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○消防法（抜粋） 

 

第四章 消防の設備等 

第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対

象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、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（以下「消防用設備等」という。）について消火、避難その

他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つ

て、設置し、及び維持しなければならない。 

② 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関

する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるとき

は、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規

定と異なる規定を設けることができる。 

③ 第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づ

く条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代え

て、特殊の消防用設備等その他の設備等（以下「特殊消防用設備等」という。）であつて、当該

消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成

する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画（以下「設備等設置維持計画」という。）に

従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該

消防用設備等（それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。）に

ついては、前二項の規定は、適用しない。 
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○消防法施行令（抜粋） 

 

（防火対象物の指定） 

第六条 法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。 

 

（消火器具に関する基準） 

第十条 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。 

一 次に掲げる防火対象物 

イ 別表第一（一）項イ、（二）項、（六）項イ（１）から（３）まで及びロ、（十六の二）

項から（十七）項まで並びに（二十）項に掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（三）項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具（防火上有効な措置

として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。）を設けたもの 

二 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの 

イ 別表第一（一）項ロ、（四）項、（五）項、（六）項イ（４）、ハ及びニ、（九）項並び

に（十二）項から（十四）項までに掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（三）項に掲げる防火対象物（前号ロに掲げるものを除く。） 

三 別表第一（七）項、（八）項、（十）項、（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物

で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 

四 前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物（法第

二条第七項に規定する危険物（別表第二において「危険物」という。）のうち、危険物の規制

に関する政令（昭和三十四年政令第三百六号）第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以

上で当該指定数量未満のものをいう。）又は指定可燃物（同令別表第四の品名欄に掲げる物品

で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。）を貯蔵し、又は取り扱うもの 

五 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階（地下建築物にあつては、

その各階をいう。以下同じ。）、無窓階（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。以下同じ。）又は三階以上の階で、床面積が

五十平方メートル以上のもの 

２ 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりと

する。 

一 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又

は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第二においてそ

の消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化

物（総務省令で定めるものを除く。）を放射する消火器は、別表第一（十六の二）項及び（十

六の三）項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置して

はならない。 

二 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができ

る箇所に設置すること。 
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３ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧

消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、

第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術

上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、

総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。 

 

（屋内消火栓設備に関する基準） 

第十一条 屋内消火栓設備は、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。 

一 別表第一（一）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 

二 別表第一（二）項から（十）項まで、（十二）項及び（十四）項に掲げる防火対象

物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの 

三 別表第一（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メー

トル以上のもの 

四 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以

上のもの 

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃

物（可燃性液体類に係るものを除く。）を危険物の規制に関する政令別表第四で定め

る数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 

六 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一（一）項から（十二）項まで、（十四）

項及び（十五）項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積

が、同表（一）項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表（二）項

から（十）項まで、（十二）項及び（十四）項に掲げる防火対象物にあつては百五十

平方メートル以上、同表（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物にあつては二

百平方メートル以上のもの 

２ 前項の規定の適用については、同項各号（第五号を除く。）に掲げる防火対象物又は

その部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部（建築基準法第二条第五号に規定す

る主要構造部をいう。以下同じ。）を耐火構造とし、かつ、壁及び天井（天井のない場合

にあつては、屋根。以下この項において同じ。）の室内に面する部分（回り縁、窓台その

他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。）の仕上げを難燃材料（建築基

準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。）でした

防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値（次条第一項第一号に掲げる防火対象物につ

いて前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに

同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いず

れか小さい数値）とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法

第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、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つては当該数値の二倍の数値（次条第一項第

一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍
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の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の合

計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値）とする。 

３ 前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準

は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりと

する。 

一 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分（別表第一（十二）項イ

又は（十四）項に掲げる防火対象物に係るものに限る。）並びに第一項第五号に掲げ

る防火対象物又はその部分 次に掲げる基準 

イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口ま

での水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。 

ロ 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口か

らの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することが

できる長さとすること。 

ハ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数

（当該設置個数が二を超えるときは、二とする。）に二・六立方メートルを乗じて

得た量以上の量となるように設けること。 

ニ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓（設置

個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、

それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、か

つ、放水量が百三十リットル毎分以上の性能のものとすること。 

ホ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害

を受けるおそれが少ない箇所に設けること。 

ヘ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその

部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準 

イ 次に掲げる基準 

（１）屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口

までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。 

（２）屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口

からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することが

できる長さとすること。 

（３）屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものと

して総務省令で定める基準に適合するものとすること。 

（４）水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数

（当該設置個数が二を超えるときは、二とする。）に一・二立方メートルを乗じて

得た量以上の量となるように設けること。 

（５）屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓（設置

個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、
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それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、か

つ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。 

（６）水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被

害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。 

（７）屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

ロ 次に掲げる基準 

（１）屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口 

までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。 

（２）屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口

からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水するこ

とができる長さとすること。 

（３）屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものと

して総務省令で定める基準に適合するものとすること。 

（４）水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数

（当該設置個数が二を超えるときは、二とする。）に一・六立方メートルを乗じ

て得た量以上の量となるように設けること。 

（５）屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓（設置

個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合

に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上

で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。 

（６）水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被

害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。 

（７）屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

４ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設

備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消

火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、

第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当

該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効

範囲内の部分（屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部

分に限る。）について屋内消火栓設備を設置しないことができる。 

 

（屋外消火栓設備に関する基準） 

第十九条 屋外消火栓設備は、別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項

に掲げる建築物で、床面積（地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を

除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条

において同じ。）が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物（建築基準法

第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）にあつては六千平方メートル以

上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。 
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２ 同一敷地内にある二以上の別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項

に掲げる建築物（耐火建築物及び準耐火建築物を除く。）で、当該建築物相互の一階の外壁間の

中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下であ

る部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。 

３ 前二項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の

とおりとする。 

一 屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下

となるように設けること。 

二 屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平

距離が四十メートルの範囲内の当該建築物の各部分に有効に放水することができる長さとす

ること。 

三 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数（当該設置個数が二を超えるときは、二とす

る。）に七立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。 

四 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓（設置個数が二を超えるときは、二個の屋外消火

栓とする。）を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・

二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が三百五十リツトル毎分以上の性能のものとするこ

と。 

五 屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等

屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。 

六 屋外消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

４ 第一項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を第十二条、第十三条、第十四

条、第十五条、第十六条、第十七条、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該

技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部

分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。 

 

（自動火災報知設備に関する基準） 

第二十一条 自動火災報知設備は、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。 

一 次に掲げる防火対象物 

イ 別表第一（二）項ニ、（五）項イ、（六）項イ（１）から（３）まで及びロ、（十三）

項ロ並びに（十七）項に掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（六）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限

る。） 

二 別表第一（九）項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの 

三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 

イ 別表第一（一）項、（二）項イからハまで、（三）項、（四）項、（六）項イ（４）及

びニ、（十六）項イ並びに（十六の二）項に掲げる防火対象物 
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ロ 別表第一（六）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除

く。） 

四 別表第一（五）項ロ、（七）項、（八）項、（九）項ロ、（十）項、（十二）項、（十

三）項イ及び（十四）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 

五 別表第一（十六の三）項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上

で、かつ、同表（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる

防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの 

六 別表第一（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以

上のもの 

七 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表（一）項から

（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供される

部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直

通する階段が二（当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有

する場合にあつては、一）以上設けられていないもの 

八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物

を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 

九 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物（第三号及び前二号に掲げるものを除く。）

の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの 

イ 別表第一（二）項ニ、（五）項イ並びに（六）項イ（１）から（３）まで及びロに掲げ

る防火対象物 

ロ 別表第一（六）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限

る。） 

十 別表第一（二）項イからハまで、（三）項及び（十六）項イに掲げる防火対象物（第三

号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。）の地階又は無窓階（同表（十六）項イに掲げ

る防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表（二）項又は（三）項に掲げる防火対象物

の用途に供される部分が存するものに限る。）で、床面積が百平方メートル（同表（十六）

項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の

合計が百平方メートル）以上のもの 

十一 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階

で、床面積が三百平方メートル以上のもの 

十二 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分

で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百

平方メートル以上のもの 

十三 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のう

ち、駐車の用に供する部分の存する階（駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることがで

きる構造の階を除く。）で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの 

十四 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階 
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十五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百

平方メートル以上のもの 

２ 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の

とおりとする。 

一 自動火災報知設備の警戒区域（火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することが

できる最小単位の区域をいう。次号において同じ。）は、防火対象物の二以上の階にわたら

ないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 

二 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以

下（別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下）と

すること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合

にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。 

三 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面す

る部分及び天井裏の部分（天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分）

に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐

火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。 

四 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。 

３ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分（総務省令で定めるものを除く。）にスプリンク

ラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備（いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘ

ツドを備えているものに限る。）を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技

術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわら

ず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。 

 

（誘導灯及び誘導標識に関する基準） 

第二十六条 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物

又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で

定めるものについては、この限りでない。 

一 避難口誘導灯 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項、

（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物並びに同表（五）項

ロ、（七）項、（八）項、（十）項から（十五）項まで及び（十六）項ロに掲げる防火対象

物の地階、無窓階及び十一階以上の部分 

二 通路誘導灯 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項、

（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物並びに同表（五）項

ロ、（七）項、（八）項、（十）項から（十五）項まで及び（十六）項ロに掲げる防火対象

物の地階、無窓階及び十一階以上の部分 

三 客席誘導灯 別表第一（一）項に掲げる防火対象物並びに同表（十六）項イ及び（十六の

二）項に掲げる防火対象物の部分で、同表（一）項に掲げる防火対象物の用途に供されるも

の 

四 誘導標識 別表第一（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物 
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２ 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次

のとおりとする。 

一 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の

避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。 

二 通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、

階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。

ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。 

三 客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が〇・二ルクス

以上となるように設けること。 

四 誘導灯には、非常電源を附置すること。 

五 誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に

触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。 

３ 第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める

技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわ

らず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。 

 

（消防用水に関する基準） 

第二十七条 消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。 

一 別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項に掲げる建築物で、そ

の敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一

万五千平方メートル以上、準耐火建築物にあつては一万平方メートル以上、その他の建築物

にあつては五千平方メートル以上のもの（次号に掲げる建築物を除く。） 

二 別表第一に掲げる建築物で、その高さが三十一メートルを超え、かつ、その延べ面積（地

階に係るものを除く。以下この条において同じ。）が二万五千平方メートル以上のもの 

２ 同一敷地内に別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項に掲げる建築

物（高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除

く。以下この項において同じ。）が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相

互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては

五メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物

にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物

にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これら

の建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。 

３ 前二項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおり

とする。 

一 消防用水は、その有効水量（地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けら

れている地盤面の高さから四・五メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同

じ。）の合計が、第一項第一号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第二号に掲げ

る建築物にあつてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商（一
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未満のはしたの数は切り上げるものとする。）を二十立方メートルに乗じた量以上の量とな

るように設けること。この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるとき

は、〇・八立方メートル毎分の流量を二十立方メートルの水量に換算するものとする。 

建築物の区分 面積 

第一項第一号に掲げる建築物 

耐火建築物 七千五百平方メートル 

準耐火建築物 五千平方メートル 

その他の建築物 二千五百平方メートル 

第一項第二号に掲げる建築物 一万二千五百平方メートル 

二 消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が百メートル以下となるよ

うに設けるとともに、一個の消防用水の有効水量は、二十立方メートル未満（流水の場合

は、〇・八立方メートル毎分未満）のものであつてはならないものとすること。 

三 消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有

効に吸い上げることができる深さであるものとすること。 

四 消防用水は、消防ポンプ自動車が二メートル以内に接近することができるように設けるこ

と。 

五 防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。 
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別表第一（第一条の二―第三条、第三条の三、第四条、第四条の二の二―第四条の三、第六条、第

九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条

の二、第三十四条の四―第三十六条関係） 

（一） 
イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 

ロ 公会堂又は集会場 

（二） 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 

ロ 遊技場又はダンスホール 

ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第

百二十二号）第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（ニ並び

に（一）項イ、（四）項、（五）項イ及び（九）項イに掲げる防火対象物の用

途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定

めるもの 

ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室（これに類する

施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務

省令で定めるもの 

（三） 
イ 待合、料理店その他これらに類するもの 

ロ 飲食店 

（四） 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 

（五） 
イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの 

ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 

（六） 

イ 次に掲げる防火対象物 

（１） 次のいずれにも該当する病院（火災発生時の延焼を抑制するための消

火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定め

るものを除く。） 

（ｉ） 診療科名中に特定診療科名（内科、整形外科、リハビリテーション科

その他の総務省令で定める診療科名をいう。（２）（ｉ）において同じ。）を

有すること。 

（ｉｉ） 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条第二項第四号に規定

する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。 

（２） 次のいずれにも該当する診療所 

（ｉ） 診療科名中に特定診療科名を有すること。 

（ｉｉ） 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 

（３） 病院（（１）に掲げるものを除く。）、患者を入院させるための施設

を有する診療所（（２）に掲げるものを除く。）又は入所施設を有する助産所 
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（４） 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しな

い助産所 

ロ 次に掲げる防火対象物 

（１） 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人

ホーム（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第一項に規定する要

介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該

当する者（以下「避難が困難な要介護者」という。）を主として入居させるも

のに限る。）、有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させる

ものに限る。）、介護老人保健施設、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十

三号）第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項

に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設（避難が困難な要介護者を

主として宿泊させるものに限る。）、同条第六項に規定する認知症対応型老人

共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定め

るもの 

（２） 救護施設 

（３） 乳児院 

（４） 障害児入所施設 

（５） 障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成十七年法律第百二十三号）第四条第一項に規定する障害者又

は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分

が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者（以

下「避難が困難な障害者等」という。）を主として入所させるものに限る。）

又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共

同生活援助を行う施設（避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限

る。ハ（５）において「短期入所等施設」という。） 

ハ 次に掲げる防火対象物 

（１） 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム（ロ（１）に掲げるもの

を除く。）、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（ロ

（１）に掲げるものを除く。）、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人

デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護

事業を行う施設（ロ（１）に掲げるものを除く。）その他これらに類するもの

として総務省令で定めるもの 

（２） 更生施設 

（３） 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自

立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十

四号）第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する

家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定める
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もの 

（４） 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二

の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デ

イサービスを行う施設（児童発達支援センターを除く。） 

（５） 身体障害者福祉センター、障害者支援施設（ロ（５）に掲げるものを

除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第

八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に

規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第

十五項に規定する共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。） 

ニ 幼稚園又は特別支援学校 

（七） 
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大

学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの 

（八） 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの 

（九） 
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの 

ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 

（十） 
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に

供する建築物に限る。） 

（十一） 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

（十二） 
イ 工場又は作業場 

ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ 

（十三） 
イ 自動車車庫又は駐車場 

ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 

（十四） 倉庫 

（十五） 前各項に該当しない事業場 

（十六） 

イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が（一）項から（四）項まで、

（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供されてい

るもの 

ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 

（十六の二） 地下街 
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（十六の三） 

建築物の地階（（十六の二）項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下

道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（（一）項から

（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用

途に供される部分が存するものに限る。） 

（十七） 

文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によつて重要文化財、

重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要

美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によつて重要

美術品として認定された建造物 

（十八） 延長五十メートル以上のアーケード 

（十九） 市町村長の指定する山林 

（二十） 総務省令で定める舟車 

備考 

一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火

対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が（一）項から（十五）項までの各項に掲げる

防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。 

二 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物が（十六の二）項に掲げる防火対

象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。 

三 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が（十六の三）項に

掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に

掲げる防火対象物の部分であるほか、（一）項から（十六）項に掲げる防火対象物又はその部分

でもあるものとみなす。 

四 （一）項から（十六）項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が

（十七）項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又

はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、（一）項から（十六）項までに掲げる防火

対象物又はその部分でもあるものとみなす。 
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○消防法施行規則（抜粋） 

 

（大型消火器以外の消火器具の設置） 

第六条 令第十条第一項各号に掲げる防火対象物（第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下

この条から第八条までにおいて同じ。）又はその部分には、令別表第二において建築物その他の

工作物の消火に適応するものとされる消火器具（大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型

消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにお

いて同じ。）を、その能力単位の数値（消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令

（昭和三十九年自治省令第二十七号）第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の

数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示

す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リット

ル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量

百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつ

てはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す

数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を

一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。）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（第五条第十項第一号に

掲げる舟にあつては、一）以上の数値となるように設けなければならない。 

防火対象物の区分 面積 

令別表第一（一）項イ、（二）項、（十六の二）項、（十六の三）項及び（十

七）項に掲げる防火対象物 

五十平方メ

ートル 

令別表第一（一）項ロ、（三）項から（六）項まで、（九）項及び（十二）項

から（十四）項までに掲げる防火対象物 

百平方メー

トル 

令別表第一（七）項、（八）項、（十）項、（十一）項及び（十五）項に掲げ

る防火対象物 

二百平方メ

ートル 

２ 前項の規定の適用については、同項の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（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他

これらに類する部分を除く。）の仕上げを難燃材料（建築基準法施行令第一条第六号に規定する

難燃材料をいう。以下同じ。）でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。 

３ 第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物（危険物のうち、危険物の規制に関する

政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。以下同

じ。）又は指定可燃物（同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上

のものをいう。以下同じ。）を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほ

か、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにそ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、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物
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又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量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。 

区分 数量 

少量危険物 危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量 

指定可燃物 危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍 

４ 第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるとき

は、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火

器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。 

５ 第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する

場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第二において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、当該場所の床面積を二十

五平方メートル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。ただし、令第十

条第一項第一号ロに掲げる防火対象物であつて、延べ面積が百五十平方メートル未満のもの（以

下次項第二号において「小規模特定飲食店等」という。）にあつては、次の各号に掲げる防火対

象物又はその部分を除き、この限りでない。 

一 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物 

二 地階、無窓階又は三階以上の階であつて、床面積が五十平方メートル以上の階 

６ 前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分

から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければな

らない。 

一 第一項及び第五項に規定するもの（次号に掲げるものを除く。） 防火対象物の階ごと

に、当該防火対象物の各部分 

二 第一項に規定するもの（小規模特定飲食店等（前項第一号に掲げるものを除く。）に設置

するものに限る。） 令第十条第一項第一号ロに掲げる火を使用する設備又は器具が設けら

れている階（小規模特定飲食店等に、前項第二号に掲げる階が存する場合は、当該階を含

む。）ごとに、当該防火対象物の各部分 

三 第三項に規定するもの 防火対象物の階ごとに、危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取

り扱う場所の各部分 

四 第四項に規定するもの 防火対象物の階ごとに、電気設備のある場所の各部分 

７ 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又は

その部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合

計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金

属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、

膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。 
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（消火器具に関する基準の細目） 

第九条 消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 

一 消火器具は、床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること。 

二 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設け

ること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。 

三 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。た

だし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この

限りでない。 

四 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消

火バケツ」と、水槽にあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる

石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。 

 

 

（屋内消火栓設備に関する基準） 

第十一条 屋内消火栓設備は、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。 

一 別表第一（一）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 

二 別表第一（二）項から（十）項まで、（十二）項及び（十四）項に掲げる防火対象物で、

延べ面積が七百平方メートル以上のもの 

三 別表第一（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以

上のもの 

四 別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のも

の 

五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物（可

燃性液体類に係るものを除く。）を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の七百

五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 

六 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一（一）項から（十二）項まで、（十四）項及び

（十五）項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表（一）

項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表（二）項から（十）項まで、

（十二）項及び（十四）項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表

（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの 

２ 前項の規定の適用については、同項各号（第五号を除く。）に掲げる防火対象物又はその部分

の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部（建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部を

いう。以下同じ。）を耐火構造とし、かつ、壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根。以

下この項において同じ。）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除

く。以下この項において同じ。）の仕上げを難燃材料（建築基準法施行令第一条第六号に規定す

る難燃材料をいう。以下この項において同じ。）でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の

数値（次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつて

は、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面
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積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値）とし、主要構造部を耐火構造としたその他

の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、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つては当該数値の二倍の数値

（次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、

当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二の総務省令で定める部分の床面積の

合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値）とする。 

３ 前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の

各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分（別表第一（十二）項イ又は

（十四）項に掲げる防火対象物に係るものに限る。）並びに第一項第五号に掲げる防火対象

物又はその部分 次に掲げる基準 

イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水

平距離が二十五メートル以下となるように設けること。 

ロ 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水

平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さと

すること。 

ハ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数（当該設

置個数が二を超えるときは、二とする。）に二・六立方メートルを乗じて得た量以上の量

となるように設けること。 

ニ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓（設置個数が

二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、それぞれのノ

ズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が百三十リ

ットル毎分以上の性能のものとすること。 

ホ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受け

るおそれが少ない箇所に設けること。 

ヘ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以

外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準 

イ 次に掲げる基準 

（１）屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの

水平距離が十五メートル以下となるように設けること。 

（２）屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの

水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さ

とすること。 

（３）屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総

務省令で定める基準に適合するものとすること。 
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（４）水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個 数（当

該設置個数が二を超えるときは、二とする。）に一・二立方メートルを乗じて得た量以

上の量となるように設けること。 

（５）屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓（設置個数が

二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、それぞれの

ノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十

リットル毎分以上の性能のものとすること。 

（６）水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受

けるおそれが少ない箇所に設けること。 

（７）屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

ロ 次に掲げる基準 

（１）屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの

水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。 

（２）屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続 口から

の水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる

長さとすること。 

（３）屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるもの として

総務省令で定める基準に適合するものとすること。 

（４）水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数（当該

設置個数が二を超えるときは、二とする。）に一・六立方メートルを乗じて得た量以上

の量となるように設けること。 

（５）屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓（設 置個数

が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、それぞれ

のノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が八

十リットル毎分以上の性能のものとすること。 

（６）水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による 被害を

受けるおそれが少ない箇所に設けること。 

（７）屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

４ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火

設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消

防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九

条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したと

きは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分（屋外消火栓設備及び動力消防ポ

ンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。）について屋内消火栓設備を設置しないこと

ができる。 
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（屋外消火栓設備に関する基準の細目） 

第二十二条 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 

一 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが一・五メートル以下の位置又は地盤面からの

深さが〇・六メートル以内の位置に設けること。なお、地盤面下に設けられる屋外消火栓の

ホース接続口は、地盤面からの深さが〇・三メートル以内の位置に設けること。 

一の二 屋外消火栓設備の放水用器具は、消防庁長官の定める基準に適合するものであるこ

と。 

二 屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱（以下この条において「屋外消火栓箱」とい

う。）は、屋外消火栓からの歩行距離が五メートル以内の箇所に設けること。ただし、屋外

消火栓に面する建築物の外壁の見やすい箇所に設けるときは、この限りでない。 

三 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋外消火栓箱の内部又はその直近の

箇所に設けること。 

四 屋外消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。 

イ 屋外消火栓箱には、その表面に「ホース格納箱」と表示すること。 

ロ 屋外消火栓には、その直近の見やすい箇所に「消火栓」と表示した標識を設けること 

五 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、第十二条第一項第三号の二の

規定の例により呼水装置を設けること。 

六 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。 

七 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、地中配線

を行う場合にあつては、この限りでない。 

八 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。 

九 加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない

箇所に設けること。 

十 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ（ロ）、ロ（ロ）及び（ハ）、ハ（ハ）から

（チ）まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。 

イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差（水槽の下端からホース接続口までの垂直距 離

をいう。以下この号において同じ。）は、次の式により求めた値以上の値とすること。 

Ｈ＝ｈ１＋ｈ２＋２５ｍ 

Ｈは、必要な落差（単位 メートル） 

ｈ１は、消防用ホースの摩擦損失水頭（単位 メートル） 

ｈ２は、配管の摩擦損失水頭（単位 メートル） 

ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値と

すること。 

Ｐ＝ｐ１＋ｐ２＋ｐ３＋０．２５ＭＰａ 

Ｐは、必要な圧力（単位 メガパスカル） 

ｐ１は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧（単位 メガパスカル） 

ｐ２は、配管の摩擦損失水頭圧（単位 メガパスカル） 

ｐ３は、落差の換算水頭圧（単位 メガパスカル） 
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ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。 

（イ）ポンプの吐出量は、屋外消火栓の設置個数（当該設置個数が二を超えるとき は、二

とする。）に四百リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。 

（ロ）ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。 

Ｈ＝ｈ１＋ｈ２＋ｈ３＋２５ｍ 

Ｈは、ポンプの全揚程（単位 メートル） 

ｈ１は、消防用ホースの摩擦損失水頭（単位 メートル） 

ｈ２は、配管の摩擦損失水頭（単位 メートル） 

ｈ３は、落差（単位 メートル） 

ニ 加圧送水装置には、当該屋外消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・六メ

ガパスカルを超えないための措置を講じること。 

ホ 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋外消火栓箱の内部又はその直近の

箇所に設けられた操作部（自動火災報知設備のＰ型発信機を含む。）から遠隔操作でき

るものであること。 

十一 第十二条第一項第八号の規定は、屋外消火栓設備について準用する。 

十二 貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。 

 

（自動火災報知設備の感知器等） 

第二十三条 令第二十一条第二項第一号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の

一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階

にわたる場合又は第五項（第一号及び第三号に限る。）の規定により煙感知器を設ける場合とす

る。 

２ 令第二十一条第三項の総務省令で定めるものは、令別表第一（一）項から（四）項まで、

（五）項イ、（六）項、（九）項イ、（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げ

る防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。 

３ 令第二十一条第三項の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度

以下で種別が一種のものとする。 

４ 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。 

一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けるこ

と。 

イ 感知器（炎感知器（火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するもの

をいう。以下同じ。）を除く。以下この号（ホを除く。）において同じ。）の取付け面

（感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。

以下この条において同じ。）の高さが二十メートル以上である場所 

ロ 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発

生を有効に感知することができないもの 

ハ 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所 
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ニ 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほ

か、次に掲げる場所 

（イ）じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所 

（ロ）腐食性ガスが発生するおそれのある場所 

（ハ）厨房その他正常時において煙が滞留する場所 

（ニ）著しく高温となる場所 

（ホ）排気ガスが多量に滞留する場所 

（ヘ）煙が多量に流入するおそれのある場所 

（ト）結露が発生する場所 

（チ）（イ）から（ト）までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのあ

る場所 

ホ 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所 

（イ）ニ（ロ）から（ニ）まで、（ヘ）及び（ト）に掲げる場所 

（ロ）水蒸気が多量に滞留する場所 

（ハ）火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所 

（ニ）（イ）から（ハ）までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのあ

る場所 

ヘ 小規模特定用途複合防火対象物（令第二十一条第一項第八号に掲げる防火対象物を 除

く。）の部分（同項第五号及び第十一号から第十五号までに掲げる防火対象物の部分を

除く。）のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第

一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項（（十三）項ロ及び

（十六）項から（二十）項までを除く。）の防火対象物の用途のいずれかに該当する用

途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積（その用途に供される部分

の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあ

つては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床

面積の合計）が五百平方メートル未満（同表（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対

象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満）であるもの 

（イ）令別表第一（二）項ニ、（五）項イ並びに（六）項イ（１）から（３）まで及びロに

掲げる防火対象物 

（ロ）令別表第一（六）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるもの

に限る。） 

二 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。 

取付け面の高さ 感知器の種別 

四メートル未満 
差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式

スポット型又は光電式スポット型 
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四メートル以上

八メートル未満 

差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは

一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若

しくは二種 

八メートル以上

十五メートル未

満 

差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット

型一種若しくは二種 

十五メートル以

上二十メートル

未満 

イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種 

三 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型

の感知器は、次に定めるところによること。 

イ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 

ロ 感知器は、感知区域（それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル（差動式分布型感

知器又は煙感知器を設ける場合にあつては〇・六メートル）以上突出したはり等によつ

て区画された部分をいう。以下同じ。）ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応

じて次の表で定める床面積（多信号感知器にあつては、その有する種別に応じて定める

床面積のうち最も大きい床面積。第四号の三及び第七号において同じ。）につき一個以

上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。 

取付け面の高さ 

感知器の種別 

差動式スポッ

ト型 

補償式スポッ

ト型 
定温式スポット型 

一種 二種 一種 二種 特種 一種 二種 

四メートル

未満 

主要構造部を耐火構

造とした防火対象物

又はその部分 

平方

メー

トル 

九十 

平方

メー

トル 

七十 

平方

メー

トル 

九十 

平方

メー

トル 

七十 

平方

メー

トル 

七十 

平方

メー

トル 

六十 

平方

メー

トル 

二十 

その他の構造の防火

対象物又はその部分 
五十 四十 五十 四十 四十 三十 十五 

四メートル

以上八メー

トル未満 

主要構造部を耐火構

造とした防火対象物

又はその部分 

四十

五 

三十

五 

四十

五 

三十

五 

三十

五 
三十   
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その他の構造の防火

対象物又はその部分 
三十 

二十

五 
三十 

二十

五 

二十

五 
十五   

四 差動式分布型感知器（空気管式のもの）は、次に定めるところによること。 

イ 感知器の露出部分は、感知区域ごとに二十メートル以上とすること。 

ロ 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 

ハ 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から一・五メートル以内の位置に設け、かつ、相

対する感知器の相互間隔が、主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつ

ては九メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあつては六メートル以下

となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感

知することができるときは、この限りでない。 

ニ 一の検出部に接続する空気管の長さは、百メートル以下とすること。 

ホ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。 

四の二 差動式分布型感知器（熱電対式のもの）は、次に定めるところによること。 

イ 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 

ロ 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル（主要構造部を耐火構

造とした防火対象物にあつては、八十八平方メートル）以下の場合にあつては四個以上、

七十二平方メートル（主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、八十八平方メ

ートル）を超える場合にあつては四個に十八平方メートル（主要構造部を耐火構造とした

防火対象物にあつては、二十二平方メートル）までを増すごとに一個を加えた個数以上の

熱電対部を火災を有効に感知するように設けること。 

ハ 一の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。 

ニ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。 

四の三 差動式分布型感知器（熱半導体式のもの）は、次に定めるところによること。 

イ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 

ロ 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて

次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合にあつては二個（取付け面の高さが八メ

ートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合にあつては、一個）以上、当該表で定め

る床面積の二倍の床面積を超える場合にあつては二個に当該表で定める床面積までを増す

ごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。 

取付け面の高さ 

感知器の種別 

一種 二種 

八メートル未満 
主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はそ

の部分 

平方メート

ル 

六十五 

平方メート

ル 

三十六 
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その他の構造の防火対象物又はその部分 四十 二十三 

八メートル以上 

十五メートル未

満 

主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はそ

の部分 
五十   

その他の構造の防火対象物又はその部分 三十   

ハ 一の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。 

ニ 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。 

五 定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。 

イ 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。 

ロ 感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距

離が、特種又は一種の感知器にあつては三メートル（主要構造部を耐火構造とした防火対

象物又はその部分にあつては、四・五メートル）以下、二種の感知器にあつては一メート

ル（主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、三メートル）以下

となるように設けること。 

六 定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット

型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつて

は公称作動温度（二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度）

より二十度以上低い場所に設けること。 

七 煙感知器（光電式分離型感知器を除く。）は、次に定めるところによること。 

イ 天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。 

ロ 天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。 

ハ 感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内の位置に設けること。 

ニ 感知器は、壁又ははりから〇・六メートル以上離れた位置に設けること。 

ホ 感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付

け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知す

るように設けること。 

取付け面の高さ 

感知器の種別 

一種及び二種 三種 

四メートル未満 
平方メートル 

百五十 

平方メートル 

五十 

四メートル以上二十メートル未満 七十五   

ヘ 感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル（三種の感知器にあつて は

二十メートル）につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メー

トル（三種の感知器にあつては十メートル）につき一個以上（当該階段及び傾斜路のう
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ち、令別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲

げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外

の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及

び傾斜路の総数が二（当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規

定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一）以上設けられていないもの（小

規模特定用途複合防火対象物を除く。以下「特定一階段等防火対象物」という。）に存

するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以

上）の個数を、火災を有効に感知するように設けること。 

七の二 熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定（同号

ヘの規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。）に準ずるほか、廊下、通路、階段

及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及

び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の個数を、火災を有効

に感知するように設けること。 

七の三 光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。 

イ 感知器の受光面が日光を受けないように設けること。 

ロ 感知器の光軸（感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぶ線をいう。以下同じ。）

が並行する壁から〇・六メートル以上離れた位置となるように設けること。 

ハ 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から一メートル以内の位置に設けること。 

ニ 感知器を設置する区域の天井等（天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の

下面をいう。以下同じ。）の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。こ

の場合において、当該天井等の高さが十五メートル以上の場所に設ける感知器にあつて

は、一種のものとする。 

ホ 感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以上となるように設けること。 

ヘ 感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。 

ト 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から一の光軸までの水

平距離が七メートル以下となるように設けること。 

七の四 炎感知器（道路の用に供される部分に設けられるものを除く。）は、次に定めるとこ

ろによること。 

イ 感知器は、天井等又は壁に設けること。 

ロ 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ一・二メートル

までの空間（以下「監視空間」という。）の各部分から当該感知器までの距離が公称監視

距離の範囲内となるように設けること。 

ハ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けるこ

と。 

ニ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光

板等を設けた場合にあつては、この限りでない。 

七の五 道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。 

イ 感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。 
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ロ 感知器は、道路面（監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面）からの

高さが一・〇メートル以上一・五メートル以下の部分に設けること。 

ハ 感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離（以下「監視距離」という。）が公

称監視距離の範囲内となるように設けること。ただし、設置個数が一となる場合にあつて

は、二個設けること。 

ニ 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けるこ

と。 

ホ 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光

板等を設けた場合にあつては、この限りでない。 

七の六 連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設におけ

る必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令（平成二十年総

務省令第百五十六号）第二条第二号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自

動火災報知設備に用いることができない。 

イ 火災信号を発信する端子以外から電力を供給されるもの（電源に電池を用いるもの を

除く。）で、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができないもの 

ロ 電源に電池を用いるもので、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値とな

つたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができないもの 

ハ 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和五十六年自治

省令第十七号。ニにおいて「感知器等規格省令」という。）第二十一条の二の試験を行わ

なかつたもの（防水型のものを除く。） 

ニ 感知器等規格省令第二十二条第一項各号の試験を行わなかつたもの 

八 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気

吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること。 

九 スポット型の感知器（炎感知器を除く。）は、四十五度以上傾斜させないように設けるこ

と。 

５ 令第二十一条第一項（第十二号を除く。）に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及

び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙

感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知

器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱

煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。 

一 階段及び傾斜路 

二 廊下及び通路（令別表第一（一）項から（六）項まで、（九）項、（十二）項、（十五）

項、（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物の部分に限

る。） 

三 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの 

三の二 遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室（これに類する施

設を含む。）（令別表第一（二）項ニ、（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項

に掲げる防火対象物（同表（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火
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対象物にあつては、同表（二）項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。）の

部分に限る。） 

四 感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所 

五 感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所 

六 前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分（令別表第一（一）項から

（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項イ、（十五）項、（十六）項イ、（十六の

二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。） 

６ 令第二十一条第一項（第十二号を除く。）に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に

掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。 

一 前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号ニ（（チ）を除く。）の規

定により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ（（二）を除

く。）の規定により炎感知器を設置しない場所 別表第一の二の三において、場所の区分に

応じ、適応するものとされる種別を有する感知器 

二 前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階 差動式若しくは補償式の

感知器のうち一種若しくは二種、定温式感知器のうち特種若しくは一種（公称作動温度七十

五度以下のものに限る。）、イオン化式若しくは光電式の感知器のうち一種、二種若しくは

三種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器 

三 前項又は前二号に掲げる場所以外の場所（廊下、便所その他これらに類する場所を除

く。） その使用場所に適応する感知器 

７ この条（第四項第六号を除く。）において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器

（火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令（昭和五十六年自治省令第

十七号）第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。）

に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同

表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。 

アナログ式感知器の種別 設定表示温度等の範囲 
感知器の

種別 

熱アナログ式スポット型感知

器 

注意表示に

係る設定表

示温度 

（正常時における最高周囲温度＋２

０）度以上（設定火災表示温度－１

０）度以下 定温式ス

ポット型

特種 火災表示に

係る設定表

示温度 

（正常時における最高周囲温度＋３

０）度以上（正常時における最高周

囲温度＋５０）度以下 

イオン化アナログ式スポット

型感知器又は光電アナログ式

スポット型感知器 

注意表示に

係る設定表

示濃度 

２．５パーセントを超え５．０パー

セント以下 

光電式ス

ポット型

一種 
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火災表示に

係る設定表

示濃度 

設定注意表示濃度を超え１５パーセ

ント以下 

注意表示に

係る設定表

示濃度 

５パーセントを超え１０パーセント

以下 
光電式ス

ポット型

二種 火災表示に

係る設定表

示濃度 

設定注意表示濃度を超え２２．５パ

ーセント以下 

注意表示に

係る設定表

示濃度 

１０パーセントを超え１５パーセン

ト以下 
光電式ス

ポット型

三種 火災表示に

係る設定表

示濃度 

設定注意表示濃度を超え２２．５パ

ーセント以下 

光電アナログ式分離型感知器

（Ｌ１が四十五メートル未満

のもの） 

注意表示に

係る設定表

示濃度 

０．３×Ｌ２パーセントを超え（２

／３）（０．８×Ｌ１＋２９）パー

セント以下 
光電式分

離型一種 
火災表示に

係る設定表

示濃度 

設定注意表示濃度を超え（Ｌ１＋４

０）パーセント以下 

注意表示に

係る設定表

示濃度 

２／３（０．８×Ｌ１＋２９）パー

セントを超え２／３（Ｌ１＋４０）

パーセント以下 
光電式分

離型二種 
火災表示に

係る設定表

示濃度 

設定注意表示濃度を超え（Ｌ１＋４

０）パーセント以下 

光電アナログ式分離型感知器

（Ｌ１が四十五メートル以上

のもの） 

注意表示に

係る設定表

示濃度 

０．３×Ｌ２パーセントを超え４

３．３パーセント以下 

光電式分

離型一種 



30 
 

火災表示に

係る設定表

示濃度 

設定注意表示濃度を超え８５パーセ

ント以下 

注意表示に

係る設定表

示濃度 

４３．３パーセントを超え５６．７

パーセント以下 

光電式分

離型二種 
火災表示に

係る設定表

示濃度 

設定注意表示濃度を超え８５パーセ

ント以下 

注 Ｌ１は公称監視距離の最小値であり、Ｌ２は公称監視距離の最大値である。 

８ 令第二十一条第一項第十二号に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する

炎感知器を設けなければならない。 

９ 自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。 

一 受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあ

つては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設

けること。 

二 中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。 

 

（自動火災報知設備に関する基準の細目） 

第二十四条 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとす

る。 

一 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。 

イ 感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとと

もに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若

しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発

するものにあつては、この限りでない。 

ロ 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルト

の絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガ

オーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上で

あり、感知器回路（電源回路を除く。）及び附属装置回路（電源回路を除く。）と大地と

の間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五

十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。 

ハ 次に掲げる回路方式を用いないこと。 

（イ） 接地電極に常時直流電流を流す回路方式 
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（ロ） 感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の

配線を共用する回路方式（火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除

く。） 

ニ 自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト（絶縁効

力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみな

す。）若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の

弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。 

ホ Ｒ型受信機及びＧＲ型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受

信機までの配線については、第十二条第一項第五号の規定に準ずること。 

ヘ 感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下

とすること。ただし、Ｒ型受信機及びＧＲ型受信機に接続される固有の信号を有する感知

器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。 

ト Ｐ型受信機及びＧＰ型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるよう

に設けること。 

チ 火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつて

も、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。 

一の二 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信

機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。 

イ 感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号

を発信し、又は受信することができる位置に設けること。 

ロ 受信機において感知器、中継器、地区音響装置又は発信機（第三号イ及び第四号ニにお

いて「感知器等」という。）から発信される信号を受信できることを確認するための措置

を講じていること。 

二 受信機は、次に定めるところにより設けること。 

イ 受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信

機の作動した警戒区域を表示できるものであること。 

ロ 受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル（いすに座つて操作するも

のにあつては〇・六メートル）以上一・五メートル以下の箇所に設けること。 

ハ 特定一階段等防火対象物及びこれ以外の防火対象物で令別表第一（二）項ニに掲げる防

火対象物の用途に供される部分が存するものに設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停

止するスイッチ（以下この号において「地区音響停止スイッチ」という。）を設けるもの

にあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態（以下この

号において「停止状態」という。）にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当

該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に（地区音響装置が鳴動している間に停

止状態にされた場合においては自動的に）地区音響装置を鳴動させる状態に移行するもの

であること。 

ニ 受信機は、防災センター等に設けること。 
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ホ 主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、次の（イ）及び（ロ）に定めるところに

よる。 

（イ）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。 

（ロ）主音響装置及び副音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類す

るもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場

所において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ように措置さ

れていること。 

ヘ Ｐ型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、Ｐ型二級受信機、Ｐ型三

級受信機、ＧＰ型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、ＧＰ型二級

受信機及びＧＰ型三級受信機は、一の防火対象物（令第二十一条第一項第十号、第十一

号及び第十三号に係る階にあつては、当該階）につき三台以上設けないこと。 

ト 一の防火対象物（令第二十一条第一項第十号、第十一号及び第十三号に係る階にあつて

は、当該階）に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相

互間で同時に通話することができる設備を設けること。 

チ Ｐ型二級受信機及びＧＰ型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、

令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積（令第二十一条第一項第十号、第十一号及び

第十三号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積）が三百五十平方メートル

を超えるものに設けないこと。 

リ Ｐ型三級受信機及びＧＰ型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積

（令第二十一条第一項第十号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積）が百

五十平方メートルを超えるものに設けないこと。 

三 電源は、次に定めるところにより設けること。 

イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、

感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動で

きる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているとき

は、この限りでない。 

ロ 電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。 

四 非常電源は、次に定めるところにより設けること。 

イ 延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源

にあつては蓄電池設備（直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同

じ。）、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専

用受電設備又は蓄電池設備によること。 

ロ 蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ（イ）から（ニ）まで及び（ヘ）、ハ（イ）か

ら（ニ）まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効

に十分間作動することができる容量以上であること。 

ハ 非常電源専用受電設備は、第十二条第一項第四号イ及びホの規定の例によること。 



33 
 

ニ 前号イただし書の場合において、電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限

値となつた旨を受信機に百六十八時間以上発信した後、当該感知器等を十分間以上有効に

作動することができるときは、当該電池を非常電源とすること。 

五 地区音響装置（次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。）は、Ｐ型二級受信

機で接続することができる回線の数が一のもの、Ｐ型三級受信機、ＧＰ型二級受信機で接続

することができる回線の数が一のもの若しくはＧＰ型三級受信機を当該受信機を用いる自動

火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより

設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。 

イ 音圧又は音色は、次の（イ）から（ハ）までに定めるところによること。 

（イ）取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上である

こと。 

（ロ）地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室

内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他

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ように措置されているこ

と。 

（ハ）令別表第一（二）項ニ、（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる

防火対象物（同表（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象

物にあつては、同表（二）項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号

イ（ハ）並びに第二十五条の二第二項第一号イ（ハ）及び第三号イ（ハ）において同

じ。）のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用

させる役務の用に供する個室（これに類する施設を含む。以下この号、次号イ（ハ）並

びに第二十五条の二第二項第一号イ（ハ）及び第三号イ（ハ）において同じ。）がある

ものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確

実に聞き取ることができるように措置されていること。 

ロ 階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設

備を設置した防火対象物又はその部分（前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。）の全

区域に有効に報知できるように設けること。 

ハ 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部

分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の

場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階

及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合におい

て、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置

した防火対象物又はその部分（前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。）の全区域に自

動的に警報を発するように措置されていること。 

ニ 各階ごとに、その階（前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。）の各部分から一の地

区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。 



34 
 

ホ 受信機から地区音響装置までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けるこ

と。ただし、ト及び次号ニの消防庁長官の定める基準により受信機と地区音響装置との間

の信号を無線により発信し、又は受信する場合にあつては、この限りでない。 

ヘ 地区音響装置は、一の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの

受信機からも鳴動させることができるものであること。 

ト 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。 

五の二 地区音響装置（音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。）

は、前号（イ、ハ及びトを除く。）の規定の例によるほか、次に定めるところにより設ける

こと。 

イ 音圧又は音色は、次の（イ）から（ハ）までに定めるところによること。 

（イ）取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十二デシベル以上であ

ること。 

（ロ）地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室

内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他

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ように措置されているこ

と。 

（ハ）令別表第一（二）項ニ、（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる

防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に

利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間に

おいても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されてい

ること。 

ロ 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部

分にあつては、次の（イ）又は（ロ）に該当すること。 

（イ）出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつ

ては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその

他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定

の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防

火対象物又はその部分（前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。）の全区域に自動的

に警報を発するように措置されていること。 

（ロ）当該設備を設置した防火対象物又はその部分（前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除

く。）の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。 

ハ スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及

ぼさないように設けるとともに、他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設ける

こと。 

ニ 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。 

六 次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。 

イ 配線の一線に地絡が生じたとき。 

ロ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。 
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ハ 振動又は衝撃を受けたとき。 

七 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごと

に、次に定めるところによること。 

イ 感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計

時間が六十秒を超えないこと。 

ロ 蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継

器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと 

八 一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区

域において二信号式の機能を有しないものであること。 

八の二 発信機は、Ｐ型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、Ｐ型三級受信

機、ＧＰ型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはＧＰ型三級受信機に

設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を

除き、次に定めるところによること。 

イ 各階ごとに、その階（前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。）の各部分から一の発

信機までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。 

ロ 床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。 

ハ 発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。 

ニ 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル

離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること。 

ホ Ｐ型一級受信機、ＧＰ型一級受信機、Ｒ型受信機及びＧＲ型受信機に接続するものはＰ

型一級発信機とし、Ｐ型二級受信機及びＧＰ型二級受信機に接続するものはＰ型二級発信

機とすること。 

九 第十二条第一項第八号の規定は、自動火災報知設備について準用する。 

第二十四条の二 自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次

のとおりとする。 

一 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。 

イ 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。 

ロ 操作部の各スイツチが正常な位置にあること。 

ハ 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第九号において準用す

る第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでな

い。 

ニ アナログ式中継器及びアナログ式受信機にあつては当該中継器及び受信機の付近に表示

温度等設定一覧図を備えておくこと。 

二 感知器は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。 

イ 炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては監視空間又は監視距離

が適正であること。 

ロ 火災の感知を妨げるような措置がなされていないこと。 



36 
 

三 発信機及び中継器は、その附近に当該機器の操作上支障となる障害物がないように維持す

ること。 

四 自動火災報知設備の常用電源、非常電源及び予備電源は、次に定めるところにより維持す

ること。 

イ 常用電源が正常に供給されていること。 

ロ 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。 

五 アナログ式自動火災報知設備（感知器からの火災情報信号を中継器又は受信機により受信

し、表示温度等を設定する機能を有する自動火災報知設備をいう。）にあつては、表示温度

等を当該自動火災報知設備に係るアナログ式感知器の種別に応じ、第二十三条第七項の表の

中欄に掲げる設定表示温度等の範囲内に維持すること。 

六 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地

区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することがで

きるよう良好な状態に維持すること。 

 

（誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分） 

第二十八条の二 令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯について

は、次の各号に定める部分とする。 

一 令別表第一（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分か

ら主要な避難口（避難階（無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。）にあ

つては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階（地階及び無窓階を除く。以下

この条において同じ。）にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同

じ。）を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が

避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの 

二 前号に掲げるもののほか、令別表第一（一）項に掲げる防火対象物の避難階（床面積が五

百平方メートル以下で、かつ、客席の床面積が百五十平方メートル以下のものに限る。第三

項第二号において同じ。）で次のイからハまでに該当するもの 

イ 客席避難口（客席に直接面する避難口をいう。以下この条において同じ。）を二以上有

すること。 

ロ 客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各

部分から当該客席避難口に至る歩行距離が二十メートル以下であること。 

ハ すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装

置（自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯すること

ができるもので、非常電源が附置されているものに限る。以下この条において同じ。）が

設けられていること。 

三 前二号に掲げるもののほか、令別表第一（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物

の避難階にある居室で、次のイからハまでに該当するもの 

イ 次条第三項第一号イに掲げる避難口（主として当該居室に存する者が利用するものに限

る。以下この号、次項第二号及び第三項第三号において同じ。）を有すること。 
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ロ 室内の各部分から、次条第三項第一号イに掲げる避難口を容易に見とおし、かつ、識別

することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下である

こと。 

ハ 燐光等により光を発する誘導標識（以下この条及び次条において「蓄光式誘導標識」と

いう。）が消防庁長官の定めるところにより設けられていること。 

四 前三号に掲げるもののほか、令別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物のうち、同表

（五）項ロ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が

存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表（六）

項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表

（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階（地階、無

窓階及び十一階以上の階を除く。） 

イ 居室を、準耐火構造の壁及び床（三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁

及び床）で区画したものであること。 

ロ 壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台そ

の他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあ

つては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。 

ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口

部の面積が四平方メートル以下であること。 

ニ ハの開口部には、防火戸（三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である

防火戸）（廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッター

を除く。）で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造の

もの又は防火戸（防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難

することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段そ

の他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限

る。）を設けたものであること。 

（イ）随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること 

（ロ）居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接

手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下

端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及

び十五センチメートル以下であること。 

ホ 令別表第一（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口

が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出するこ

とができる廊下、階段その他の通路に面していること。 

四の二 前各号に掲げるもののほか、令別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物のうち、同

表（五）項イ及びロ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供され

る部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置され

る区画を有するものの同表（五）項イ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に

供される部分が存する階以外の階（地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。） 
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イ 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。 

ロ 壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台そ

の他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあ

つては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。 

ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口

部の面積が四平方メートル以下であること。 

ニ ハの開口部には、特定防火設備である防火戸（廊下と階段とを区画する部分以外の部分

の開口部にあつては、防火シャッターを除く。）で、随時開くことができる自動閉鎖装置

付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸（防火シャッター以外のものであつ

て、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直

接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方

メートル以内のものに設けるものに限る。）を設けたものであること 

（イ）随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること 

（ロ）居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接

手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下

端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及

び十五センチメートル以下であること。 

ホ 令別表第一（五）項イ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部

分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙

を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。 

五 前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物（令別表第一（一）項から

（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に

供される部分が存しないものを除く。）の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分 

２ 令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に

定める部分とする。 

一 令別表第一（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分か

ら主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することがで

きる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては四十メートル以下、避難階以外の

階にあつては三十メートル以下であるもの 

二 前号に掲げるもののほか、令別表第一（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物の

避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの 

イ 次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。 

ロ 室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若

しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から

当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。 

三 前二号に掲げるもののほか、令別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物のうち、同表

（五）項ロ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が

存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に存する同表（六）
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項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表

（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階以外の階（地階、無

窓階及び十一階以上の階を除く。） 

イ 居室を、準耐火構造の壁及び床（三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁

及び床）で区画したものであること。 

ロ 壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台そ

の他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあ

つては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。 

ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口

部の面積が四平方メートル以下であること。 

ニ ハの開口部には、防火戸（三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である

防火戸）（廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッター

を除く。）で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造の

もの又は防火戸（防火シャッター以外のものであつて、二以上の異なつた経路により避難

することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段そ

の他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限

る。）を設けたものであること。 

（イ）随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること 

（ロ）居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接

手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下

端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及

び十五センチメートル以下であること。 

ホ 令別表第一（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口

が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出する

ことができる廊下、階段その他の通路に面していること。 

三の二 前各号に掲げるもののほか、令別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物のうち、同

表（五）項イ及びロ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供され

る部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、十階以下の階に設置され

る区画を有するものの同表（五）項イ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に

供される部分が存する階以外の階（地階、無窓階及び十一階以上の階を除く。） 

イ 居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。 

ロ 壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台そ

の他これらに類する部分を除く。）の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあ

つては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。 

ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口

部の面積が四平方メートル以下であること。 

ニ ハの開口部には、特定防火設備である防火戸（廊下と階段とを区画する部分以外の部分

の開口部にあつては、防火シャッターを除く。）で、随時開くことができる自動閉鎖装置
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付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は防火戸（防火シャッター以外のものであつ

て、二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直

接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方

メートル以内のものに設けるものに限る。）を設けたものであること 

（イ）随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること 

（ロ）居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接

手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下

端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及

び十五センチメートル以下であること。 

ホ 令別表第一（五）項イ並びに（六）項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部

分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を

有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。 

四 前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物（令別表第一（一）項から

（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に

供される部分が存しないものを除く。）の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分 

五 令別表第一（一）項から（十六の三）項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のう

ち、建築基準法施行令第百二十六条の四に規定する非常用の照明装置（次条において「非常

用の照明装置」という。）（消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場（地階

にあるものに限る。）に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの（消防庁長官が

定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられて

いるものを除く。）にあつては、六十分間作動できる容量以上のものに限る。）が設けられ

ているもの 

３ 令第二十六条第一項ただし書の総務省令で定めるものは、誘導標識については、次の各号に定

める部分とする。 

一 令別表第一（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分か

ら主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩

行距離が三十メートル以下であるもの 

二 前号に掲げるもののほか、令別表第一（一）項に掲げる防火対象物の避難階で次のイから

ハまでに該当するもの 

イ 客席避難口を二以上有すること。 

ロ 客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各

部分から当該客席避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。 

ハ すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装

置が設けられていること。 

三 前二号に掲げるもののほか、令別表第一（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物

の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの 

イ 次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。 
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ロ 室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若

しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から

当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。 

 

（誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目） 

第二十八条の三 避難口誘導灯及び通路誘導灯（階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第

三項において同じ。）は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸

法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ（常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝

度と表示面の面積の積をいう。第四項第二号及び第三号において同じ。）を有するものとしなけ

ればならない。 

区分 表示面の縦寸法（メートル） 表示面の明るさ（カンデラ） 

避難口誘導灯 

Ａ級 〇・四以上 五十以上 

Ｂ級 〇・二以上〇・四未満 十以上 

Ｃ級 〇・一以上〇・二未満 一・五以上 

通路誘導灯 

Ａ級 〇・四以上 六十以上 

Ｂ級 〇・二以上〇・四未満 十三以上 

Ｃ級 〇・一以上〇・二未満 五以上 

２ 避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距

離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見とおすことがで

きない場合又は識別することができない場合にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が十メート

ル以下となる範囲とする。 

一 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離 

区分 距離（メートル） 

避難口誘導灯 

Ａ級 

避難の方向を示すシンボルのないもの 六十 

避難の方向を示すシンボルのあるもの 四十 

Ｂ級 

避難の方向を示すシンボルのないもの 三十 

避難の方向を示すシンボルのあるもの 二十 

Ｃ級 十五 
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通路誘導灯 

Ａ級 二十 

Ｂ級 十五 

Ｃ級 十 

二 次の式に定めるところにより算出した距離 

Ｄ＝ｋｈ 

Ｄは、歩行距離（単位 メートル） 

ｈは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法（単位 メートル） 

ｋは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値 

区分 ｋの値 

避難口誘導灯 

避難の方向を示すシンボルのないもの 百五十 

避難の方向を示すシンボルのあるもの 百 

通路誘導灯 五十 

３ 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなけれ

ばならない。 

一 避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇

所に設けること。 

イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあつては、当該附室の

出入口） 

ロ 直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口） 

ハ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口（室内の各部分から容易

に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。） 

ニ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことがで

きるもの（くぐり戸付きの防火シャッターを含む。）がある場所（自動火災報知設備の感

知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別

することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除

く。） 

二 通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。 

イ 曲り角 

ロ 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所 

ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分（避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。）

を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所 

４ 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 

一 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。 
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二 避難口誘導灯及び通路誘導灯（階段又は傾斜路に設けるものを除く。）は、常時、第一項

に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイ

からハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火災報知設備の感知器の作動と連動

して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、こ

の限りでない。 

イ 外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所 

ロ 利用形態により特に暗さが必要である場所 

ハ 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所 

三 避難口誘導灯及び通路誘導灯（階段又は傾斜路に設けるものを除く。）を次のイ又はロに

掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がＡ級又はＢ級のも

の（避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以上のもの又は点滅機能を有するもの、

通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。）とすること。ただし、

通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易

に識別することができるときは、この限りでない。 

イ 令別表第一（十）項、（十六の二）項又は（十六の三）項に掲げる防火対象物 

ロ 令別表第一（一）項から（四）項まで若しくは（九）項イに掲げる防火対象物の階又は

同表（十六）項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表（一）項から（四）項まで若しく

は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その床面積が千平

方メートル以上のもの 

三の二 令別表第一（二）項ニ、（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる

防火対象物（同表（十六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物に

あつては、同表（二）項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。）に設ける通路

誘導灯（階段及び傾斜路に設けるものを除く。）にあつては、床面又はその直近の避難上有

効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けら

れている場合にあつては、この限りでない。 

四 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあつては、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が

一ルクス以上となるように設けること。 

五 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。 

六 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによるこ

と。 

イ 前項第一号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けては

ならないこと。 

ロ 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。 

ハ 避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したとき

は、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。 

七 雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、

防水構造とすること。 
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八 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等

を設けないこと。 

九 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。 

十 非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有

効に二十分間（消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げ

る避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場（地階にあるもの

に限る。）並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの（消防庁

長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分にあつ

ては、通路誘導灯を除く。）にあつては、六十分間）作動できる容量（二十分間を超える時

間における作動に係る容量にあつては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又

は燃料電池設備によるものを含む。）以上とするほか、第十二条第一項第四号イ（イ）から

（ニ）まで及び（ヘ）、ロ（ロ）から（ニ）まで、ハ（イ）から（ニ）まで、ニ（イ）及び

（ロ）並びにホの規定の例により設けること 

十一 配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。 

十二 第十二条第一項第八号の規定は、誘導灯について準用する。 

５ 誘導標識（前条第一項第三号ハ並びに前項第三号の二及び第十号に基づき設置する蓄光式誘導

標識を除く。）の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 

一 避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から一の誘

導標識までの歩行距離が七・五メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること 

二 多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。 

三 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等

を設けないこと。 

６ 誘導灯及び誘導標識は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。 

 


