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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

電気部分 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４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、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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 ２．消防法の基本　 ……………………………………… 11
 ３．防火対象物の区分　 ………………………………… 13
 ４．防火対象物の適用　 ………………………………… 17
 ５．消防用設備等の種類　 ……………………………… 22
 ６．既存防火対象物に対する適用除外　 ……………… 26
 ７．既存防火対象物の用途変更の特例　 ……………… 32
 ８．定期点検及び報告　 ………………………………… 36
 ９．消防用設備等の届出及び検査　 …………………… 41
10．工事整備対象設備等の着工届　 …………………… 46
11．消防用設備等の設置命令と維持命令　 …………… 48
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　 ……………… 51
13．消防用設備等の技術上の基準と異なる規定　 ……… 55
14．消防設備士の免状　 ………………………………… 56
15．消防設備士免状の取り扱い　 ……………………… 60
16．消防設備士の講習　 ………………………………… 65
17．消防設備士の義務　 ………………………………… 69
18．防火管理者　 ………………………………………… 70
19．検定制度　 …………………………………………… 76
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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をいう。

◎ 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

窓
そう

階
かい

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３）。
　〔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、正しいものを次のうちから１つ選びなさ
い。［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が一定基準に達しない階

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解３　　
【２】正解８　
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２．能力単位の算定

◎ 令第10条第１項に掲げる防火対象物又はその部分には、「建築物その他の工作

物」の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数
が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で

除して得た数以上の数値となるように設けなければならない（規則第６条第１
項）。

防火対象物の区分 算定基準面積 

◎ 令別表第１（１）イ、（２）、（16の２）、（16の３）、（17）に掲げ
る防火対象物
　…劇場、キャバレー、遊技場、地下街、重要文化財など

50m2

◎ 令別表第１（１）ロ、（３）～（６）、（９）、（12）～（14）に掲げ
る防火対象物
　…集会場、飲食店、百貨店、旅館、病院、公衆浴場、工場など

100m2

◎ 令別表第１（７）、（８）、（10）、（11）、（15）に掲げる防火対象物
　…小・中・高校、図書館、車両の停車場、神社・寺院、事務所など

200m2

　※令別表第１は「施行令 別表第１」13P参照。

◎ 規則第６条第１項の規定の適用については、表中の面積の数値は、主要構造部を

耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした

防火対象物にあっては、数値の２倍の数値とする（規則第６条第２項）。
　〔解説〕 防火材料は、燃えにくいものから不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分類される。

準不燃材料には不燃材料を含み、難燃材料には準不燃材料を含む。従って、設
問での条件で「準不燃材料」としてある場合は、難燃材料の基準をそのまま適
用する。

◎ 規則第６条第１項の消火器の消火能力を示す数値は、消火器の技術上の規格を定

める省令第３条又は第４条に定める方法により測定した数値とする（詳細省略）。

◎ 簡易消火器具の消火能力を示す数値は、次の表に定めるものとする。

水バケツ 容量８ℓ以上のもの３個で１単位

水槽
容量80ℓ以上の水槽と消火専用バケツ３個以上で1.5単位

容量190ℓ以上の水槽と消火専用バケツ６個以上で2.5単位

乾燥砂 容量50ℓ以上の１塊（かたまり）とスコップで0.5単位

膨張ひる石又
は膨張真珠岩

容量160ℓ以上の１塊とスコップで１単位

　※消火専用バケツは、容量８ℓ以上のものとする。
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■能力単位の解説（編集部）
◎ 能力単位は、消火器の消火能力を表す単位である。消火器規格第２条によると、

消火器は能力単位が１以上でなければならない。

◎ 法令では、各建築物の種類及び面積に応じて、必要な能力単位の数値を算出し、

設置しなければならない消火器の本数等を定めている。

◎ 例えば、延べ面積800m2の飲食店について、必要な能力単位の数値を算出してみ

る。ただし、建物は主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分

の仕上げを難燃材料でしたものとする。

　① 飲食店の延べ面積は800m2である。

　② 飲食店の算定基準面積は100m2となっているが、主要構造部が耐火構造で壁及

び天井が難燃材料であるため、２倍の200m2とする。

　③延べ面積を算定基準面積で除した数値＝800m2／200m2＝４

　④ 能力単位の数値は４となるため、能力単

位が３の消火器であれば、最低２本必要

となる。また、能力単位が４の消火器で

あれば１本で済む。

◎ 消火器の能力単位は、A（普通）火災用とＢ（油）火災用で個別に設定されてい
る。例えば、消火器に「Ａ－２・Ｂ－３・Ｃ」と表示されている場合、Ａ火災の

能力単位は２であり、Ｂ火災の能力単位は３であることを表している。また、Ｃ

（電気）火災にも適応するが、Ｃ火災は能力単位が存在しない。

◎ 規則第６条第１項による延べ面積から必要な能力単位を算出する規定では、消火

器に対し「建築物その他の工作物」の消火に適応するものとされる消火器を設け

るよう求めている。この場合、消火器の能力単位はA（普通）火災用を用いる。

▲消火器の能力単位の表示例
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第３章　機械に関する基礎的知識

 １．運動に関する法則　 ……………………………… 112
 ２．力の三要素とつり合い　 ………………………… 113
 ３．力のモーメント　 ………………………………… 116
 ４．はりの種類　 ……………………………………… 119
 ５．はりの曲げモーメント　 ………………………… 121
 ６．応力　 ……………………………………………… 124
 ７．曲げ応力　 ………………………………………… 128
 ８．応力とひずみ　 …………………………………… 131
 ９．許容応力と安全率　 ……………………………… 135
10．クリープ　 ………………………………………… 137
11．鉄鋼　 ……………………………………………… 139
12．熱処理　 …………………………………………… 142
13．非鉄金属　 ………………………………………… 145
14．金属材料の防食　 ………………………………… 148
15．仕事率　 …………………………………………… 148
16．摩擦力　 …………………………………………… 149
17．メートルねじ　 …………………………………… 150
18．軸受　 ……………………………………………… 153
19．気体の性質　 ……………………………………… 155
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４．はりの種類

◎ 水平に置かれた棒状の部材をはりといい、はりを支えている点を支点という。は
りに荷重がはたらくと、この荷重とつり合うように、支点にも荷重と反対側の力

がはたらく。この力を支点の反力という。

◎ 支点は回転支点や固定支点などがある。回転支点は、ピンで支えられ、垂直と水

平方向の動きは固定されるが、自由に回転する。固定支点は、垂直、水平、回転

の動きがすべて固定される。

回転支点 固定支点

◎ 支点の組合せではりを分類すると、次のとおりとなる。

　①両端支持ばりは、両端を支持したもので、単純はりとも呼ばれる。
　②片持はりは、一端を固定し、他端を自由にしたもの。
　③固定はりは、両端とも固定支持されているもの。
　④張出しばりは、支点の外側に荷重が加わっているもの。
　⑤連続はりは、３点以上で支持されているもの。
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▶▶過去問題◀◀

【１】はりの種類の説明として、誤っているものは次のうちどれか。
□　１ ．片持はり　………一端のみ固定し、他端を自由にしたはり

　　２．張出しばり………支点の外側に荷重が加わっているはり

　　３．固定はり　………両端とも固定支持されているはり

　　４．連続はり　………２個の支点で支えられているはり

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解４
　４．連続はりは、３点以上で支持されているはりである。
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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　 ………………………… 160
 ２．消火器の分類　 …………………………………… 163
 ３．指示圧力計の構造　 ……………………………… 167
 ４．加圧用ガス容器　 ………………………………… 169
 ５．高圧ガス保安法　 ………………………………… 173
 ６．容器弁　 …………………………………………… 178
 ７．水（浸潤剤入り）消火器　 ……………………… 180
 ８．強化液消火器　 …………………………………… 181
 ９．化学泡消火器　 …………………………………… 185
10．機械泡消火器　 …………………………………… 191
11．二酸化炭素消火器　 ……………………………… 195
12．ハロン1301消火器　 ………………………… 198
13．ハロン2402消火器　 ………………………… 199
14．粉末消火器（蓄圧式）　 ………………………… 200
15．粉末消火器（加圧式）　 ………………………… 205
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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 － ◯ ◯

　 ＊ 二酸化炭素消火器の冷却作用の有無ついては、312ページ【３】の出題により、 
「冷却作用 ○」としています。（編集部）

▶▶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。



第第  

５５  

章章

209

  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　 …………………………… 210
２．「消火器の内部及び機能」点検の対象　 ………… 220
３．加圧方式の区分による確認の順序（例）  ……… 226
４．消火器の整備の要点　 …………………………… 227
５．蓄圧式消火器の整備　 …………………………… 231
６．蓄圧ガスの充てん　 ……………………………… 234
７．加圧式粉末消火器の整備　 ……………………… 239
８．化学泡消火器の整備　 …………………………… 244
９．消火器の廃棄処理の方法　 ……………………… 248
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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」の点検は、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。
　 ▲［消火器］の標識の例

▼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　 ……………………………………… 252
 ２．能力単位　 ………………………………………… 253
 ３．操作の機構　 ……………………………………… 253
 ４．自動車用消火器　 ………………………………… 254
 ５．大型消火器　 ……………………………………… 255
 ６．放射性能　 ………………………………………… 256
 ７．使用温度範囲　 …………………………………… 258
 ８．本体容器の板厚　 ………………………………… 259
 ９．蓄圧式の消火器の気密性　 ……………………… 260
10．キャップ等　 ……………………………………… 261
11．ホース　 …………………………………………… 262
12．ろ過網　 …………………………………………… 264
13．消火剤の液面表示　 ……………………………… 266
14．安全栓　 …………………………………………… 267
15．使用済みの表示　 ………………………………… 270
16．携帯又は運搬の装置　 …………………………… 271
17．安全弁　 …………………………………………… 272
18．加圧用ガス容器　 ………………………………… 274
19．指示圧力計　 ……………………………………… 276
20．二酸化炭素消火器の充てん比　 ………………… 279
21．塗色　 ……………………………………………… 280
22．簡明な表示［１］　 ……………………………… 281
23．簡明な表示［２］　 ……………………………… 284
24．消火薬剤の技術上の基準　 ……………………… 286
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23．簡明な表示［２］

◎ 自動車用消火器にあっては、第38条第１項の表示のほか、次の表示をしなければ

ならない。この場合において、「自動車用」の文字は赤色とし、表示の大きさは
横５cm以上、縦２cm以上でなければならない（消火器規格第38条第３項）。

◎ 消火器には、その見やすい位置に次に定めるところにより、表示をしなければな

らない（同第４項）。
　①適応する火災の区分ごとに、絵表示をすること。

火災の区分 A火災 B火災 C火災

表　示

「普通火災用」 「油火災用」 「電気火災用」

絵表示の色
炎…赤色
可燃物…黒色
地色…白色

炎…赤色
可燃物…黒色
地色…黄色

電気の閃光…黄色
地色…青色

旧表示 普通
火災用

油
火災用

電気
火災用

　② 絵表示の大きさは、充てんする消火剤の容量又は質量が、２ℓ又は３kg以下

のものにあっては半径１cm以上、２ℓ又は３kgを超えるものにあっては半径
1.5cm以上の大きさとする。
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▶▶過去問題◀◀

【１】消火器の適用火災の表示に関する次の記述のうち、文中の（　）に当てはま
る数値の組合せとして、規格省令上、正しいものは次のうちどれか。

　 　「絵表示は、充てんする消火剤の容量又は質量が、２ℓ又は３kg以下のものに

あっては半径（ア）cm以上、２ℓ又は３kgを超えるものにあっては半径（イ）

cm以上の大きさとすること。」

　　　　（ア）　　（イ）

□　１ ．0.5　　　１

　　２．１　　　1.5

　　３．1.5　　　２

　　４．２　　　2.5

▼ ▼正解＆解説……………………………………………………………………………………
【１】正解２
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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　 ……………… 294
 ２．適応する消火器　 ………………………………… 297
 ３．車載式＆大型消火器　 …………………………… 303
 ４．各種消火器の特徴と構造（１種類）　 ………… 311
 ５．各種消火器の特徴と構造（複数種類）　 ……… 324
 ６．簡明な表示（記載表示）　 ……………………… 329
 ７．消火器の設置個数　 ……………………………… 330
 ８．消火器の部品　 …………………………………… 338
 ９．消火器の点検＆整備（粉末消火器）　 ………… 347
10．消火器の点検＆整備（蓄圧用ガスの充てん） … 350
11．消火器の点検＆整備（加圧式粉末消火器）　 … 353
12．消火器の点検＆整備（化学泡の消火薬剤）　 … 355
13．消火器の点検＆整備（抜取り方式）　 ………… 357
14．消火器の点検＆整備（耐圧性能試験）　 ……… 359
15．消火器の点検＆整備（指示圧力計）　 ………… 360
16．消火器の点検＆整備（点検票）　 ……………… 361
17．点検・整備に使用する工具及び器具　 ………… 364

※ 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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【４】下の写真は、車載式の消火器を示したものである。危険物施設に設置する第
４種消火設備に該当するものをすべて選び、A～ D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名及び消火薬剤の容量又は質量である。［★］

□　　　　A． 　　　　  Ｂ．

強化液消火器
30リットル

機械泡消火器
20リットル

　　　　　C． 　　　　　Ｄ．

二酸化炭素消火器
23キログラム

粉末消火器
20キログラム
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８．消火器の部品

【１】下の写真は、消火器の一部を示したものである。次の各設問に答えなさい。

□　１．矢印で示す孔の名称を答えなさい。

　　２．この孔の機能を答えなさい。

【２】下の写真は、消火器の一部を示したものである。次の各設問に答えなさい。

□　１ ．矢印で示す孔の名称を答えなさい。

　　２ ．この孔（同じ働きをもつ溝を含む）が設けられていない消火器の種別を２

つ答えなさい。
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