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コートコートコートコートコートコートコート
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（１２５）（１２５）（１２５）（１２５）（１２５）（１２５）（１２５）

（１３２）（１３２）（１３２）（１３２）（１３２）（１３２）（１３２）

（０９６）（０９６）（０９６）（０９６）（０９６）（０９６）（０９６）

（０８０）（０８０）（０８０）（０８０）（０８０）（０８０）（０８０）

（０２７）（０２７）（０２７）（０２７）（０２７）（０２７）（０２７）

（１０５）（１０５）（１０５）（１０５）（１０５）（１０５）（１０５）

電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所電気開閉所

（００６）（００６）（００６）（００６）（００６）（００６）（００６）
コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室コンバータ室

（１６７）（１６７）（１６７）（１６７）（１６７）（１６７）（１６７）

（１７２）（１７２）（１７２）（１７２）（１７２）（１７２）（１７２）

（００２）（００２）（００２）（００２）（００２）（００２）（００２）

（１８０）（１８０）（１８０）（１８０）（１８０）（１８０）（１８０）

1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡1968.R1.24㎡

量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟量子エネルギー実験研究棟

臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室臨界未満実験室

ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系ﾏﾃﾘｱﾙ開発系
創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟創造研究棟

（１８３）（１８３）（１８３）（１８３）（１８３）（１８３）（１８３）

地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟地震予知センターＡ棟

地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館

地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館地震予知センター別館

地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館地震予知センター本館

庭庭庭庭庭庭庭環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟環境科学研究科研究棟

（１１３）（１１３）（１１３）（１１３）（１１３）（１１３）（１１３）

（０８７）（０８７）（０８７）（０８７）（０８７）（０８７）（０８７）

（１７７）（１７７）（１７７）（１７７）（１７７）（１７７）（１７７）

環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟環境保全センター実験研究棟

（１９０）（１９０）（１９０）（１９０）（１９０）（１９０）（１９０）

環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟環境科学研究科工場棟
1966.R11966.R11966.R11966.R11966.R11966.R11966.R1

（００３）（００３）（００３）（００３）（００３）（００３）（００３）

（００５）（００５）（００５）（００５）（００５）（００５）（００５）

環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科
研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟

高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟高速中性子実験棟

環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟環境保全センター実験廃液処理棟

量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟量子エネ・講義棟
（０２５）（０２５）（０２５）（０２５）（０２５）（０２５）（０２５）

精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟精密研究棟

環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟環境科学科実験棟

機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟機械実験研究棟

（０７６）（０７６）（０７６）（０７６）（０７６）（０７６）（０７６）

松松松松松松松 林林林林林林林

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室
（１１２）（１１２）（１１２）（１１２）（１１２）（１１２）（１１２）

ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室

（０２９）（０２９）（０２９）（０２９）（０２９）（０２９）（０２９）

（１０６）（１０６）（１０６）（１０６）（１０６）（１０６）（１０６）
磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室磁気共鳴電波実験室

（１５６）（１５６）（１５６）（１５６）（１５６）（１５６）（１５６）

附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館

青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館青葉記念会館

特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所特別高圧変電所

（１３１）（１３１）（１３１）（１３１）（１３１）（１３１）（１３１）

工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター創造工学センター

工学系工学系工学系工学系工学系工学系工学系
総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟

（００４）（００４）（００４）（００４）（００４）（００４）（００４）

低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター低温サブセンター
（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）（研究教育基盤技術センター）

地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部地殻深部
強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室強度試験室

（１４３）（１４３）（１４３）（１４３）（１４３）（１４３）（１４３）

（００１）（００１）（００１）（００１）（００１）（００１）（００１）

環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科環境科学研究科
講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟講義棟

（１４５）（１４５）（１４５）（１４５）（１４５）（１４５）（１４５）（０８４）（０８４）（０８４）（０８４）（０８４）（０８４）（０８４）

（１９１）（１９１）（１９１）（１９１）（１９１）（１９１）（１９１）

（０３０）（０３０）（０３０）（０３０）（０３０）（０３０）（０３０）

（０８１）（０８１）（０８１）（０８１）（０８１）（０８１）（０８１）

（０４１）（０４１）（０４１）（０４１）（０４１）（０４１）（０４１）

（０３９）（０３９）（０３９）（０３９）（０３９）（０３９）（０３９）

（１３６）（１３６）（１３６）（１３６）（１３６）（１３６）（１３６）

（１７５）（１７５）（１７５）（１７５）（１７５）（１７５）（１７５）

（０４９）（０４９）（０４９）（０４９）（０４９）（０４９）（０４９）

ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場ボンベ置場

化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系
実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟

（１４４）（１４４）（１４４）（１４４）（１４４）（１４４）（１４４）

化学工学科化学工学科化学工学科化学工学科化学工学科化学工学科化学工学科
研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟研究棟

（１８８）（１８８）（１８８）（１８８）（１８８）（１８８）（１８８）

総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟総合実験研究棟

（１５２）（１５２）（１５２）（１５２）（１５２）（１５２）（１５２）
電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

（０４６）（０４６）（０４６）（０４６）（０４６）（０４６）（０４６）

（１６９）（１６９）（１６９）（１６９）（１６９）（１６９）（１６９）

超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟超臨界溶媒工学研究棟

電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎電子・応物系校舎
（１６５）（１６５）（１６５）（１６５）（１６５）（１６５）（１６５）

体育館体育館体育館体育館体育館体育館体育館

薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫薬品庫（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）（０９１）

（０８２）（０８２）（０８２）（０８２）（０８２）（０８２）（０８２）

免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体免震構造試験体

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

プ
ー
ル

（０５４）（０５４）（０５４）（０５４）（０５４）（０５４）（０５４）

建築実験棟建築実験棟建築実験棟建築実験棟建築実験棟建築実験棟建築実験棟

（１２１）（１２１）（１２１）（１２１）（１２１）（１２１）（１２１）

応用物理工場棟応用物理工場棟応用物理工場棟応用物理工場棟応用物理工場棟応用物理工場棟応用物理工場棟

（１８１）（１８１）（１８１）（１８１）（１８１）（１８１）（１８１）

（０５２）（０５２）（０５２）（０５２）（０５２）（０５２）（０５２）化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系
大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟

西食堂西食堂西食堂西食堂西食堂西食堂西食堂

（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）（０４７）

情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科情報科学研究科
研究実験棟研究実験棟研究実験棟研究実験棟研究実験棟研究実験棟研究実験棟

応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟応用物理実験棟

（１１６）（１１６）（１１６）（１１６）（１１６）（１１６）（１１６）

（１４２）（１４２）（１４２）（１４２）（１４２）（１４２）（１４２）西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室西食堂排水処理室

東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型東北大学連携型
起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設起業家育成施設

（１３４）（１３４）（１３４）（１３４）（１３４）（１３４）（１３４）

環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟環境保全センター分析棟

環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟環境保全センター教員・事務棟

環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟環境保全センター会議棟

（０２６）（０２６）（０２６）（０２６）（０２６）（０２６）（０２６）

（２００）（２００）（２００）（２００）（２００）（２００）（２００）

（１９５）（１９５）（１９５）（１９５）（１９５）（１９５）（１９５）

（１９６）（１９６）（１９６）（１９６）（１９６）（１９６）（１９６）
（００８）（００８）（００８）（００８）（００８）（００８）（００８）

サイバーサイバーサイバーサイバーサイバーサイバーサイバー
サイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンターサイエンスセンター

総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟総合研究棟
（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）（サイバーサイエンスセンター）

（１６６）（１６６）（１６６）（１６６）（１６６）（１６６）（１６６）

（１９８）（１９８）（１９８）（１９８）（１９８）（１９８）（１９８）

（１６０）（１６０）（１６０）（１６０）（１６０）（１６０）（１６０）

（１７４）（１７４）（１７４）（１７４）（１７４）（１７４）（１７４）

（１７１）（１７１）（１７１）（１７１）（１７１）（１７１）（１７１）

（１４０）（１４０）（１４０）（１４０）（１４０）（１４０）（１４０）

（１９３）（１９３）（１９３）（１９３）（１９３）（１９３）（１９３）

（１９２）（１９２）（１９２）（１９２）（１９２）（１９２）（１９２）
（２０３）（２０３）（２０３）（２０３）（２０３）（２０３）（２０３）

生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧生活環境早期復旧
技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター技術研究センター

量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟量子系実験棟（１９９）（１９９）（１９９）（１９９）（１９９）（１９９）（１９９）

カスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システムカスケード分離システム
実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟

（０９２）（０９２）（０９２）（０９２）（０９２）（０９２）（０９２）ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟ＲＩ実験棟

（２０２）（２０２）（２０２）（２０２）（２０２）（２０２）（２０２）

（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）
（０８３）（０８３）（０８３）（０８３）（０８３）（０８３）（０８３）

馬場馬場馬場馬場馬場馬場馬場

工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟工学部管理棟

（０６３）（０６３）（０６３）（０６３）（０６３）（０６３）（０６３）

マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系
実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟実験棟

多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール多目的ホール

中 央 棟中 央 棟中 央 棟中 央 棟中 央 棟中 央 棟中 央 棟

自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館自動車の過去未来館

エコラボエコラボエコラボエコラボエコラボエコラボエコラボ

情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟情報工学科研究棟

（１４８）（１４８）（１４８）（１４８）（１４８）（１４８）（１４８）

（００９）（００９）（００９）（００９）（００９）（００９）（００９）機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟
（２０６）（２０６）（２０６）（２０６）（２０６）（２０６）（２０６）

機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟機械講義棟

（１５９）（１５９）（１５９）（１５９）（１５９）（１５９）（１５９）

（１７６）（１７６）（１７６）（１７６）（１７６）（１７６）（１７６）機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟機械・知能系２１世紀ＣＯＥ棟

（１７９）（１７９）（１７９）（１７９）（１７９）（１７９）（１７９）熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟熱実験棟

フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟フロンティア研究棟（１７８）（１７８）（１７８）（１７８）（１７８）（１７８）（１７８）

（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）（２０１）機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟機械系実験研究棟

（１８５）（１８５）（１８５）（１８５）（１８５）（１８５）（１８５）教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟教育実験棟

ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟ＣＯＥ研究実験棟（１６８）（１６８）（１６８）（１６８）（１６８）（１６８）（１６８）

（１８９）（１８９）（１８９）（１８９）（１８９）（１８９）（１８９）エネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センターエネルギー安全科学国際研究センター

（１６２）（１６２）（１６２）（１６２）（１６２）（１６２）（１６２）機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎機械・知能系校舎

ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟ナノ医工学研究棟（０１９）（０１９）（０１９）（０１９）（０１９）（０１９）（０１９）

（１５４）（１５４）（１５４）（１５４）（１５４）（１５４）（１５４）

マイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニングマイクロ・ナノマシニング
研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟研究教育センター棟

グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟グローバルＣＯＥ研究棟

（０８８）（０８８）（０８８）（０８８）（０８８）（０８８）（０８８）機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟機械研究棟

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室

テニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコートテニスコート

（０２４）（０２４）（０２４）（０２４）（０２４）（０２４）（０２４）

ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室ポンプ室
（００７）（００７）（００７）（００７）（００７）（００７）（００７）

（１４１）（１４１）（１４１）（１４１）（１４１）（１４１）（１４１）

中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室中食堂排水処理室

（１４９）（１４９）（１４９）（１４９）（１４９）（１４９）（１４９）

（１７０）（１７０）（１７０）（１７０）（１７０）（１７０）（１７０）

（０６６）（０６６）（０６６）（０６６）（０６６）（０６６）（０６６） ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系ﾏﾃﾘｱﾙ・開発系
教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟

（１９７）（１９７）（１９７）（１９７）（１９７）（１９７）（１９７）

人間・環境系人間・環境系人間・環境系人間・環境系人間・環境系人間・環境系人間・環境系
教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟教育研究棟

東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂東食堂
（１８６）（１８６）（１８６）（１８６）（１８６）（１８６）（１８６）

（１８７）（１８７）（１８７）（１８７）（１８７）（１８７）（１８７）

環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下環境科学研究科渡廊下

マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系
材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟材料共同研究棟

（１６１）（１６１）（１６１）（１６１）（１６１）（１６１）（１６１）

（１６４）（１６４）（１６４）（１６４）（１６４）（１６４）（１６４）
（１６３）（１６３）（１６３）（１６３）（１６３）（１６３）（１６３）

未来情報未来情報未来情報未来情報未来情報未来情報未来情報
産業研究館産業研究館産業研究館産業研究館産業研究館産業研究館産業研究館

パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟パビリオン棟

受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽受水槽

（１８４）（１８４）（１８４）（１８４）（１８４）（１８４）（１８４）

（０１０）（０１０）（０１０）（０１０）（０１０）（０１０）（０１０）
精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟精密実験研究棟

（２０７）（２０７）（２０７）（２０７）（２０７）（２０７）（２０７）

建築実験所建築実験所建築実験所建築実験所建築実験所建築実験所建築実験所
（０８６）（０８６）（０８６）（０８６）（０８６）（０８６）（０８６）

ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室ボイラ室
（０６１）（０６１）（０６１）（０６１）（０６１）（０６１）（０６１）

（０６２）（０６２）（０６２）（０６２）（０６２）（０６２）（０６２）

青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館青葉山会館

ハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエアハッチェリースクエア
（１７３）（１７３）（１７３）（１７３）（１７３）（１７３）（１７３）

（211）（211）（211）（211）（211）（211）（211）

（208）（208）（208）（208）（208）（208）（208）

（209）（209）（209）（209）（209）（209）（209）
（210）（210）（210）（210）（210）（210）（210）

厩舎厩舎厩舎厩舎厩舎厩舎厩舎

屋内練習場屋内練習場屋内練習場屋内練習場屋内練習場屋内練習場屋内練習場

馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫馬場器具飼料庫（２０４）（２０４）（２０４）（２０４）（２０４）（２０４）（２０４）

（２０５）（２０５）（２０５）（２０５）（２０５）（２０５）（２０５）馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟馬場管理棟

馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫馬場倉庫
コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室コンプレッサ室

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟

（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）（０３２）電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟南講義棟電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系

南実験棟1南実験棟1南実験棟1南実験棟1南実験棟1南実験棟1南実験棟1

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
南実験棟2南実験棟2南実験棟2南実験棟2南実験棟2南実験棟2南実験棟2

（０４０）（０４０）（０４０）（０４０）（０４０）（０４０）（０４０）電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
渡廊下４渡廊下４渡廊下４渡廊下４渡廊下４渡廊下４渡廊下４

（０４３）（０４３）（０４３）（０４３）（０４３）（０４３）（０４３）

化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟化学・バイオ系実験棟

（０４８）（０４８）（０４８）（０４８）（０４８）（０４８）（０４８）

（０５０）（０５０）（０５０）（０５０）（０５０）（０５０）（０５０）

化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系
渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１

化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系化学・バイオ系
渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１渡廊下１

（０５１）（０５１）（０５１）（０５１）（０５１）（０５１）（０５１）
化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟化学・バイオ系講義棟

マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系マテリアル・開発系
大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟大講義棟

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
渡廊下５渡廊下５渡廊下５渡廊下５渡廊下５渡廊下５渡廊下５

（０９４）（０９４）（０９４）（０９４）（０９４）（０９４）（０９４）電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室電子・応物系工作室

ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室ＲＩ貯溜槽室

機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟機械知能系クリーンルーム棟

工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館工学分館

学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学
フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟フロンティア研究所Ａ棟

学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学学際科学
フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟フロンティア研究所Ｂ棟

未来科学技術未来科学技術未来科学技術未来科学技術未来科学技術未来科学技術未来科学技術
共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟共同研究センター棟

電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系電子・応物系
実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟実験研究棟

東屋東屋東屋東屋東屋東屋東屋
ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所ゴミ集積所

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫
工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟工学研究科マテリアル・開発系実験棟

建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験建物非破壊検査実験
施設用テント施設用テント施設用テント施設用テント施設用テント施設用テント施設用テント

Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携Ｔ-Ｂｉｚ東北大学連携
ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ ビジネスインキュベータ 

未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊

未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊
未壊未壊未壊未壊未壊未壊未壊

（１３０）（１３０）（１３０）（１３０）（１３０）（１３０）（１３０）

地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟地震予知センターＢ棟

環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫環境保全センター廃溶液保管庫
未完未完未完未完未完未完未完 （１５７）（１５７）（１５７）（１５７）（１５７）（１５７）（１５７）

地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟地震予知センターＣ棟

（２１２）（２１２）（２１２）（２１２）（２１２）（２１２）（２１２）

地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター地震変動・地震予知研究センター

車庫車庫車庫車庫車庫車庫車庫
（１４６）（１４６）（１４６）（１４６）（１４６）（１４６）（１４６）

（２１８）（２１８）（２１８）（２１８）（２１８）（２１８）（２１８）
教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤

支援棟１３支援棟１３支援棟１３支援棟１３支援棟１３支援棟１３支援棟１３

（２１９）（２１９）（２１９）（２１９）（２１９）（２１９）（２１９）
教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４教育研究基盤支援棟１４

（１３８）（１３８）（１３８）（１３８）（１３８）（１３８）（１３８）特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室特殊電磁界実験室

（０３６）（０３６）（０３６）（０３６）（０３６）（０３６）（０３６）

（０８９）（０８９）（０８９）（０８９）（０８９）（０８９）（０８９）電子・応物系北研究棟電子・応物系北研究棟電子・応物系北研究棟電子・応物系北研究棟電子・応物系北研究棟電子・応物系北研究棟電子・応物系北研究棟

電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟（０９０）（０９０）（０９０）（０９０）（０９０）（０９０）（０９０）

（１３９）（１３９）（１３９）（１３９）（１３９）（１３９）（１３９）特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室特殊電磁界設備室

教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２教育研究基盤支援棟１２（２１７）（２１７）（２１７）（２１７）（２１７）（２１７）（２１７）

教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１教育研究基盤支援棟１１（２１６）（２１６）（２１６）（２１６）（２１６）（２１６）（２１６）

（２１５）（２１５）（２１５）（２１５）（２１５）（２１５）（２１５）教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０教育研究基盤支援棟１０

（１９４）（１９４）（１９４）（１９４）（１９４）（１９４）（１９４）

（２２１）（２２１）（２２１）（２２１）（２２１）（２２１）（２２１）

人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟人間・環境系土木実験棟

教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９教育研究基盤支援棟１９

教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤教育研究基盤
支援棟１７支援棟１７支援棟１７支援棟１７支援棟１７支援棟１７支援棟１７

（２２０）（２２０）（２２０）（２２０）（２２０）（２２０）（２２０）

（１５５）（１５５）（１５５）（１５５）（１５５）（１５５）（１５５）

応用物理機器室応用物理機器室応用物理機器室応用物理機器室応用物理機器室応用物理機器室応用物理機器室

（２１３）（２１３）（２１３）（２１３）（２１３）（２１３）（２１３）
教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６教育研究基盤支援棟６

（１５１）（１５１）（１５１）（１５１）（１５１）（１５１）（１５１）

化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟化学第２新棟

（２１４）（２１４）（２１４）（２１４）（２１４）（２１４）（２１４）

教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７教育研究基盤支援棟７

電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟電子・応物系北実験棟

大橋大橋大橋大橋大橋大橋大橋

牛越橋牛越橋牛越橋牛越橋牛越橋牛越橋牛越橋

至　青森至　青森至　青森至　青森至　青森至　青森至　青森

（４８号線）（４８号線）（４８号線）（４８号線）（４８号線）（４８号線）（４８号線）

澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋澱橋
宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁宮城県庁

（４号線）（４号線）（４号線）（４号線）（４号線）（４号線）（４号線）

北仙台駅北仙台駅北仙台駅北仙台駅北仙台駅北仙台駅北仙台駅

至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅至　仙台駅

至　山形至　山形至　山形至　山形至　山形至　山形至　山形

仙山線仙山線仙山線仙山線仙山線仙山線仙山線

広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川広瀬川

市立病院市立病院市立病院市立病院市立病院市立病院市立病院

青葉城跡青葉城跡青葉城跡青葉城跡青葉城跡青葉城跡青葉城跡

（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通）（定禅寺通） 東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線東北新幹線

（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）（広瀬通）

東北本線東北本線東北本線東北本線東北本線東北本線東北本線

仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅仙台駅

五橋駅五橋駅五橋駅五橋駅五橋駅五橋駅五橋駅

（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）（青葉通）

星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地星陵団地

雨宮団地雨宮団地雨宮団地雨宮団地雨宮団地雨宮団地雨宮団地

青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地青葉山１団地

青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地青葉山３団地

川内１団地川内１団地川内１団地川内１団地川内１団地川内１団地川内１団地

ＮＮＮＮＮＮＮ

北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅北四番丁駅

片平団地片平団地片平団地片平団地片平団地片平団地片平団地
至　東京至　東京至　東京至　東京至　東京至　東京至　東京

（南町通）（南町通）（南町通）（南町通）（南町通）（南町通）（南町通）

本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内本工事位置：仙台市青葉区荒巻字青葉６－６　東北大学青葉山１団地構内

案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）案内図　(S=NO SCALE）

【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】【建物概要】

【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】【工事概要】

工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号工事場所 ： 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６番６号

　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）　　　　　　（東北大学青葉山１団地構内）

工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容工事内容

工　　期 ： 平成３０年　７月～平成３０年１２月工　　期 ： 平成３０年　７月～平成３０年１２月工　　期 ： 平成３０年　７月～平成３０年１２月工　　期 ： 平成３０年　７月～平成３０年１２月工　　期 ： 平成３０年　７月～平成３０年１２月工　　期 ： 平成３０年　７月～平成３０年１２月工　　期 ： 平成３０年　７月～平成３０年１２月

　青葉山１団地工学部エリアを監視している火災報知設備の改修を行う。　青葉山１団地工学部エリアを監視している火災報知設備の改修を行う。　青葉山１団地工学部エリアを監視している火災報知設備の改修を行う。　青葉山１団地工学部エリアを監視している火災報知設備の改修を行う。　青葉山１団地工学部エリアを監視している火災報知設備の改修を行う。　青葉山１団地工学部エリアを監視している火災報知設備の改修を行う。　青葉山１団地工学部エリアを監視している火災報知設備の改修を行う。

　東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事　　東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事　　東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事　　東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事　　東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事　　東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事　　東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事　

冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向冬季主風向

ＮＮＮＮＮＮＮ

夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向夏期主風向

配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）配置図　(S=NO SCALE）

：本工事建物：本工事建物：本工事建物：本工事建物：本工事建物：本工事建物：本工事建物 中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟中央棟

構　　造 ： ＳＲ造構　　造 ： ＳＲ造構　　造 ： ＳＲ造構　　造 ： ＳＲ造構　　造 ： ＳＲ造構　　造 ： ＳＲ造構　　造 ： ＳＲ造

階　　数 ： 地上４階階　　数 ： 地上４階階　　数 ： 地上４階階　　数 ： 地上４階階　　数 ： 地上４階階　　数 ： 地上４階階　　数 ： 地上４階

延べ面積 ： ５，４２４㎡延べ面積 ： ５，４２４㎡延べ面積 ： ５，４２４㎡延べ面積 ： ５，４２４㎡延べ面積 ： ５，４２４㎡延べ面積 ： ５，４２４㎡延べ面積 ： ５，４２４㎡

　監視を行っている中央棟の既設火災受信機、防災表示装置及び　監視を行っている中央棟の既設火災受信機、防災表示装置及び　監視を行っている中央棟の既設火災受信機、防災表示装置及び　監視を行っている中央棟の既設火災受信機、防災表示装置及び　監視を行っている中央棟の既設火災受信機、防災表示装置及び　監視を行っている中央棟の既設火災受信機、防災表示装置及び　監視を行っている中央棟の既設火災受信機、防災表示装置及び

　行うものである。　行うものである。　行うものである。　行うものである。　行うものである。　行うものである。　行うものである。

　中継先の各建物（４２棟）の既設分散処理盤、中継器の撤去・新設を　中継先の各建物（４２棟）の既設分散処理盤、中継器の撤去・新設を　中継先の各建物（４２棟）の既設分散処理盤、中継器の撤去・新設を　中継先の各建物（４２棟）の既設分散処理盤、中継器の撤去・新設を　中継先の各建物（４２棟）の既設分散処理盤、中継器の撤去・新設を　中継先の各建物（４２棟）の既設分散処理盤、中継器の撤去・新設を　中継先の各建物（４２棟）の既設分散処理盤、中継器の撤去・新設を

建物名称 ： 中央棟　他４２棟建物名称 ： 中央棟　他４２棟建物名称 ： 中央棟　他４２棟建物名称 ： 中央棟　他４２棟建物名称 ： 中央棟　他４２棟建物名称 ： 中央棟　他４２棟建物名称 ： 中央棟　他４２棟



記　　号

凡　例

名 称 記 事

特　記

特記参照防　災　監　視　盤

　２）防災監視盤の仕様は下記の通り。

＜ハードウエア仕様＞

ａ）火災受信盤

表　示　盤 特記参照　（既設Ｒ型）

　１）本工事の概要は下記の通りとする。

　　　・撤去費は本工事に含むものとする。

配　線　引　き　替　え　図

　　　・中継器の切替作業は平日９：００～１６：３０の時間帯内で行ない、左記時間外において

　　　　防災監視盤、分散処理盤の切替作業時間は最小限とし、ともに１日で切替完了とする。

　　　・既設及び新設防災監視盤のデータ管理は各メーカーが認定する火災報知システム専門技術者が

　　　　が行う事とする。

　　　　各棟設置の中継器は撤去新設とする。但し中継器盤筐体は再利用する事。

　　　・新設線配線後、既設線は撤去する事。

　　　・工事前に所轄消防署と打合せを行い必要な諸手続き・申請を行う事。

　　　・中央棟１階警備員室既設防災監視盤（ＧＲ型）を撤去新設する。

　　　・中央棟１階警備員室､マテリアル･開発系教育研究棟１階ＥＰＳ､機械･知能系２号館１階ＥＰＳ

　　　　電子情報システム・応物系２号館１階ＥＰＳ、化学・バイオ系研究棟本館１階ＥＰＳ、

　　　　　ボイラー室地下１階監視室　既設分散処理盤を撤去新設する。

　　　・中央棟１階警備員室既設防災表示装置を撤去新設する。

　　　・

　　　・

　　　・

　　　・

　　　　未監視区域が発生しないようにする事。

　　　　新設及び既設同時稼動時の電源は警備員室内の電源を仮設利用する事。

　　　　（配線引き替え図参照）

　　　　工学部管理棟床ピットにある伝送系統線を一部引き替え、既設線と再接続する事。

特記参照防 災 分 散 処 理 盤

防　災　表　示　装　置 特記参照

中　継　器　盤 端子付

・プリンタ　　　　　－漢字プリンタ（内蔵タイプ）

ガス漏れ代表　　　：無電圧　ｃ接点１点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

火災代表　　　　　：無電圧　ｃ接点２点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

発信機代表　　　　：無電圧　ａ接点１点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

・操作　　　　　　　－バックライト付カラー液晶タッチパネル方式＋ハードスイッチ

　　防排煙・ガス漏れ・諸警報・他

　　表示内容　　　　火災（注意表示含む）

　　表示文字　　　　ＪＩＳ第１、２水準

・表示器

・種別　　　　　　　－ＧＲ型受信機（アナログ式、自動試験機能付）

・シリアル移報　　　－ＲＳ－４８５（Ｒ型表示盤用他）

・移報・移報

・入力　　　　　　　－Ｐ入力（無電圧　ａ接点）×１０点

・主音響　　　　　　－スピーカ（音声合声方式）

・予備電源　　　　　－ＤＣ２４Ｖ　　　　Ｎｉ－ｃｄ蓄電池

・主電源　　　　　　－ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

諸表示部　１０回線

各種任意代表　　　：無電圧　ｃ接点１３点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

各種任意　　　　　：無電圧　ａ接点３０点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

・アドレス数　　　　－６４７７０アドレス　ＭＡＸ（１０２０アドレス／分散処理盤×６３）

・分散処理盤接続台数－６３台

・端末伝送機能　　　－２系統内蔵（５１０アドレス）

　　表示色　　　　　２５６色

　　メッセージ表示　バックライト付カラー液晶パネル（１０．４型）

・組込品

・接点移報　　　　　－無電圧　ａ接点×１５点（ＤＣ３０Ｖ，１Ａ）

・シリアル移報　　　－ＲＳ－２３２Ｃ×２（防災表示盤、中央監視盤用他）

・光成端箱（片端コネクタ付光ケーブル付　既設）

ＰＡ感知器の煙濃度又は、温度の現在値を表示する。

軽微な工事でのアナログ式感知器のデータ設定変更が画面上（タッチパネル）で修正操作可能

・感度切替機能(ブロック設定、個別設定及びスケジュール運行)

アナログ感知器の煙濃度又は、温度をグラフ表示する。

・データ変更機能

・拡大文字機能

・操作ガイダンス機能及び取扱説明機能

・火災訓練機能

・火災性状判断機能

・モニタリング機能

・履歴機能

・トレンド表示機能

・任意月間履歴表示（最小～最大／日）

ロ）　月間履歴表示（最小～最大／日）

イ）　過去１０分間のトレンドグラフ表示

・最新２０報（注意表示又は火災）

＜ソフトウエア仕様＞

　１）防災分散処理盤の仕様は下記の通り。

・主電源　　　　　－　ＡＣ１００Ｖ

・予備電源　　　　－　ＤＣ２４Ｖ

・アドレス数　　　－　５１０アドレス（２５５×２系統）

・バックアップ　　－　受信機間伝送不可能時、各防災分散処理盤相互連動式

・光ケーブル対応型－　光５Ｋｍ

・形　状　　　　　－　壁掛型

【分散処理盤（光５ｋｍケーブル）】

　１）防災分散処理盤の仕様は下記の通り。

・主電源　　　　　－　ＡＣ１００Ｖ

・予備電源　　　　－　ＤＣ２４Ｖ

・アドレス数　　　－　５１０アドレス（２５５×２系統）

・バックアップ　　－　受信機間伝送不可能時、各防災分散処理盤相互連動式

・光ケーブル対応型－　光５Ｋｍ

・形　状　　　　　－　自立型（光成端箱収容　既設）

【分散処理盤（光５ｋｍケーブル）（メタルケーブル）】

・組込オプション　－　メタル伝送ユニット

ａ）防災表示盤

・操作方法　　　　－　マウス方式

・モニタ　　　　　　－　１９型ＴＦＴカラー液晶

・ＣＰＵユニット

・モニタ接続台数　　　－　１台

・画面枚数　　　　　　－　最大５００枚

・Ｒ型入出力　　　　　－　最大４００，０００点／ＧＲ型受信機１台

・電源　　　　　　　　－　ＡＣ１００Ｖ

・ＵＰＳ　　　　　　　－　７００ＶＡ（５分間）　自家発立上り迄

・附属機能 消防支援機能・記録機能・履歴機能・シミュレーション機能

出火･上下階立体イメージ表示機能･拡大ウィンドウ自動表示機能

音声警報機能・動画マニュアル機能

ネットワーク接続機能（受信機・防災表示装置各32台/システム）

・Ｉ／Ｏユニット

・インターフェイス シリアル３ポート（受信機接続用）

シリアル１ポート（ＣＰＵユニット接続用）

・入出力　　　　　　　－　Ｐ型入力２０４８点・Ｐ型出力１１２点

・電源　　　　　　　　－　ＡＣ１００Ｖ

・表示色　　　　　　　－　最大１６７７万色

カラーユニバーサルデザイン（色弱者対応･CUDO認定品）対応可

表示解像度：１９２０×１０８０ドット（フルＨＤ）対応可

・表示解像度　　　　　－　１２８０×１０２４ドット

　１）中継器１個あたりの仕様は下記の通り。

・監視用中継器　　　　　　　　　：４回線／１アドレス

【防災表示装置】

【監視用中継器】

　１）接続する既設Ｒ型表示盤は下記の通り。

・ＨＥＸ－ＩＰＦ－Ａ　：ホーチキ株式会社製

【参考】

ピット内配線引き替え

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ

伝　送　系　統　線

ジ　ョ　イ　ン　ト

ジ　ョ　イ　ン　ト　箱

エコケーブル

ストレート

既設　床ピット内

配線引き替え図・凡例・特記仕様

東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事

ピット内配線引き替え

ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ



※太線部分は今回工事を表す。

記　　号

凡　例

名 称 記 事

特記参照防　災　監　視　盤

特記参照防 災 分 散 処 理 盤

防　災　表　示　装　置 特記参照

中　継　器　盤  既設　端子付

伝　送　系　統　線 既設　エコケーブル

設　　置　　棟

名　　　　　称

備　　　　考防災監視盤分散処理盤監視用中継器

 1

防災表示装置

光　伝　送　ケ　ー　ブ　ル 既設　エコケーブル

マイクロ・ナノマニシング

中央棟

研究教育センター棟

 1  110

工学部管理棟

ハッチェリースクエア

工学系総合研究棟

ボイラ室

パビリオン棟

青葉記念会館

青葉山会館

附属図書館工学分館

創造工学センター

マテリアル・開発系

教育研究棟
 125

9

3

2

9

1

1

78

11

10

マテリアル・開発系

材料共同研究棟
5

機械実験研究棟 13  1

精密実験研究棟 6

機械系実験研究棟 2

フロンティア研究棟 2

エコラボ 3

環境科学研究科研究棟 8

機械・知能系校舎 13

教育実験棟 2

ＣＯＥ研究実験棟 3

ナノ医工学研究棟 1

8

東食堂 1

量子エネルギー

実験研究棟
9

ＲＩ実験棟 1

量子系実験棟 1

高速中性子実験棟 2

臨界未満実験室 1

電子・応物系校舎 10  1

電子・応物系

実験研究棟
26

化学・バイオ系

実験研究棟
12

化学工学科研究棟 2

化学第２新棟 3

総合実験研究棟 2

超臨界溶媒工学研究棟 2

西食堂 1

 1

 1

人間・環境系

教育研究棟
12

未来科学技術

共同研究センター棟
16

未来情報産業研究館 1

応用物理実験棟 7

体育館 2

建築実験所 2

システム系統図・更新機器数量表・凡例

東北大学（青葉山１）工学部防災設備改修工事




