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はじめに

◎�本書は、消防設備士第７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（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

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７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。
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◎�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、［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、複数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

◎�電気工事士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（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等

◎�電気主任技術者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（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

実技 鑑別等 ５問 第７章　実技／鑑別等
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◎�消防設備士 甲種第４類または乙種第４類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（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

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・５類または乙種第１・２・３・５・６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（７類） ４問 第２章　消防関係法令（第７類の内容）

電気に関する基礎的知識 ５問 第３章　電気に関する基礎的知識

構造・機能
及び整備

電気部分 ９問
第４章　警報器の構造・機能（電気部分）

第５章　警報器の点検・整備

規格部分 ６問 第６章　警報器の構造・機能（規格部分）

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

漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 規格省令

漏電火災警報器の設置基準の細目について 設置基準細目
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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。

　　注意：本書では、条以降の「第」を省略して表記している。
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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２項）。
　〔解説〕�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５
項）。

◎�舟
しゅうしゃ

車とは、船舶安全法第２条１項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳

船その他の舟及び車両をいう（法第２条６項）。
　〔解説〕�船舶安全法は船体、機関および諸設備について最低の技術基準を定め、船舶が

これを維持するよう強制している法律である。

◎�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１項）。
◎�特定防火対象物とは、法第17条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　２項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　１項）。
◎ 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１項５号）。

◎ 令第10条１項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３　１項）。
　〔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用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
窓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。引き違い窓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。

◎ 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１項２号）。
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▶ ▶ 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．消防対象物の所有者

　　３．防火対象物の防火管理者

　　４．消防対象物の占有者

【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。［編］
□　１．建築物の外壁に窓を有しない階

　　２．採光上又は排煙上有効な開口部を有しない階

　　３．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

　　４．消火活動上有効な窓が一定基準に達しない階

　　５�．消火活動上有効な窓を有しない階

　　６．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

　　７．窓を有しない階

　　８�．避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階

【３】消防法令に定められている用語の定義として、誤っているものは次のうちど

れか。

□　１�．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若しくはこれらに属する物をいう。

　　２�．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。

　　３�．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。

　　４�．舟車とは、船舶安全法第２条第１項の規定を適用しない船舶、端舟、はし

け、被曳船その他の舟及び車両をいう。

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３　　
【２】正解８　
【３】正解１
　１�．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。設問の内容は防火対象物。
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２．漏電火災警報器の設置

◎�漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することがで

きるように設置するものとする（令第22条２項）。
◎�変流器は、警戒電路の定格電流以上の電流値（Ｂ種接地線に設けるものにあって

は、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値）を有するものを設

けること（規則第24条の３　１項１号）。
◎�「警戒電路の定格電流」とは、当該防火対象物の警戒電路における最大使用電流

をいう。

◎�変流器は、建築物に電気を供給する屋外の電路（建築構造上、屋外の電路に変流

器を設けることが困難な場合にあっては、電路の引込口に近接した屋内の電路）

又はＢ種接地線で、当該変流器の点検が容易な位置に堅固に取り付けること（同
２号）。

◎�この規定により、変流器は原則として屋外に設けることとなる。これは、ラスモ

ルタル構造の外壁等では、電線が貫通する際に漏電発生の危険性が高いためであ

る。変流器を屋内に設置すると、壁等の内部に漏電が発生しても、それを検出で

きなくなる。



97

◎�音響装置は、防災センター等に設けること。また、音響装置の音圧及び音色は、

他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること（同３号）。
◎�検出漏えい電流設定値は、誤報が生じないように当該建築物の警戒電路の状態に

応ずる適正な値とすること（同４号）。
◎�具体的には、負荷回路の電線に変流器を設置する場合、100mA ～ 400mAを

標準として、おおむねその範囲内に設定する。Ｂ種接地線に変流器を設置する場

合は、400mA ～ 800mAを標準として、おおむねその範囲内に設定する。

◎�検出漏えい電流設定値は、多くの受信機で感度調整装置（ツマミ）により選択で

きるようになっている。（例：100mA・200mA・400mA・800mA）

◎�可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に設ける漏電火災警報

器は、遮断機構を有するものとし、遮断機構の部分は、これらの場所以外の安全

な場所に設けること（同５号）。

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】漏電火災警報器の設置基準に関する次の記述のうち、文中の（　）に当ては
まる語句として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。

　�　「漏電火災警報器は、建築物の（　）に係る火災を有効に感知することができ
るように設置するものとする。」

□　１．Ｂ種接地線　　　２．Ｄ種接地線
　　３．屋内電気配線　　４．屋内及び屋外電気配線

【２】漏電火災警報器の変流器について、消防法令上、正しいものは次のうちどれ
か。ただし、Ｂ種接地線に設ける場合を除くものとする。

□　１．変流器は、警戒電路の定格電流の20％以上を有するものを設置する。
　　２�．変流器は、警戒電路の契約電流容量以上を有するものを設置する。
　　３．変流器は、警戒電路の定格電流以上を有するものを設置する。
　　４．変流器は、警戒電路の公称作動電流値以上を有するものを設置する。
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【11】漏電火災警報器の設置に関する次の記述のうち、文中の（　）に当てはまる

語句として、消防法令上、正しいものはどれか。［編］［改］
　�　「（　）に設ける漏電火災警報器は、遮断機構を有するものとし、遮断機構の部

分は、これらの場所以外の安全な場所に設けること。」

□　１�．腐食性ガスが発生するおそれのある場所

　　２．外部の気流が流通するおそれのある場所

　　３．可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所

　　４．結露が発生するおそれのある場所

　　５．火薬類を製造し又は取り扱う場所

　　６．大電流回路、高圧電流回路等で影響を受けるおそれのある場所

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３
【２】正解３
【３】正解３
【４】正解４
【５】正解２
【６】正解２
　２�．「定格電流の90％以上の電流値」⇒「定格電流以上の電流値」。

【７】正解１
【８】正解１
【９】正解４
【10】正解２＆５
　２�．音響装置は、防災センター等に設けること。
　５�．電流の遮断を行う装置をこれらの場所に設けてはならない。遮断時に生じる電気火

花で爆発する危険性がある。
【11】正解３



第第  

３３  

章章

103

第３章　電気に関する基礎的知識

 １．オームの法則 ……………………………………… 104
 ２．合成抵抗 …………………………………………… 105
 ３．直流回路 …………………………………………… 109
 ４．電圧計・電流計の接続方法 ……………………… 117
 ５．キルヒホッフの法則 ……………………………… 119
 ６．電気材料 …………………………………………… 121
 ７．導体の抵抗 ………………………………………… 125
 ８．電力と電力量 ……………………………………… 128
 ９．電流と磁界 ………………………………………… 132
10．電磁誘導 …………………………………………… 134
11．クーロンの法則 …………………………………… 138
12．コンデンサ ………………………………………… 140
13．指示電気計器 ……………………………………… 144
14．正弦波交流と実効値 ……………………………… 152
15．正弦波交流の基礎 ………………………………… 156
16．正弦波交流の位相差 ……………………………… 157
17．交流の RLC 直列回路 …………………………… 162
18．交流の電力と力率 ………………………………… 168
19．放電現象 …………………………………………… 172
20．変圧器 ……………………………………………… 174
21．三相誘導電動機 …………………………………… 179



119

５．キルヒホッフの法則

◎�電源や抵抗の回路が複雑になってくると、オームの法

則では回路に流れる電流や任意の箇所の電圧が求めら

れなくなる。その場合は、キルヒホッフの法則を使う。

◎�キルヒホッフの第 1 法則…回路内の任意の分岐点に流
れ込む電流の和は、流れ出る電流の和に等しい。

◎�キルヒホッフの第２法則…回路内の任意の閉回路にお
いて、起電力の和と電圧降下の和は等しい。

◎�下図の起電力が２個ある回路において、第１法則と第２法則をまとめると、右の

式となる。E1 については、閉回路 ebafe を対象とする。E2 については、閉回路

dcbafed を対象とする。

◎�この３つの計算式から、例えば起電力と抵抗が判明している場合は、電流を求め

ることができる。

【例�題】前の回路図において、E1 ＝ 28V、E2 ＝ 14V、R1 ＝ 20 Ω、R2 ＝ 10 Ω、

R3 ＝ 40 Ωとすると、電流 I1・I2・I3 とその向きを求めよ。ただし、電池の内

部抵抗は無視できるものとする。
　キルヒホッフの第１法則及び第２法則から、次の
等式が得られる。
　I 1 ＋ I 2 ＝ I 3　…①
　28V ＝（20 × I 1）＋（40 × I 3）…②
　14V ＝（10 × I 2）＋（40 × I 3）…③

　式①の I 3 を式②と③に代入する。
　28V ＝（20 × I 1）＋（40 × I 1）＋（40 × I 2）＝（60 × I 1）＋（40 × I 2）
　　両辺を４で割る　⇒　７V ＝（15 × I 1）＋（10 × I 2）…④
　14V ＝（10 × I 2）＋（40 × I 1）＋（40 × I 2）＝（40 × I 1）＋（50 × I 2）
　　両辺を２で割る　⇒　７V ＝（20 × I 1）＋（25 × I 2）…⑤
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　式④と式⑤から、I 1 または I 2 を消去する。ここでは、式④を 2.5 倍して I 2 を消去する。
　17.5V ＝（37.5 × I 1）＋（25 × I 2）…⑥

　式⑥－式⑤で I 2 を消去することができる。
　17.5V －７V ＝（37.5 × I 1）－（20 × I 1）
　10.5V ＝ 17.5 × I 1　⇒　I 1 ＝ 10.5 ／ 17.5 ＝ 0.6A

　式②に I 1 ＝ 0.6 を代入
　28 ＝ 20 × 0.6 ＋ 40 × I 3　⇒　28 － 12 ＝ 40 × I 3　⇒　I 3 ＝ 16 ／ 40 ＝ 0.4A

　式①に I 1 ＝ 0.6 と I 3 ＝ 0.4 を代入
　0.6A ＋ I 2 ＝ 0.4A　⇒　I 2 ＝ 0.4A － 0.6A ＝－ 0.2A

　電流がマイナスとなる場合は、あらかじめ仮定した向きとは逆であることを示す。
　I 1 ＝ 0.6A　左向き　　　I 2 ＝ 0.2A　右向き　　　I 3 ＝ 0.4A　右向き

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】下の図と式についての説明として、正しいものは次のうちどれか。

□　１�．式１は、オームの法則に基づくものである。

　　２．式１は、キルヒホッフの第１法則に基づくものである。

　　３．式２は、クーロンの法則に基づくものである。

　　４．式２は、アンペアの周回路の法則に基づくものである。

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解２
　２�．キルヒホッフの第２法則は、設問の式２と　E2 ＝�R3I2 ＋ R2I3　
　３�．「２つの点磁荷の間に働く磁力 F の大きさは、両磁極の強さの積に比例し、磁極間

の距離の２乗に反比例する。」…磁気に関するクーロンの法則。138P 参照。
　　�　「２つの点電荷の間に働く静電力 F の大きさは、両電荷の積に比例し、電荷間の距

離の２乗に反比例する。」…静電気に関するクーロンの法則。138P 参照。
　４�．アンペアの周回路の法則は、電流によって作られる磁界の強さ H を求める法則の一

つである。詳細は省略。
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３．漏電火災警報器の仕組み

◎ 漏電とは、一般に電路の配線や機器の絶縁効果が失われて、大地を帰路とする循

環電流が生じる現象をいう。そして、大地に流れる循環電流を漏えい電流という。

◎�漏電火災警報器は、漏電による火災の発生を防止するための機器で、漏電火災の

前兆または初期の段階で警報を発したり、回路を遮断する。

■１．回路方式
◎�漏電火災警報器は、変流器により漏えい電流を検知する。いま、図の回路（回路

方式）で漏電が起きているものとする。漏電点 g から地絡点に流れている漏えい

電流を ig とすると、往路と復路の電流は次のとおりとなる。

　［往路の電流：I ］
　［復路の電流：I － ig］

◎�変流器には、互いに向きが逆の I と I － i g が流れ、I は打ち消し合い ig のみが

作用することになる。この結果、ig による磁束が発生し、変流器の二次巻線に

誘起電圧（誘導起電力）が生じる。この電圧は受信機に信号として伝えられる。

◎�漏えい電流 ig ＝０の場合、変流器には磁束が作用しないため、誘導起電力も生

じない。
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■２．接地線方式
◎�次の図では、Ｂ種接地線に変流器が取り付けてある。漏電点 g から地絡点に流れ

ている漏えい電流を ig とすると、大地を介してＢ種接地線にそのまま流れる。

◎�変流器には、漏えい電流 ig のみが作用する。Ｂ種接地線に変流器を設置する方

式を「接地線方式」という。

■３．三相３線式回路
◎�三相３線式回路では、正常時と漏電時で次のように電流が流れる。

◎�漏電がない場合、３線に流れる電流は次のとおりとなる。

　　I 1 ＝ i 1 － i 3　　　I 2 ＝ i 2 － i 1　　　I 3 ＝ i 3 － i 2

◎�これらを合計すると、

　　I 1 ＋ I 2 ＋ I 3 ＝（i 1 － i 3）＋（i 2 － i 1）＋（i 3 － i 2）＝０

◎�従って、変流器の二次側には磁束が生じない。

◎ �g 点で漏電があり、漏えい電流 ig が流れる場合、３線に流れる電流は次のとお

りとなる。

　　I 1 ＝ i 1 － i 3　　　I 2 ＝ i 2 － i 1　　　I 3 ＝ i 3 － i 2 ＋ ig

◎�これらを合計すると、

　　I 1 ＋ I 2 ＋ I 3 ＝（i 1 － i 3）＋（i 2 － i 1）＋（i 3 － i 2 ＋ ig）＝ ig

◎�従って、変流器の二次側には漏えい電流 ig による磁束が生じる。
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■４．負荷電流と漏えい電流の関係
◎�次の図は、ラスモルタル造の壁で、電線貫通部で漏電が起きている状態を示した

ものである。

◎�負荷に流れる電流（負荷電流）を 50A、漏えい電流を１A とすると、往路では漏

電点 g より電源側で 51A 流れるが、g より負荷側では 50A 流れる。また、復路

では 50A 流れる。

◎�漏電点 g からの漏えい電流１A は、ラス（鉄網）から大地を介してＢ種接地線に

流れる。

◎�変流器の一次側には、往路と復路の電流の差１A（51A － 50A）が作用し、発生

する磁束により変流器の二次巻線に誘導起電力（誘起電圧）が発生する。

◎�回路方式では変流器に負荷電流も流れることから、この電流が変流器の誘起電圧

（誘導起電力）に影響を与えないように、変流器を設置しなければならない。

■５．変圧器の取り扱い
◎�回路方式と接地線方式は、変流器の設置箇所が異なるだけで、検知性能に差は生

じない。ただし、接地線方式を採用する場合、制約を受けることがある。

◎�防火対象物が電気の供給を受ける場合、電力会社との間で高圧契約と低圧契約が

ある。高圧契約は高圧（6,600V）のまま変電設備で受け、低圧（100V・200V）

にしてから防火対象物に供給する。変電設備内の変圧器には、二次側にＢ種接地

線が取り付けられている。

　�従って、回路方式及び接地線方式のいず

れも選択することができる。
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◎�一方、低圧契約の場合、高圧から低圧に減圧する変圧器及び変圧器二次側のＢ種

接地線は、いずれも電力会社の所有物であり、Ｂ種接地線に変流器を取り付ける

ことができない。このため、低圧契約である場合は、必然的に回路方式を選択す

ることになる。

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１	】変流器の設置方式に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

□　１�．回路方式は、負荷電流が変流器の二次巻線の誘起電圧に影響がないように

変流器を設置しなければならない。

　　２�．漏洩電流が単独で存在するＢ種接地線に、変流器を設置する方式を回路方

式という。

　　３�．変流器の設置方式は、回路方式と接地線方式があるが、これらの方式は、

検知性能がそれぞれ異なる。

　　４．負荷回路の電線に変流器を設置する方式を接地線方式という。

【２	】漏電火災警報器の機能について、正しいものは次のうちどれか。［編］
□　１�．警戒電路の短絡により警報を発する。

　　２．警戒電路の電圧降下により警報を発する

　　３．警戒電路が音波障害を受けたときに警報を発する。

　　４．警戒電路の過負荷により警報を発する。

　　５．警戒電路の地絡により警報を発する。

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解１
　２�．Ｂ種接地線に変流器を設置する方式を「接地線方式」という。
　３�．回路方式と接地線方式は、変流器の設置箇所が異なるだけで、検知性能に差は生じ

ない。
　４．負荷回路の電線に変流器を設置する方式を「回路方式」という。

【２】正解５
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１．設置上の注意

▶共通引込線への設置
◎�漏電火災警報器は、防火対象物の各々の電路の引込口配線、またはＢ種接地工事

を施した接地線に設けることになっている。

◎�しかし、次の条件を全部満たす場合は、漏電火災警報器の設置が必要な対象物が

２つ以上あっても、共通引込線に漏電火災警報器をひとつ設置するだけでよいこ

とになっている。

　①建物が同一敷地内にあること。

　②その建物の管理について、権原を有する者が同一であること。

　③電路の引込口配線が連接方式であること。

　④�引込線の接続点以降の配線が需要家の財産であること。または電力会社の財産

である場合は、漏電火災警報器を取りつけることについて了解を得てあること。
　〔解説〕�需要家とは、電気やガス等の供給を必要とし、その供給を受けて使用している

者のことを指す。�
契約電力が500kW以上の需要家を高圧大口需要家と呼び、50kW以上500kW
未満が高圧小口需要家、50kW未満が低圧需要家と呼ばれる。一般家庭は低圧需
要家にあたる。

◎�例えば、次の工場等の場合は、図のように漏電火災警報器をひとつ設置すればよ

い。



第第  

５５  

章章

203

▶契約種別との関連
◎�同一の用途に供される建築物に同一契約種別の電力が２以上供給されている場合

は、最大契約電流はその合計値となる。

◎�また、複合用途の防火対象物又は複数の防火対象物が同一の契約をしている場合、

その電流容量は、各用途ごとに使用される負荷設備から算出する。

◎�次の図は、共同住宅の例を示す。Ａ戸、Ｂ戸、Ｃ戸がそれぞれ（Ａ）アンペア、

（Ｂ）アンペア、（Ｃ）アンペアの従量電灯契約をした場合、契約電流容量は、�

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）アンペアとなる。それらの和が50アンペアを超えれば、

当該共同住宅には漏電火災警報器を設置しなくてはならない。

◎�この場合､ 各（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の配線に漏電火災警報器を設置することが必要

となる。

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】漏電火災警報器は防火対象物ごとに、電路の引込口配線に設けることが原則

とされているが、防火対象物が２つ以上ある場合でも、共通の引込口配線に漏電

火災警報器をひとつ設置することでよいとされる条件として、適当なものの組合

せは次のうちどれか。

　ア�．建物が同一敷地内にあること。

　イ．各々の防火対象物の管理について、権原を有する者が同一であること。

　ウ．電路の引込口配線が連接方式であること。

□　１�．ア、イのみ

　　２．ア、ウのみ

　　３．イ、ウのみ

　　４．ア、イ、ウすべて

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解４
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１．用　語

■用語の定義
◎�漏電火災警報器…電圧600V以下の警戒電路の漏えい電流を検出し、防火対象物

の関係者に報知する設備であって、変流器及び受信機で構成されたものをいう。

◎�変流器…警戒電路の漏えい電流を自動的に検出し、これを受信機に送信するもの

をいう。

◎�受信機…変流器から送信された信号を受信して、漏えい電流の発生を防火対象物

の関係者に報知するものをいう。また、電路の遮断機構を有するものがある。

◎�集合型受信機…２以上の変流器と組み合わせて使用する受信機で、１組の電源装

置、音響装置等で構成されたものをいう。音響装置は、受信機に内蔵されている

ものと、外付けのものがある。（以上、規格省令第２条）

◎ 互換性型…受信機と変流器とが、限定された範囲で組み合わせて使用することが

認められたものをいう。

◎ 非互換性型…受信機と変流器との使用する組み合わせが固定されたものをいう。

▶変流器の種別
◎�変流器は、構造に応じて屋外型及び屋内型に分類する（規格省令第３条）。
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▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】漏電火災警報器の用語の説明に関する次の記述において、文中の（　）に当

てはまる語句として、規格省令上、正しいものはどれか。

　�　「電圧（ア）の警戒電路の（イ）を検出し、防火対象物の関係者に報知する設

備であって、（ウ）及び受信機で構成されたものをいう。」

（ア） （イ） （ウ）

□　１�． 600V以下 漏洩電流 変流器

　　２． 600V未満 漏洩電圧 変圧器

　　３． 600V未満 漏洩電流 変流器

　　４． 600V以下 漏洩電圧 変圧器

【２】漏電火災警報器の変流器及び受信機について、規格省令上、誤っているもの

を２つ選びなさい。［編］
□　１�．漏電火災警報器とは、電圧600V以下の警戒電路の漏洩電流を検出し、防

火対象物の関係者に報知する設備であって、変流器及び受信機で構成される

ものをいう。

　　２�．漏電火災警報器とは、電圧600Ｖ以下の警戒電路の漏洩電流を検出し、防

火対象物の関係者に報知する設備であって、変流器及び遮断機構で構成され

たものをいう。

　　３�．変流器とは、警戒電路の漏洩電流を自動的に検出し、これを受信機に送信

するものをいう。

　　４�．集合型受信機とは、２以上の変流器と組み合わせて使用する受信機で、１

組の電源装置、音響装置等で構成されるものをいう。

　　５�．受信機とは、音響装置から送信された信号を増幅して、漏洩電流の発生を

防火対象物の関係者に報知するものをいう。

　　６�．受信機とは、変流器から送信された信号を受信して、漏洩電流の発生を防

火対象物の関係者に報知するものをいう。
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【３】漏電火災警報器の変流器及び受信機について、規格省令上、誤っているもの
は次のうちどれか。［★］

□　１�．変流器とは、警戒電路の漏洩電流を自動的に検出し、これを受信機に送信

するものをいう。

　　２．変流器は、構造に応じて屋外型及び屋内型に分類されている。

　　３�．受信機とは、変流器から送信された信号を受信して、漏洩電流の発生を防

火対象物の関係者に報知するものをいう。

　　４�．受信機は、変流器との互換性の有無に応じて互換性型及び非互換性型に分

類されている。

【４】漏電火災警報器に取り付けることができる警戒電路の電圧として、規格省令

に定められているものは次のうちどれか。

□　１�．600V以下であること。

　　２．500V以下であること。

　　３．300V以下であること。

　　４．200V以下であること。

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解１
　�　「以下」は、基準となる数字を含む。「600V以下」は、600Vを含む。一方、「未満」は、

その数字に達していないという意味で、基準となる数字を含まない。「600V未満」は、
600Vを含まない。

【２】正解２＆５

【３】正解４
　４�．非互換性型は、受信機と変流器の組み合わせが固定されているもの。互換性型は、

受信機と変流器の組み合わせが、限られた範囲で認められているもの。メーカーごと
に互換性型となっていることが多い。

【４】正解１
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１．工具類

■１．配線工事関係
▶ワイヤーストリッパー
◎�電線をおおっている樹脂製の被覆を自動ではぎ取るための工具である。手動タイ

プは、配線の太さに合わせた穴状の刃が複数あるもので、�被覆を挟んで引き抜く。

◎�下の写真のものはオートタイプと呼ばれているもので、電線を刃の部分にかませ

てクリップを握ると、電線を固定するとともに、穴付きの刃が自動的に被覆をは

ぎ取る。

▼刃の部分
▼使用時

▶リングスリーブ
◎�リングスリーブは、環状の小さ

な部品である。中に複数の電線

の心線を挿入し、圧着ペンチで

押しつぶすことにより電線を接

合する。

▶ラジオペンチ
◎�銅線や針金を切ったり細工するためのも

のである。

▶ニッパ
◎��銅線や細い針金を切るためのものであ

る。

▶圧着ペンチ
◎��心線を挿入したリングスリーブを圧着

して、電線を接続するためのものであ
る。
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■２．金属配管工事関係
▶金切のこ
◎�主として金属材料を切断するのに

用いられるのこぎり。

◎�弓のこ状のものは、のこ刃を交換

することができるため、広く使わ

れている。

▶パイプカッター
◎�切断部分にカッターの刃にあて、ノブを軽く回してくわえ込む。この状態でカッ

ターを円周方向に１周させ、切り込み線を付ける。

◎�次にノブを少し締め付け、切り込みを深くしていく。この作業を繰り返して行い、

管を切断する。

▲パイプにセット ▲パイプと刃のあたり ▲パイプの切り込み線

▶パイプベンダー
◎�金属管を曲げる際に使用する。
　〔用語〕ベンダー［bender］：曲げるもの。

▶リーマ
◎�リーマは、金属管の切断部に差し込み、手でねじ込むようにして使用する。
　〔用語〕リーマ［reamer］：穴ぐり錐

きり

。

◎�リーマは円すいの角部に沿って刃がついており、回すことで切断面内側のばりや

角部を取り除くことができる。
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▲外観 ▲角部についている刃 ▲切断部と刃のあたり

▶タップとダイス
◎�タップはめねじのねじ立てに使用する。先タップ、中タップ、仕上げタップの３

本が一組になっている。

◎�ダイスはおねじのねじ立てに使用する。

◎�ただし、タップとダイスは、金属管工事に使用することはあまりない。

▲タップの例（大）・（小） ▲ダイスの例

▶ ▶ 過去問題◀◀

【１】下の写真Ａ及びＢに示す工具の名称を答えなさい。［★］

□ Ａ Ｂ

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解

Ａ：ワイヤーストリッパー　　　Ｂ：ラジオペンチ
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