
》・防設備士受予==四

専門編

第I類

■
Ｐ
７
４

」[

＝

■■

■■■■

肱 ■
’

lnr

[▼」

E~ﾆｰ：

|尼
。
■

■
■
■
’

．
：
囮

困
需
否

｜
｜
｜
｜
■

■■■■■

Ｕ■I■■Ｐ

■■■■ｌ■■■

■￣

｡￣

I■￣ 座



■消防設備士受験講座専門編第１類■

目次

第４章第１類に係る消防設備等の構

造・機能・工事及び整備の方法………･……………………１

回加圧送水装置等の機能………………………･……………２

［例題と解答］１～11問…………･……･………･…………８

回水源………………………………………･…………………１５

［例題と解答］１２～16問………………………･･……･……１８

回配管………………………………………………………･…２２

［例題と解答］１７～22問……………………･…･･…………２７

回屋内消火栓の種類………………………………･…………３２

［例題と解答］２３～30問･…･……･…………･･…･…………３７

回スプリンクラー設備等に係る規格……………･…………４４

［例題と解答］３１～47問…………･……･…………･………５４

回屋内消火栓設備等に係る規格………………………･……６２

［例題と解答］４８～51問…………･…･…………･…………６６

回電源・配線･…………………………………………………６８

［例題と解答］５２～54問･…………………………………･･7１

章
□
回
回
四
回

５第

第１類の消防関係法令（類別法令)………．．……………７５

共通事項………………･……………………………………７６

屋内消火栓設備…………･…………………………………７７

スプリンクラー設備………………･………………………７９

水噴霧消火設備……･………………………………………８１

屋外消火栓設備………………………………………･……８２

［例題と解答］５５～60問……………･…･………･……･…･･8３

第６章

□

面接，製図（実技試験)…･………………………………･８７

スプリンクラー設備等の図記号問題…………･…………８８

［例題と解答］６１～79問･………･…･………･……………･･9４

索弓|………………………………･………………･………………111



１

生
□
‐
・
切

竺
ロ
■

及
び
整
備
の
方
法

第
１
．
；
に
，
ろ
消
防
宰
設
等
の
蕾

第石類に係る消防用設備等の構

造・機能・工事及び整備の方法

第４章のねらい

この章で取り上げる内容は，甲種・乙種の第１類の消防設備士の実

務時の基本知識として必要不可欠である。出題される内容は，広い範

囲の中から基礎的なものが主体となることから，各消防用設備等の構

成や構造等の原則的な内容を重点的に学習しておく必要がある。

出題数はおよそ次のとおりである。

甲種１類 乙種１類

１０（１１１１） ８（問）

２０ １５

甲種１類 乙種１類

機械 1０（問） ８（問）

電気 ６ ４

規格 ４ ３

計 2０ １５



２第４章第１類に係る消防設備等の構造・機能・工事及び整備の方法

、加圧送水装置等の機能
１ポンプ方式の加圧送水装置

加圧送水装置の吐出量，全揚程

笏屋内消火栓設備

・吐出量

１号消火栓の場合：階の消火栓数（２以上の場合２）×1500/分

２号消火栓の場合：階の消火栓数（２以上の場合２）×709/分

・全揚程

１号消火栓の場合：末端の放水圧力を0.l7MPaとして揚程，配管及び消

防用ホースの摩擦損失を加えた値以上

２号消火栓の場合：末端の放水圧力を0.25ＭＰａとして揚程，配管及び消

防用ホースの摩擦損失を加えた値以上

鯵スプリンクラー設備

・吐出量

水源水量の算出に用いた個数×90Ｗ分（小区画型へツドを用いる場合に

あっては60Ｃ/分，ラック式倉庫に設けるものにあっては130Ｗ分）

※補助散水栓を設置しても吐出量の加算を要しない。

・全揚程

末端位置のスプリンクラーヘッドの放水圧力を0.1ＭＰａとし，揚程，配管

の摩擦損失を加えた値以上

※補助散水栓を設置した場合には，当然0.25ＭＰａを確保すべ〈，圧力の不足を来さ

ない配慮が必要となり，そのための「以上」である。

溌水噴霧消火設備

・吐出量

指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱うものにあっては，１００／ｍ２×床面積

（50,2を超えるときは50,2）

隣接する２の道路区画面積のうち最大となる部分に設けられた全ての噴霧

へツドを同時に標準放射量で放射する水量



1．加圧送水装置等の機能３

隣接する２の駐車の用に供する部分の区画境界堤のうち最大となるものに

設けられたすべての噴霧へツドを同時に標準放射量で放射する水量

・全揚程

設置する噴霧へツドの設計圧力に揚程，配管摩擦損失を加えた値以上

嫁屋外消火栓設備

・吐出量：屋外消火栓数（２を超えるときは２）×4000/分

・全揚程：末端の放水圧力を0.25ＭＰａとして揚程，配管及び消防用ホース

の摩擦損失を加えた値以上

加圧送水装置・機器の機能

（１）発信機からの手動起動信号によるもの(屋内消火栓設備，屋外消火栓設備）

①発信機：自動火災報知設備の警報起動装置と消火栓ポンプの起動スイッ

チを兼ねたものであり，起動によってベル鳴動し，かつ，消火栓ポンプが

起動して位置表示灯が点滅（フリッカ）するものが一般的である。

復旧のためには，まず発信機を,L次いで受信機において復旧した後に梢

火栓制御盤で復旧（停止）操作する必要がある。

※’消火栓起動スイッチに専用のものを設けて，受信機を介さないタイプが昔の設備

として設置されている。

※２易操作'性１号消火栓や２号消火栓のように，発信機操作を必要とせず，放水操作

に連動してスイッチの入るタイプもある。

②呼水槽：渦巻きポンプ自体は，自ら吸水する能力がないため，水源水位

がポンプより低い位置に設置される場合，長期にわたり運転しないと落水

して揚水不能になる。揚水のためには，最低限ポンプケーシング内が充水

されていれば足りるが，構造的に吸込（サクション）管の部分と区分でき

ないため，ポンプケーシング及び吸込配管内を常時満水状態にしておく必

要があり，この充水の目的で呼水槽を設置することが規定されている。

当初，呼水槽には補給水源を有しなくとも良いとの考えがあったことか

ら，ポンプ容量によって保有水量を大きくしていた他，約半分に減水した

ときには警報を発する装置の設置を義務付けられている。
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現在では，自動給水装置を設置するかわりに保有水量を1000程度に小

型化したものとなっている。

※ポンプは，幅広い需要の揚程や吐出量に容易に応じられる多段の渦巻きポンプ

（タービンホンプ）が大半であり，一部に低揚程，かつ，大吐出量の使途として斜

流ポンプが用いられている。

③逃がし配管：ポンプの締切り運転時には，ポンプ内の水がインペラによ

って回転攪拝するため水温が上昇し，特に駆動用電動機の容量が大きい場

合には水が沸騰してポンプ内が空の状態になることがある。このため，吐

出側にオリフィスを設けた配管を設置し，常時少量を循環排出させ，水温

の上昇防止を図る（設計では，ポンプ吸い込み側の水温よりも30度上昇し

ないようにしている｡)。その排出場所は，排水管を新たに設けなくて済む

呼水槽とするケースが多いが，水源水槽をポンプと同じ床に置くタイプで

は，ポンプ停止中に逃がし配管から水が溢れてしまうため水源水位より高

い位置に排出させる必要がある。法令の規定上は，締切り運転時において

本機能を要求していることから，当初は，ワックスを利用したくローズが

温水のみを通過させる方式も設置されたが，現在はポンプ運転時に確実に

常時逃がし状態となる小穴（オリフィス）を設ける方式となっている。

④流量試験配管：消火栓ポンプは定格吐出量の150％吐出時にその全揚程

が定格時の65％以上の`性能を有することが規定されており，本配管はポン

プが所定の流量及び吐出圧力を有しているか試験するための配管であるが，

配管だけでは計測できないことから，一般的に簡易に計測できる差圧式の

流量計を付置している。流量の計測方法としては，他にせきを設ける方法

や電磁式流量計等もあるが，いずれも大型であったり高価となることから

用いられていない。

配管の排出側は，排水容量の大きな管に接続するか，水源水槽に排水す

るが，水槽に還流させる場合はブート弁に気泡が入らないよう排水の位置

に配慮する必要がある。
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⑤ブート弁：ホンプの吸込管は専用とし，水源の水位が低い場合には落水

を防止するためのブート弁を設けることが規定されている。水源の水位が

ポンプより高い場合には，単に濾過装置（ストレーナー）及び止水弁を設

置する。ブート弁は，水槽外から容易にその機能を点検できる必要があ

り，ワイヤーや鎖によって弁体の点検機構を操作できるようにしている。

参参 水（水道から）

例Ｘ：止水弁

Ｚ：逆止弁

○：ボールタップ

フート弁

給
凡

○

＞ｑ

教試：

】蕊:蝿｢蕪
1蕊i韓蕊

鍵 ﾂｾﾞｾﾞＩ

⑥逆止弁及び止水弁：加圧送水装置の吐出側には，常時建物内配管から加

わる背圧を防止するために逆止弁と点検時の閉鎖のために止水弁を設ける

ことが規定されている。設置順序は，逆止弁の点検時閉止を考慮してポン

プ寄りに逆止弁を取り付ける。この場合の逆止弁は，ポンプに対して背圧

が加わることのないよう，速やかに閉塞するためのバネ等による補助機構

を設けた特殊な構造の弁が用いられる。

⑦圧力計等：ポンプは，吐出側に圧力計を，吸込側に連成計を設けなけれ

ばならない。定格全揚程とは，連成計及び圧力計の指示値及び両計器間の

落差の和であり，単に圧力計の指示値ではない。

⑧原動機：原動機には電動機（モーター）を用いるよう規定されており，

さらに非常電源を設置することが規定されている。
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モーターは，起動が容易で，故障が少なく，保守が簡素で済み，かつ，

一定回転数や出力を確実に発揮する等優れた特徴を有している。非常電源

として非常電源専用受電設備や自家発電設備等を設けるが，規模の小さな

防火対象物では，非常電源の発電機部分を省略した非常動力装置を設ける

ケースもある。

⑨制御盤：発信機やスイッチからの起動信号を受けて，電動機への電源制

御や起動時の減電圧制御，呼水槽の減水警報，電動機の運転状態の表示等

を行う。

(2)圧力低下を検知して起動する方式（スプリンクラー設備，泡消火設備等）

各機器の機能

発信機からの手動起動信号により起動する方式の各機能に加えて，次の機

能を持っている。

水

剛輔■■■ﾛﾛ■■■■■■■

電源 ＞＜’

｣－，ぐ >＜’

モー

冠

①建物配管の基部に接続した圧力タンクで常時圧力を監視し，設定した圧

力値に減圧すると圧力スイッチによって起動信号を得るもの。（ポンプ停

止操作は，圧力の上昇によって圧力スイッチの起動信号が自動復旧した後

に，ポンプ室の制御盤で手動操作によらなければならない｡）

②流水検知装置の発する流水信号をもとに起動する方式もあるが，起動信

号配線の量が増え複雑化することから設置例は少ない。
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③圧力スイッチの設定値：最上部又は最遠部のスプリンクラーヘッドが開

放した場合に放水圧力が0.1ＭＰａを極度に下回らない状態のうちにポンプ

が起動するよう設定調整する必要がある。

圧力スイッチの設定値とポンプの締切り圧力の差が少ない場合にはポン

プの起動が頻繁に行われることとなる。頻繁にポンプが起動すれば停止，

関連機器の復旧のほか各部の保守を要するが，一連の作業が煩雑との理由

で，設定圧力を低く変更してはならない。（仮に設定圧力を低くすると，

ポンプ運転開始までの間，スプリンクラーヘッドからの放水圧力が極度に

低下して消火上有効な放水量を確保できなくなる恐れがある｡）

※配管内の常時の圧力を一定値に維持しその管理を容易にするため，補助加圧ポン

プを任意に設置する場合がある。この補助加圧ポンプは，メインボンプの起動圧力

値に降下する前に自動起動し，設定した圧力値に達すると自動停止する機能を持っ

ている。また，その吐出容量は，スプリンクラーヘッド１個の放水量をカバーでき

ないものとし，スプリンクラーヘッドが作動した場合には圧力が降下し続け，メイ

ンポンプが起動する方式とするほか，原則として水源，電源等はメインポンプと共

用しないことが必要とされている。

落差方式の加圧送水装置他

起動信号に係わらず所要の圧力を落差で確保する方式で，確実な圧力確保手

段である。実用面では，高層の建物や山間部の建物で落差を確保できる場合に

用いられる。この方式は，所要の水量を確保した水槽を高所に設ける必要があ

ることから，設置スペース，建物強度等の問題がクリアされる場合に設置され

る。

また最上部では，落差を確保できないことから，ポンプ方式を併用せざるを

得ない。

他に圧力タンク方式もあるが，水源を収容したタンクを常時高い圧力に維持

することが大変なため，設置例は極めて少ない。

２
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例題１屋内消火栓ポンプの停止（復旧）方法として正しい手順はどれか。

（１）制御盤の電源遮断→受信機の復旧スイッチ操作→制御盤の電源入

（２）発信機の復旧操作→受信機の復旧スイッチ操作→制御盤で停止操作

（３）受信機で屋内消火栓設備連動スイッチ断→制御盤で停止操作

（４）受信機の復旧スイッチ操作→制御盤の電源遮断操作

例題１：解答(2)

一般的な起動信号の流れは，発信機の操作→受信機の自己保持回路による屋内消

火栓設備連動移報→消火栓制御盤の自己保持回路の順であり，停止する際には発信

元の信号から順に復旧して自己保持回路を解除していく必要があり，発信機の復旧

（自動的に元の位置に戻らないタイプのときに操作が必要）→受信機でのスイッチ

操作による移報信号の復旧→ポンプ室の制御盤での停止操作による復旧によってポ

ンプが停止し，待機状態に復旧する。

例題２スプリンクラー設備のポンプを停止（復旧）する方法として正しい手順は

どれか。

（１）作動流水検知装置の止水弁閉鎖→制御盤で停止操作

（２）ポンプ吐出側の止水弁閉鎖→制御盤で停止操作

（３）受信機でスプリンクラー設備の発報信号復旧→制御盤で停止操作

（４）起動用圧力タンクの弁閉鎖→制御盤の停止操作

例題２：解答(1)

スプリンクラー設備のポンプは，配管内の圧力が低下状態で自動起動することと

なっている。したがって，放水箇所に至る流水検知装置の止水弁を閉鎖して，圧力

タンク部分の圧力上昇を図ることにより，圧力スイッチをＯＦＦ状態にする。次い

で，ポンプの制御盤で停止操作をする。

流水検知装置の発報信号によってポンプ起動するものも多少あるが，ごく少なく，

一般的には警報の信号源として使用していることが多い。
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３呼水槽の機能として次の状態のうち，機能が正常でないものはどれか。

(1)ポンプ運転時に呼水槽のオーバーフロー管から水が流出する。

(2)ブート弁の点検ワイヤーを引き揚げた際に，呼水槽の給水装置であるポー

ルタップの作動音がしなかった。

(3)ポンプ停止中，ポンプ軸受け部分から若干の水が滴下し，呼水槽へ自動給

水のためのポールタップから同量の滴下があった。

(4)減水警報（表示及びブザー）しても，復旧スイッチ操作中は停止する。

例題３：解答(2)

例題３

一般的に呼水槽へは，ポンプの締切り運転時の温度上昇を防止するための逃がし

配管を接続している。このために，ポンプを運転すると，呼水槽のオーバーフロー

管から逃がし管の分の水量が流出する。

ブート弁の点検ワイヤー又は鎖を引き上げると，落水状態を再現することから，

呼水槽が減水して自動給水がなされることとなる。給水がなされないのは，給水配

管途中の開放しておくべき弁を閉止していることや逆止弁の固着等の異常状態が想

定される。

ポンプの軸封部分（グランドパッキン部分）は回転時の摩擦熱を防止するためと

吸水側の空気の進入防止のために適度な密着度合いを必要としている。停止時には

若干の水が滴下する状態で，運転時には吸い込み側にあっては滴下が停止し，吐出

側にあっては連続して滴下する程度が適しているとされている。ポンプの停止時に

生じる滴下は呼水槽のポールタップから補給されることとなる。

呼水槽の減水警報は，電気的な自己保持回路を有しないことから，復旧スイッチ

を操作している間停止状態となる。
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例題４次の図の状態におけるポンプ全揚程として，正しいものはどれか。

圧力計Ｏｌ－Ｔ面(圃計位置‐連成計位置）

釦水位~i蓮筬竈コゴヱ、位置一連成計位置）
唾

(1)圧力計指示十連成計指示値

(2)圧力計指示＋（Ｈ,＋Ｈ２）の位置水頭

(3)圧力計指示十連成計指示値十Ｈの位置水頭

(4)圧力計指示十（Ｈ１＋Ｈ２）の位置水頭一連成計指示値

例題４：解答(3)

ポンプの全揚程とは，ポンプの持つ揚水能力であり，吸い上げる能力と押し上げ

る能力の和である。

また，連成計の指示値は，〔吸水側配管（ブート弁，ストレーナ等の付属物を含

む）の摩擦損失水頭十水位面から連成計までの位置水頭〕の値が示される。圧力計

の指示値は，〔圧力計の位置から上に押し上げる能力であり，圧力計の位置から下

の押し上げ，あるいは吸い上げる能力を指示していない。言い換えると，ポンプの

押し上げる能力（全揚程）－吸水側配管の摩擦損失水頭一圧力計位置から水位位置

までの位置水頭〕である。

よって，全揚程は，図中の圧力計指示十連成計指示値十Ｈ,の位置水頭となる。た

だし，連成計指示値は，負圧の場合に加算するものとし，正圧の場合には押し込み

圧力となることから減ずる。

例題５ポンプ運転時に気泡が混入することがよくあるが，その原因として考えら

れないものはどれか。

（１）ポンプ吸い込み側の軸封部の調整不足で多量の空気が混入する。

（２）吸い込み側配管に腐食の穴があいていた。

（３）水槽内の清掃不足によってビニール袋や材木等がブート弁を塞ぎ，ポンプ

がキャビテーションを発生させて気泡が発生した。



1．加圧送水装置等の機能１１

(4)－次圧力調整弁の排水場所とブート弁の位置が接近して水槽内を攪枠する

ことから気泡の混じった水を吸い上げる。

例題５：解答(3)

考えられることは，水槽内の水に気泡が生じる（流量試験配管や－次圧力調整弁

の排水で気泡を生じやすい｡）場合や，吸い込み側配管の腐食等によって穴があい

て空気が混入する。

ポンプ吸い込み側の軸封（グランドパッキン）部に隙間があると，当然空気を吸

い込む。しかし，完全に空気を吸い込まなくなる程に締めつけると，摩擦によって

軸受け温度が上昇し過ぎるので，多少の空気の混入は止むを得ないものである。

一方，ブート弁がゴミ等で閉塞状態になると，ポンプ吸い込み側の負圧が高まり

（真空状態に近づき）キャビテーション状態となる。これによって水中の空気が分

離してポンプの羽車（インペラ）やケーシングの磨滅を早めるが，もともと空気が

混入したものではないので吐出水が白濁状態となる程度である。

例題６スプリンクラー設備等のポンプは，放水しなくとも自動起動することがあ

るが，その原因として考えられないのはどれか。

（１）枝配管中に残っている空気が温度の低下に伴って収縮等して,自動起動する。

（２）各所に設置されている弁のシャフト部からの漏水による圧力低下で自動起

動する。

（３）屋上の高架水槽の水位が低下した際に圧力低下し，自動起動する。

（４）末端試験弁，流水検知装置排水弁，起動用圧力タンク排水弁，或いは逆止

弁のバイパス弁等の閉鎖不足で減圧して，自動起動する。

例題６：解答(3)

配管内の監視圧力は，高架水槽を相当高い位置に設けるものでないかぎり，屋上

の高架水槽までの水位以上の圧力としなければ，最高位のスプリンクラーヘッドに

対してポンプによった早期の放水ができなくなる。よって，高架水槽内の水位が減

少してもポンプ起動することはあり得ない。



1２第４章第１類に係る消防設備等の構造・機能・工事及び整備の方法

例題７スプリンクラー設備等のポンプの起動設定圧力を所定の値よりも低く変更

した場合の現象として，誤っているのはどれか。

（１）監視状態時において自動起動する回数が頻発するようになった。

（２）スプリンクラーヘッドを試験作動させた時に，放水圧力が相当低下してか

ら，ポンプが起動し，その後所定の放水圧力になった。

（３）末端試験弁で試験放水したところ,ポンプ起動までの所要時間が長くなった。

（４）末端試験弁で試験放水したところ，流水検知装置の作動までの所要時間が

長くなった。

例題７：解答(1)

ポンプ起動の設定圧力を低く設定しても，ポンプ運転時の'性能が低下するわけで

はなく，運転すれば高い圧力を確保することができる。バルブ軸受けからの漏水や

各種弁の完全閉鎖忘れ等各種の原因で監視圧力が低下するが，ポンプ起動圧力を低

く設定すると，起動までの時間（サイクル）が長くなり，起動回数が減る。

配管内の監視圧力を低く設定したことと同様となることから，スプリンクラーヘ

ッドや末端試験弁の開放操作をしても流水検知装置やポンプの起動までの所要時間

が長くなり，ポンプ起動前のスプリンクラーヘッド放水圧力は相当低くなり，火災

時の有効な消火を確保する上において不安要素が増える。

例題８ポンプを用いる加圧送水装置のみに設けられる装置として誤っているもの

はどれか。

（１）流量試験配管

（２）水温上昇防止用逃がし配管

（３）呼水槽

（４）加圧送水装置の吐出側止水弁

例題８：解答(4)

加圧送水装置の吐出側止水弁は，高架水槽方式あるいは圧力タンク方式等にあっ

ても当該装置部分の点検のために設置する。



Ｌ加圧送水装置等の機能１３

例題９ ポンプを用いる加圧送水装置で次の図の弁で常時の状態で正しい組み合わ

せはどれか。

③
給水（水道から）

凡例Ｘ：止水弁
Ｚ：逆止弁

○：ポールタップ

＞＜’

○
②Ｘ

囎齢酊答－０２，〈流 ＞＜I

Ｘ④

遇EＳ

ZDf=i汗ii=:jii三iiiiE
例題９：解答(4)

①の流量試験配管は，通常閉鎖，②のポンプ吐出側止水弁は通常開放，③の呼水

槽給水は通常開放，④の呼水槽排水管は，通常閉鎖である。

例題１０

（１）

（２）

（３）

（４）

原動機に電動機を用いる利点として誤っているものはどれか。

始動に当たって，電源を供給するだけの簡単な操作で済む。

始動トルクが大きく，回転数が安定している。

日常の燃料や冷却水の配意が不要である。

回転数の制御が容易であり，各種のポンプ特性を利用できる。

解答 ①弁状態 ②弁状態 ③弁状態 ④弁状態

(1) 開放 開放 閉鎖 閉鎖

(2) 開放 閉鎖 開放 閉鎖

(3) 閉鎖 開放 閉鎖 開放

(4) 閉鎖 開放 開放 閉鎖
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例題１０：解答(4)

電圧制御や周波数制御によって回転数を変化させることは昨今の技術では容易で

あるが，実用面においてトルク不足や放熱不足を生じることから広い範囲での制御

は無理で，消火設備においては採用されていない。

他の利点としては，二次的な駆動源として非常電源を確保することによる信頼'性

の向上を図りやすいことがある。

例題１１ポンプに渦巻きポンプ（タービンポンプ）が多く用いられる理由として誤

っているのはどれか。

（１）消火設備の要求する流量一圧力特`性とポンプ特`性が完全に合致している。

（２）段数の組み合わせによって広い範囲の揚程をカバーしている。

（３）汎用ポンプとして必要な特性に合わせた設計が容易である。

（４）量産ポンプのために安価である。

例題１１：解答(1)

図のように消火設備の放水量が増えたとき，配管の摩擦損失の増加分を補うよう

な揚程の増加があれば好ましい。

消火設備 として理想的な特性揚
程
↑

実際のポンプ特性

→吐出量

しかし，ポンプ特性は吐出量が増加すると，揚程が減少するので，法令基準にお

いては定格吐出量時の150％時に定格揚程の65％以上を確保していることが求めら

れている。



２水源１５

回水源
各設備の所要水量は、次の量以上を設けること。

鯵屋内消火栓設備

１号消火栓の場合，１の階に設置された消火栓数（最大２）×２．６，３

２号消火栓の場合，ｌの階に設置された消火栓数（最大２）×１．２，３

※１号消火栓とは，消防法施行令第12条第３項第１号に規定する消火栓をいう。

２号消火栓とは，消防法施行令第12条第３項第２号に規定する消火栓をいう。

錫スプリンクラー設備

閉鎖型スプリンクラーヘッドの標準型を用いるもの。

次の表の個数（乾式及び予作動式の流水検知装置を設けた場合には，１．５

を乗じた個数）×１．６，３（ただし，ラック式倉庫のうち，等級がⅢ又はⅣ級

で水平遮蔽板が設けられているものは，2.28ｍ３，その他のものにあっては

3.42,3）

※’表の個数に満たない時にあっては当該設置個数とする。

※２表中，高感度型とは，感度が１種の閉鎖型スプリンクラーヘッドをいうが，設置の

適応`性については別の規制がある。

防
火
対
象
物
の
区
分

消防法施行令第１２条第１項第１号か

ら第３号まで，第７号から第９号ま

でに掲げる防火対象物

百貨店又は小

売り店舗で延

べ面積が１０００

㎡以上のもの

その他のもの

地上１０階

層以下のも

の

地上１１階

層以上のも

の

ラック式倉庫

等級が

Ｉ ， Ⅱ

及びⅢ

のもの

等級が

Ⅳのも

の

地下街又は

準地下街

指定可燃物

を1000倍以

上貯蔵又は

取り扱うも

の

個
数 15(高感度型

は12）

１０(高感度

型は8）

15(高感度

型は12）

30(標

準型'、

ツドのう

ち感度

が1種

時24）

20(標

準型へ

ツドのう

ち感度

が1種

時16）

15(高感度

型は12）

20(標準型

ﾍｯﾄﾞのうち

感度が1種

時16）
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・閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるもの。

次の表の個数×１㎡

小区画型へツドとは

旅館，ホテル，共同住宅，社会福祉

施設，病院等の宿泊室，病室等に設

けることができるもので，感度が高

く，かつ，壁面にも散水するタイプ

のへツドをいう。

※表の個数に満たないときにあっては当該設置個数とする。

●閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いるもの。

次の表の個数（乾式及び予作動式の流水検知装置を設けた場合には，１．５を

乗じた個数）×1.6㎡

側壁型ヘッドとは

旅館，ホテル，共同住宅，社会福祉

施設，病院等の宿泊室，病室等及び

廊下，通路その他これらに類する部

分に設けることができるもので側面

のみに散水するタイプのへツドをい

う。

※表の個数に満たないときにあっては当該設置個数とする。

●開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの。

舞台部が１０階以下の階に存するときは，最大放水区域のへツド数×1.6㎡

舞台部が11階以上の階に存するときは，ヘッドの設置個数の最も多い階

における当該設置個数×1.6㎡

防
火
対
象
物
の
区
分

地階を除く階数

が10以下の防火

対象物

地階を除く階数

が１１以上の防火

対象物

個
数

８ 1２

防
火
対
象
物
の
区
分

地階を除く階数

が10以下の防火

対象物

地階を除く階数

が11以上の防火

対象物

個
数

８ 1２



２水源１７

鯵水噴霧消火設備

次に掲げる量で20分間放射することができる量以上

①指定可燃物を貯蔵し，又は取り扱う防火対象物にあっては，１００/ｍ２

（当該床面積が50,2を超える場合50,2）で，計算した量

②道路の用に供される部分にあっては，道路区画面積が最大となる部分

において209/ｍ２で計算した量

③駐車の用に供される部分にあっては，その部分の床面積（最大

５０，２）に対して200/ｍ２で計算した量

鯵屋外消火栓設備

屋外消火栓の設置個数（最大２）×７，３

有効水量

消火設備としての所要水量を有効に利用できるよう，水槽の形状やブート

弁位置を考慮して保有水量を確保しなければならない。

ブート弁位置によった有効水量の下端

|-…膣hJhWjiii鵜H:面姉、
複数の水槽を連結した場合の有効水量の下端

墨亘蘂=|隣懲攪１脚檀
やや

連通管の流過抵抗に見合った

水位差の分，隣接する槽の有効
水位の下端が上がる。

水質

水質は，上水道，工業用水，中水，河川等のいずれでも支障なく，所要の

水量が常時確保されていれば足りるものである。更に，消火`性能に支障ない

ことが当然要求される。

不適当な水源の例

蓄熱槽の高温側水槽は，ポンプの吸水`性能や泡消火設備の混合比率あるい

はスプリンクラーヘッドの熱疲労等の問題がある。
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（ポンプの吸水限界に関する性能は，４０℃を境界に急変する。吸込側の水

温が高い場合，締切り運転時の水温上昇防止のための逃がし水量を増加させ

ないと，ポンプケーシング内の水が落水するおそれが増える。スプリンク

ラーヘッドは，５２℃以上の温度での強度試験をしているが，水温の高い水の

通水は強度劣化を促進させるおそれがある。泡消火設備の薬剤は，使用温度

範囲の上限を30℃として製造されており，これ以上の温度での使用時におけ

る混合比率，発泡性能等の変化を確認し，所要薬剤量を確認する必要があ

る｡）

下水の水は，不純物による配管の腐食促進や人体に接触した場合の衛生上

の問題を伴う。（水中の不純物によって電気伝導度が向上し，電気化学的な

腐食が促進される｡）

例題１２屋内消火栓設備の水源として妥当なものはどれか。

（１）時期によって水位の減少する河川を水源とした。

（２）蓄熱槽で暖房時期に高温となる側を水源とした。

（３）工場の中水プラントの処理前の水を水源とした。

（４）衛生上の処理をしていない工業用水を水源とした。

例題１２：解答(4)

時期によって水位の減少する河川は，水源として不適当である。

蓄熱槽の暖房時期における高温側では約70℃以上，低温側で約40℃であることか

ら，ポンプでの吸水や，各機器の機能に支障を生じない低温側で所要水量を確保し

て利用する必要がある。

なお，空調時の熱源として利用するため，夏季に低温（約10℃）となる位置は，

冬季には高温側（約70℃）となることから，注意を要する。

中水の処理前の汚水を水源とすることは，点検時の放水や災害復旧時の人体接触

時の衛生面の感,情から適当とは言えない。



２水源１９

例題１３屋内消火栓設備の水源水量の確保方法として正しいものはどれか。

(1)設置した水槽の容積を所要の水量とした。

(2)複数の地中梁を利用して，槽を分けたが，連通管の下端までを有効水量と

した。

(3)景観上配置した池の水を水源としたが水位が少なかったので，ブート弁を

設けるための釜場を設けた。

(4)消防用設備以外の設備と水槽を共用したが，ともに水槽内の水を全て使用

できるよう措置した。

例題１３：解答(3)

水槽を設置した場合，自動給水装置を設置すると，その装置の設置スペース分の

有効水位の上端が下がる。ブート弁を設置した場合，定格吐出量で運転継続すると

弁への流入部に対して渦ができるため，その口径に対して1.65倍上の位置以上を有

効水位の下端としている。また，水槽の底に沈殿した異物を吸い上げないよう，

ブート弁のちりよけ下部から水槽底面まで50ｍｍ以上離すこととしている。したが

って水槽容積の全てが有効水量とならない。

複数の水槽に分けた場合，それらを結ぶ連通管は，各槽の間の水位差によって水

が流れ込むものであり，少なくとも連通管の上端以上が有効水量となる。

仮に，水槽Ｂから水槽Ａへ流れ込
むためには，水槽Ｂのほうが常に水
位が高くなければならず，少なくと
も水槽Ｂの有効水位の下端は連通管
の上端以上となる。

ブート弁

水槽内面積が広く水位が少ない場合等，水量を少しでも有効に使用する手段とし

て，水槽の一角に釜場を設け，釜場の中にブート弁を設ける方法がある。

有効水位下端
網かけ部が釜場



2０第４章第１類に係る消防設備等の構造・機能・工事及び整備の方法

複数の設備で水槽を共用した場合，消防用設備等として必要な水量は絶対に確保

しなければならず，ブート弁の位置に差を設け，あるいは電極スイッチによって制

御する等の措置が必要である。

例題１４屋内消火栓設備等の水源水量の確保方法として正しいものはどれか。

（１）屋内消火栓設備の他にスプリンクラー設備の水源を必要とする場合，両設

備の所要水量を合算した量を１の水槽に確保した。

（２）屋内消火栓設備とスプリンクラー設備の水源を必要とする場合，スプリン

クラー設備のほうが，大きな水量を要したので，スプリンクラー設備の水量

だけを確保した。

（３）水源を必要とする設備ごとに別の水槽に確保した。

（４）複数の消火設備がある場合，異なる加圧送水装置の方式に応じた水源の確

保方法とした。

例題１４：解答(1)

複数の消火設備が水源を必要とする場合，原則として各設備ごとに要する水源水

量を確保するが，その量を１の水槽に蓄えることができることとしている。ただし，

ブート弁や吸水管は各消防用設備等ごとに専用のものとすること。

消火設備が複数の場合に，それぞれ異なる加圧送水装置の方式とすることにより

確実な機能確保を図ることができるが，消防法令に基づく設置の場合には，２重に

強化した方式まで要求していない。

例題１５水源の確保方法として誤っているのはどれか。

（１）水槽が深く，ポンプからブート弁までの落差が10ｍ以上もあった。

（２）屋内消火栓設備のみで水槽の表面積が10,2と広かったため，所要量を確

保するための水深が少なく３０ｃｍ程で足りてしまった。

（３）床に置いた水槽で，その水位がポンプよりも高い位置にあり，上水から

給水されていたため，止水弁の他にちりよけ（ストレーナー）を設けた。

（４）スプリンクラー設備で湿式の閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いる方式と


