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保全インフォメーションきんき 第１２７号 
【平成２７年 ５⽉２０⽇号】 

 

このメールマガジン（メールでの受信が不便な方にはＦＡＸで配信）は、国家機関、

地方公共団体、特殊法人、独立行政法人等において、施設管理に携わっておられる方々

に、施設保全の最新情報や保全の技術をお知らせするために国土交通省近畿地方整備

局がお送りしております。 

本メールマガジンについての御意見、御感想や、「How to 保全」に取り上げて欲し

い内容等をお待ちしております。頂きました御意見等を踏まえまして、今後のメール

マガジンの記事等に反映させていきたいと思っております。 

 

なお、バックナンバーにつきましては、下記ＷＥＢページに掲載しております。）

http://www.kkr.mlit.go.jp/build/conservation/info_kinki.html 

 保全インフォメーションきんき 編集事務局 
        ■営繕部 保全指導・監督室 

Tel：06-6443-1791 
   Mail：soudan-hozen@kkr.mlit.go.jp 
  ■京都営繕事務所 

Tel：075-752-0505 
   Mail：soudan-kyoei@kkr.mlit.go.jp 
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建築の基礎知識③ 外部建具 
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４．お知らせ 

フロン排出抑制法に基づく業務⽤のエアコン等の点検等が義務づけられました 



１．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（1）
建築の基礎知識③ 外部建具
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外 部 建 具

代表的な外部建具 ※ 略称 材質 A：Aluminum ／ S：Steel ／ ＳＳ： Stainless Steel

形状 Ｗ：Window ／ Ｄ：Door ／ G：ガラリ ／ S：Shutter

庁舎外部には耐火性・耐久性が高い金属性建具（アルミニウム製・鋼製・ステンレス製）を使用す
る事が一般的である。また、結露しにくい木製・樹脂製建具も性能が向上し、住宅などで採用され
ている。外部建具には、耐風圧・気密性・水密性に所定の性能が求められる。防火排煙・消防活動
用として法律による性能を求められる場合もあるため、改修時は機能の確認が必要である。

■ アルミニウム製建具（AW AD AG）

アルミを押し出し成形して製作する。軽
くて開閉しやすく、錆びにくいが、ス
チールに比べて強度は劣る。カーテン
ウォールにも多用され、建具材料として
は も普及している。開口面が大きくな
る場合は鋼製の力骨等を入れ補強を行う。

■ 鋼製建具（SW SD SG SS）

■ ステンレス製建具（SSD SSS）

強度があり重く、耐火性能に優れ、防犯性が必要な
部位や、大型の外部建具に使用される。又、アルミ
サッシが普及する以前の庁舎の窓によく使われてい
た。アルミやステンレスと違い錆びやすいため、素
地で使う事はなく、定期的に塗装の塗り替えが必要。
塩害のある地域で使用する場合は高仕様のメッキや
塗装を行う必要がある。

耐久性があり、錆び止めやメッキなどコー
ティングを行わず、磨いたり(鏡面)研磨加
工(ヘアライン等)を施し、用いる事が多い。

高級感があり、主に出入り口等に使
われる。耐候性・耐摩耗性もあり、
各種シャッタ－などにも使われる。
価格はアルミ ＜ スチール ＜ ステ
ンレス の順に高くなる傾向。

クレセント
(締め金具)

窓枠方立

丁番
(開閉の軸金物)

ガラリ
(吸排気のための
羽状のフィン)

■ 建具を構成する部材

水切り板

くつずり

建具目地
シーリング
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■ 窓の種類

引き違い窓 片引き窓

FIX
FIX

はめ殺し
(FIX)窓

FIX

■ ガラスの種類

一般的な透明の板ガラスで も多用されている。○ フロート板ガラス

○ 型板ガラス
すり板ガラス
フロストガラス

ガラスの片面がザラザラした凹凸に加工されたガラス。
片面を研磨し白くつや消しされた不透明ガラス。
酸で表面に傷(ブラスト)加工を施したもの。すり板ガラスより
表情が柔らかく透明感がある。

○ 熱線反射ガラス
熱線吸収ガラス

高層建物等でよく使われる鏡のように反射するガラス。
ガラス面に金属反射膜が加工されている。
特に熱線吸収ガラスは熱割れに注意を要する。

○ 網入りガラス

○ 強化ガラス フロート板ガラスを加熱急冷処理し、強度を増したガラス。割
れると瞬時に広範囲が破損し、小粒状に破砕するためケガの発
生を軽減できる。

ガラスの中に金属線の入ったガラス。火災時に燃え抜けず、破
損時に飛散しにくい。鋭利な物で貫通するため防犯性は期待出
来ない。熱割れに注意する。

○ 合わせガラス 2枚の板ガラスの間にフィルムを加熱・加圧により粘着したガ
ラス。装飾、安全、防犯等、様々な機能のフィルムを使用する
事で性能を付加出来る。

○ 複層ガラス

目隠し

2枚の板ガラスの間に空気等を封入する事で、断熱や防音の性
能を高めたガラス。構成するガラスの種類によって安全・防
犯・防火等の機能を付加する事も出来る。
より高断熱な仕様として、ガラスに特殊金属膜を設けたLow-
eガラスを使用したり、中間層をガスや真空層で構成したガラ
スなどがある。

2階以上

敷地境界線・道路中心線
又は同一敷地内の建物の
外壁中心線

5m

3m

1階

○ 延焼のおそれのある部分

火災の延焼を防止するた
め境界からの離隔距離に
よって外壁や屋根、開口
部などに規制がかかる。

開口部には、燃え広がら
ない、燃え抜けないこと
が確かめられた材料を使
用する。（網入りガラス
や1.6mm
以上の鉄板
など）

すべり出し窓

外倒し窓 上げ下げ窓

日射遮蔽

防火

安全

安全

多機能

多機能

断熱

安全

防犯

■ 法規制がかかる開口部

延焼のおそれ
のある部分

○ 排煙上有効な開口 ○ 非常用進入口

３階以上の階
には火災時に
消防隊が進入
して消火や救
助を行うため

に、非常用の進入口が設
けられている。赤色灯や、
赤い三角印で表示されて
いる。進入口周囲に消防
活動を妨げる物を置かな
いようにする。

防音

火災の煙は天井を
はって広がること
から、天井面より
下に８0㎝までを
有効開口部として
一区画内面積の

1/50の開口が要求される。
窓の開閉部に手が届かない
場合等は、オペレーターを
設ける。開閉に支障がない
よう点検を行う。

日射を受けたガラス窓の中央部は熱膨張するが、枠周りや影になる部位は温度差があり膨張しないため、
ひび割れが発生する。熱がこもりやすい状況（ガラス種類や大きさ・厚み・方位・カーテン等）が起因す
る。網入り・合わせ・熱線・熱吸・複層等のガラスや飛散防止フィルムを採用する際は、熱割れ計算によ
り確認する必要がある。

熱割れ

オペレーター



２．Ｈｏｗ Ｔｏ 保全（2）
電気設備の基礎知識③ 受変電・発電・電⼒貯蔵設備

受変電設備

今回は、受変電・発電・電⼒貯蔵設備についての基礎知識を紹介します。これらの設備は
、安全上必ず専⾨の技術者（電気主任技術者など）による操作等が必要な設備ですので、実
際に庁舎にある設備の機器内部をご覧になる場合は、技術者⽴会いの元で⾏いましょう。
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庁舎で使用する電力が大きくなると、一般家庭のように低圧（１００V（ボルト）や２
００V）での引込みでは、電力会社からの引込み電線が太くなりすぎます。このため、使
用する電力が一定以上（５０KW（キロワット）以上）の場合、電力会社の規定により、
高圧（６，６００V等）で電気を引き込まなければなりません（電圧を高くすれば電線を
細くできるため）。

受変電設備は、この高圧で引き込んだ電気を庁舎内で使用する低圧に変電する役割を
持っており、庁舎内の変電所になります。

【高圧】
6,600V

【低圧】
100/200V

【分電盤】

【分電盤】【動力盤】

【引込用開閉器盤】

庁舎

2F

1F

敷地境界【電力会社電柱】

【電力会社
柱上変圧器】

【高圧】
6,600V

【低圧】
100/200V

【分電盤】

【分電盤】【動力盤】

庁舎

2F

1F

敷地境界【電力会社電柱】

【電力会社
高圧開閉器】 【⾼圧区分

開閉器】

【引込電柱】

財産区分

【受変電】

低圧引込みのイメージ

高圧引込みのイメージ

【地中管路用ハンドホール】

財産区分
（電線接続部）

電力
会社

庁舎

電力
会社

庁舎

庁舎

庁舎
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■設備の概要

受変電設備は、

⾼圧遮断機（事故時などに遮断を⾏う開閉器）
変圧器（ﾄﾗﾝｽ）（電圧を変換する機器）
ブレーカ （分電盤等への送電電線の保護⽤機器）
計器類 （電⼒量、電圧、電流などの計器）

などで構成され、それらを⾦属の箱に収めた
“キュービクル”式受変電設備が⼀般的です。

屋内形（電気室などに設置）、屋外型（屋上
などに設置）があります。

（屋内設置） （屋外設置）
キュービクル式 受変電設備

■“キュービクル式”受変電設備の構成

⼀般的な“キュービクル式”受変電設備は、受電盤、
低圧電灯盤及び低圧動⼒盤で構成されます。

高圧受電盤低圧動力盤低圧電灯盤 低圧部分

高圧部分

【⑤計器・
継電器類】

【③断路器】

【①計器用変成器】

【⑤計器類】

【⑧変圧器】

【⑥配線用遮断器】

【⑧変圧器】

【⑦高圧負荷
開閉器】

【⑨ﾘｱｸﾄﾙ】

【⑩ｺﾝﾃﾞﾝｻ】

■電⼒会社との区分

受変電設備が設置されている庁舎の場合、敷地内の電柱上に
取り付けられた⾼圧区分開閉器（PAS）が設けられています。

その開閉器の境界で電⼒会社と庁舎の財産が区分され、敷地
内の電柱と開閉器以降は庁舎の財産となります。電気保安上の
責任も同様に区分されます。

したがって、この部分から庁舎側の⾼圧ケーブルなども保守
点検、修繕などの対象とする必要があります。

【高圧受電盤】
高圧の遮断機や計器類などを収めた盤

【低圧電灯盤・低圧動力盤】
変圧器や、配線用遮断機などを収めた盤

単相 電灯盤（一般の照明、ｺﾝｾﾝﾄなどに使う） と
三相 動力盤（空調などの動力電源に使う。） がある。

【⑦高圧負荷
開閉器】

【②電力量計】

【④高圧遮断器】



⑦高圧
負荷

開閉器
（LBS）

変圧器の上位に設置される
回路に電流が流れていても
開閉ができる機器。
事故時は、内蔵のヒューズ
により電流の遮断を行う。

⑧変圧器

高圧を低圧に変圧する機器。

単相（電灯用）
三相（空調等動力用）

がある。

※単相は、家庭で使われ
ている交流電源。

三相は、大きな電力
を使用する動力機器に
用いる交流電源。

絶縁に油を使用した油入
変圧器が一般的。

③断路器
（DS）

④高圧
遮断器

（VCB）

保守点検を行う際などに回
路に電流が流れていない状
態で、手動開放して確実に
切り離すための機器。

回路に電流が流れていても
開閉ができる機器。回路の
入切につかう。
事故等の場合は、自動で遮
断する。

①計器用
変成器

（VCT）

②電力
量計

（Wh）

電力量計用に電圧、電流を
変換する機器。
通常は受電盤の後側に設置。

電力会社が設置する取引用
メータ。

保全インフォメーションきんき No.127
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■キュービクルの内蔵機器

受電盤（前面）

【③断路器】

【④高圧遮断器】

【②電力量計】

⑤計器類

⑤継電
器類

電圧・電流・電力・力率な
ど各種メータ機器。

事故電流や過電流を検知し、
遮断機を動作させる制御機
器など。

【⑦高圧負荷開閉器】

低圧動力（前面）低圧電灯盤（前面）

低圧動力（後面）低圧電灯盤（後面）

【⑤計器・継電器類】

受電盤（後面）

【①計器用変成器】

⑨ﾘｱｸﾄﾙ

⑩ｺﾝﾃﾞﾝｻ

力率（交流電力の効率）を
改善するための機器。
変圧器と同じく、絶縁に油
を使用したものが一般的。

ﾘｱｸﾄﾙ

ｺﾝﾃﾞﾝｻ

【⑤計器類】

【⑥配線用遮断器】

【⑧変圧器】

【⑨⑩ｺﾝﾃﾞﾝｻ・ﾘｱｸﾄﾙ】

⑥配線用
遮断器

分電盤への幹線配線を過電
流から保護する配線用遮断
器（ブレーカ）。

単相 三相
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発電設備（⾃家発電設備）

庁舎に消⽕ポンプなどの消防法で必要な設備が設けられている場合、消防法で定められ
た“⾮常⽤電源“が必要となり、通常は⾃家発電設備が設けられています。

また、それ以外にも、災害時の防災拠点となるような施設では、災害に伴う停電時の活
動⽤の電源確保のため、⾃家発電設備が設けられている場合もあります。

発電機室

燃料配管

燃料配管

排気管

発電装置 本体

エンジンとその回転によって発電する発電機を組
み合わせた装置で、オープン式と、金属製の箱に収
めたキュービクル式があります。

種類は、エンジンの形式により分かれ、ディーゼ
ルエンジン、ガスタービンエンジン（航空機のエン
ジンのようなもの）などがあります。

エンジン 発電機

オープン式 キュービクル式

主燃料槽

燃料を備蓄するタンク
で、屋外の地下タンク方
式が一般的です。

燃料には、軽油、重油
などが使われています。

自動始動盤

発電機の運転を制御し
ている盤で、遮断機やエ
ンジン始動用バッテリー
などが入っています。

本体に組込まれている
場合もあります。

煙突

給油口ボックス

タンクローリー車より
主燃料槽に、燃料を給油
する給油口を収めたボッ
クスです。

主燃料槽の油量計内蔵
のものもあります。

排気消音器

エンジンの排気騒音を
軽減するもので、車のマ
フラーと同じ役割です。

室内燃料小出槽

サービスタンクと呼ば
れる中間タンクで、少し
高い所に設置し、高低差
により、燃料を一定圧で
エンジンに供給するため
のものです。

燃料ポンプ

配線

■発電設備（⾃家発電設備）の主な構成機器
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■太陽光発電の主な構成機器

発電設備（太陽光発電）

環境負荷低減等を⽬的として、屋上などに太陽光発電設備が設置されていることがあり
ます。

電気室など

配線接続箱

屋上

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ 【受変電】
施設内の電気として利用

（余剰は売電）
※売電契約の場合。

【太陽光アレイ】
太陽光モジュール（パネル）を複

数枚並べて組み合わせたもの。

モジュール モジュール モジュール

太陽光アレイ

【配線接続箱】
複数の配線をいくつかにまとめて、

パワーコンディショナーに接続するた
めの機器。

点検や保守の際に使用するスイッチ
や雷電流保護素子のほか、電気が逆流
しないようにするための部品（逆流防
止ダード）などを内蔵しています。

信号変換箱

気温計
日射計

【気温計・日射計・信号変換箱】
データ収集のための日射計と気

温計。それらの信号を変換する信
号変換器。 気温計 日射計

信号変換箱

交流

直流

管理PC

表示装置

【パワーコンディショナ】
太陽光アレイで発電された直

流の電力を庁舎内で使用する交
流に変換する装置。

【表示装置】
太陽光の発電量や、日射量、

気温などを表示させる装置。
最近は、液晶が多い。

【管理PC】
太陽光のデータや、故障等の

管理を行うPC。

信号
信号

信号



蓄電池を内蔵している
非常用照明は、点検
用にヒモが付いている。

※直流電源の場合ヒモがない。

④蓄電池

電圧の低い（2Vなど）蓄電池を複
数直列に繋ぎ、100Vなどの電圧
を得ている。
近年は長寿命MSE（期待寿命13
～15年）が多く用いられている。
（従来のものは7～9年）

③配線用
遮断器

非常照明等への配線を過電流から
保護する配線用遮断器（ブレー
カ）。

②電磁
接触器

停電時に、電池残量が減れば、非
常用照明の電源を切り、制御電源
を確保するための開閉器。

保全インフォメーションきんき No.127

近畿地⽅整備局 営繕部 Page. 9/11

電⼒貯蔵設備（直流電源装置）

⼀定規模以上（1,000㎡以上）の庁舎には、停電時等の避難のため、建築基準法で定め
られた蓄電池（バッテリー）を持った⾮常⽤照明が設置されていることがあります。

通常、⾮常⽤照明の蓄電池は照明器具に内蔵されていますが、ある程度規模の⼤きな庁
舎では、集中して蓄電池を持ち、各⾮常⽤照明器具に送電していることがあります。

これが「直流電源装置」で、他に受変電設備の停電時の制御⽤電源としても併⽤されて
いる場合もあります。

■設備の概要

直流電源装置は、整流装置、蓄電池、
電磁接触器及び配線遮断機などで構成
されています。

それらを⾦属の箱に収めた
“キュービクル”式が⼀般的です。

直流電源装置
（キュービクル式）

■直流電源装置の構成

①整流装置

【非常用照明】

【受変電設備】
遮断機投入電源

表示ランプ電源

通常時電流

停電時
電池電流

不足電圧継電器

電圧補償装置

③配線用遮断器②電磁接触器

④蓄電池

①整流
装置

交流電源を直流にして制御機器に供給（同時に、蓄
電池に充電）する機器。

非常用照明

受変電設備など
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今年度の近畿地方整備局営繕部の主な事業を紹介いたします。 

所管予算の新営では、和歌山地方合同庁舎、串本海上保安署、奈良地方気象台、国立京都

国際会館展示施設の工事を予定しています。 

また、大阪第６地方合同庁舎（仮称）については、ＰＦＩ手法の導入可能性の検討を行う

予定としています。 

 

■防災拠点となる官庁施設の防災機能の強化等 

     

 

 

 

 

特別修繕は、人命の安全確保及び災害発生時における災害応急対策活動の拠点施設として

の機能確保を図るため、緊急に耐震化が必要な施設の整備として、兵庫県警察学校の耐震改

修等を継続する他、新規事業として下津港湾合同庁舎、海上保安学校を予定しています。 

支出委任としては、神戸地方検察庁明石支部、福井地方検察庁武生支部の工事を継続する

他、神戸地方・家庭裁判所明石支部、近畿管区警察学校（エネルギー棟）、滋賀労働総合庁舎

の工事を予定しています。また、武生税務署の増築と耐震改修等を合わせた事業、神戸運輸

監理部兵庫陸運部の耐震改修、その他施設の改修工事も予定しています。その他、平城宮跡

歴史公園平城宮跡展示館等の工事を予定しています。 

改修事業では、施設を利用されている方にご不便をおかけすることもあると思いますが、 

ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

（計画課） 

 

３．営繕関連情報コーナー 
    平成２７年度の事業紹介 

 

移転予定地 

標高約６０ｍ 

現串本海上保安署

南海トラフ巨大地震時の浸水深５～１０ｍ

耐震化（高台移転建替）

 【建替による耐震性能の強化】 
     ＜串本海上保安署＞ 
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フロン排出抑制法改正事項に基づき、フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍空調機

器（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器）の管理者（機器の所有者等）には，冷媒漏えい防止のた

めの機器の点検，漏えい時の修理（繰り返し充填の原則禁止），機器整備の結果の記録・保存，適

正な使用環境の維持等が義務付けられました。 

 

環境省ＨＰ 「フロン排出抑制法の説明資料」 

「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律が、平成２７年４月に施行されます。」pdf 

 

全ての業務用のエアコンは３月に１回以上、「簡易点検」が必要となります。また、一定規模

（7.5kW）以上の機器について、専門業者などの十分な知見を有する者による「定期点検」も必要

となります。簡易点検は管理者による外観の目視確認等です。 

簡易点検の参考資料として 日本冷凍空調設備工業連合会「簡易点検の手引き（業務用エア

コン編）」、「簡易点検の手引き（冷凍冷蔵ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫編」が環境省ＨＰ

に掲載されています。 

 

フロン排出抑制法の内容について詳しくは、環境省ＨＰをご覧下さい。 

http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/ 

（調整課） 

 

４．お知らせ 
フロン排出抑制法に基づく業務⽤のエアコン等の点検等が義務づけら

れました 


