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れば前述 のよ うな様 々な方法で もいいのではないか。例 えば、親類経由 とか、警備会社
火災であるかどうか確認 しないで、直接通
経由 とか、いろいろなところを経由 して、 「
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かどうか確認 しないで119番 するわけですか ら、正 しい通報が くる確率 というのは、直
接消防署 に通報 したのと同 じことになるわけです。 その くらいだ った ら、直接119番 し
て もらった方がいいのではないか、直接119し て もらうことになると、都市全体 のネッ
トヮータシステムのようなものが火災関係で組 めるようになるのではないか。 こういう
感 じがするわけです。
その時に問題なのは、 どうすれば非火災報 の確率を許容限度 まで下げることができる
か ということであり、 これは実 はなかなか難 しい問題 です。世界的 にも、あちこちで大
分研究を していますが、結局ろ くなものは出てきて いません。例 えば今 の非火災報 より
も10分の 1の 確率に減 らしたといって も、例えばこういうホームセキュ リテ ィをやる家
が今 の10倍になれば、非火災報で消防署が右往左往 しなければい けないという数 は、絶
対数 としては同 じになって しまうわけですか ら、 このへんが非常に難 しいのですね。
へ
今考 えておりますのは、 いろいろな方法がありま して、 この んは専門 のメーカーの
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感知器の選択、適材適所対策 というのは簡単にできて、 ちゃん とやればお金 もかか ら
ず、 しか も効果的 なのです。 ハー ド面か らアプ ローチするといろい ろな方法があります
蓄積型」 という方法です。 これは煙濃度が一定程度 にな
が、今一般化 されているのは 「
ったり、温度が一定程度 になった時、 い きなり信号を出 さずに、例えば30秒なら、30秒
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たって、なおかつ継続的にず っとその信号が きて いる場合 にかぎ って、始 めて警報信号
を発するとい うタイプです。 これを 「
蓄積型」 とい ってお りますが、 こうす ると非火災
報 はかな り減 り、特 に電気信号 のよ うな ものを拾 って しま うとい うケ ニ ス も全部 カ ッ ト
できます し、 一過性 の非火災報要因 は、 ほとん どカ ッ トで きます。
それで もまだ非火災報 はあ りうるので、 今 のホームセキ ェ リテ ィで可能性があるのは、
これはどうなるかわか りませんが、例 えば 「2信 号式」 のよ うな ものを考えて い くこと
になるか も知れません。
例えば厨房 の LDKの

部分 は熱感知器、寝室 の部分 は煙感知器 に しておいて、 熱感知

器 だけ作動 した時 は移報信号が出ないよ うに し、煙感知器 の後 で さらに熱感知器が作用
したよ うな場合に初 めて119番に移報す るとい うことに してお きます と、非火災報 の確
率 は ぐっと減 るわけですね。 そうい うよ うな ことも考 え られ るのではないか と思 い ます。
このほかに、119番に直接移報す るとい うこと自体にかな り議論 の余地があ り、 そ も
そも個人 の責任 で通報 しなければいけないのに、何 で税金でや らなれ ければい けな いの
か とい うような基本的 な問題があろうか と思 い ます。 それか ら、 「2信 号式」 にす ると、
例 えば 1信 号 の場合 は受話 の警備業者 のよ うな ところに移報 して、 そこで逆 チェックを
した り確認 などもや って、 もし第 2信 号が入 って きた ら、H9番 に直接移報す るとい う
よ うな システ ム も考え られると思 い ます。
以上 のよ うな ことか ら、本 当に100%の 確率で火災信号が出 るのであれば、税 金 で ど
こまでや るべ きか とい う議論 はあ りますが、防災 とい う観点か らすれば、119番に直接
移報す るとい う方式 のほ うが望ま しいことは間違 いないわ けで、だんだんそちらのほう
にい くのだ ろうと思 い ます。 ただ、そこまでなかなか進んで いかない とすれば、例えば
身体障害者 とか、寝 たき り老人 とか、 別居老人 とか、福祉家庭 のよ うな ところに限 って、
例 えば119番に直接移報 していいですよ とい うよ うなことが手法 としてあるか もしれま
せん。
′
てか ら適報 t′
て
いずれに しろ、 この通報 の問題 につ きま して は、火災か どうか確認 と
いただ くので あれば、消防側 として は何 もい う気 はないのですが、確 認 しないで通報 L′
て くるとか、 あるいは直接移報す るとい うととたん に、消防 の方 の対応 に も限界がで て
くるので、 い ろい ろ言 いたい ことが出て くるとい うことになろうか と思 い ます。
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以上、消防 とホームセキュ リテ ィの関係を中 し上げま したが、 さらに消防法 とホー ム
セキュ リテ ィの関係を少 し考 えてみます と、 消防法 とホー ムセ キュ リテ ィを考 える場合
に軸が い くつ かあ ります。
まず住宅の場合 に、一戸建住宅 と共同住宅 と大 き く分 けて考え られます。 「
消防法」
の

第17条"、 それか ら 第17条の 3の 2"、 それか ら 第17条の 3の 3"、 それか ら

第17条の 5"、 それに 第21条の 2"と い う規定があ り、参考 までに 「
消防法」 の
第17条"と

第21条の 2"を 51頁に掲 げま した。

第17条"と い うのは何か といいます と、ある種 の建築物 について は、 「
消防法」 の
定 めるところによ り消防設備を設置 しなければいけない とい う法律で、そのほかに

第

17条の 3の 2'と い う規定があ ります。 この 第17条の 3の 2"と い うのは何か とい う
と、 消防機関 に対す る届出 と検査です。それか ら 第17条の 3の 3"と い うのは、点検
法 です。

第17条の 5"と い うのは、消防設備士 の業務独 占です。消防設備士 でなけれ

ば、 設置工事を してはいけない とい うことです。

第21条の 2"と い うのは検定制度 と

なってい ます。
第17条"の

「
消防設備 の設置義務」について は、一戸建住宅 には係 ってお りません。

共同住宅は500ぶ 以上 の ものについては、 まず 自動火災報知設備 の設置義務があ ります。
この場合 の 自動火災報知設備 とい ってお ります のは、必ず しもホー ムセキ ュ リテ ィを意
味 しているわ けで はな く、共同住宅全体について監視す る 自動火災報知設備 の ことです。
この

第17条"と

第17条の 3の 3"、

第17条の 5"と い うのは リンクして お り、

第17条"の 設置義務がない と、届出検査 とか、定期検査報告 とか業務独 占の規定 など
みな係 ってきません。500ボ 以上 の共同住宅 について は、 自動火災報知設備 の設置義務
はもちろんの こと、届出検査 も必要です し、点検報告 もい ります し、業務属性 も変わ っ
て きます。 これ と,1の体系 として、

あ りlkす。 これ′
は 1検定制度 ￨と
第21条の 2"力 く

い うことですが、 自動火災報設備 の感知器、中継器、受信機、発信機 について は、
21条の 2"の 検定制度が係 ります。 これについては、

第17条"の

第

「
設置義務」が係 る

かどうかに関係 な く、一戸建住宅につ けるもので あ って も、共同住宅につ けるもので あ
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って も、皆検定制度 は係 ります。 『日本消防検定協会Jの 国家検定を受 けずに、感知器、
中継器、受信機を 日本国内で販売 した り、 工 事 のために使 った りす ることは法律上 で き
ない とい うことにな って い ます。
ホー ムセキュ リテ ィの場合 はどうなのか とい うと、 この場合 も同 じで、 当然感知器が
あ って、中継器があるものとない もの とあると思 い ますが、受信機 に該 当す るものは住
宅情報盤 とい うことになると思 いますが、 こうい うものは当然 「
消防法」 の 第21条の
2"の 検定 の対象 になるとい うことにな ってお りま して、 これ は守 って いただかなけれ
ば法律違反 にな ります とい うことです。
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これか らやや こしいのですが、500耐 以上 の共同住宅 には全部、 自動火災報知設備が
いるのか とい うことになると、法令上ではそうなのですが、よ くよ く考 えてみます と、
共同住宅 というのは構造や計画を うま く造れ ば安全性をか な り高 くす ることがで きます。
ですか ら消防側では一定 の構造上、計画上 の措置を した共同住宅 につ きま しては、 必ず
しも消防設備 はつ けな くて いい とい う扱 いを しています。
これ は、 「
共同住宅 の特例基準」 とい ってお りま して、 一定 の構造上、計画上 の措置
をすれば、 スプ リンク ラー、消火器、屋内消火栓 などとい うもの もい りません し、 自動
火災報知設備 もい らな いとい うことに しているので す。
どうい うものが 「
共同住宅 の特例基準Jか といいます と、 今までや ってお ります のは、
共同住 宅 の特例基準Jの 古 い もので、昭和50年 5月 1日
例 えば54頁以降にあるのが、 「
に発令 され、同 8月 1日 施行 されたものです。
内容 としては、まず耐火構造 の共同住宅 でなければなりません。木造ではな く、耐火
の鮨llltは
るlll[l部
原則 と
分 にillす
第 1で すね。 2番 FJに共JIl部
構造 であるとい うこと力く
して 1戸 あた り 2耐 以下 です。 ところが、構造 によ っては 2方 向避難が できて、玄関以
外か らベ ラ ング の方 を通 じて逃 げ られ るとい うことですが、 しか も逃 げる避難路が開放
型避難路 である、 こうい うものについて は 1住 戸 4ポ 以下、1カ 所 あたり 2ぶ 以下 とす
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ることがで きます。
それか ら3番 目に、90cmとか、50cmと い うスパ ン ドレルを設 けなければな りません。
これは 「
建築基準法」 のスバ ン ドレル と同 じよ うな ものですか ら、 たい したことはあ り
ません。 さ らに、 4番 目に避難路 について は内装制限をす る。 「
建築基準法」上 は、不
燃材料ま たは準不燃材料 とな って い ますが、 この場合 にはプ ラスアル ファー して、 不燃
材料 に して ほ しい。
以上 のよ うな指導を したものにつ きま して、 一定 の消防設備 は免除 します とい うこと
になっています。
さらに自火報 の場合 には もう少 し条件があ ります。 2方 向避難 がで きるもの と、 避難
路 の開放性があ るもの と 2つ の条件があ ります。 まず、 2方 向避難が でき、解放性避難
路があ る、 こうい うものについて は10階以下 の階 の部分について は、 自火報 はい らない
とい うことにな って い ます。 それか ら2方 向避難が で きるけれ ど避難路が開放型 ではな
い もの、例えば中廊下式 の共同住宅 みたいな もので す。 日本 で はあま りあ りません けれ
ども、 こうい うタイプの もので した ら、 これ は 6階 以下 までは自火報 はい りません。
それか ら、 2方 向避難 はで きないけれど も、開放型 の避難路が ついてい る。 こうい う
タイプの もの、 これ も 6階 以下までは自火報 は必要あ りません。消火器や スプ リ ンク ラ
ー、屋 内消火栓 とは少 し違 い、 自火報 の場合 には特別 に こうい うところについて は自火
報が い らない とい うことになります。従 って、例えば14階建 の共同住宅があ った場合、
2方 向避難開放型 であれば10階以下 の部分、 この部分 は何 もい りません。H階 以上 は、
これ は 自動火災報知設備を設置 しておいて下 さい。 ここに受信機をつ けるので すね。 こ
うい う仕掛 けにな って います。

さて、 この住戸 にホームセ キュリテ ィを つ けた らどうなるのか。全部 の住戸 につ ける
場合 はち ょっとお いておいて、 この住戸がホー ムセ キュ リテ ィを つ けた とす ると、 これ
は法令上 い らない ところに勝手にホームセキ ュ リテ ィをつ けるわけですか ら、 これは義
務設置 と違 うので、

第17条"の 規定 は係 りません し、 したが って前述 したよ うに 第

17条 の 3の 2"、 同

3の 3"、

第17条 の 5'の 規定 も係 って こないのですね。簡単

にいえば、勝手 につ けて いい とい うことです。 しか し、 こうい う場合で も前述 の 第21
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