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Ｋ　設備共通

【共通事項】 【可とう電線管配線】 【動力設備設置工事】

０１ －０１０１ 600V CVケーブル端末処理 ０４ －０１０１ 配管の接続及び支持 ０８ －０１０１ 制御盤取付
－０１０２ 6600V ＣVケーブル端末処理 －０２０１ エキスパンション配管 －０１０２ 分電盤取付

－０１０３ 6600V ＣVケーブル端末処理 【金属ダクト配線】 －０１０３ 分電盤取付

－０１０４ 6600V ＣVケーブル端末処理 ０５ －０１０１ 施工例・構造・接続方式(スチール製) －０１０４ 分電盤取付

－０１０５ 6600V ＣVケーブル端末処理 －０２０１ 構造・接続方式(アルミ製) 【避雷設備設置工事】

－０１０６ 制御・計装ケーブル端末処理 －０３０１ 構造 ０９ －０１０１ 避雷針詳細
－０１０７ 制御・計装ケーブル端末処理 －０４０１ 水平・垂直の支持 －０２０１ 避雷設備

－０１０８ 6600V CVTケーブル接続処理 【架空配線】 －０２０２ 避雷設備

－０１０９ 6600V CVケーブル接続処理 ０６ －０１０１ 建柱図 －０２０３ 接地端子盤取付詳細
－０２０１ 金属ダクトの防火区画貫通 －０２０１ 電力用一般装柱図 －０３０１ CCTV避雷設備設置例
－０２０２ ケーブルラックの防火区画貫通 －０２０２ 電力用一般装柱図 －０４０１ 等電位ボンディング施工例(鉄筋接続断面図)
－０２０３ ケーブルラックの防火区画貫通 －０２０３ 電力用一般装柱図 －０４０２－１ 等電位ボンディング施工例(平面図１－１)
－０２０４ ケーブルラックの防火区画貫通 －０２０４ 電力用一般装柱図 －０４０２－２ 等電位ボンディング施工例(平面図１－２)
－０２０５ ケーブルピットの防火区画貫通 －０２０５ 電力用一般装柱図 －０４０２－３ 等電位ボンディング施工例(平面図１－３)
－０２０６ フリーアクセスフロアーの床貫通 －０２０６ 電力用一般装柱図 －０４０３－１ 等電位ボンディング施工例(平面図２－１)

【金属管配線】 －０２０７ 電力用一般装柱図 －０４０３－２ 等電位ボンディング施工例(平面図２－２)

０２ －０１０１ 配管の接続及び支持 －０２０８ 電力用一般装柱図 －０４０４ 等電位ボンディング施工例(環状接地)

－０２０１ プルボックス及び配管支持 －０２０９ 通信用一般装柱図 －０４０５ 等電位ボンディング施工例(鉄筋接続金物)

－０２０２ プルボックス及び配管支持 【地中配線】 －０４０６ 等電位ボンディング施工例(接地用銅帯取付図)

－０２０３ プルボックス及び配管支持 ０７ －０１０１ 掘削・梅戻し 【耐震施工】
－０３０１ 橋梁配管 －０１０２ 管路式地中電線路 １０ －０１０１ 建物への配管引込部の耐震施工
－０３０２ 橋梁配管 －０１０３ 暗きょ式地中電線路 －０１０２ 配管耐震支持の一般
－０４０１ 防水部分及び外部貫通部の配管 －０２０１ マンホールと管の接続 －０１０３ エキスパンションジョイント部の耐震施工
－０４０２ 梁の貫通部の配管 －０２０２ ハンドホールと管の接続 －０１０４ ケーブルラックの耐震施工
－０４０３ 垂直配管の電線支持 －０２０３ 鋼管継手・ボンド工法 －０２０１ 防振機器の耐震施工

【合成樹脂管配線】 －０３０１ マンホール内の接地 －０３０１ 蓄電池設備の耐震施工

０３ －０１０１ 配管の接続及び支持 －０４０１ 埋設標 －０４０１ ＯＡ機器の耐震施工
－０２０１ 橋梁配管 －０４０２ 卓上機器の耐震施工
－０２０２ 橋梁配管 －０４０３ 保管庫等の耐震施工

－０４０４ 測定器台車の耐震施工

































































































































































Ｅ　電気設備

【受変電設備】

０１ －０１０１ 高圧引込柱装柱図(PAS有、VCT有)
－０１０２ 高圧引込柱装柱図(PAS有、VCT無)
－０１０３ 低圧引込柱装柱図
－０２０１ 屋外受変電設備配置図(1)
－０２０２ 屋外受変電設備配置図(2)
－０２０３ 屋外受変電設備基礎図(1)
－０２０４ 屋外受変電設備基礎図(2)
－０２０５ フェンス外観図
－０３０１ 屋内受変電設備配置図
－０３０２ 配電盤架台図
－０３０３ ピット内セパレータ取付図

【発電設備】

０２ －０１０１ 発電設備配置図(1)
－０１０２ 発電設備配置図(2)
－０１０３ 発電設備配置図(3)
－０１０４ 発電設備配置図(4)
－０２０１ 発電装置外形図・基礎図(1)
－０２０２ 発電装置外形図・基礎図(2)
－０２０３ 発電装置外形図・基礎図(3)
－０３０１ 単線結線図・配管系統図(1)
－０３０２ 単線結線図・配管系統図(2)
－０３０３ 単線結線図・配管系統図(3)
－０４０１ 付属装置
－０４０２ 付属装置
－０４０３ 付属装置
－０４０４ 付属装置
－０４０５ 付属装置
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Ｃ　通信設備

【共通事項】

０１ －０１０１ 機器据付図
－０１０２ 機器上部取付図
－０１０３ 機器下部取付図(1)
－０１０４ 機器下部取付図(2)

【多重無線通信設備】

０２ －０１０１ 空中線系統図
－０１０２ 導波管支持金具
－０１０３ パラボラアンテナ取付架台(1)
－０１０４ パラボラアンテナ取付架台(2)

【超短波無線電話設備】

０３ －０１０１ 空中線取付図
－０１０２ 空中線取付金具

【テレメータ設備】

０４ －０１０１ 水位局屋外機器据付
－０２０１ 雨量局屋外機器据付
－０３０１ 水位局機器配置図
－０４０１ 雨量局機器配置図
－０５０１ 同軸ケーブルの敷設
－０６０１ 環状接地

【放流警報設備】

０５ －０１０１ 放流警報局屋外機器据付(1)
－０１０２ 放流警報局屋外機器据付(2)
－０２０１ 屋外機器取付金具(1)
－０２０２ 屋外機器取付金具(2)
－０２０３ 屋外機器取付金具(3)
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A

A

Ｂ

Ｂ

（Ｌ５０×５０×６）（Ｌ５０×５０×６）
　Ｌ５０×５０×４
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ストラクチャー構造図（４）

補強金具Ｌ５０×５０×４（Ｌ５０×５０×６）

プレート６ｔ１００×５０×３．２

Ｍ１０

注)) １）　ストラクチャーと装置天端の間が

 　　長くなる場合は、斜材等で補強する。

２）　別の固定方法。

　Ｌ５０×５０×４
（Ｌ５０×５０×６）

（Ｌ５０×５０×６）
　Ｌ５０×５０×４

Ｍ８

Ａ-Ａ断面

Ｍ１０

　Ｌ５０×５０×４
（Ｌ５０×５０×６）

Ｍ１０アンカーボルト

Ｂ-Ｂ断面

４）　ストラクチャーの据付に関しては、機器及び壁、
３）　（　　）内の寸法は、装置との距離が長くなる場合。注))

　　　天井等の距離を考慮して途中ステーを入れる構造

　　　にする。










































