消防水利用消火栓(半径120ｍ)〈既設〉

消防用水(半径100ｍ)〈新設〉

300ｍ

高圧ボンベ庫
危険物倉庫

120ｍ

120ｍ

100ｍ

100ｍ



　 5.3-7  機械設備－環境負荷低減計画

（１）環境負荷低減に向けた国の取り組みについて （４）農学系地区における環境負荷低減の項目と手法

　環境問題の国の取り組みとして、国土交通省の環境配慮型官庁施設計画指針（グ
リーン庁舎指針)は､LCCO2で環境に与える影響を評価し、環境負荷の低減、特に地 表5.3-7 環境負荷低減の項目と手法

球温暖化対策の推進に資するものとなっている。また、文部科学省によるエネルギ 日射遮蔽 外構、植栽、庇、ルーバー

ー環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備も、環境への負荷の低減に配慮 通風 通風経路、窓面積、採風装置、吹抜け

した施策づくりを目指している。 自然冷却 地中冷熱、自然通風（エコボイド）、クールチューブ

断熱 ペアガラス、断熱サッシュ、断熱扉

（２）これからの省エネルギー計画 気密 気密サッシュ、風除室、気密工法

　建築物の省エネルギー基準が平成21年4月に改正強化されたことを踏まえ、今後 スクラバー 集中式スクラバー、個別式の系統分け

ますます省エネルギー技術の開発が必要となっている。特に省エネルギー建築、自 ドラフト制御 サッシュセンサー、高速VAV

然エネルギー・自然環境利用技術を用いたパッシブ手法及び機械技術によるアクテ 置換空調 居住域空調

ィブ手法の組合せが重要となる。 全熱交換器 排熱回収

カスケード 余剰排熱利用

（３）農学系地区での省エネルギー指針 ナイトパージ 夜間外気導入

　新キャンパスは、環境と共生する未来型キャンパスの創造を基本構想の一つとし 外気導入制御 CO2センサー

ており､環境負荷の低減が重要なテーマとなっている。今後ますます、省エネルギー

計画への配慮が必要となってくることを考慮して、農学系地区では従来のキャンパ

スに比較し、30％の負荷低減を目標とする。
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      図5.3-8　アクティブシステムの断面イメージ図5.3-7　パッシブシステムの断面イメージ

パッシブ手法

アクティブ手法


