
 
 
 
 
 
 

 

消防設備・システムの点検、試験およびメンテナンス

消防設備・システムの運転準備は完了していますか？火災発生の緊急時に必要な

場合に備えて、消防設備・システムの準備を確実にする最善の方法は、適切な点
検・試験・メンテナンス（ ）のプログラムを確立しておくことです。本資料

では、全米防火協会（ ）の規格： に基

づいて、各種消防システムおよび装置の適切な保守点検および試験、ならびに推

奨される実施頻度と定期点検項目の重要性について概説します。

背景

スプリンクラーのような消防設備は、建物火災に対して、非常
に効果的で信頼性の高い消防・防災システムです。
ただし、火災を確実に制御・抑制するためには、消防システム
を高い信頼性のもと適切に維持し、常に利用できる状態にある

必要があります。 年の 報告書「
（米国のスプリンクラーの実情）」によると、シス

テムが作動する規模の火災が発生した際に、スプリンクラーの
有効作動率は でした。しかし、その他のケースでは、火災
をうまく制御することができないこともありました。その理由

を以下に概説します。

リスクの把握
年の 報告書によると、火災を抑制できなかった事例

として、スプリンクラーが効果的でなかったというよりもスプ

リンクラーの不良によるものが多かったと報告されています。
▪ スプリンクラー作動不良の約 は、スプリンクラーの遮断
（停止）によるものでした。

▪ スプリンクラー作動不良の約 は、メンテナンス不足が原
因でした。

▪ スプリンクラー故障の約 は、構成部品の損傷によるも

のでした。
▪ スプリンクラーが作動したが効果的でなかったケースで
は、半数以上で出火場所に水が届いていませんでした。

▪ 火災による財物損害のうち、自動消火システム（ ）
が設置されていなかった場合の損害額は、 が設置さ
れ正常に作動していた場合の約 倍に上りました。

以上の統計情報より、有効かつ堅牢な消防設備の停止管理
手順および プログラム、両方の重要性が浮き彫りとなっ

ていることがわかります。

リスク管理
「Standard for the Inspection, Testing, and 

Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems

（水ベースの消防システムの点検、試験およびメンテナン
スに関する規格）」に従って、適切な点検・試験・メンテ
ナンス（ ）のプログラムを策定・実施していれば、自動
消火システムの故障や作動不良の可能性を低減することが
できます。 



 

 

   

 

作動により有効に消火

作動せず

作動するも消火に失敗

出典：米国のスプリンクラーの実情
（2017年NFPA報告書）。 

 

報告された建物火災の財物損害

総額と 設置率（ ～

年）
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出典： （米
国のスプリンクラーの実情（2017年NFPA

報告書））。 

 

消防水利
消火ポンプおよびその貯水槽は、水ベー

スの消防システムの「心臓部」と通常は

考えられています。消火ポンプのスイッ
チを停止する、または手動モードのまま
にしてしまうと、給水がされなくなり、
施設全体が防護されていない状態になる
おそれがあります。

消火ポンプおよび貯水槽。

システムが遮断状態

手動介入でシステムが無効化

メンテナンス不足

システム構成部品の損傷

火災のタイプによっては有効でな

いシステム

スプリンクラーが作動しなかった事故の
うち約5分の3（59%）で、システムが遮
断されていました。事故の17%で、シス
テムが手動介入により無効化されていま
した。一部のケースでは、システム電源
が誤って遮断されていました。スプリン
クラーが作動しなかった火災の7%で、シ
ステム構成部品が損傷していました。 

 

出典： （米
国のスプリンクラーの実情（2017年NFPA

報告書））。 

 

バルブ類（弁類）
制御弁は、水ベースの消防システムの主

要構成要素であり、点検、操作、メンテ
ナンスを適切に行う必要があります。
バルブが一部閉じていると、スプリンク

ラー・システムが有効に作動しない場合
があります。誤ってバルブを閉じてしま

うと、建物が防護されないままになるお
それがあります。

給水管のバルブが閉じた状態。

出火場所に水が届いていない

放水量が不十分

システムの構成部品に損傷

適切でないシステムの選定

メンテナンス不足

手動介入

スプリンクラーが有効でなかった火災の
半数（51%）では、水が出火場所に届い
ていませんでした。事故の30%において
は、十分な水が放出されていませんでし
た。7%では、システムの構成部品が損傷
していました。6%では、システムの選定
が適切ではありませんでした。事故の4%

で、メンテナンス不足が要因として特定
されました。 

 

出典： （米
国のスプリンクラーの実情（2017年NFPA

報告書））。 

 

スプリンクラー設備
火災の抑制に最も広く利用され、効果を

発揮する消防設備が、スプリンクラーで

す。定期的に保守点検および試験を実施
することで、火災発生の初期段階でシス

テムが確実かつ適切に作動します。

古く錆びた配管およびスプリンクラーヘッド

（適切にメンテナンスされていない事例）。
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規格は系統立った構成となっており、システムやシステム構成部品のタイプ別に実施すべき点検、試験およびメンテナンスの
項目と頻度が規定されています。この規格には、システム構成部品を調整、修理、再調整、または交換した場合に、実施すべき処置
が一覧で掲載されています。また、内部配管の状態、障害物の調査、停止管理に関する章も設けられています。下表に、水ベースの
消防システムおよびシステム構成部品に対して に規定される の実施項目の要約一覧を示しました。

システム のタイプ 推奨される の実施対象・項目 頻度
参照箇所

（ ）

貯水槽・タ
ンク

点検 加熱システム；低温警報が無い場合 毎日

点検 水位；タンク（水位警報の監視が無い場合） 毎月

試験 水位指示計 年に 回以上

試験 バルブの状態確認試験 参照 章

メンテナンス 逆止弁＆制御弁 参照 章

給水本管

点検 逆止弁、制御弁、連結送水管 参照 章

点検 消火栓 毎年

試験 消火栓＆モニターノズル、放水試験、範囲 作動確認 毎年

試験 配管、流量試験 年に 回

メンテナンス 消火栓＆モニターノズル 毎年

消火ポンプ

点検 ポンプ室＆消火ポンプ 毎週

点検 ディーゼルエンジンシステム＆電気システム 毎週

試験
ディーゼルエンジン駆動消火ポンプ（流量なし）、

分
毎週

試験 電気モーター駆動消火ポンプ（流量なし）、 分 毎週 毎月

試験 ポンプ性能確認（流量あり） 毎年

スプリンク

ラー設備

点検 制御弁＆システム弁 参照 章

点検 流水検知装置 四半期に 回

試験 ドレイン（ インチ） 参照 章

試験 流水検知装置（機械的） 四半期に 回

メンテナンス バルブ類（すべてのタイプ） 参照 章

消火栓・消
火散水栓

点検 ホース接続口、ホース、ノズル、および貯蔵装置 毎年 ～

点検 配管 毎年

点検 キャビネット 毎年

試験 放水試験＆静水圧試験 年に 回

メンテナンス バルブ類（すべてのタイプ） 毎年 章

水噴霧消火
設備

点検 ドレイン 四半期に 回

点検 ノズル（ヘッド）＆配管 毎年 運転時

試験 操作試験：手動放水＆ノズル（ヘッド） 毎年 節

試験 操作試験： 毎年 節

メンテナンス 水噴霧ノズル（ヘッド） 毎年

泡消火設備

点検 噴射ノズル（ヘッド）の設置状況・位置 毎月

点検 スプリンクラーの設置状況・位置 毎年

試験 泡放射試験 毎年

試験 放出装置の設置状況、位置および散水障害の有無 毎年

メンテナンス 泡消火ポンプの起動確認 毎月

重要なメッセージ

消防システムが停止状態や保守不全の状態にあると、システムが設置され
ていないことと同じ状態になり、火災を抑制することができずに損害が拡

大するリスクが高まります。適切かつ堅牢な プログラムを導入すること
で、火災発生の緊急時という最も必要なときに、貴施設の消防設備・シス
テムが設計どおりに確実に作動することになるでしょう。



参考資料および出典

▪ 

▪ 

▪ 

 

お問い合わせ

本資料またはその他の財物損害防止に関連
する技術トピックについてご質問がある場

合には、スイス損害保険会社のリスク・エ

ンジニアまでお問い合わせください。

本文書に含まれるガイダンスは、適切かつ合理的で、賠償責任のリスク軽減に役立つであろうと、スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは考えています。たと

え本文書のアドバイスに従ったとしても、すべての損害が回避される、あるいは、すべての合理的な予防措置が講じられたことになると、スイス・リー・コーポレート・

ソリューションズが保証するものではありません。一定の適切かつ合理的な手法についてスイス・リー・コーポレート・ソリューションズの意見を共有することによっ

て、損害予防措置の評価および実施に関わる被保険者自身の義務および責任が軽減されるものではありません。スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、損害

防止に関わる一切の責任を負うことはありません。

スイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、革新的でクオリティの高い保険商品を、中堅から大手・多国籍企業に世界中で提供しています。標準的な保険や複数

のリスクを対象とした保険プログラム、お客様のニーズに合わせ高度にカスタマイズしたソリューションなど、取り扱い商品は多岐にわたります。スイス・リー・グルー

プの強固な財務力を基盤とするスイス・リー・コーポレート・ソリューションズは、世界 以上のオフィスを通じてお客様にサービスを提供しています。詳細は、ウェブ

サイト（ ）または （ ）をご覧下さい。

日本においては、スイス・リー・インターナショナル・エスイー（「 」）として認可を受け、企業向け保険のソリューションを提供しています。「スイス損害保険会

社」は、 日本支店のブランドネーム（通称社名）です（ 年 月より）。


