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はじめに

◎ 本書は、消防設備士第６類の試験合格に必要な知識及び過去の試験問題をまとめ

たものです。

◎ 試験問題は合計35問で構成されており、科目別の内容は次の通りとなっています。

試験問題の科目別の内容 問題数

筆記

消防関係法令 10問

機械に関する基礎知識 ５問

消火器の構造・機能及び点検・整備 15問

実技 鑑別等 ５問

◎ 合格基準は、筆記と実技で分かれています。

◎ 筆記の合格基準は各科目毎に40％以上の点数で、かつ、全体の出題数の60％以上

の点数となっています。従って、ある科目の正解率が40％未満の場合は、他の科

目全て満点であっても不合格となります。

◎ 実技の合格基準は、60％以上の点数となっています。実技は１つの問題について、

問いが２～３問程度出されている場合が多く、この場合は配点が細分化されます。

ただし、配点内容は公表されていません。

試験に

合格 ＝

筆記 合格基準
＋

実技 合格基準
全体で 60％以上

各科目 40％以上
60％以上

◎ 試験に合格するためには、筆記及び実技の両方で合格基準に達していなければな

りません。なお、実技は「写真・イラスト・図面等による記述式」となっていま

す。

◎ 本書は、科目別の内容に従って、次のように構成しました。

本書の構成 試験の科目

第１章 消防関係法令（全類の共通内容）
消防関係法令

第２章 消防関係法令（第６類の内容）

第３章 機械に関する基礎知識 機械に関する基礎知識

第４章 消火器の構造・機能
消火器の構造・機能及び
点検・整備

第５章 消火器の点検・整備

第６章 消火器の規格に関する省令

第７章 実技　鑑別等試験 実技　鑑別等
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◎ 各章では、項目を更に細かく区分し、各項目ごとにテキスト⇒過去問題⇒問題の

正解・解説、の順番に編集してあります。消防設備士第６類について、基礎知識

がない読者の方は、テキスト⇔過去問題⇔正解・解説を見比べて、問題の中身を

理解して下さい。

◎ 基礎知識がついたら、過去問題を繰り返し解いて、必要な知識や数値を暗記する

ようにします。

◎ 過去問題の左端にある「□」はチェックマークを表しています。習熟度に応じて

ご活用下さい。また、問題文の最後の［★］は、頻出問題であることを表してい

ます。

2020年２月　消防設備士　編集部

法令の基礎知識

◎ 法令は、法律、政令、省令などで構成されている。法律は国会で制定されるもの

である。政令は、その法律を実施するするための細かい規則や法律の委任に基づ

く規則をまとめたもので、内閣が制定する。省令は法律及び政令の更に細かい規

則や委任事項をまとめたもので、各省の大臣が制定する。

◎ 消防設備士に関係する法令をまとめると、次の通りとなる。

消防設備士に関係する法令 本書の略称

法律 消防法 法

政令
消防法施行令 令

危険物の規制に関する政令 危険物令

総務省令

消防法施行規則 規則

危険物の規制に関する規則 危険物規則

消火器の技術上の規格を定める省令 消火器規格

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 消火薬剤規格
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◎ 法令では、特定の部分を指定する場合、条の他に「項」と「号」を使用する。

　〔法令の例（途中一部省略）〕

　①第17条の５第１項。１項しかない場合は「第17条の５」と略す。
　②第17条の５第１項第１号または第17条の５第１号。
　③第17条の８第２項。
　④第17条の８第４項第１号。
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第１章　消防関係法令（全類の共通内容）

 １．消防法令上の定義　 …………………………………   6
 ２．消防法の基本　 ………………………………………   9
 ３．防火対象物の区分　 ………………………………… 11
 ４．防火対象物の適用　 ………………………………… 15
 ５．消防用設備等の種類　 ……………………………… 19
 ６．既存防火対象物に対する適用除外　 ……………… 23
 ７．既存防火対象物の用途変更の特例　 ……………… 29
 ８．定期点検及び報告　 ………………………………… 33
 ９．消防用設備等の届出及び検査　 …………………… 38
10．工事整備対象設備等の着工届　 …………………… 43
11．消防用設備等の設置命令と維持命令　 …………… 45
12．消防設備士でなければ
　　　 行ってはならない工事又は整備　 ……………… 48
13．消防用設備等の技術上の基準と異なる規定 ………… 52
14．消防設備士の免状　 ………………………………… 53
15．消防設備士免状の取り扱い　 ……………………… 57
16．消防設備士の講習　 ………………………………… 63
17．消防設備士の義務　 ………………………………… 67
18．防火管理者　 ………………………………………… 68
19．検定制度　 …………………………………………… 74



第第  

１１  

章章

6

１．消防法令上の定義

◎ 防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋
けい

留された船舶、建築物

その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう（法第２条第２項）。
　〔解説〕 舟

しゅうしゃ

車とは、舟及び車両をいう。船きょとは、ドックとも呼ばれ、船の建造や修理
などを行うために構築された設備である。工作物とは、人為的に作られたもので、
建築物のほか橋やトンネルなど。

◎ 消防対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物
その他の工作物又は物件をいう（法第２条第３項）。

　〔解説〕物件とは、「又は」の前部で示されているもの以外の全てが対象となる。
防火は、火災を防ぐこと。また、消防は消火＋防火の意。

◎ 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう（法
第２条第４項）。
◎ 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう（法第２条第
５項）。
◎ 危険物とは、消防法 別表第１の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応
じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう（法第２条第７項）。

〔消防法 別表第１〕

類別 性　質 品　名

第１類 酸化性固体 １．塩素酸塩類　　２．過塩素酸塩類　（３～　省略）

第２類 可燃性固体 １．硫化リン　　　２．赤リン　　　　（３～　省略）

第３類
自然発火性物質
及び禁水性物質

１．カリウム　　　２．ナトリウム　　（３～　省略）

第４類 引火性液体
１．特殊引火物（ジエチルエーテルなど）
２．第一石油類（ガソリンなど）
３．第二石油類（灯油、軽油など）　　　（４～　省略）

第５類 自己反応性物質 １．有機過酸化物　２．硝酸エステル類（３～　省略）

第６類 酸化性液体 １．過塩素酸　　　２．過酸化水素　　（３～　省略）
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◎ 消防用設備等とは、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動
上必要な施設をいう（法第17条第１項）。
◎ 特定防火対象物とは、法第17条第１項の防火対象物で多数の者が出入するものと
して政令で定めるものをいう（法第17条の２の５第２項第４号）。
◎ 複合用途防火対象物とは、防火対象物で政令で定める２以上の用途に供されるも
のをいう（法第８条第１項）。

◎ 住宅用防災機器とは、住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であっ
て政令で定めるものをいう（法第９条の２）。
◎ 無

むそうかい

窓階とは、建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有
効な開口部を有しない階をいう（令第10条第１項第５号）。
◎ 令第10条第１項第５号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を
有しない階は、11階以上の階にあっては直径50cm以上の円が内接することがで

きる開口部の面積の合計が当該階の床面積の30分の１を超える階（普通階）以外

の階、10階以下の階にあっては直径１m以上の円が内接することができる開口部

又はその幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部（大型開口部）

を２以上有する普通階以外の階とする（規則第５条の２）。
　〔解説〕 無窓階については、この規定の他にも細かく定められている。無窓階では、内

部からの避難が困難であり、かつ、消防隊の進入も困難と推測されるため、施
設内に設置する消防設備の基準が厳しくなる。
10階以下の階で床面積が15m×10m＝150m2の場合、75cm×1.2mの引き違い
戸の必要個数を調べてみる。開口部の面積の合計（最小値）は、150m2／30＝
５m2となる。引き違い戸１個当たりの開口部面積は75cm×1.2m×2＝1.8m2と
なり、普通階にするためには３個以上設置する必要がある。２個では無窓階と
なる。
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◎ 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井
の高さの３分の１以上のものをいう（建築基準法施行令第１条第１項第２号）。

▶▶過去問題◀◀

【１】消防法令に定める「関係者」として、誤っているものは次のうちどれか。
□　１ ．防火対象物の管理者

　　２．防火対象物の所有者

　　３．防火対象物の防火管理者

　　４．防火対象物の占有者

【２】無窓階の説明として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
□　１ ．避難上又は消火活動上有効な開口部が一定基準に達しない階

　　２．建築物の外壁に窓を有しない階

　　３．採光上又は排煙上有効な開口部を有しない階

　　４．排煙上又は消火活動上有効な窓が一定基準に達しない階

【３】無窓階の説明として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
□　１ ．建築物の外壁に窓を有しない階

　　２．避難上又は消火活動上有効な開口部が一定基準に達しない階

　　３．採光上又は排煙上有効な開口部を有しない階

　　４．消火活動上有効な窓が一定基準に達しない階

【４】無窓階の説明として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
□　１ ．消火活動上有効な窓を有しない階

　　２．避難上又は排煙上有効な開口部が一定基準に達しない階

　　３．避難上又は消火活動上有効な開口部が一定基準に達しない階

　　４．建築物の外壁に窓を有しない階

【５】無窓階の説明として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
□　１ ．消火活動上有効な窓を有しない階

　　２．避難上又は消火活動上有効な開口部が一定基準に達しない階

　　３．採光上又は排煙上有効な開口部が一定基準に達しない階

　　４．窓を有しない階

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３　　【２】正解１　　【３】正解２　　【４】正解３　　【５】正解２
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第２章　消防関係法令（第６類の内容）

１．消火器具の設置が必要な防火対象物　 …………… 78
２．能力単位の算定　 …………………………………… 83
３．消火器具ごとの適応火災　 ………………………… 87
４．消火器具の設置個数の減少　 ……………………… 94
５．大型消火器以外の消火器の設置　 ………………… 96
６．大型消火器の設置　 ………………………………… 98
７．消火器の設置位置と標識　 ……………………… 101
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１．消火器具の設置が必要な防火対象物

◎ 消火器又は簡易消火用具（以下「消火器具」という）は、次に掲げる防火対象物

又はその部分に設置するものとする（令第10条第１項）。

防火対象物の区分 設置基準面積

◎令別表第１ （１）イ、（２）、（３）の一部、（６）イ①～③・ロ、（16
の２）、 
（16の３）、（17）、（20）に掲げる防火対象物

延べ面積に関係
なく設置する

具体例

　劇場、映画館、演芸場 キャバレー、ナイトクラブ
　遊技場又はダンスホール 風俗店
　カラオケボックス 待合、料理店、飲食店〔※１〕
　病院、診療所 養護老人ホーム、有料老人ホーム
　地下街 建築物の地階と地下道
　重要文化財 総務省令で定める舟車

◎令別表第１ （１）ロ、（３）の一部、（４）、（５）、（６）イ④・ 
ハ・ニ、（９）、（12）～（14）に掲げる防火対象物

延べ面積
150m2以上

具体例

　公会堂、集会場、幼稚園 待合、料理店、飲食店〔※２〕
　百貨店、物品販売店、展示場 旅館、ホテル、共同住宅
　老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所
　公衆浴場、蒸気浴場、熱気浴場 工場、作業場、映画スタジオ
　自動車車庫、駐車場 倉庫

◎令別表第１（７）、（８）、（10）、（11）、（15）に掲げる防火対象物

延べ面積
300m2以上

具体例

　小学校、中学校、高等学校、大学 図書館、博物館、美術館
　車両の停車場 神社、寺院、教会
　事務所、官公庁

◎ 令別表第１に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物又は指
定可燃物〔※３〕を貯蔵し、又は取り扱う部分

－

◎令別表第１に掲げる建築物の地階、無窓階又は３階以上の階
床面積

50m2以上

　・令別表第１は「施行令別表第１」11P参照。
　※1： 待合、料理店または飲食店で「火を使用する設備または器具等を設けたもの」に該当す

る場合、延べ面積に関係なく消火器具を設置しなければならない。
　※２： 待合、料理店または飲食店で「火を使用する設備または器具等を設けたもの」に該当

しない場合、延べ面積150m2以上は消火器具を設置しなければならない。
　　　　〔待合〕とは、貸席を業とした茶屋で、芸妓との遊興や飲食を目的とするところ。
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　※３：少量危険物…危険物で、指定数量の５分の１以上で指定数量未満のものをいう。
　　　：指定可燃物… 綿花類200kg以上、可燃性液体２m3以上のものなど（危険物令別表第

４（99P参照））。

▶▶過去問題◀◀

【１】消防法令上、消火器具を設置しなければならない防火対象物は、次のうちど
れか。ただし、用途と延べ面積以外の条件は考えないものとする。

□　１ ．集会場で、延べ面積が200m2

　　２．車両の停車場で、延べ面積が200m2

　　３．神社で、延べ面積が250m2

　　４．美術館で、延べ面積が250m2

【２】次の防火対象物のうち、消防法令上、消火器具を設置しなければならないも
のただし、用途と延べ面積以外の条件は考えないものとする。［改★］

□　１ ．飲食店（火を使用する設備あり）で、延べ面積が100m2のもの

　　２．作業場で、延べ面積が100m2のもの

　　３．共同住宅で、延べ面積が100m2のもの

　　４．美術館で、延べ面積が250m2のもの

【３】次の防火対象物のうち、消防法令上、消火器具の設置義務があるものはどれ
か。ただし、用途と延べ面積以外の条件は考えないものとする。［改］

□　１ ．延べ面積が100m2の物品販売店舗

　　２．延べ面積が100m2の自動車車庫

　　３．延べ面積が200m2の停車場

　　４．延べ面積が300m2の博物館

【４】次の防火対象物のうち、消防法令上、消火器具を設置しなければならないも
のはどれか。ただし、用途と延べ面積以外の条件は考えないものとする。

□　１ ．延べ面積が100m2の物品販売店舗

　　２．延べ面積が200m2の図書館

　　３．延べ面積が250m2の寺院

　　４．延べ面積が300m2の事務所
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【10】消火器の設置に関する次の記述のうち、文中の（　）に当てはまる防火対象
物の用途の組合せとして、消防法令上、正しいものはどれか。［改］

　 　「消火器は、（ア）にあっては防火対象物の延べ面積にかかわらず、（イ）にあっ

ては防火対象物の延べ面積が150m2以上のものに、設置するものとする。」

（ア） （イ）

□　１． 遊技場 映画館

　　２． 集会場 蒸気浴場

　　３． 地下街 共同住宅

　　４． 保育所 飲食店（火を使用する設備あり）

【11】消火器具を設置しなければならない建築物として、消防法令上、正しいもの
は次のうちどれか。

□　１ ．綿花類を100kg貯蔵したもの

　　２．紙くずを500kg貯蔵したもの

　　３．再生資源燃料を1,500kg貯蔵したもの

　　４．可燃性固体類を2,500kg貯蔵したもの

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解１
　１ ．集会場は、延べ面積が150m2以上の場合に、消火器具を設置しなければならない。
　２ ～４．車両の停車場、神社、美術館は、いずれも延べ面積が300m2以上の場合に、消

火器具を設置しなければならない。
【２】正解１
　１ ．飲食店で「火を使用する設備または器具を設けたもの」の場合、延べ面積に関係な
く消火器具を設置しなければならない。

　２ ＆３．作業場、共同住宅は、いずれも延べ面積が150m2以上の場合に、消火器具を設
置しなければならない。従って、延べ面積が100m2の作業場及び共同住宅は消火器具
を設置しなくてもよい。

　４．美術館は、延べ面積が300m2以上の場合に、消火器具を設置しなければならない。
【３】正解４
　１ ＆２．物品販売店舗及び自動車車庫は、延べ面積が150m2以上の場合に、消火器具を

設置しなければならない。
　３ ＆４．停車場及び博物館は、延べ面積が300m2以上の場合に、消火器具を設置しなけ
ればならない。従って、延べ面積が200m2の停車場は消火器具を設置しなくてもよい。
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第３章　機械に関する基礎知識
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 ３．はりの種類　 ……………………………………… 112
 ４．はりの曲げモーメント　 ………………………… 114
 ５．応力　 ……………………………………………… 117
 ６．曲げ応力　 ………………………………………… 120
 ７．応力とひずみ　 …………………………………… 123
 ８．許容応力と安全率　 ……………………………… 127
 ９．鉄鋼　 ……………………………………………… 129
10．熱処理　 …………………………………………… 131
11．非鉄金属　 ………………………………………… 135
12．金属材料の防食　 ………………………………… 137
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14．摩擦力　 …………………………………………… 139
15．メートルねじ　 …………………………………… 140
16．軸受　 ……………………………………………… 142
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１．力の三要素とつり合い

■１．力の三要素
◎ 野球でボールを投げるとき、ボールの投げ方によって速さや方向が異なってくる。

◎ 力は、大きさ、向き、作用点（力を加える点）の３つの要素が決定しないと、そ
のはたらきが決まらない。

◎ 力を表すには、作用点を始点として、力の大

きさに比例した長さの矢印を力の向きに引い

て表す。作用点を通り、力の向きに引いた直

線を力の作用線という。

■２．力のつり合い
◎ 身のまわりにある物体には、いろいろな力がはたらいている。同時に複数の力が

物体にはたらいても、物体に加速度が生じないとき、これらの力はつり合ってい
るという。
◎ 机の上に置かれた本には重力がはたらいているが、本は落ちることがない。これ

は、机の面が面の垂直方向に本を押し上げているためである。この本を押す力を

垂直抗力という。

▶▶過去問題◀◀

【１】図１において、800Nの重力を受けている物体とつり合うための力Fとして、
正しいものは次のうちどれか。なお、ロープと滑車の質量及び摩擦抵抗は無視す

るものとする。

□　１ ．50N

　　２．100N

　　３．200N

　　４．400N
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〔図１〕 〔図２〕 〔図３〕

【２】図２において、1,200Nの重力を受けている物体とつり合うための力Fとして、
正しいものは次のうちどれか。ただし、ロープと滑車の自重及び摩擦損失は無視

するものとする。

□　１ ．75N

　　２．150N

　　３．200N

　　４．400N

【３】図３において、1,600Nの重力を受けている物体とつり合うための力Fとして、
正しいものは次のうちどれか。ただし、ロープと滑車の自重及び摩擦損失は無視

するものとする。

□　１．50N

　　２．100N

　　３．200N

　　４．400N
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▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解２
　 　下側の３個の滑車を動滑車、一番上の滑車を定滑車という。一番下の滑車は、下方向
に 800Nの力が作用していることから、滑車の各ロープには上方向に 400Nの力が作用
していることになる。下から２番目の滑車は、下方向に 400Nの力が作用していること
から、滑車の各ロープには上方向に 200Nの力が作用していることになる。下から３番
目の滑車は、下方向に 200Nの力が作用していることから、滑車の各ロープには上方向
に 100Nの力が作用していることになる。

　 　一番上の定滑車は、つり合っていることから、各ロープには下方向に 100Nの力が作
用し、定滑車を支えている支柱には上方向に 200Nの力が作用している。

【２】正解２
【３】正解２
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第４章　消火器の構造・機能

 １．消火器による消火作用　 ………………………… 150
 ２．消火器の分類　 …………………………………… 153
 ３．指示圧力計の構造　 ……………………………… 157
 ４．加圧用ガス容器　 ………………………………… 159
 ５．高圧ガス保安法　 ………………………………… 163
 ６．容器弁　 …………………………………………… 168
 ７．水（浸潤剤入り）消火器　 ……………………… 170
 ８．強化液消火器　 …………………………………… 171
 ９．化学泡消火器　 …………………………………… 175
10．機械泡消火器　 …………………………………… 181
11．二酸化炭素消火器　 ……………………………… 185
12．ハロン1301消火器　 ………………………… 188
13．ハロン2402消火器　 ………………………… 189
14．粉末消火器（蓄圧式）　 ………………………… 190
15．粉末消火器（加圧式）　 ………………………… 195



第第  

４４  

章章

150

１．消火器による消火作用

◎ 物質が燃焼するのに必要な三要素は、①可燃
物、②酸素（空気）、③熱源（点火源）の３

つである。従って、三要素のうちどれか１要

素を除去すると、消火することができる。

◎ 燃焼の三要素に対し、除去作用による消火、

窒息作用による消火、冷却作用による消火を

消火の三要素という。
◎ 消火ではこの他、燃焼を化学的に抑制するこ

とで消火する方法がとられている。この抑制

作用による消火も含めて、消火の四要素とい
う。

■１．可燃物の除去作用
◎ 可燃物をさまざまな方法で除去することによって消火する。

◎ 具体的には、ロウソクの炎を息で吹き消す方法が該当する。息で吹くことで可燃

性蒸気を吹き飛ばしている。

■２．窒息作用
◎ 酸素の供給を遮断することによって消火する。

◎ 具体的には、燃焼物を不燃性の泡や不燃性ガス（ハロゲン化物の蒸気や二酸化炭

素）などで覆い、空気を遮断することによって消火する。

◎ また、アルコールランプの炎にふたをして消したり、たき火に砂をかけて消す方

法も、窒息作用による消火である。

■３．冷却作用
◎ 燃焼物を冷やすことで熱を奪い、引火点未満または発火点未満にして燃焼の継続

を止める消火方法である。
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◎ 木材や紙に水をかけると消火するのは、温度が低下して可燃性蒸気やガスの発生

が抑えられるためである。
　〔解説〕 引火点は、空気中で点火したとき、可燃性液体が燃え出すのに必要な濃度の蒸

気を液面上に発生する最低の温度をいう。また、発火点は可燃性物質を空気中
で加熱したとき、他から火源を与えなくても自ら燃焼を開始する最低温度をい
う。

◎ 二酸化炭素消火器は、液体で充てんされており、放射する際の気化熱による冷却
作用によっても消火する。

■４．抑制作用（負触媒作用）
◎ 燃焼という連続した酸化反応を遅らせることで消火する。負触媒作用ともいわれ

る。

◎ 強化液消火剤、ハロゲン化物消火剤、粉末消火剤は、それぞれに含まれる成分が

燃焼を抑制する。特に粉末消火剤は抑制作用が最も強力である。

〔消火器ごとの消火作用〕

消火器の種類 冷却作用 窒息作用 抑制作用

水消火器 ◯ － －

強化液消火器 ◯ － ◯

化学泡消火器 ◯ ◯ －

機械泡消火器 ◯ ◯ －

二酸化炭素消火器 ◯ ◯ －

ハロゲン化物消火器 － ◯ ◯

粉末消火器 － ◯ ◯

▶▶過去問題◀◀

【１】消火器の消火作用について、正しいものは次のうちどれか。
□　１ ．二酸化炭素を放射する消火器の消火作用は、主に窒息作用と抑制作用によ

るものである。

　　２ ．機械泡を放射する消火器の消火作用は、主に冷却作用と抑制作用によるも

のである。

　　３ ．粉末を放射する消火器の消火作用は、主に窒息作用と冷却作用によるもの

である。

　　４ ．棒状の強化液を放射する消火器の消火作用は、主に冷却作用と抑制作用に

よるものである。
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【２】消火器の消火作用について、主に窒息と抑制の両方の作用で消火するものの
組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

□　１ ．強化液消火器及び二酸化炭素消火器

　　２．機械泡消火器及び水消火器

　　３．粉末消火器及び化学泡消火器

　　４．ハロゲン化物消火器及び粉末消火器

【３】消火特性として抑制作用（負触媒作用）をもたない消火器は、次のうちどれか。
□　１ ．強化液消火器

　　２．ハロゲン化物消火器

　　３．化学泡消火器

　　４．粉末消火器

【４】危険物第４類第１石油類の火災の初期消火の方法として、誤っているものは
次のうちどれか。［★］

□　１ ．乾燥砂による消火は効果がある。

　　２．通常、窒息消火が効果的である。

　　３．一般に、引火点が低いので冷却消火が最もよい。

　　４．二酸化炭素消火器による消火でもよい。

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解４
　１ ．二酸化炭素消火器は、窒息作用と冷却作用がある。しかし、抑制作用はない。
　２．泡消火器は、窒息作用と冷却作用がある。しかし、抑制作用はない。
　３．粉末消火器は、抑制作用と窒息作用がある。しかし、冷却作用はない。
【２】正解４
　１ ．強化液消火器には窒息作用がない。また、二酸化炭素消火器には、抑制作用がない。
　２．機械泡消火器及び水消火器には、抑制作用がない。
　３．泡消火器には、抑制作用がない。
【３】正解３
　３．泡消火器には、抑制作用がない。
【４】正解３
　３ ．第１石油類は、ガソリンなどが該当する。ガソリンの引火点は－40℃以下で、非常
に引火しやすい。ガソリン火災に対し、冷却作用による消火は非常に困難である。窒
息作用や抑制作用により消火する。
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第５章　消火器の点検・整備

※ 消火器の点検・整備の方法については、「消防用設備等の点検要領の全部改正に
ついて」（平成14年６月11日消防予第172号）で細かく規定されている。以下、
同通達の「消火器具」などを元にまとめてある。

１．消火器具の点検要領　 …………………………… 200
２．「消火器の内部及び機能」点検の対象　 ………… 209
３．消火器の整備の要点　 …………………………… 214
４．蓄圧式消火器の整備　 …………………………… 216
５．蓄圧ガスの充てん　 ……………………………… 219
６．加圧式粉末消火器の整備　 ……………………… 224
７．化学泡消火器の整備　 …………………………… 229
８．消火器の廃棄処理の方法　 ……………………… 233
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１．消火器具の点検要領

■１．一般的留意事項
◎ 性能に支障がなくともごみ等の汚れは、はたき、雑巾等で掃除すること。

◎ 合成樹脂製の容器又は部品の清掃にはシンナー、ベンジン等の有機溶剤を使用し
ないこと。

◎ キャップ又はプラグ等を開けるときは容器内の残圧に注意し、残圧を排除する手

段を講じた後に開けること。

◎ キャップの開閉には、所定のキャップスパナを用い、ハンマーで叩いたり、タガ

ネをあてたりしないこと。

◎ ハロゲン化物及び粉末消火薬剤は、水分が禁物なので、消火器本体の容器内面及

び部品の清掃や整備には十分注意すること。

◎ 二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び加圧用ガス容器のガスの充てんは、

専門業者に依頼すること。

■２．機器点検

◎ 機器点検は、「設置状況」「表示及び標識」「消火器の外形」「消火器の内部及び

機能」「消火器の耐圧性能」に区分されている。

◎ これらのうち「設置状況」「表示及び標識」「消火器の外形」は、設置してある

全ての消火器を対象に６か月に１回以上行わなければならない。

▼設置状況……………………………………………………………………………………
◎ 設置場所
　①通行又は避難に支障がないこと。

　②使用に際し、容易に持ち出すことができること。

　③床面からの高さが1.5ｍ以下の箇所に設けられていること。
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　④ 消火器に表示された使用温度範囲内である箇所に設置されていること。なお、

使用温度範囲外の箇所に設置されているものは、保温等適当な措置が講じられ

ていること。

　⑤ 本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所（化学工場、

メッキ工場、温泉地等）、著しく湿気の多い箇所（厨房等）、たえず潮風又は雨

雪にさらされている箇所等に設置されているものは、適当な防護措置が講じら

れていること。

◎ 設置間隔
　 防火対象物又は設置を要する場所の各部分から、一の消火器に至る歩行距離が

20ｍ以下、大型消火器にあっては30ｍ以下となるように設置してあること。
◎ 適応性
　 防火対象物の区分に応じ、適応した消火器具が設置されていること（詳細省略）。

◎ 耐震措置（転倒により消火薬剤が漏出するおそれのある消火器に限る）
　 消火器が転倒するのを防止するため、適当な措置が講じられていること。

▼表示及び標識………………………………………………………………………………
◎表示については、所定の銘板が貼付されていること。

◎ 標識については、消火器具設置場所の見易い位置に消

火器具の種類にしたがい、「消火器」、「消火バケツ」、「消

火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標

識が設けてあること。

◎ 型式失効に伴う特例期間を過ぎたものでないこと。銘

板のないもの、または型式失効に伴う特例期間を過ぎ

たものは廃棄すること。

 ▲標識の例

▼消火器の外形………………………………………………………………………………
◎本体容器
　① 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。

　②腐食のあるものは耐圧性能に関する点検を行うこと。

　③ 溶接部の損傷しているもの又は著しい変形のあるもので機能上支障のおそれの
あるもの、著しく腐食しているもの及び錆がはく離するようなものは廃棄する
こと。
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第６章　消火器の規格に関する省令

※ 規格に関する省令は、「消火器の技術上の規格を定める省令」（消火器規格）と「消
火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令」（薬剤規格）がある。

 １．用語の定義　 ……………………………………… 238
 ２．能力単位　 ………………………………………… 239
 ３．操作の機構　 ……………………………………… 239
 ４．自動車用消火器　 ………………………………… 240
 ５．大型消火器　 ……………………………………… 241
 ６．放射性能　 ………………………………………… 242
 ７．使用温度範囲　 …………………………………… 244
 ８．蓄圧式の消火器の気密性　 ……………………… 245
 ９．キャップ等　 ……………………………………… 246
10．ホース　 …………………………………………… 247
11．ろ過網　 …………………………………………… 249
12．消火剤の液面表示　 ……………………………… 251
13．安全栓　 …………………………………………… 252
14．使用済みの表示　 ………………………………… 256
15．携帯又は運搬の装置　 …………………………… 257
16．安全弁　 …………………………………………… 258
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１．用語の定義

◎ 消火器…水その他の消火剤（以下、「消火剤」という）を圧力により放射して消
火を行う器具で、人が操作するものをいう。ただし、収納容器に結合させること

により人が操作するものを含み、収納容器に固定した状態で使用するもの及びエ

アゾール式簡易消火具を除く（以下、消火器規格第１条の２）。
◎ 住宅用消火器…消火器のうち、住宅における使用に限り適した構造及び性能を有
するものをいう。

◎ 交換式消火器…本体容器及びこれに附属するキャップ、バルブ、指示圧力計等を
一体として交換できる消火器であって、収納容器に結合させることにより人が操

作して消火を行うものをいう。

◎ 水消火器及び二酸化炭素消火器…水及び二酸化炭素を圧力により放射して消火を

行う消火器をいう。

◎ 酸アルカリ消火器、強化液消火器、泡消火器、ハロゲン化物消火器及び粉末消火

器…それぞれの消火薬剤を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。

◎ 加圧式の消火器…加圧用ガス容器の作動、化学反応又は手動ポンプの操作により
生じる圧力により消火剤を放射するものをいう。

◎ 蓄圧式の消火器…消火器の本体容器内の圧縮された空気、窒素ガス等（圧縮ガス）
の圧力又は消火器に充てんされた消火剤の圧力により消火剤を放射するものをい

う。
　〔解説〕 「消火器に充てんされた消火剤の圧力」により消火剤を放射するものも蓄圧式と

なるため、二酸化炭素消火器は蓄圧式に該当する。

◎Ａ火災…Ｂ火災以外の火災をいう。
◎ Ｂ火災… 消防法 別表第１（6P参照）に掲げる第４類の危険物（ガソリンや灯

油など）並びに危険物令第４条に掲げる可燃性固体類及び可燃性液体類

に係るものの火災をいう。
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２．能力単位

◎ 消火器は、第３条又は第４条の規定により測定した能力単位の数値が１以上でな
ければならない。ただし、大型消火器で、Ａ火災に適応するものにあっては10
以上、Ｂ火災に適応するものにあっては20以上でなければならない（消火器規
格第２条）。

　〔解説〕 Ｃ火災（電気火災）については能力単位
の数値は設定されていない。

▲能力単位の例

３．操作の機構

◎ 消火器は、その種類ごとに次に掲げる動作で容易に、かつ、確実に放射を開始す

ることができるものでなければならない（消火器規格第５条）。

消火器の種類 動作数

手さげ式の消火器（化学泡消火器を除く） 一動作

化学泡消火器、据置式の消火器及び背負式の消火器 二動作以内

車載式の消火器 三動作以内

　〔解説〕化学泡消火器…… 泡消火器のうち消火薬剤の化学反応
により生成される泡を放射して消火
を行うもの。

据置式の消火器… 床面上に据え置いた状態でノズル部
分を持ちホースを延長して使用する
消火器。

背負式の消火器… 背負ひも等により、背負って使用す
る消火器。

車載式の消火器… 運搬のための車輪を有する消火器。

◎ 動作数の算定にあたり、消火器を保持装置から取り外す

動作、背負う動作、安全栓を外す動作及びホースを外す

動作は、それぞれ除くものとする。
　〔解説〕 法令ではこれらの動作が除かれるため、手さげ式の消

火器では、「レバーを握る」が一動作となる。
▲手さげ式の使用方法
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第７章　実技／鑑別等試験

１．メーカー別の主な消火器の外観　 ……………… 280
２．適応する消火器　 ………………………………… 283
３．車載式＆大型消火器　 …………………………… 288
４．各種消火器の特徴と構造　 ……………………… 294
５．簡明な表示（記載表示）　 ………………………… 310
６．消火器の設置個数　 ……………………………… 311
７．消火器の部品　 …………………………………… 317
８．消火器の点検＆整備　 …………………………… 325
９．点検・整備に使用する工具及び器具　 ………… 338

※ 消火器の全体写真は、消火器メーカー各社のご協力をいただいて掲載しました。
　本書で表記している略称と会社名は次のとおりです。
　◎ヤマトプロテック…ヤマトプロテック株式会社
　◎モリタ宮田…モリタ宮田工業株式会社
　◎ハツタ…株式会社初田製作所
　◎セコム…セコム株式会社

≪編集部より≫
※ 実際の試験では、消火器の銘板に表示されている、適応火災のマークを読み取る問
題が出題されることがあります。この問題対策として、消火器メーカー各社からい
ただいた写真に、一部加工を施しています。具体的には、適応火災のマークをはめ
込んであります。
※ 「実技　鑑別等試験」において、実際の試験問題は写真がカラー印刷となっていま
す。このため、適応火災のマークの識別が容易になります。また、ガス容器では、
緑色とねずみ色の識別ができ、充てんされているガスの種類が特定できるようにな
っています。
※ 水消火器及び強化液消火器は、法令では〔棒状〕〔霧状〕の区分がありますが、一
般には、霧状に放射するノズルが装着されたものが流通しています。そのため、「実
技　鑑別等試験」においては、問題で特に指定がない限り、水消火器及び強化液消
火器については〔霧状〕として問題を解いてください。
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■７．加圧式粉末消火器

ヤマトプロテック
YP-10

モリタ宮田
EFC10

ハツタ
CUP-10C

２．適応する消火器

【１】下の図は、防火対象物の１階平面図である。下に示す各室の消火に適応する
消火器を、下の写真の中からすべて選び記号で答えなさい。ただし、この階は無

窓階ではない。
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Ａ Ｂ Ｃ

□ ボイラー室 変電設備室 通信機器室 事務室

【２】下の写真の中から、「油火災」と「電気火災」のみに適応するとされている消
火器を選び、記号で答えなさい。また、その消火器の名称を答えなさい。

□　　　 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
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▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解

ボイラー室：Ａ、Ｃ 変電設備室：Ｂ、Ｃ
通信機器室：Ａ、Ｃ 事務室：Ａ、Ｃ

　Ａ ．化学泡消火器
　Ｂ ．二酸化炭素消火器
　Ｃ ．強化液消火器
　・ ボイラー室の火災…「建築物その他の工作物」の消火に適応する消火器を使用する。
令別表第２　88P参照。

　・ 変電設備室の火災…「電気設備」の消火に適応する消火器を使用する。令別表第２　
88P参照。

　・ 通信機器室＆事務室の火災…「建築物その他の工作物」の消火に適応する消火器を使
用する。令別表第２　88P参照。

【２】正解

記号：D
名称：二酸化炭素消火器

　 　写真Ａ：化学泡消火器で、電気火災（C火災）には適応しない。
　 　写真Ｂ＆Ｃ：強化液消火器（霧状）または蓄圧式粉末消火器である。写真だけでは特
定できない。また、粉末消火剤はABC用とBC用のものがあり、BC用と仮定した場合、
答えが２つ存在することになり、不合理である。このような場合は、明らかに「油火災」
と「電気火災」にのみ適応するDの二酸化炭素消火器を答えとする。

【３】正解

１．ア
２．リン酸アンモニウム

　 　この問題は、消火器本体に貼り付けられている銘板の適応火災のマークで判断する。
適当な写真を用意することができなかったため、写真イ・ウ・エでは適応火災のマーク
を消火器本体にはめ込んである。以下、適応火災のマークを読み取る必要がある場合は、
同様の処理をしてある（編集部）。
　 　写真イは、油火災（Ｂ火災）と電気火災（C火災）に適応する。写真だけではわからないが、
蓄圧式の粉末（BC）消火器である。
　　写真ウは、ノズルの形状から機械泡消火器である。
　 　写真エは、普通火災（A火災）と油火災（Ｂ火災）に適応する。このことから、機械
泡消火器である。
　 　写真アには、適応火災のマークが貼り付けられていない。しかし、消去法で写真アが
粉末（ABC）消火器ということになる。写真アは、日本ドライケミカルの加圧式粉末
（ABC）消火器（ABC薬剤1.0kg）で、ノズルを火元に向けて放射する。
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