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九州大学文系地区基本設計 計画説明書 7.設備計画

（１）段階的整備と将来の変化に対応可能な計画 ・ 文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する。

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・情 （ガスを除く） 電気設備

報通信・給水・ガス等のライフラインの基盤強化を図るととも ・ 構内配電において重要な施設に対して２回線で配電を行う。

に、段階的整備と将来の変化に柔軟に対応して増設、更新が可 ・ 将来の負荷増加に対して機器増設スペースを確保する。

能な計画とする。

（２）センター・オブ・エクセレンスに相応しい情報通信基盤の整備 ・ 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う。

新キャンパスでは、研究・教育の拠点として、情報通信技術の ・ 学内共通ＩＣカード（ＭＩＩＤ）、パスカードなどの活用による

進展に柔軟に対応できる基盤整備を図り、地域と世界へ向け学 安全なネットワークの構築を行う。

術情報を発信し、また受信するための高度情報ネットワークを ・ 情報通信技術の急激な変化が考えられるため、随時見直しを行え

構築する。 るシステムとする。

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・システム導入 ・ エネルギーセンターにて施設・設備の総合監視・防災監視並びに

     新キャンパスでは、情報通信技術を基盤とするファシリティ・ 施設のマネジメントを行い、施設管理の一元化を図る。

マネジメント・システム、施設・設備の総合監視および防災監 ・ 総合監視設備と各施設内監視設備の機能分担を行う。

視等の施設管理を一元化する。 ・ 建物用途や部屋用途、利用者、利用時間帯等を考慮したセキュリ

また、総合的な安全性確保のため、キャンパス・セキュリティ ティーゾーン・レベルの設定を行い、それに応じた学内共通ＩＣ 機械設備

・システムを導入する。 カード（ＭＩＩＤ）等のセキュリティーシステムを導入すること

により、総合的な安全性を確保する。

（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。

新キャンパスでは、エネルギー供給の信頼性・安全性の向上と ・ 複数のエネルギー（電気、ガス）を使用し、環境性、経済性の

ライフ・サイクル・コストの 適化を図るため、多様なエネル 適化を図る。

ギー・システムを導入する。（エネルギーベストミックス） ・ 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テム

また、自然・新エネルギーの利用やパッシブ・システムの採用 を導入する。

等、環境に配慮したシステムを整備する。

（５）環境との共生 ・ 省資源、省エネルギー化を図る。

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うコ ・ 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。

ンセプトのもとに、省エネルギー・省資源技術の採用、自然エ ・ トップランナー変圧器以上の性能を有する変圧器を採用する。

ネルギーの有効利用、リサイクルのための回収システムの確立、 ・ 太陽光発電、自然採光など自然エネルギーの活用を行う。

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 ・ パッシブ・システムを活用する。

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。

新キャンパス・マスタープラン２００１における整備方針 文系地区基本設計における基本方針

7.2-1　電力設備

7.2-2　電話設備

文系地区基本設計　計画説明書

7.2-4　セキュリティー設備

7.3-6　ガス設備

7.2-5　エネルギー管理設備

7.2-6　防災設備

7.3-7　消火設備

7.2-3　総合情報ネットワーク

7.3-1　空調システム・熱源システム

7.3-2　換気設備

7.3-3　水循環計画

7.3-4　給水設備

7.3-5　排水設備

7.1 設備設計の基本方針

文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２００１における整備方針との対比は以下のとおりである。

図7.1.1 設備計画の基本方針と構成
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九州大学文系地区基本設計 計画説明書 7.設備計画

（１）受変電設備

１）計画概要

・建物の配置および設置計画年度を考慮した受変電設備計画とする。

・将来計画を考慮し、拡張性が高く、機器等の更新が容易な計画とする。

・省エネルギー・環境保護に寄与するシステム計画とする。

・維持管理が省力化された計画とし、ライフサイクルコストの低減を図る。

２）地区計画

・中央図書館電気室に高圧分岐盤を設置し、共同溝・地下ピットを利用し、中央図書館・教育研

究棟（北側・南側）へ高圧にて電力供給を行う。

また、構造実験棟（人環）、環境実験棟（人環）、総合臨床心理センター、行動実験棟（人環）

には教育研究棟（北側）電気室より高圧または低圧にて共同溝・地下ピットを利用し電力供給

を行う。

・その他文系地区の増築等に対しては高圧の場合、中央図書館電気室、低圧の場合、 寄りのサ

ブ電気室より電力供給を行う。

３）棟別計画

・サブ電気室の考え方

・各建物の施設規模・重要度・配置計画や建設順序等を考慮して、相当量の電力が必要と考えら

れる建物にはサブ電気室を設置する。

・受電方式

・サブ電気室を設置する建物の受電方式は高圧６．６ｋＶ１回線とし、該当建物に消防法・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、ならびに重要実験研究負

荷が設けられる場合は本線・予備線の、２回線受電とする。

・受変電設備を必要としない施設については、 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

・各サブ電気室の予備スペースは、原則として低圧盤２面程度を見込む計画とし、各建物ごとに

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、遅れがある場合は各サブ電気室に高圧コンデンサを設置す

る。

・電気室内盤類レイアウトについて、高圧盤は閉鎖型とし、低圧盤は開放型とする。

（２）自家発電設備

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る建物には、

既設エネルギーセンター設置の構内全体負荷供給用の非常用発電機より電力供給を行う。

但し、より高い信頼性を必要とする重要負荷には個別の非常用発電機設置の検討を行う。

２）棟別計画

・原則として文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。

・地震・豪雨等の災害による停電時にはエネルギーセンター設置の非常用発電機より電力供給を

おこなう。

（消防用負荷・重要負荷等）

表7.2.1 建物別受電方式

7.2 電気設備 電力設備

予
備

○（低圧）

○（高圧）

○（低圧）

⑥総合臨床心理センター

○

引込み供給元

エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
ン
タ
ー

中
央
図
書
館
　
高
圧
分
岐
盤

○ ○

⑦行動実験棟（人環） ○ ○※1

○ ○※1

○（低圧）

⑤環境実験棟（人環） ○ ○※1

③教育研究棟（南側） ○ ○ ○※1

○

※１．非常電源
の法的必要性お
よび配電方法に
ついて予備線引
き込みの検討を
要する。

②教育研究棟（北側） ○ ○ ○※1

文
系
地
区

①中央図書館 ○ ○ ○※1

④構造実験棟（人環） ○ ○※1

棟　名　称

受変電 引込み供給元

備　考

サ
ブ
電
気
室
の
有
無

中
央
図
書
館
　
電
気
室

教
育
研
究
棟
（

北
側
）

電
気
室

教
育
研
究
棟
（

南
側
）

電
気
室

受電回線

本
線
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九州大学文系地区基本設計 計画説明書 7.設備計画

図7.2.1 電力供給系統図 図7.2.2 電力供給ルート

自 家 発 電 設 備
1, 0 0 0 k w  x  2台

（ 将 来 ）

※

T rT rT r
※

予 備 線 本 線

電 気 供 給 事 業 者 　 66 k V　 特 別 高 圧 電 力 2回 線 受 電

エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー

教 育 研 究 棟 (南 ) 教 育 研 究 棟 (北 )

高 圧 分 岐 盤

構
造
実
験
棟(

人
環)

環
境
実
験
棟(

人
環)

総
合
臨
床
心
理
セ
ン
タ
ー

行
動
実
験
棟(

人
環)

中 央 図 書 館

※高圧切替については建物計画による。

高圧分岐盤室 高圧幹線ルート

サブ電気室 高圧切替ルート

低圧幹線ルート

非常電源ルート

7.2 電気設備 電力設備

中央図書館

構造系実験棟（人環）

環境系実験棟（人環）

総合臨床心理センター

行動実験棟(人環)

教育研究棟

エネルギーセンター
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九州大学文系地区基本設計 計画説明書 7.設備計画

7.2 電気設備 電話設備

図7.2.3 電話交換システム概念図

管理課金装置

ウエストゾーン

農学系地区

ウエストゾーン

理学系地区

ウエストゾーン

工学系地区

センターゾーン

エネルギーセンター

PHSBS
ｱﾅﾛｸﾞ内線

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ内線

中央図書館

MDF

PHSBS
ｱﾅﾛｸﾞ内線

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ内線

教育研究棟

PHSBS
ｱﾅﾛｸﾞ内線

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ内線

各実験棟

文系地区

電話交換機

（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。

・建物配置及び設置建物計画年度を考慮した計画とする。

・設備諸室等については、構内PHSを設置する。

（２）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、文系

地区への設置は行わない。

・電話交換システムの概念を図7.2.3に記載する。

（３）棟別計画

・電話機端末は固定電話機を設置する。
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九州大学文系地区基本設計 計画説明書 7.設備計画

（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 新の通信ネットワークの基盤整備を計画する。

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。

・学内機密情報の漏洩、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とする。

・ネットワーク障害対策および高速性を考慮し、スター型接続を基本形態とし、配線ルートの二重

化を計画する。

・情報系ネットワークは学術系、学内事務系の2系統で構成する。

（２）地区計画

・設置建物計画年度を考慮し、文系地区が独立して運用が可能な計画とする。

・総合情報ネットワークイメージを図7.2.4に示す。

・テレビ共聴については、エネルギーセンターより中央図書館へ光ケーブルにて配信する。

・その他、文系地区内建物については中央図書館よりスター状に配信する。

・テレビ共聴系統を図7.2.5に示す。

（３）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、建物内各所にスイッチ、ルーター、サーバー等を設置する。

・情報端末の利用環境により無線ＬＡＮシステムの導入を行う。

・情報ネットワークのセキュリティを確保するため、アクセス情報の重要度に応じて暗証番号、

ＩＤ、カードなどによるアクセス権の認証システムの導入を行う。

・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。

図7.2.4 総合情報ネットワークイメージ図

7.2 電気設備 総合情報ネットワーク

図7.2.5 テレビ共聴系統図
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九州大学文系地区基本設計 計画説明書 7.設備計画

駐車場、駐輪場
監視カメラ

(セキュリティーポール)
駐車場、駐輪場における不審者のチェック

構内全体
非常電話、非常押ボタン、

監視カメラ(セキュリティーポール)
警備員駐在場所や巡回警備員の携帯端末への異常通報

セキュリティーゾーン 導入システム（案） 機　　能

敷地出入口 入構ゲート 敷地出入口における入構者の制限

セキュリティーポール 配線ルート

入構ゲート

セ

ゲ

図7.2.6 セキュリティーポール配置図

（１）計画概要

・事故防止や防犯・防災に配慮した安全で快適なキャンパスを実現するために、 適なセキュリテ

ィーシステムを導入する。

・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ーゾーン・レベルの設定を行

い、それに応じたセキュリティーシステム計画とする。

・イニシャルコストだけでなく、ランニングコストおよび維持管理を含めて経済的なシステム計画

とする。

・学内共通ＩＣカード（ＭＩＩＤ）を利用したシステム計画とする。

（２）地区計画

・文系地区における各エリアごとにセキュリティーゾーン・レベル設定を行い、監視カメラ・非常

電話・駐車場管理システムなどによる各設定レベルに適したセキュリティーシステムを検討する。

・機械警備、入退室管理はネットワークに接続し（設備監視系ネットワーク）、各建物の出入口警

報はエネルギーセンター及び守衛所での一括監視とする。

・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）、エネルギーセンター・守衛

所でモニター監視を行う計画とする。

１）セキュリティーゾーンの設定

文系地区での建物外部におけるセキュリティーゾーンは次のように考えられる。

・敷地出入口

・駐車場、駐輪場

・構内全体

２）セキュリティーシステム

・各セキュリティーゾーンに必要と考えられるシステムおよび機能を表7.2.2に記載する。

（３）外構計画

表7.2.2 セキュリティーゾーン別システム・機器表（文系地区構内）

7.2 電気設備 セキュリティー設備

セ

セ

ゲ

ゲ

既存入構ゲート
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九州大学文系地区基本設計 計画説明書 7.設備計画

機械警備センサー
監視カメラ

カードリーダー
電気錠

カードリーダーによる入退室管理
（入室許可者の識別）

機械警備センサー
監視カメラ

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

高額機器の
設置場所

監視カメラ 高額機器付近における不審者のチェック

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

機械警備センサー
監視カメラ

教
育
研
究
棟

外部からの
建物出入口

監視カメラ
カードリーダー
電気錠

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監理
（入館許可者の識別）

一般諸室

集密書架
機械警備センサー
監視カメラ

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

外部から進入が
可能な部分

外部からの
建物出入口

貴重書庫
カードリーダー
電気錠
（監視カメラ）

カードリーダーによる入退室管理
（入室許可者の識別）
（通常管理者がいるべき諸室のモニター監視）

外部から進入が
可能な部分

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
（入館許可者の識別）

一般諸室
カードリーダー
電気錠

カードリーダーによる入退室管理
（入室許可者の識別）

開架書架

カードリーダー
電気錠

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

外部から進入が
可能な部分

機械警備センサー
監視カメラ

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

建物名称 セキュリティーゾーン 導入システム（案） 機　　能

中
央
図
書
館

カードリーダーによる入退室管理
（入室許可者の識別）

監視カメラ
カードリーダー
電気錠

高額機器の
設置場所

監視カメラ 高額機器付近における不審者のチェック

行
動
臨
床
心
理
セ
ン
タ
ー

行
動
実
験
棟

（
人
環

）

環
境
実
験
棟

（
人
環

）

構
造
実
験
棟

（
人
環

）

外部からの
建物出入口

監視カメラ
カードリーダー
電気錠

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監理
（入館許可者の識別）

一般諸室

表7.2.3 セキュリティーゾーン別システム・機能表（建物内）

（４）棟別計画

・建物ごとにセキュリティーゾーン・レベル設定を行い、建物用途・重要度を考慮の上、カードリ

ーダー・電気錠・監視カメラ・機械警備センサーなどによる各設定レベルに適したセキュリティ

ーシステムを計画する。

・なお、鍵管理については建物ごとに完結した計画とする。

１）セキュリティーゾーンの設定

セキュリティーゾーンは次のように考えられる。

・外部からの建物出入口

・一般諸室

・特に重要な諸室

外部からの侵入が可能な部分

高額機器の設置場所

２）セキュリティーシステム

・各セキュリティーゾーンに必要と考えられるシステムおよび機能を表7.2.3に記載する。

7.2 電気設備 セキュリティー設備
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九州大学文系地区基本設計 計画説明書 7.設備計画

7.2 電気設備 エネルギー管理設備

機　能

発停

○ ○ ○ ○

○ ○

給排水設備 ○ ○ ○ ○

ガス設備 ○ ○

消火設備

空調設備 ○ ○ ○ ○ ○○

熱源設備 ○ ○ ○ ○ ○○

昇降機設備 ○ ○

防災設備 ○ ○

セキュリティー設備 ○

動力設備 ○ ○ ○ ○

電灯設備 ○ ○

計量 可動時間

受変電設備

接続システム

設備項目 状態表示 故障表示 計測

○

（１）計画概要

・電気・空調・衛生・防災設備を適確かつ効率的に管理を行うため、監視設備及びエネルギー管理

設備を設置し、諸設備の自動制御および運転状態や異常等の監視を、エネルギーセンターにて総

合的に行う計画とする。

・建物の配置および設置計画年度を考慮した計画とする。

・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、キャンパスマネージメントを

効果的に補助するものとする。

・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。

（２）地区計画（エネルギー管理設備）

１）エネルギー管理設備設置場所

・エネルギー管理設備は教育研究棟防災センター内に設置する。

２）エネルギー管理装置機能概要

・エネルギー管理設備は、文系地区施設内の各種システムに接続して監視・制御を一括して行い、

文系地区全体の施設管理、エネルギー管理の役割を担う。

また、エネルギー管理設備は、エネルギーセンターを核とする総合監視設備と連携し、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。

・監視制御機能（建物監視制御機能）

監視制御機能を表7.2.4に示す。

３）エネルギー管理設備のネットワーク

・エネルギー管理設備は 図7.2.7に示すように、エネルギーセンター内の総合監視設備にて各棟の

情報、エネルギー利用データも一元管理を行う。通信方式は市場性・汎用性が高く、マルチベン

ダー性のあるオープン化システムとし、設備監視系ネットワークにより総合監視設備と接続する。

さらに、エネルギー管理設備のデータを事務系ネットワークに連携することで、エネルギー使用

量等のデータを総合監視設備にて管理できるものとする。

（３）棟別計画（監視設備）

１）監視設備設置概要

・監視設備は、建物の施設規模・配置計画および管理体制の有無を考慮して必要に応じ設置する。

監視装置を設置しない施設については、 寄りの建物の監視装置にて監視・制御を行う計画とす

る。

２）監視設備機能概要

・地区計画エネルギー管理装置機能概要に準ずる。

３）通信方式

・監視設備機器のハードウェア、ソフトウェアはＷｅｂ機能を有した市場性、汎用性のありマルチ

ベンダーオープンシステムとする。また、設備監視の基幹通信方式は、市場性・汎用性が高く、

マルチベンダー性のある通信方式とする。

表7.2.4 監視制御機能概要一覧

・エネルギー管理

監視設備は各建物単位での電力量・給水量・ガス使用量・デマンドを計測する。また、第三者が使用す

る施設(室)については、個別メーターを設置し、電力量・給水量・ガス使用量等を計量する。
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・受変電
・電灯
・動力
・ｾｷｭﾘﾃｨ
・防災
・昇降機
・熱源
・空調
・給排水
・ガス
・消火

ＲＳ

・受変電
・電灯
・動力
・ｾｷｭﾘﾃｨ
・防災
・昇降機
・熱源
・空調
・給排水
・ガス
・消火

ＲＳ

・受変電
・電灯
・動力
・ｾｷｭﾘﾃｨ
・防災
・昇降機
・熱源
・空調
・給排水
・ガス
・消火

ＲＳ

・受変電
・電灯
・動力
・ｾｷｭﾘﾃｨ
・防災
・昇降機
・熱源
・空調
・給排水
・ガス
・消火

ＲＳ

文系地区

総合監視設備

設備監視系ネットワーク

エネルギーセンター

総合情報ネットワーク

ＲＳ ・中央監視

・エネルギー管理

中央図書館

ＲＳ ・中央監視

・エネルギー管理

教育研究棟

中央監視設備

監視設備

ＲＳ

ＲＳ

セ
ン
タ
ー
ゾ
ー
ン

ウ
エ
ス
ト
ゾ
ー
ン

（発停制御、状態・故障表示、計測）

総合監視室

文系地区内設備監視ネットワーク

一括情報・エネルギー利用データ

図7.2.7 中央監視系統図 図7.2.8 設備監視ネットワーク

リモートステーション 設備監視ネットワーク
監視設備

7.2 電気設備 エネルギー管理設備

エネルギーセンター

中央図書館

経済学

法学

統合新領域
人文科学

人間環境学

構造系実験棟（人環）

環境系実験棟（人環）

総合臨床心理センター

行動実験棟(人環)

比較社会文化
言語文化
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表7.2.5 消防法・建築基準法による防災設備

（１）計画概要

・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。

・防災監視はエネルギーセンターの総合監視室でキャンパス全体を集中監視し、一元管理による省

力化を図る。

・各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。

（２）地区計画

１）自動火災報知設備

・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、省力化を図る。

・中央図書館及び教育研究棟防災センターに主受信機を設置し、各建物の受信機をスター状に接続

する。

・自動火災報知設備のシステム系統を図7.2.9に記載する。

２）非常放送設備

・非常放送設備は各建物単位で完結するシステムとするが、エネルギーセンターより文系地区への

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7.2.10に記載する。

（３）棟別計画

・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ことになりうる防災設備を表7.2.5に記載する。

・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警報設備（非常放送設備）の基本計画

は以下のとおりとする。

１）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建物ごとに受信機を設置し、各建物単位で

完結するシステム計画とする。

また、設置建物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。

２）非常警報設備（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建物ごとに防災アンプを設置し、各建物単位で

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。

 自動火災報知設備  防火戸自動閉鎖設備

 ガス漏れ火災警報設備  煙感知器連動設備

 消防機関へ通報する火災報知設備  非常用の照明装置

 非常警報設備（非常放送設備）  赤色標識灯

 誘導灯・誘導標識  避雷設備

 非常電源設備  解錠装置  （避難経路になる屋外出口）

 総合操作盤  予備電源

 防災センター

消防法による防災設備 建築基準法による防災設備

7.2 電気設備 防災設備
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光成端箱

非常放送架

端子盤

スピーカー

SPU

EAMP

RM

OU

T

EAMP

SPU

OU

T

SPU

EAMP

エネルギーセンター

RM

OU

T

SPU

EAMP

総合監視盤

中央図書館防災センター 教育研究棟防災センター 各実験棟

SPU

中央図書館防災センター

教育研究棟防災センター

INT

S
S

S
S

エネルギーセンター総合監視室

LCD

GEM

HUB

MS

MC3MC2MC1 MC4 MC5

INT

INT/M

端子盤（TE-2）

LCD

GEM

MS

SPU

受信機

中継器盤

感知器（火災報知）

感知器（自動閉鎖）

GEM

LCD

MS

HUB

MC

SPU

BIF

INT

INT/M

S

S

凡　例

緊急放送リモコン卓

中継端子架

光伝送ユニット架

BIF

MC

R型受信機

総合操作盤

凡　例

防災表示コントローラ

液晶ディスプレイ

マウス

スイッチングハブ

メディアコンバーター

光成端箱（スプライスユニット）

バックネットインターフェース

インターホン

インターホン主装置

図7.2.11 自動火災報知・非常放送設備ルート

図7.2.9 自動火災報知設備システム系統図

図7.2.10 非常放送設備システム系統図

自動火災報知設備（棟別）

防災ネットワーク

非常放送防災アンプ

非常放送遠隔放送ネットワーク

※独立実験棟は、エネルギーセンターから

直接緊急放送を行う。

EAMP

7.2 電気設備 防災設備

構造系実験棟（人環）

環境系実験棟（人環）

総合臨床心理センター

行動実験棟(人環)

Ｒ型受信機 + 総合操作盤

エネルギーセンター
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（１）計画概要

・建物用途や利用形態に適した空調システムとする。

・快適・効率的な省エネルギー型空調システムとする。

・各室の形状等に十分配慮した居住環境に優しい空調システムとする。

・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。

・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。

（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図書館、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、教員室・院生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、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。

【個別空調方式】

経済性、環境性などから、下記２ケースの比較検討を行う。

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可能な室とする。

比較

比較

結果

結果

ケース３は、経済性、環境性を総合的に評価した場合、 も有利である。

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。

ケース１（ガス式ヒートポンプ(GHP)）を選定する。

7.3 機械設備 空調システム・熱源システム

ケース3(ガス+電気式熱源)を選定する。

表7.3-1　中央熱源比較書　

ケース１･･ガス式熱源 ケース２･･電気式熱源 ケース３･･ガス＋電気式熱源

空冷ヒートポンプチラー

ファンコイルユニット
空調機

吸収式冷温水機 冷却塔

ファンコイルユニット

空調機

吸収式冷温水機 冷却塔

ファンコイルユニット

空調機

空冷ヒートポンプチラー

表7.3.1 中央熱源比較表

表7.3.2 個別熱源比較表
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表7.3.3 文系地区における空調方式の分類

施設名称 用途 熱源区分

空調方式

室内空調方式 外気処理方式

中央図書館 閲覧席、ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ A or B AHU or GHP OAHU or HEX

開架書架（固定・集密） A AHU OAHU

自動書庫 B EHP HEX

貴重書庫 B EHP HEX

マイクロ資料庫 B GHP HEX

資料庫 B GHP HEX

教員室 B GHP HEX

管理スペース B GHP HEX

コンビニ,書店 B GHP HEX

教育研究棟 教員室 B GHP HEX

院生室・ゼミ室 B GHP HEX

全学・文系・部局共用 B GHP HEX

講義室・演習室 B GHP HEX

事務室 B GHP HEX

実験室 B GHP HEX

標本室 B GHP HEX

資料室 B GHP HEX

廊下・インナーモール A or B AHU or GHP OAHU or HEX

生活支援施設 食堂 B GHP HEX

カフェ・購買部 B GHP HEX

実験棟 実験室 B GHP HEX

総合臨床心理センター

特殊な室内条件が 特殊室 C EHP OAHU

必要な施設

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）

（３）空調方式の選択

施設用途や利用形態に適した空調方式を選択する。

空調方式の選定条件 空調方式区分

・使用時間が一定で規則正しい施設

・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

期がはっきりしている施設

・使用時間が不規則で特定できない施設

・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

・特殊な室内条件が必要な施設

（室内温湿度、空気清浄度等） C：特殊空調方式

【省エネルギー】

・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。

・ CO2センサーによる外気導入制御を行い、外気負荷及び搬送動力の削減を図る。

【将来計画】

・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。

7.3 機械設備 空調システム・熱源システム

7.設備計画

※GHPで室外機を低層部に設置する場合は、EHPの設置も検討する。
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セントラル空調

個別空調

7.3 機械設備 空調システム・熱源システム

図7.3.2 空調方式イメージ図(A-A'断面図)

7.設備計画

図7.3.1 空調ゾーニング概略イメージ図

教育研究棟

中央図書館

A A’

セントラル空調又は個別空調

個別空調

中央図書館

教育研究棟

生活支援施設 講義室

凡例

キャンパスモール

：個別空調対象エリア

：セントラル空調対象エリア

：セントラル空調又は個別空調対象エリア

凡例

：個別空調対象エリア

：セントラル空調対象エリア

：セントラル空調又は個別空調対象エリア
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（１）換気設備

・部屋の利用形態に応じた換気設備を設ける。

・室内空気の浄化のために、熱及び湿気の排除、有害ガス及び燃焼ガスの排除などを行ない、

室内環境を維持していく。

・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。

・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。

（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

を遵守する）

・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

たシステムを検討する。

・居室換気では、全熱交換器による排熱回収等省エネルギー対策を検討する。

・換気設備を設ける場合の標準的な１人・１時間当りの必要換気量は以下の通りとする。

教室 17（m3/h・人）

一般的な居室（事務室、教官室など） 20（m3/h・人）

ビル管理法適用建物の居室 30（m3/h・人）

（２）実験換気方式

・実験室における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）

実験室（物理系）の換気回数 5（回/h）

実験室（化学系）の換気回数 8（回/h）

・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。

・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）、

卓上フード、換気口付き実験台などによる局所排気設備とする。

・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）の設置を計画する。

（３）居室の防音について

・居室等の用途に応じて許容騒音値は以下の通りとする。

室名 NC値

講義室 35～40

図書館 35

教員室、院生室 40

事務室 40

7.3 機械設備 換気設備

7.設備計画
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伊都キャンパスの全体計画目標「糸島地域の悠久の歴史と自然との共生」をふまえ、循環型水利用シ

ステム導入による上水利用・汚水排水の削減、雨水浸透・貯留対策による洪水流出量の抑制及び地下

水の保全に積極的に取り組み、新キャンパス周辺地域を含めた水循環系保全に努めることを基本方針

とする。

具体的には、水供給については再生水処理施設を整備することにより、供給系統を上水、再生水（実

験用水、空調補給水）、再生水（トイレ洗浄水）の3系統とし、上水給水を全体使用量の3割以下に抑

える。また、雨水排水については学内の地表面の集水管等に浸透機能を付加することで流出率を軽減

するとともに、流出水を一時的に調整池に貯留し、敷地外への流出を開発前の状態以下に抑制する。

同時にこれらの施設により、周辺の水利用に支障がない範囲まで地下水計画は、キャンパス全体の整

備計画と整合を図る必要がある。

7.3 機械設備 水循環計画

(１) 基本方針

(２) 計画概要

(３) 給水区分及び給排水計画

水需要量は、食堂厨房用水を含む飲用水、実験用水、プール補給水、空調補給水、トイレ洗浄水の積

上げとし、原単価は現キャンパスでの使用状況を基本として算出する。

各施設への給水系統は上水、再生水(実験用水、空調補給水)、再生水(トイレ洗浄水)の3系統とする。

上記のほか、農場用水として試験田4.5ha、圃場3.5ha、遺伝子原型等保存水田等約1haに必要な水量を

見込むものとし、これらは伊都キャンパス内に設ける調整池より給水し、試験田等で利用した水はた

め池などを経由して地元の水田に還元する。

１）給水区分

・ 上水利用：飲用水、食堂厨房用水、プール補給水、実験用水の一部

・ 再生水利用（透過水）：実験用水

・ 再生水利用（濃縮水）：トイレ洗浄水

２）排水区分

・ トイレ洗浄水以外：再生水処理施設へ集水し処理した後、透過水、濃縮水として再利用

・ トイレ洗浄水：汚水として公共下水道に放流

３）給排水系統

水供給は再生水処理施設を併設する給水センターから、上水、再生水（実験用水）、再生水（トイレ

洗浄水）の3系統で行い、汚水排水は上水＋再生水（実験用水）、再生水（トイレ洗浄水）の2系統で

集水し、前者は再生水処理施設へ、後者は公共下水道へそれぞれ送水する。

項目

給水量(㎥/日) 排水量(㎥/日)

上水
再生水需要量

計
再生原水
供給量

下水道放流量
RO透過水 凝縮水

生活用水 160 160 144

余剰排水：5

食堂厨房用水 180 180 171

プール補給水 55 55 40

実験用水 200 1000 1200 1164

空調用補給水
等

165 165 14

トイレ用水 350 350 350

合計 595

1165 350

2110

1533

355
1515

※1533-
18=1515

表7.3.4 用途別給水計画表

※18㎥/日の内訳は、13（処理過程での蒸発他損失）+5（余剰排水）である。
※プール補給水については、夏季（7～9月）100、夏季以外40であり、年総量を月平均で表現すると55となる。
※九州大学新キャンパス再生水処理施設検討業務報告書（平成14年3月）より。
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（４） 給排水施設の配置計画

①全体図（給水施設図、排水施設図）

図7.3.3に給水幹線配管を示す。 図7.3.4に汚水、実験系・生活系排水幹線配管を示す。

図7.3.3 給水幹線配管図 図7.3.4 汚水、実験系・生活系排水幹線配管図

7.3 機械設備 水循環計画

7.設備計画
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（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(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(共同構内）より、分岐し引き込む。

・伊都キャンパスの給水はループ方式をとり、安定供給を図る。

（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

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）

トイレ用再生水（便所洗浄水）

（３）上水給水方式、再生水給水方式について

・上水・トイレ再生水の給水方式は、機械室からの圧送方式とする。

・実験用水の給水方式は、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

により安定性を図る。

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適している。

（４）文系地区への給水の安定性の確保

・幹線給水管のループ化

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

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。

7.3 機械設備 給水設備

7.設備計画

衛生機械室
(教育研究棟系統1)

高架水槽

揚水管

敷地内給水管

(実験用水)

給水本管

衛生機械室
(図書館系統)

衛生機械室
(教育研究棟系統2)

：給水配管

：揚水配管
既設(点線)

新設(実線)

給水本管

図7.3.5 給水供給ルート図
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(１)排水設備

１）計画概要

・排水系統は汚水系排水、生活系雑排水、実験系排水とする。

・実験系排水は実験排水槽で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。

・汚水排水は、公共下水道へ放流する。

図7.3.6 給排水フロー図

(２)ガス設備

１）計画概要

・ガス管は、安全性、経済性を考慮し、土中埋設とする。

・低圧ガス安定のため、中圧ガス主管から整圧器（ガバナー）を介して低圧ガス主管に

接続する。

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。

低圧･･･GHP用、実験用ガス

中圧･･･空調中央熱源用

図7.3.7 ガス供給ルート図

7.3 機械設備 排水設備・ガス設備

7.設備計画

飲用水

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

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

(再生水は散水等に使用できない)

ガス本管

ガス本管

整圧器(ガバナ)

既設

低圧引込
(教育研究棟)

低圧引込
(図書館棟)

中圧引込
(図書館棟)

中圧将来対応用
プラグ止め

：低圧ガス配管

：中圧ガス配管

低圧引込
(教育研究棟)

既設(点線 )

新設(実線)
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表7.3.5 消防法による消火設備

消火設備名称 関係法令 内容

屋内消火栓設備 施行令１１ 延床面積≧2,100㎡（耐火）

屋外消火栓設備 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を超える建物 設置は31ｍを超える部分

地階、無窓階≧2,000㎡

不活性ガス消火設備 施行令１6 電気室、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

（１）計画概要

・消火設備は、消防法・消防法施行令・同施行規則及び福岡市火災予防条例等に基づき設置する。

・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、中央図書館、

教育研究棟の各機械室内に配置する計画とする。

・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。

・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。

（２）消火設備の種類と法規制

・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7.3.5）

・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、人体の安全性よりイナージェンガス

又は窒素ガスとする。

（３）配置計画

屋外部分の配置計画を次図に示す。

消防用水の配置上の要件

・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。

・緑地エリアに設置する。

消防水利用消火栓

半径120m
防火水槽

半径300m

消防用水

半径100m

凡例

記号 名称

防火水槽（半径300ｍ・実線）消火栓併設型〈新設〉

消防用水(半径100m・実線)〈新設〉

消防水利用消火栓(半径120ｍ・点線)〈既設〉

図7.3.8 消防用水配置図

7.3 機械設備 消火設備

7.設備計画
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7.4 環境配慮

１）環境負荷低減に向けた国の取り組みについて

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

配慮した施策づくりを目指している。

２）これからの省エネルギー計画

建築物の省エネルギー法が、平成25年4月に改正強化されたこと

を踏まえ、今後ますます省エネルギー技術の開発が必要となる。

設備だけでなく、省エネルギー建築・自然環境利用技術を用いた

パッシブ手法の組み合わせが重要となってくる。

３）文系地区での省エネルギー指針

伊都キャンパスは、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ており、環境負荷の低減が重要なテーマと

なっている。「九州大学環境方針」を遵守しながら、実績データ

と経験を踏まえ、計画地と施設の特性を活かした実現性の高い環

境負荷低減を行い、CASBEE(建築環境総合性能評価システム) 2010

年度版のLCCO2の評価基準に対して30％以上の削減、またBEE(建築

物の環境効率)による評価Aランク以上を目指す。

１）建築計画・設備計画における配慮

①日射遮蔽

庇やルーバーにより、過大な日射侵入防止を図る。

屋外植樹による気候緩和、照り返し防止を図る。

②高断熱

高断熱ガラス、断熱サッシュによる窓面の断熱性向上や屋根、

外壁の高断熱仕様により、熱負荷低減を図る。

屋上緑化により屋根面からの熱負荷低減を図る。

③自然通風

開口部や吹抜空間による通風経路の確保や開口部形状、方向を

検討した空間配置を行い、自然通風を 大限活用する。

居住性を考慮した適正窓面積を計画し、気候の変動を考慮した

開閉可能な採風装置を設置する。

（１）環境配慮型施設計画の基本方針 ④地中熱利用

建物ピットを利用してクールチューブを配置することにより、年

間を通じて安定した地中熱の温度を、取入れ外気の予冷・予熱に利

用し、外気負荷の低減を図る。

⑤高効率熱源設備

熱源方式は経済性を重視したガス方式と環境性を重視した電気式

の併用によるハイブリット熱源とする。

省エネルギー性能向上を目的とし、以下の内容を組み合わせた熱

源計画を行い、熱源の高効率化を図る。

人工排熱利用・・・マイクロコージェネレーション（ガス式）

自然熱エネルギー利用・・・太陽集熱（ガス式）

地中熱利用ヒートポンプ（電気式）

蓄熱利用・・・深夜電力利用による蓄熱槽

⑥高効率空調設備

図書館の学習スペースやラウンジ等にはドラフト感がなく省エネ

ルギー性能の高い放射空調を計画する。

吹抜け部や講義室等、大空間においては居住域のみを空調対象と

した置換空調を計画する。

室内の排熱と外気とを熱交換することで外気導入負荷を軽減でき

る全熱交換器の設置を計画する。

⑦高効率照明設備

白熱灯や蛍光灯などの照明に比べて消費電力が少ないLEDの採用に

より、CO2排出量の大幅削減を図る。

昼光センサーの採用により、センサーの検知する光量が常に一定

になるように照明器具の光出力を自動的に調整することによって明

るさを一定に保つ働きをし、余計な出力による点灯をセーブするこ

とにより消費電力の削減を図る。

⑧ＯＡ負荷低減

BEMS等のエネルギー管理設備により、建物単位、季節ごとの電力

消費量を計測後、分析・対策を可視化することで電力の抑制を図る。

（見える化）

見える化による対策で得た消費電力削減目標を施設利用者に対し

喚起・実践し、効果を可視化する。（見せる化）

⑨再生可能エネルギー

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

を排出しないクリーンエネルギーであり、電力供給源の補助手段と

して導入を計画する。

また発電した電力を蓄電池にて貯蔵できるシステムを検討する。

２）水供給計画における配慮

既存の循環型水利用システムを利用することにより、トイレ洗浄

水以外の排水を再生水処理施設へ集水・処理した後、再生水として

必要各所にて使用することにより、節水による水資源の保全や汚

濁排出量の削減を図る。（詳細は前述記載の水循環計画参照）
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図7.4.1 環境負荷低減項目イメージ図
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環境負荷の低減とエネルギーの安定を目的に、電源として再生可能エネルギーを利用することで「環

境にやさしく」、電力や熱の貯蔵施設をもつことで地区内の各種変動を吸収し、既存の電力系統に影響

を与えない「系統にやさしい」システムとして、マイクログリッドの構築を計画する。

１）太陽光発電設備

文系地区においては、建物配置計画・設置場所の用途に応じて太陽光発電の導入を検討する。

太陽電池には、ビル屋上・敷地外構設置型や建築構成材一体型などがあるため、設置場所（条件）に適

したタイプを検討する。

太陽光発電の連携システムとしては、独立電源システム、系統連系システム（逆潮流有・無）、系統

連携/自動運転切替システムがあるが、文系地区においては、商用系へのみなし系統連携（逆潮流無）と

する。固定価格買取制度の活用については、発電容量が370kW程度となり、50kWを超えることが想定され

るため、買電専用受変電設備の設置が必要となる。買電専用受変電設備は設置スペースを多く必要とす

るため、建物計画を踏まえ、採用しないものとする。

２）風力発電設備

環境配慮・省エネルギー化への取組みの一環として、小規模な風力発電の導入を検討する。

風力発電には、ダリウス型、ジャイロミル型、サポニウス型、風レンズ型等があるが、九州大学にて

研究、開発した風レンズ型を基準に検討を行う。設置場所は風環境条件を考慮してモニュメントとして

アピール出来る位置に設置する。

（３）エネルギーの創出と高度利用

図7.4.2 太陽光発電・風力発電及び蓄電池システムブロックイメージ図

３）蓄電池の併用

太陽光発電、風力発電で発電された電力を効率よく使用する為に、蓄電池の導入を検討する。貯蔵し

た電力を日中の電力ピーク時に放電することで、契約電力の低減を図ることは元より、災害等により万

が一インフラが寸断された際の予備電力としての活用を行う。

４）燃料電池設備 （中央図書館）

環境負荷低減を目的とし、また分散型電源の観点から、騒音がない、有害物質を発生しない、排熱利

用可能等のメリットがある燃料電池導入の検討を行う。

５）コージェネレーション設備 （中央図書館）

ガス発電による使用エネルギーの分散化と、その際に発生する排熱を空調熱源に有効利用できるマイ

クロコージェネレーションの導入を計画する。

６）発電機搭載ＧＨＰ（ガスヒートポンプエアコン） （教育研究棟）

熱需要が少ない教育研究棟における省エネルギー化として、空調しながら発電した電気を建物に送る

ことができる発電機搭載ＧＨＰの導入を計画する。

（４）ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）化に向けて

文系地区では、運用段階の省エネルギー化を積極的に推進し、特に学生・研究者と地域市民の交流の

場としての機能を併せ持つ中央図書館では、先進的な環境技術を実践したゼロ・エネルギー・ビルに向

けて取り組みを強化する。尚、建築物における一次エネルギー消費量を、建築物・設備の省エネ性能の

向上、エネルギーの高度利用、再生可能エネルギーの活用等により削減し、年間の一次エネルギー消費

量が正味（ネット）でゼロとなる建築物をＺＥＢ化と定義する。

ＺＥＢ化実現に向けて、運用開始時点において省エネルギーと再生可能エネルギー新設（1期）の施策

導入により既存施設に対し75％以上削減、再生可能エネルギー増設（2期）によりＺＥＢ化を目指す。

図7.4.3 既存施設を基準としたＺＥＢ化の想定ロードマップ
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