条 の 2"の 検定 だけは係 るとい う法律上の決ま りにな っているわけです。 これが原型 だ
とい うふ うにまず理 解 していただ きます。
次 に、 ところが、以 上 のよ うないろいろな条件があ りま したが、 この中で、 これは昭
和50年にで きた規定ですが、 その当時か ら比 べ ま して、 住戸 は大 き くな って くるし、 い
ろい ろと多様 な設計が共同住宅 の中で行 なわれるよ うにな って きて、 どうも合わ な くな
って きた。特に住宅設計側 で非常 に大 きな問題 とされていたのは、開 日部 の制限 なので
す。
開 口部 の制限 とは、 前述 のよ うに、共用部に対 して 1カ 所 あた り 2ボ 、一住戸 あたり
4ご とい う制限がありま した。 これは廊下型 の共同住宅 の場合 に、50rと か60rと かで
あれば、たい したことはないのですが、100ボ を超 えるよ うによ うにな った らかな り効
いて きます。北 側 に 2居 室造 るよ うになるの と、入 口があ って、居室をつ けて、窓を 2
つつ けるとなると、 全体的 な面積 は足 りな くなって きて しま うのですね。
建築基準法」上 は、居室 の床面積 の 7分 の 1以 上 は開 口部を取 らなければ
一方 で、 「
い けな い とい う規定があるわ けですか ら、 7分 の 1を 取 らなければい けな い し、消防設
備を省略 しよ うと思 えば 4r以 下に しなければいけない とい うジ レンマに陥 るわ けです。
これを ク リアす るために住宅を設計す る側で はどうす るか とい うと、窓が非常に小 さ
い部屋を造 り、 「これ は居室 ではない 」 とい って、納戸 とか ユー テ ィリテ ィとい う名前
にす るわ けです。 2rと か 4rと い う制限 のせいで、かな り無理 な住宅設計が行なわれ
て きたわ けです。
「これではどうも、 具合が悪 いのではないか」 と消防側 で反省 しま して、 何 とか是正
しよ うと思 ったわ けです。 このへん は避難 の問題 とか、延焼 の問題 とかいろいろあるわ
けですか ら、種 々実験 などもしま して、昭和61年12月 5日 に新 しい特例基準を出 しま し
た。 それが、60頁か らある 「
共同住宅等 に係 る消防用設備等 の技術上 の基準 の特例 につ
いて 」 とい うもので す。
これ は、わか りづ らい と思 い ますが、簡単に言 い ます と、 まず耐火構 造 であ って 2方
向避難開放型が確保を されてお り、 なおか つ、ホー ムセ キュ リテ ィが全住戸についてい
る、 こういう集合住宅 について は、 これは先 ほどの開 口部 の制限 はい らな い。制限 は撤
廃 しま した。 さ らにそれ以外 に も、例えば誘導灯 もい らない ことに した り、 3階 以上 の
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場合、 1住戸あた り100ポ 以下に しなければい けないという制限 もな くして しまいまし
た。大型 の住戸 とか多様 な住居 などは、 これでかなり設計が楽になるはずです。
また、先ほど言 いませんで したけが、 ドアについては常時間鎖式 の甲種防火戸 に しな
ければならないことになっていたのですが、 その結果、入 日のところは鉄 の扉がそれだ
けしかないとい う、味 もそっけもないマ ンションの人 口が出来上がるわけです。
これをい ろい ろ実験な どもして、今回 はこの 2ポ を とった上に、乙防にしていいとい
うことに したのです。 そうするとどうい うふ うになるかといいますと、 もっと高さの高
い ドアができる。反対側にもう 1枚 ドアをつ けて、例えば引越 しの時 に大き く開けられ
るような ドアをつ けるとい うようなことも、 2ポ という規定を取ったとたんに、非常 に
簡単 にできるようになったわけです。 こういうところも、網入 リガ ラスに して しまうと
いうようなこともできるようになりますか ら、玄関まわ りのデザ インは非常 に楽 しいも
のになるのですね。
その時の条件は何かといいます と、 2方 向避難で開放型で、ホームセキュ リテ ィを全
住戸 に付けること。 こういう具合に したわけです。新 しいタイプの住宅を造 りたいとこ
ろについては、大きな インパ ク トになるのではないか と考えているわけですが、 これに
特別基準」の中で住居用 の 自火報 の基準 というものを作 ったのです。
関連 して、 「
61頁の右側 です。 「(6)住 戸用自火報」 という項がありますが、 い ろい ろと書 いて
ある中で、まず 「
感知器」ですね。何をどこにどうい うふ うに設置するか というような
補助音響装置」を適宜つ けて住戸内に火災で
こととか、それか ら警報 の問題ですが、 「
戸外表示器」 というのを設けて、外か ら火災にな
あることを知 らせ るとか、それか ら 「
っていることがわかるようにしようとか、 それか ら当然 のことなが ら、簡単 に自分勝手
に取 り外 されてはまず いので、外部か ら消防官 などが通電 の状況 とか、導通 の状況 とか、
戸外表
そうい うことを確認できるように してお くようにする。 これは通常 の場合 は、 「
示器」 と兼用されるようになるか、あるいは住棟 の受信機まで接続 してそこか らチェッ
、そうい うことでな
クできるようにす るか、 というようなことになろうか と思 います力く
ければいけないということにしています。
それか ら、電源 のとりかたを規定 してあり、火災になると、ご存 じのようにす ぐに停
電源 は住戸 ごとに交流低圧
電す るわけですね。そ こで62頁の左側 の⑥ にあ りますが、 「

屋内幹線か ら専 用 の分岐開閉器を介 して とられていること」 とい うことに してい ます。
どうい うことか と言 い ます と、 専用 のブ レーカ ーか ら専 用 の配線を介 して取 って下 さい
とい うことですね。火災になると、通常 の配線 に火が行 った場 合、す ぐシ ョー トしてブ
レー カ ーが とぶわ けです。 その時 に住戸用 自火報 の電源 もい っしょに切れ て しま っては
住居用 自火報 の役 目を しないわ けですか ら、 これ はほかが ショー トして もなおかつ生 き
残 るよ うに専用 のブ レー カーか ら取 って下 さい とい うことが一 つ。
それか ら、 その配線 について は、耐熱措置を講 じた ものでな くてはい けない とい うこ
とに してい ます。 ただ、他 のホームセ キュ リテ ィと組み合わせ ると、 「
面倒臭 い ことを
いわないで、何 とか コ ンセ ン トか ら取 りたいのだ」 とい うよ うなことが 出て くるで しょ
うか ら、 そうい うよ うな場 合 には 「
10分間以上 作動す ることができる容量 の予備電源を
何 らか の形 でつ けておいて ください」 とい うことです。要す るに火災が発生 した時 にき
ちん と作動す ることがで きなければな らな い。 当たり前 ですが、 こうい う条件 付 けを し
てお ります。
それか ら、11階以上 の共同住宅については、以 前か ら住戸用 自火報ではな くて、 本物
の 自火報が つ くよ うにな って い ます。 つ ま り、H階 以̲ヒについては、それぞれの住戸 に
みなホームセキュ リテ ィが入 ることになるわ けですか ら、 H階 以上 の部分 だけは最低限
住棟受信機 とつ ないで下 さい とい うことに しています。従前 との パ ラ シスを と り、 こう
い うふ うに しています。 もちろん10階以下 の住戸用 自火報 もい っしょにつ ないで も構 い
ません。
それか らこれに伴 い、住戸用 自火報 について は、前述 の

第17条の 3の 2"と か

同

3の 3"の 規定、 あるいは 第17条の 5"の 規定 とい うのは、みな係 って くるわ けです。
それ は、 義務設置 としてや って いるわけですか ら、 当然係 って くるとい うふ うに考えて
いただ きたい と思 い ます。
さらに、 これに関連 して、 2、 3付 言 してお きます と、 まず 「
消防法Jの
則」 の中 に、実 は150 rr以上 の防火対象物 にはP型 3級 、 CP型
て はいけないとい う規定 と、 P型 3級 、 GP型

「
施行規

3級 の受f言
機を設置 し

3級 につ いて は、 1の 防火対象物 の 31m

以上設置 して はいけない とい うよ うな規定があ りますが、 これ は確か に、義務設置 とし
てや る場合 にはこうい うものはい けな いわ けです けれども、 今度 、先 ほどいいま したよ

の自火報 の基準 の (6)、

この基準 に則 して作 られた ものについては、 義

部として設置する場合 も任意に設置す る場合 も、 3個 以上あるいは150ポ 以
ろに設置するのはかまわない とい うことに してお ります。

らもうひとつ、古い共同住宅ですね。30ボとか40ボしかないような共同住宅に
2戸を 1戸に改造するという動 きがあるわけですが、そういう場合、昔 の共同
で出来てお ります と、住戸 の開 口部が 4ポ あ り、 もう 1戸 も4ポ ある場
一部抜 いたとたんに 1住 戸 あたり 8ご にな って しまうので すね。 そうす ′
る

:今 までは1性Fむ た14f]「

｀
■ 二■■ 意華 隷

後長二 こtミ

■ ittn

ださせていたのです力＼ それもちょっとおか しいのではないか ということで、 こういう
ことをする場合 には、 この中に住戸用 自火報をつ けて、住戸内避難が迅速にできるよう
にする場合 には、 8rの ままにしておいて、 4ポ に埋 め戻 した りす る必要 はあ りませ ん
というようなことも一緒 にいってお ります。

もうひとつ最後に言 いますと、 「
建築基準法」の改正が先 日行 なわれ まして、準防火
地域に木造 3階 建を建てることがで きるようにな りま した。 これか ら政令改正をするこ
とになってお りますが、われわれがいちばん気にしてお りますのは、そうい う建造物 の
住戸内避難 の問題で、 これに対 して住戸用 自火報を何 らかの形で義務付けるようなこと
ができないか、考えているところです。

6̲

重電 長走 顔二 窪年

Q:直 結 の問題 に関 して、 消防機関 の非火災報 の許容限度 はどの くらいか。
A:難

しいですね。例 えば、非火災報 は感知器 1個 あた りでいいます と、現在 の レベル

で も、30Tに 1回 位 しか非火災報 は起 きない といわ11ています。 ところがい くつ も議
置 されて くると、非火災報 の全体 としての確率 はどん どん 11が̲,てい くわ けです。
今、遠隔移報警備 と称 されて いる ものがあるわ けですが、夜間 の場合 ですが、 ある
市 では警備業者等か ら 1年 間 に300回 位 の通報がありま して、 その うち真火災 は 1〜
2回 位 です。
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このままでいきます と、東京 のよ うな非常 に膨大な対象物を抱えるところでは、 も
のす ごい出動回数 にな って しまいます。出動回数 は確率 ではな く、絶対値です。例え
ば、119番 の司令台 に夜中 に500回 のH9番 がかか って きた時に、495回 は実 は非火
災報 で した とい うことにな ります と、 さすがに許容 の限度を超す ので はないか と思 う
のです。 ただ、 世 の中 の動 きとして、 ホー ムセキュ リテ ィという動 きもあるので、今、
前向 きに検討 している最中 です。 どの位 まで我慢できるか とい うことですが、絶対値
の問題 として我慢で きる許容限度がどの位か とい うよ うな ことは、まだ決 まってお り
ません。

・

Q:「 共同住宅 の特例基準」 について、 耐火構造 ではだいぶ緩和 されて いるよ うですが、
木造 の住宅 の場合、地域 によ って は200ボ 以上 は 自火報を設置す るよ うに との指導が
あるよ うなのですが、 そのへ んは緩和 とい うことは考え られな いので しょうか。
A:そ

もそも、消防法では500ボ 以上 とい ってお ります。200請 とい うのは地方 の消防

機関が独 自に行 な って い ることですか ら、消防庁が緩和す るとい うことはできな いの
です。む しろ、 この先 の問題 として、 「
建築基準法」 は 4年 位先 には、例 えば木造 3
階建 てのアパ ー トを許す ことにす るか もしれな い。 その時 にどうす るか とい うことに
なると思 い ますが、消防 の側 では、む しろ強化す ることになるのではないで しょうか。
Q:「 補助音響装置」 の基準 は……
A:音 響装置 とい うふ うに考え られてお りま して、補助音響装置 とい うのは別 のブザ ー
みたいな もの とい うふ うに考えてお ります。 ですか ら、必ず しもつ けな くてはい けな
い とい うことはな いわ けで、50ぶほどの住宅 の場合 には、主 音響装置 で十分 い けると
思 うのです.た だ、主音響装置 は今、70デ シベル とい ってお りますが、70デ シベル で
襖 2つ 3つ 通 します と、40デ シベル位 にな って しまいます。 それで は聞 こえないだろ
うと思 い ます。 まだ、今 の ところ聞 こえ方 についての基準 は作 ってお りませんけれど
も、例えば戸を開めてお いて も、60デ シベル位 は別 の部屋 で聞 こえ るよ うに したい と
は思 い ます。 そうしない と目が醒 めないわ けです。 ですか ら、li寝常 の ところには 1
個位 はブザーをつ けておかな い と具合 が悪 いので はないか とい うよ うな ことを考えて
お ります。
Q:「 戸外表示器」 は必要か ……
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