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消防設備

消防設備とは
火事になったらどうすればよいか。燃え広がらないように火を消す
（初期消火）、消せなかったら逃げる、これが火事に対する一般の人
の条件である。燃え広がらないように消すための設備が消火設備、
衛生設備の範疇である。一方、消せなかったら逃げる場合の設備
が避難・誘導設備、電気設備の範疇になる。なんと言っても火事の
時は逃げるのが大切で、無理に消火しようとしてはいけない。建築
的にはいかに逃げやすくするかを考えて設計して欲しい。
　衛生設備における消火設備は、建物使用者が初期消火に使用す
るための設備がほとんどだが（消火水槽は20分放水する容量しかな

い）、連結送水管設備や連結散水設備等は、消防隊が本格消火に使
用するための設備である。

防火対象物
使用者が避難経路等を把握し建物内を理解しているか（建築用途）、
建築の規模（延床面積）、燃え難い建築か（準耐火、耐火）、消火活動
がしにくい構造か（地階、無窓階）、建物を使用する人の避難能力、
収容人員、火災の場合の影響を考えて区分けしたのが防火対象物
の規定であり、それによって消防設備等が決まってくる。
　危険性や影響が大きい建築物を特定防火対象物と言い、厳しい
消防設備が要求される。特定防火対象物で1,000㎡を超える場合、
消火設備に非常電源（発電機、蓄電池）が必要になる。非常電源はイ
ニシャルコストが上がるだけでなく、定期点検、油代、設置スペー
ス等負担が大きい。避けられるのであれば避けるに越したことはな
い。ただし、非常用発電機は災害時の停電対策として使用できるの
で、病院や公共建築では、あると便利である。
　消防法の16項イの複合用途建築物は、特定用途防火対象物が

含まれる防火対象物を指す。消防法では細かい規定がなく、地方
条例で規定される内容が多いので、直接、消防署と打合せたほうが
よい。
　地階・無窓階は、同じ用途の建築でもかなり小さな面積で各消
防設備が必要になるので（屋内消火栓では700㎡以上が150㎡以上に

なってしまう）、注意しなくてはならない。
　建築基準法による無窓の居室と消防法による無窓階を混同する
人がいるが、まったく別物と考えてよい。有窓階・無窓階とは、消防
隊が消火活動を行う時に侵入できる開口部が階ごとにあるかない
かを意味している。無窓居室は、中の人間が安全に暮らせるように
という法規である。
　住宅は防火対象物になっていないので消防法の適用外であった
が、最近は、住宅用火災警報器の設置が義務づけられている。以前、
なんと200㎡を超える地下駐車場をもつ豪邸に泡消火設備を設置
しようとしたところ、消防法適用外なので必要ないと言われて驚い
たことがある。

消火設備

火が燃える3つの要素
燃える物、熱、酸素、このうちのどれかが欠ければ火は消える。熱
には水をかける（屋内消火栓等）、酸素濃度が16％以下では燃えな
いので他のガスを入れて酸素濃度を下げる（ガス系消火設備等）。
　酸素濃度が下がるということは、人に対しても危険であることを
忘れてはならない（人間も体内で炭水化物を燃やしてエネルギーをつ
くっているので、酸素が必要なのである）。
　燃える物をなくすという消火方法は現在ではあまりないと思うが、
江戸の火消しは建物に縄を付けて引っ張り倒していた（纏で火を消
していたのではない。じゃあ、纏とは何かと言いたいところであるがやめ

ておく）。
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　消火としては用いられないが、都市計画では大切な考え方であ
る。火除け地とよぶ空地を設けることにより、延焼を防ぐ方法であ
る（上野広小路等）。
　あまり知られていないと思うが、消防設備は最終的に「消防署長
の判断で有無が決定できる」と消防法にある。事前に消防署との協
議が必須である。屋内消火栓は半径25mでカバーする必要がある
が、あと10cm足らないという時、通常のホースより長いもので許
可をしてくれた例がある。打合せにはよくよく予習をしてから行か
なくてはならない。
　建築構造、有窓・無窓の判定、仕上材の仕様、建築物の運営方
法等、設備設計者だけでは判断ができないことが多く、ぜひ、打合
せには建築設計者も同行していただきたい。

消火器
消火器は費用がかからず、身近にあって誰でも使える消火設備で
ある。
　火災には物が燃える火災（A火災）、油が燃える火災（B火災）、電
気が原因の火災がある（C火災）。油や電気火災に水をかければ被害
が大きくなるので、用途に合った消火器を設置しなければならない。
普通の消火器はABC型と言って、どの火災でも適用できるものが
多い。バケツや砂も消防法で消火器と認められているが、実際には
見たことがない（8Lバケツ3個で能力単位1）。
　消火器の設置は、歩行距離20mごとにABC10型（10型は能力単

位を示す）を設置すれば、ほぼ間違いない。消火器のように持って
歩くものについては歩行距離で規定されているが、消火栓のように
ホースを延ばすものについては半径で決まっているので注意が必
要である［表1］。
　消火器はポンと立てかけて「消火器」という表示をすればよいが、
最近はあらかじめ壁に埋め込むようなことが多く、建築設計の中に
消火器ボックスを組み込んでおく必要がある。設備設計者は、消火
器本体は家具等と同じ扱いで別途工事と考えているが、抜けてい
ると指摘されることがあるので、工事区分表に記入しておいたほう
がよい。

屋内消火栓
消火設備と言えば、屋内消火栓が基本である。防火対象物ごとに
適用面積が決まっており、700㎡以上（準耐火で2倍読み、耐火建築

で3倍読み）が多く、劇場のように人がいっぱい詰め込まれている建
物で500㎡、事務所等では1,000㎡となっている。700㎡を基準と
して覚えておくと便利である。
　屋内消火栓は水源、ポンプユニット（ポンプ、呼水槽、制御盤等）、
配管、ホースおよび格納箱で構成されている［図1］。1,000㎡以上の
特殊用途防火対象物では非常用発電機が必要になる。
　屋内消火栓には1号消火栓、同 易操作性消火栓、2号消火栓が
ある。従来からあるのが1号消火栓であるが、2人いないと操作で
きない等の問題があり、今では1人で操作可能な易操作型が多く
使われている。
　2号消火栓は、1号栓を小型化して使用しやすくしたものである。
1号栓が半径25mをカバーできるのに対し、2号栓は15mしかカ
バーできない。そのため消火栓箱の数が多くなり、納まりが煩わし
くなってしまう。体育館のような大空間では部屋の真ん中に設置し
ないとカバーできないというようなことが起きる。
　消火栓箱は赤いものが多いが、赤色ランプと消火栓という文字
が表示されていれば、仕上げは何でもよい。
　ポンプの能力や水槽容量は、消火栓がいくつあっても2個同時
に放水できる能力があればよい。初期消火が目的なので、3か所以
上使用するような火事の時は逃げなさいという意味である。
　屋内消火栓の代替設備として認められているものに、パッケージ
型消火設備がある。消火器のように設置するだけでよく、ポンプ、
水槽、配管が不要なので工事が簡単であり、非常電源がいらない。
規模の小さい建物ではコストが安くなるが、規模が大きくなると一
般の屋内消火栓よりコストが高くなる。
　屋外消火栓という屋内消火栓を大きくした設備があるが、とても
一般の人が使用できるものではなく、なるべく避けるべきである。

図1　屋内消火栓設備表1　消火設備とカバー範囲

消火設備 カバー範囲 備考
消火器 歩行距離 20m ABC10型が標準

屋内消火栓（1号栓）半径 25ｍ 易操作性も同じ、 
同時放水個数2個

屋内消火栓（2号栓）半径 15ｍ 同時放水個数2個

屋外消火栓 半径 40ｍ
同時放水個数2個
1、2階のみ屋内消火栓の 
代替として認められる

連結送水管 半径 50ｍ 3階以上の各階
スプリンクラー 半径 2.6m／個 同時放水個数8個
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スプリンクラー設備
初期消火に効果80％以上と抜群の能力があるが、コストが非常に
高い。㎡単価10,000円と言われており、給排水衛生設備の50%

近くを占めるようなこともある。自動で消火できるので、福祉施設
や病院のように、夜間の人手が少なくなる建物には最適である。上
記以外の建物では延床面積6,000㎡以上もしくは11階以上で設
置しなければいけないのに対し、病院は1,000㎡以上で必要となっ
ている。
　老人福祉施設では275㎡以上で必要になる。1,000㎡未満の場
合、水道直結スプリンクラーが認められているが、値段は50％以
下にはならない。0.25MPa以上の水道圧力を確保する必要があり、
竣工前に24時間測定をすることとある（竣工していない建物で、設
計時点に測定する？ そんなことできない！）。水道圧力は季節、時間で
変動するので、増圧給水ポンプを付けてしまうことになる。
　吹き抜けのように天井が高い場所（店舗で6m、その他で10mを超

える部分）には放水型スプリンクラーが必要になるので、充分注意
が必要である（設置高さより値段のほうがもっと高い）。
　他に薬剤を使用したパッケージ型自動消火設備があり、比較的
小さな面積の場合、コスト減になる。
　今までデイサービスでは必要なかったが、今春から、宿泊サービ
スがある場合、設置が義務づけられるようである。消防法は既存遡
及が必要なので、廃業になる施設も出てくるのではないか。安全性
は高くなるが、貧乏人は入所しにくくなるという結果にならないこ
とを望む。
　同時に散水できるスプリンクラーの数は、一般的な建物において
は最大8個までである。使用するヘッドにより違ってくるが、一番
使用されている高感度型ヘッドで半径2.6mまでカバーできる。円
が重なりあうので、1個5㎡として掛ける8なので、最大40㎡程度
の火災に対応する。それ以上火災面積が大きくなった場合は逃げ
なくてはいけないという法規なのである。

　ヘッドにヒューズがついており、熱でヒューズが溶けたところだ
け蓋が外れて散水を開始する。ヒューズが溶けた時点ではポンプ
は作動していないので、水漏れ程度の散水しかしない。漏れること
により管内の圧力が下がり、圧力を検知してポンプが作動し、本格
的な散水が始まる。同時に、流水検知器（アラーム弁と呼ばれること
のほうが多い）が水の流れを感知して、ベルが鳴るようになっている
［図2］。
　ポンプの能力は、屋内消火栓が130L／min×2＝260L／min

（配管サイズ50mm）なのに対し、80L／min×8＝640L／min（配

管サイズ100mm）とかなり大きい。
　アラーム弁室の大きさは有効で800mm角程度見ておけばよい。

泡消火設備
水に発泡剤を混ぜて噴射し、泡で炎を包み消火する。地下駐車場
に使用することが多い。
　検査は実際に泡を吹いて行うため、検査後の清掃が大変である
（泡は消えにくいし、下手に流すと下水道の流れを阻害しかねない）。

粉末消火設備
薬剤を窒素ガスで加圧して噴霧し、窒息効果、冷却効果により消
火する。水を使用しないので、主に油火災、電気火災に使用される。
　固定式と移動式があり、固定式は配管を利用して噴射ヘッドに
薬剤を送る。移動式は大型消火器にホースを付けたようなもので
あり（ホースを持って人が移動するから移動式）、屋外駐車場等に利用
する。

ガス系消火設備
ハロンガス、窒素ガス、イナージェンガス、二酸化炭素がある。室
内にガスを噴射することにより酸素濃度を下げ、消火する。水や粉
末を噴かないため消火による影響を残さないので、美術館や電気

図2　スプリンクラー設備
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味であり、10階以下の場合、消防官がホースを肩に担いで駆け
上っていく。
　設備では送水口、配管、放水口（11階以上では2口＋ホース）、放
水口箱、赤色ランプだけがあればよく、コストは安い［図3］。
　配管は、消防ポンプの圧力が高いため、一般の白ガス管より高い
圧力に耐えられるスケジュール管（Sch40）を使用する必要がある。

連結散水設備
消火活動が難しい地階で面積700㎡以上の場合、必要になる。簡
単に説明すると、水槽、ポンプがないスプリンクラーのようなもの
である。スプリンクラーで代替可能である。
　他に消防活動上必要なものとして、排煙設備がある。建築基準
法上の排煙設備とは違い、消防活動上必要な設備である。

終わりに

通常、設備設計の中で使用されるものは上記程度である。他にもい
ろいろな消火設備があるが、ここでは考え方と概要を述べただけな
ので、詳しいことは参考書やメーカーの資料を参照願いたい。参考
書としては『消防アドバイス』（新日本法規出版）、『消防設備技術基
準早わかり』（オーム社）、『東京消防庁編 予防事務審査・ 検査基準』
等が役に立つ書籍である。

関係の室に使用される。
　CO²は危険度が高く使用されない。ハロンはコスト、スペース、
安全性に優れているが、オゾン層破壊係数が高いという理由から
現在は製造されていない。ハロンは科学的に安定した物質なので
廃棄するわけにはいかない。既存建物から回収したハロンはハロン
バンク（現、消防環境ネットワーク）に保管されており、既存資源の有
効活用という点から、文化財保管庫、電算機室等、用途によって現
在でも使用が可能である。
　消火用ハロンはボンベに密閉されて火事の時しか放射されない
のだから、エアコンの冷媒やスプレー用ガスのように大気に放出す
るものとは違う。一律禁止にしなくてもよかったのではないか。

連結送水管
7階以上もしくは5階以上、かつ6,000㎡で必要になる。消防隊が
本格消火に使用する設備であり、上記で述べた初期消火設備とは
意味が違う。
　連結とは、消防ポンプ車から送水口にホースを連結するという意

1973年東海大学建築学科卒業。（有）
テーテンス事務所入社。取締役副所長
を経て、現在テーテンス事務所監査役。
「彩の国　ふれあいの森林科学館・宿泊
棟」（設計…片山和俊）、「感覚ミュージア
ム」（設計…六角鬼丈）、「下関唐戸市場」（設
計…池原義郎）、「大館市立総合病院」（設
計…岡田新一）などの設備設計に従事

さじ・こうぞう

※不正解の場合は、
単位に登録できない場合があります。

認定教材の設問への回答は、
CPD情報システムのページ
https://jaeic-cpd.jp/
にアクセスのうえ、お願い致します。

自習型認定研修の設問

設問2  

消火設備の機能として
間違っている項目は次のどれか。
 a. 屋内消火栓設備…火に水をかけ、 
熱を奪うことにより消火を行う。

 b. 泡消火設備…火に泡をかけ、可燃物から 
空気を遮断することにより消火を行う。

 c. ハロン消火設備…ハロンの冷却効果で 
熱を奪うことにより消火を行う。

設問1 

消火設備を決めるにあたり、
必要のない項目は次のどれか。
 a. 居室の窓面積

 b. 延床面積

 c. 建物の階数

図3　連結送水管設備
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