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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、科目別の内容及び本書の章は次のとおり

となっています。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（６類） ４問 第２章　消防関係法令（第６類）

機械に関する基礎的知識 ５問 第３章　機械に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

機械部分 ９問
第４章　消火器の構造・機能

第５章　消火器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　消火器の規格に関する省令

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�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。

◎�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。
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◎�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、［改］
は法改正等に合わせて内容を一部変更していることを表しています。

◎�［編］は、２つの類似問題を編集部で１つの問題にまとめたものであることを表

しています。

令和５年２月　消防設備士　編集部

一部免除について

◎�消防設備士 甲種第５類または乙種第５類の免状を所有している方は、受験申請

時に「科目免除」を行うと、以下のアミ部分が免除となり、太枠部分の問題で受

験することになります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（６類） ４問 第２章　消防関係法令（第６類）

機械に関する基礎的知識 ５問 第３章　機械に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

機械部分 ９問
第４章　消火器の構造・機能

第５章　消火器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　消火器の規格に関する省令

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�消防設備士 甲種第１・２・３・４類または乙種第１・２・３・４・７類のいず

れかの資格を有している方は、受験申請時に「科目免除」を行うと、以下のアミ

部分が免除となり、太枠部分の問題で受験することになります。

試験問題の科目別の内容 問題 本書

筆記

消防関係法令（共通） ６問 第１章　消防関係法令（全類共通）

消防関係法令（６類） ４問 第２章　消防関係法令（第６類）

機械に関する基礎的知識 ５問 第３章　機械に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

機械部分 ９問
第４章　消火器の構造・機能

第５章　消火器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　消火器の規格に関する省令

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�その他、詳細については消防試験研究センターのHPをご確認ください。
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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、次のとおりとなる。

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、法文を指定する場合、条の他に「項」と「号」を使用する。

　 〔法令の例（途中一部省略）〕

５の条71 第 　消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等
又は特殊消防用設備等の工事（設置に係るものに限る。）又は整備のうち、政令で
定めるものを行ってはならない。

　 一 　第 10 条第４項の技術上の基準又は設備等技術基準に従って設置しなければな
らない消防用設備等

　 二 　設備等設置維持計画に従って設置しなければならない特殊消防用設備等

　　　　　　　　　　　　　　　（略）

８の条71 第 　消防設備士試験は、消防用設備等又は特殊消防用設備等（以下この章
において「工事整備対象設備等」という。）の設置及び維持に関して必要な知識及
び技能について行う。

２ 　消防設備士試験の種類は、甲種消防設備士試験及び乙種消防設備士試験とする。

３ 　消防設備士試験は、前項に規定する消防設備士試験の種類ごとに、毎年１回以上、
都道府県知事が行う。

４ 　次の各号のいずれかに該当する者でなければ、甲種消防設備士試験を受けること
ができない。

　 一 　学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において機
械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科又は課程を修めて卒業した者（当
該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

　 二 　乙種消防設備士免状の交付を受けた後二年以上工事整備対象設備等の整備（第
17 条の５の規定に基づく政令で定めるものに限る。）の経験を有する者

　 三 　前二号に掲げる者に準ずるものとして総務省令で定める者

①

②

③

④

　　①第17条の５　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　１項１号または第17条の５　１号。
　　③第17条の８　２項。
　　④第17条の８　４項１号。



第第  

１１  

章章

7
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 ８．定期点検及び報告 …………………………………… 37
 ９．消防用設備等の届出及び検査 ……………………… 43
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11．消防用設備等の設置命令と維持命令 ……………… 50
12．消 防設備士でなければ 
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17．消防設備士の義務 …………………………………… 72
18．防火管理者 …………………………………………… 73
19．検定制度 ……………………………………………… 79
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５．消防用設備等の種類

◎�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１項）。

◎�法第17条１項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び

避難設備とする（令第７条１項）。
◎�消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって、

次に掲げるものとする（令第７条２項）。

 １．消火器及び次に掲げる簡易消火用具
 　イ．水バケツ　　ロ．水槽　　ハ．乾燥砂　　ニ．膨張ひる石又は膨張真珠岩
 ２．屋内消火栓設備
 ３．スプリンクラー設備
 ４．水噴霧消火設備
 ５．泡消火設備
 ６．不活性ガス消火設備
 ７．ハロゲン化物消火設備
 ８．粉末消火設備
 ９．屋外消火栓設備
10．動力消防ポンプ設備

◎�警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であって、次に掲げるもの

とする（令第７条３項）。

１．自動火災報知設備 
１の２．ガス漏れ火災警報設備
２．漏電火災警報器 
３．消防機関へ通報する火災報知設備 
４ ．警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常

警報設備
　イ．非常ベル　　ロ．自動式サイレン　　ハ．放送設備

◎�避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設

備であって、次に掲げるものとする（令第７条４項）。

１．すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
２．誘導灯及び誘導標識

◎�法第17条１項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その

他の用水とする（令第７条５項）。
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◎�法第17条１項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、

連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする（令第７条６項）。

◎�連結散水設備は、散水ヘッド、配管、送

水口等から構成されている。火災の際に

消防ポンプ自動車が送水口から送水する

と、水は配管を通り、地階の天井に設け

てある散水ヘッドから散水する。

◎�連結送水管は、送水口、放水口、放水用

具、配管等から構成されている。ビルに

火災が発生すると、消防隊は火災階に急

行し、その階の放水口にホースを接続す

る。同時に、消防ポンプ自動車が送水口

から圧送すれば、直ちに放水できる。

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】消防法令上、一定の防火対象物の関係者は、消防用設備等を設置し、維持す

ることが義務づけられているが、これに関する説明として、正しいものは次のう

ちどれか。

□　１�．設置することが義務付けられている防火対象物は、百貨店、病院、旅館等

の不特定多数の者が出入する防火対象物に限られる。

　　２�．一戸建ての住宅についても、一定の規模を超える場合、消防用設備等を設

置しなければならない。

　　３�．防火対象物の関係者とは、防火対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

この関係者で権原を有するものが、設置し維持すべきことに対する命令に違

反した場合、処罰の対象となる。

　　４�．消防用設備等とは、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要

な施設をいい、水バケツはこれに含まれない。
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【６】消防法令上、「警報設備」に含まれないものは、次のうちどれか。［★］
□　１�．消防機関へ通報する火災報知設備　　　２．手動式サイレン

　　３．放送設備　　　　　　　　　　　　　　４．無線通信補助設備

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３
　１�．消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物は、令別表第１に掲げる用途

の防火対象物である。病院、旅館等不特定多数の者が出入りする防火対象物に限られ
ているわけではない。「３．防火対象物の区分」13P 参照。

　２�．戸建て一般住宅は、その規模に関わらず「消防用設備等」を設置しなくてもよい。
ただし、「住宅用防災機器」を設置しなければならない。「２．消防法の基本」11P
参照。

　３�．消防長又は消防署長は、防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、消防用設備
等の設置維持命令を出すことができる（法第17条の４）。この命令の違反者は、１年
以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる（法第41条１項５号）。

　４�．水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石または膨張真珠岩は、簡易消火用具として�
「消防の用に供する設備」の消火設備に含まれる。

【２】正解２
　１�．設置・維持が義務付けられているのは、防火対象物の関係者（所有者など）で、防

火管理者ではない。「２．消防法の基本」11P 参照。
　４�．戸建て一般住宅は、その規模に関わらず「消防用設備等」を設置しなくてもよい。

「２．消防法の基本」11P 参照。

【３】正解２
　２�．消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント

設備及び無線通信補助設備をいう。動力消防ポンプ設備は、「消防の用に供する設備」
の消火設備に含まれる。

【４】正解４
　３�．「避

ひ

難
なん

橋
きょう

」は、建築物相互を連結する橋状のもの（避難器具の基準　消防庁告示第
１号）をいい、避難設備に含まれる。

　４�．「消火活動上必要な施設」は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセ
ント設備及び無線通信補助設備をいう。消防機関へ通報する火災報知設備は、「消防
の用に供する設備」の警報設備に含まれる。

【５】正解２
　２�．連結送水管は、「消火活動上必要な施設」に含まれる。

【６】正解４
　１�～３．いずれも「警報設備」に含まれる。
　４．無線通信補助設備は、「消火活動上必要な施設」に含まれる。
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１．運動に関する法則

◎運動に関する法則は、次の３つの法則から成り立っている。

◎�運動の第１法則（慣性の法則）
　…��物体に外力がはたらかなければ、静止している物体は静止を続け、運動して

いる物体は等速度直線運動を続ける。

◎�運動の第２法則（運動の法則）
　…��物体にいくつかの外力がはたらくとき、物体にはそれらの合力の向きに加速

度が生じ、その加速度の大きさは合力の大きさに比例し、物体の質量に反比

例する。

◎�運動の第３法則（作用・反作用の法則）
　…��物体Ａが物体Ｂに力（作用）を加えているとき、これと同じ作用線上で、大

きさが等しく、向きが反対の力（反作用）が物体Ｂから物体Ａにはたらく。

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】運動の第三法則に関する次の記述のうち、文中の（　）に当てはまる語句の

組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

　　「物体Ａが物体Ｂに力を加えているとき、これと同じ作用線上で、（ア）が等し

く向きが（イ）の力が物体Ｂから物体Ａにはたらく。この法則は、（ウ）の法則

ともいう。」

�（ア） �（イ） （ウ）

□　１�． 大きさ 反対 作用・反作用

　　２． 作用点 反対 作用・反作用

　　３． 大きさ 同一 慣性

　　４． 作用点 同一 慣性

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解１
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２．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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 ２．消火器の分類　 …………………………………… 171
 ３．指示圧力計の構造　 ……………………………… 175
 ４．加圧用ガス容器　 ………………………………… 177
 ５．高圧ガス保安法　 ………………………………… 181
 ６．容器弁　 …………………………………………… 185
 ７．水（浸潤剤入り）消火器　 ……………………… 187
 ８．強化液消火器　 …………………………………… 188
 ９．化学泡消火器　 …………………………………… 192
10．機械泡消火器　 …………………………………… 198
11．二酸化炭素消火器　 ……………………………… 202
12．ハロン 1301 消火器　 ………………………… 205
13．ハロン 2402 消火器　 ………………………… 206
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３．指示圧力計の構造

◎�指示圧力計は、ブルドン管式のものが使われている。

◎�ブルドン管式は、断面が偏平な金属管をうず巻き状にしてある。開口固定端から

測定圧力を導入すると、圧力に応じて金属管の曲率が変化し、管先の密閉自由端

が変位する。

◎�管先の変位（移動）量は、管の弾性により圧力に比例する。このため、管先の指

針が管内の圧力を表示する。

◎�ブルドン管の材質は、ステンレス鋼（SUS）、黄銅（Bs）、りん青銅（PB）、ベ

リリウム銅（BeCu）などの高弾性合金が使用される。また、消火器用のものは

規格により、ブルドン管の材質を表示するようになっている。
　〔解説〕�ブルドンは、ブルドン管を考案したフランス人の名前である。

◎�消火器用のブルドン管は、内部の消火薬剤によって腐食することがないように、

種類ごとに次の材質のものが使われている。

　〔消火器ごとの圧力検出部の材質〕

消火器の種類 材質記号（材質）

水（浸潤剤入り）消火器

SUS（ステンレス鋼）強化液消火器

機械泡消火器

粉末消火器
Bs（黄銅）、BeCu（ベリリウム銅）
PB（りん青銅）、SUS

◇ SUS は、ステンレス鋼の材質記号を表す。錆びにくい特殊用途の鋼であることを示
す「Steel Special Use Stainless」から。

◇ Bs は、黄銅（真ちゅう）の材質記号を表す。Brass から。
◇ BeCu は、ベリリウム銅（銅にわずかなベリリウムを加えた合金）の材質記号を表す。

ベリリウムと銅の元素記号から。
◇PBは、りん青銅（銅と錫の合金である青銅にりんがわずかに含有）の材質記号を表

す。「Phosphor Bronze」から。
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▲指示圧力計の例

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】消火器の種別と指示圧力計に示される圧力検出部（ブルドン管）の材質記号

の組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。［★］

消火器の種別 材質記号

□　１�． 強化液消火器 SUS

　　２． 強化液消火器 Bs

　　３． 粉末消火器 SUS

　　４． 粉末消火器 Bs

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解２
　�　水（浸潤剤入り）消火器・強化液消火器・機械泡消火器では、指示圧力計の圧力検出

部（ブルドン管）にステンレス鋼（SUS）を使用すること。ステンレス鋼以外の銅合金
では腐食する危険性がある。粉末消火器では、ステンレス鋼（SUS）の他に黄銅（Bs）、
りん青銅（PB）、ベリリウム銅（BeCu）の圧力検出部（ブルドン管）を使用できる。
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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」（以下、「点
検要領」という。平成22年12月の一部改正まで）で細かく規定されている。以
下、点検部分は「点検要領　第１　消火器具」を元にまとめてある。

１．消火器具の点検要領　 …………………………… 216
２．「消火器の内部及び機能」点検の対象　 ………… 226
３．加圧方式の区分による確認の順序（例）  ……… 232
４．消火器の整備の要点　 …………………………… 234
５．蓄圧式消火器の整備　 …………………………… 238
６．蓄圧ガスの充てん　 ……………………………… 241
７．加圧式粉末消火器の整備　 ……………………… 246
８．化学泡消火器の整備　 …………………………… 251
９．消火器の廃棄処理の方法　 ……………………… 255
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５．蓄圧式消火器の整備

■１．消火器の分解
◎�蓄圧式の消火器は、次の手順で分解する。

　①�総質量を秤量して、消火薬剤量を確認

する。

　②�指示圧力計の指針が緑色範囲内（0.7MPa

～ 0.98MPa）にあることを確認する。

▲消火器の計量

　③�キャップの側面などに減圧孔が設けられているものは、キャップを徐々に回し

て残圧を排除する。減圧孔のないものは、本体容器を逆さまにしてレバーを握

り、容器内圧を完全に排出する。

▲逆さまにして容器内圧を排出 ▲内圧のゼロを確認

　〔解説〕�本体容器を逆さまにすると、サイホン管の端が消火薬剤より上に出るため、薬
剤を放射せずに、内圧だけを排出することができる（二酸化炭素消火器及びハ
ロン1301消火器を除く）。

　〔解説〕�減圧孔は多くの消火器に設けられている（化学泡・ガス系の消火器を除く）。排
圧栓は、主に加圧式粉末消火器（開閉バルブ式の消火薬剤量3.5kg以上）に設け
られている。ドライバーで回すと残圧を排出することができる。

　④�本体容器をクランプ台に固定し、キャッ

プスパナでキャップを緩める。

　　※ 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。

　⑤バルブ本体を本体容器から抜き取る。

▲キャップスパナで緩める
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　⑥�本体容器をクランプ台から外し、中の消

火薬剤をポリバケツ（水系消火剤）やポ

リ袋（粉末消火剤）などに移す。

▲中の消火薬剤の移し替え

　⑦�水系の消火器にあっては、本体容器の内外、キャップ（バルブ本体）、ホース、

ノズル、サイホン管等を水洗いする。粉末消火器にあっては、水分（湿気）

が禁物であるため、除湿（乾燥）した圧縮空気や窒素ガスにより本体容器内、

キャップ（バルブ本体）、ホース、ノズル、サイホン管等をエアブローにて清

掃する。

　⑧各部分についての確認を行う。

■２．消火薬剤の充てん
◎�消火薬剤を次の手順で消火器に充てんする。

　①�あらかじめメーカー指定の消火薬剤を用

意しておく。また、パッキン等はメーカー

により再使用しないよう指示されている

場合がある。

▲キャップのパッキン

　②本体容器内に漏斗を挿入する。

　③�消火薬剤の量又は質量を確認して、静か

に注入する。

　④�口金のパッキン座やねじ等に付着した粉

末消火剤はハケ等で除去する。水系消火

剤が付着している場合は水で洗い流す。

▲強化液消火薬剤の注入

　⑤�バルブ本体を本体容器に挿入し、指示圧力計が正面を向くように保持しながら

キャップを手で締める。

　⑥本体容器をクランプ台に固定し、キャップスパナでキャップを締める。

　⑦「６．蓄圧ガスの充てん」（241P）作業に進む。
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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　 ……………………………………… 260
 ２．能力単位　 ………………………………………… 261
 ３．操作の機構　 ……………………………………… 262
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 ５．大型消火器　 ……………………………………… 265
 ６．放射性能　 ………………………………………… 266
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19．指示圧力計　 ……………………………………… 286
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▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解２

【２】正解１
　�　問題文は、法令の原文である。また、自動車用消火器として、化学泡消火器は設置で

きない。

５．大型消火器

◎�大型消火器は、能力単位が次に掲げる数値以上のものでなければならない（消火
器規格第２条）。

消火器の種類 能力単位

A 火災に適応するもの 10 以上

B 火災に適応するもの 20 以上

◎�大型消火器に充てんされた消火剤の量は、消火器の種類ごとに次に掲げる数値以

上でなければならない（消火器規格第９条）。

消火器の種類 消火剤の量

水消火器 80 リットル以上

化学泡消火器 80 リットル以上

強化液消火器 60 リットル以上

機械泡消火器 20 リットル以上

二酸化炭素消火器 50kg 以上

ハロゲン化物消火器 30kg 以上

粉末消火器（加圧式・蓄圧式） 20kg 以上

▲粉末（ABC）消火器の例
　薬剤質量 20kg
　能力単位 A–10・B–20・C

▲機械泡消火器の例
　薬剤容量 20ℓ
　能力単位 A–10・B–20



266

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】大型消火器の種類と充てんされた消火剤の量の組合せとして、規格省令上、

誤っているものは次のうちどれか。

大型消火器の種類 消火剤の量

□　１�． 二酸化炭素消火器 50kg以上

　　２． 粉末消火器 20kg以上

　　３． 化学泡消火器 50リットル以上

　　４． 機械泡消火器 20リットル以上

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３
　３�．化学泡消火器は、水消火器とともに80リットル以上のものが大型消火器となる。

６．放射性能

◎�消火器は、正常な操作方法で放射した場合において、次に適合するものでなけれ

ばならない（消火器規格第10条）。
　①�放射の操作が完了した後すみやかに消火剤を有効に放射するものであること。

　②�放射時間は、温度20℃において10秒以上であること。

　③消火に有効な放射距離を有するものであること。

　④�充てんされた消火剤の容量又は質量の90％（化学泡消火薬剤にあっては、

85％）以上の量を放射できるものであること。
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.

〔次ページ「第７章　実技／鑑別等試験」についての注意事項〕（編集部）

※ 実際の「実技　鑑別等試験」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、適応火災マークの識別が容易にでき、また、ガス容器は、緑色とね
ずみ色の識別ができるようになっています。本書は白黒印刷のため、このよう
な識別が難しいため、適応火災マークを読み取る等の必要がある問題において
は、消火器メーカー各社からいただいた写真に、一部加工（適応火災マークの
はめ込み等）を施しています。

※ 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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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　 ……………… 304
 ２．適応する消火器　 ………………………………… 307
 ３．車載式＆大型消火器　 …………………………… 313
 ４．各種消火器の特徴と構造（１種類）　 ………… 321
 ５．各種消火器の特徴と構造（複数種類）　 ……… 335
 ６．簡明な表示（記載表示）　 ……………………… 341
 ７．消火器の設置個数　 ……………………………… 342
 ８．消火器の部品　 …………………………………… 352
 ９．検定対象機械器具等の対象　 …………………… 362
10．消火器の点検＆整備（粉末消火器）　 ………… 363
11．消火器の点検＆整備（蓄圧式の残圧）　 ……… 368
12．消火器の点検＆整備（蓄圧用ガスの充てん） … 369
13．消火器の点検＆整備（加圧式粉末消火器）　 … 372
14．消火器の点検＆整備（化学泡の消火薬剤）　 … 374
15．消火器の点検＆整備（抜取り方式）　 ………… 376
16．消火器の点検＆整備（耐圧性能試験）　 ……… 378
17．消火器の点検＆整備（指示圧力計）　 ………… 379
18．消火器の点検＆整備（点検票）　 ……………… 381
19．点検・整備に使用する工具及び器具　 ………… 384

※ 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
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【３】下の写真は、車載式の消火器の一例を示したものである。大型消火器に該当

しないものを２つ選び、記号Ａ～Ｅで答えなさい。なお、写真の下の表記は、消

火薬剤別の消火器の名称及び充てんされている消火薬剤の量である。［★］

□

　　　Ａ．強化液消火器
　　　　　20リットル

　　Ｂ．機械泡消火器
　　　　20リットル

　　Ｃ．粉末消火器
　　　　20キログラム

　　　　　　Ｄ．二酸化炭素消火器
　　　　　　　　23キログラム

　　　Ｅ．化学泡消火器
　　　　　96リットル
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